
いわき市好間町北好間字山崎４４
TEL ３６－２５９１

・通常料金
　大人　　　　　1,000円 ➡ 700円
　小人（小学生以下）500円 ➡ 200円
◆開園時間　９時～15時
◆利用期限　シーズン終了時まで

大和田自然農園
いわき市大久町小久成沢６１－１８６
TEL 090-6251-3013

・通常料金
　大人　　　　　1,000円 ➡ 700円
　小人（小学生以下）500円 ➡ 200円
◆開園時間　９時～15時（月曜日定休）
◆利用期限　シーズン終了時まで

ピコブルーベリー農園
いわき市川前町上桶売字小久田７３－３
予約・お問い合わせ／
　いわきの里 鬼ケ城　84－2288

・通常料金　200円 ➡ 無　料
◆開園時間　９時～11時
◆利用期限　シーズン終了時まで

いわきの里鬼ケ城ブルーベリー園

ブルーベリー食べ放題

「ブルーベリーチケット」の申込方法
◎申込方法　ガイドブックの「チケット･助成券申込書」に必要事項をご記入の上お申し込み下さい。

窓口で随時配付いたします。郵送希望の方は、10日・20日締切後、送付いたします。
◎最終締切　8月10日㈫

助成券
ブルーベリーチケット

　今年も市内ブルーベリー農園の入園料を助成します。その場で積み採って食べるブルーベリーはフレッシュでジューシー、
甘酸っぱいおいしさが口いっぱいに広がります。別途有料でお持ち帰り用もあります。さわやかな夏の味覚をお楽しみください。
　今シーズンのオープンは、６月末から７月中旬の予定ですが、天候や生育状況によって変わりますので、各農園のHPや電話で
確認ください。

ブルーベリー農園入園料助成

　除草剤・農薬を使用せず有機肥料で手
間暇かけて育てた、安心安全なブルーベ
リーです。土・日曜日はピザの手作り体験も
行っています。要予約です。

ブルーベリー
チケット利用

　70品種1,000本のブルーべりがありブラックベリー、ラズ
ベリーなど、ひとつひとつ味が違います。いわきの山の中の
気候がブルーベリーの生育に適しているので、おいしく積み
採り安い大粒品を選び、１粒１粒大事に育てています。

ブルーベリー
チケット利用

　「ハッピーワークいわきの助成券を利
用したブルーベリー狩り」と言って予約
をお願いします。
　不定期の開園ですので、詳細はいわき
の里 鬼ケ城にお問い合わせ下さい。

ブルーベリーチケット利用

◆募集枚数　500枚《１会員４枚まで》

No.
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TEL 0246-35-6844
FAX 0246-35-6845
URL http://www.happywork-iwaki.com
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会員数／6,307名　事業所数／760事業所（個人会員は除く）〈令和3年５月１日現在〉
加入状況

〒970-8026
いわき市平字堂ノ前22番地
いわき市労働福祉会館1階

携帯はこちらから
アクセス！
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各種事業参加とチケット・助成券等の利用について　※申込みの際には、必ず会員番号をお知らせください。
◎申込み多数で抽選となりました事業については、落選者の方へは通知いたしませんので、抽選結果は事務局へお問い合わせください。
◎抽選は申込み用紙ごとになりますので、同じグループで参加希望の場合は同一用紙での記入をお願いいたします。
◎ツアー当選者の方は、旅行会社から参加者の自宅へ参加費の納付書が送付されます。
◎キャンセルについては、旅行会社規定の正規料金からの割合でキャンセル料が発生しますので、ご注意ください。
◎一度購入したチケットは、キャンセルできませんので計画的に購入下さい。在庫が残っている時は有効期限の短いチケットから販売させて
　いただく場合もありますので、ご了承ください。
◎会員以外、あるいは他の会員のチケット・助成券を申し込む時は、必ず会員番号を確認ください。窓口では、会員本人以外の方（家族含　
　む）からの会員番号のお問い合わせにはお答えできませんので事前にお申込みいただくか、会員証を持参してください。
◎当センターで販売するコンサートなどの座席指定のチケットは、座席位置は指定できませんのでご了承ください。
◎年度途中でも予算超過・取引先等のやむを得ない事情により、終了となる場合もあります。

応募者の皆様には上記内容をご理解いただき、お申込みいただきます様お願いいたします。



チケット

チケット

1会員
いづれか

1枚限り

こども商品券 トイカードトイカード

　お子様の学用品や子供服、おもちゃの購入などにご利用いただけます。
出産祝いなどの贈り物やお誕生日プレゼントにも最適です。

◆斡旋価格　１冊　4,700円【500円券×10枚　5,000円分】
◆募集冊数　200冊　事業所会員１会員につき４冊まで
　　　　　　　　　　個人会員　　　〃　　　２冊まで
◆有効期限　2025年12月31日

申込締切
6月20日㈰

いわき市内及び近隣の主な利用可能店舗
•トイザらス•ベビーザらス
•イオン•イオンバイク
•うすい百貨店（郡山）
•西友ザ・モール(郡山）•和真メガネ
•東北サファリパーク(二本松）•いわきタクシー
•リカちゃんキャッスル（小野町）　他

「こども商品券」の申込方法
◎申込方法　ガイドブックまたはホームページの「チケット･助成券申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。

６月20日まで窓口で随時販売しております。
郵送希望の方は10日・20日締切後、送付いたします。

「グルメギフトカード」の申込方法
◎申込方法　ガイドブックまたはホームページの「チケット･助成券申込書」に必要事項をご記入の上お申し込み下さい。

郵送希望の方は、10日、20日の締切後、送付いたします。

窓口で随時販売いたします。
お申込みは、１会員いずれか１枚です。申込み数が定数に達し次第、終了となります。

　全国の吉野家の店舗でご利用いただけます。3,000円分チャージ
してあるプリペイドカードをお得な価格で販売いたします。

●吉野家カード

2,200円
（3,000円チャージ）

■有効期限　2023年１月28日　　　　　
（利用日から更に２年延長）

𠮷野家プリペイドカード 3,000円券

　レギュラーサイズ６個入の「バラエティボックス」と引き換えできるギフト
券です。４月からバラエティパックがバラエティボックスに変わりました。
１個当たり200円とお得な価格です。

●バラエティパックギフト券（バラエティボックス）
1,200円
（2,130円相当）

■有効期限なし

サーティワンアイスバラエティパックギフト券

限定
200枚

限定
130枚

グルメギフトカード斡旋販売
　「サーティワンアイスバラエティパックギフト券」と「吉野家プリペイドカード」を在庫一掃
の特別価格で販売いたします。限定枚数でのご案内となりますので、お申込みは１会員いづ
れか１枚限りとさせていただきます。限定枚数に達し次第終了となります。

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと120号2



福島県内の酪農家が丹精込めて
作った「酪王牛乳」の美味しさが存
分に味わえる牛乳屋さんのアイス
クリームです。

チケット

ギフト

1会員
各1個
まで

「コンサートチケット」の申し込み方法
◎申込方法　ガイドブックまたはホームページの「チケット･助成券申込書」に必要事項をご記入の上お申し込み

下さい。締切後、納付書をお送りいたします・　
※申込者多数の場合は、抽選となりますのでご了承下さい。当選発表は納入付書の発送をもって替えさせていただきます。
　落選された方へは、通知いたしません。
※当選後のチケットのキャンセルは出来ませんので、ご了承下さい。

チケットはすべてサービスセンター買取りです。
当選後のキャンセル・変更はできませんので、ご注意下さい。コンサート・イベントチケット情報

爆笑 お笑いフェス in福島

◆と　　き　令和３年７月24日㈯
①11:30（開場 11:00）　②15:00（開場 14:30）

◆と こ ろ　いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
◆価　　格　全席指定 2,800円（税込）【通常価格　4,070円】
◆募集枚数　各回 36枚（会員１名につき２枚まで）

※３歳以上有料、３歳未満入場不可

申込み締切
6月20日

申込締切
6月20日

「マルベリィギフト」の申込方法

◎申込方法　ガイドブックまたはホームページの「チケット･助成券申込書」に必要事項をご記入の上お申し込み下さい。
締切後、納付書をお送りいたします。お届けは７月10日頃となります。
※配送先、事業所あるいは個人宅かを記入ください。その他のお届け先の場合は、宛先を必ず明記ください。

　おうちでちょっと贅沢に。人気の「酪王カフェオレアイス」や本場レストランの味「マンママリー
ドレッシング」をお得な価格で購入でき、希望の場所へ宅急便配達いたします。お友達や会社のお
仲間でシェアして利用するもよし、お世話になっている方へのお届けも可能です。お申し込み時に
お届け先の希望（事業所、個人宅、その他の場合は住所、電話番号、お名前）を明記してください。
冷凍および冷蔵でのお届けとなります。

マルベリィのギフト商品斡旋販売

●酪王カフェオレアイスクリーム　　　３個
●酪王いちごオレアイスクリーム　　　２個
●酪王牛乳アイスクリーム　　　　　　３個

3,200円

大人気の芸人たちが笑いを届けにやってきます！
ベテランから今話題の第７世代の若手芸人など多数出演!!
漫才あり、コントありの生の爆笑ステージをお楽しみください。

①酪王アイスギフト８個セット
【120㎖×８個、冷凍クール便発送】

●にんじんドレッシング　　　　　　　６本
●パセリドレッシング　　　　　　　　２本
●セロリドレッシング　　　　　　　　２本
※１本あたり430円（通常価格　400㎖ 1本 648円)

７月１０日前後の
発送となります。

4,300円（税込）②マンママリー生ドレッシング１０本セット
【400㎖×10本、冷蔵クール便発送】

（賞味期限は３ケ月となります）

（税込）
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「美術館企画展」の申込方法
◎申込方法　ガイドブックまたはホームページの「チケット･助成券申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。

郵送希望の場合、10日・20日の締切後、チケットと納付書を送付いたします。
※当選後のチケットのキャンセルは出来ませんので、ご了承下さい。

「いわき市立美術館企画展」の申込方法
◎申込方法　ガイドブックまたはホームページの「チケット･助成券申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。

締切後、チケットと納付書を送付いたします。
※当選後のチケットのキャンセルは出来ませんので、ご了承下さい。

チケット

チケット

いわき市立美術館
いわき市平字堂根町4‒4　Tel.25‒1111
開館時間９：30～17：00　

美術館・企画展助成

いわき市立美術館

　亀山達矢（かめやまたつや）と中川敦子（なかがわあつこ）による２人組人気クリエイティブ・ユニット
tupera tupera（ツペラ ツペラ）。楽しいアイディアと色とりどりな切り紙絵による絵本やイラストレー
ション、ワークショップなど幅広い分野で活動しているアーティストです。そのユーモアあふれる表現
は、たくさんの楽しさや笑い、驚きにあふれ、子どもたちをはじめ多くの人たちの人気を集めています。
　２人による本展は、アイディアとユーモアの源泉である「かお」をテーマに、『かおノート』『こわめっこ
しましょ』など「かお」をテーマにした絵本原画を紹介するほか、映像作品「かおつくリズム」、2メートル
の大きな顔が並ぶ新作「かお10（テン）」、さらに謎の「床田愉男(ゆかだゆかお)」との顔遊びなど、平
面・映像・立体と新作も含めたさまざまな表現の作品を展示します。
　それぞれに違っていて気分や年齢で変化する「かお」。「かお」のおもしろさを再発見して、「かお」の
おもしろさを味わい、大人から子どもまで、ゲラゲラ、ドッキリ、ワクワクが続くtupera tuperaの楽し
い世界を楽しめる展覧会になります。

7月17日㈯～8月29日㈰開催期間

◆価 格　500円 【通常価格　1,000円】 
◆募集枚数　100枚 （１会員４枚まで）

申込み締切
7月10日

茨城県北茨城市大津町椿2083　Tel.0293‒46‒5311
開館時間9：30～17：00　

西村昭二郎「風ひかる」1977年 筑波大学アート・コレクション

《謎のおおきな「床田愉男」》 撮影：阿部高之

茨城県天心記念五浦美術館

筑波大学 
　日本画40年の軌跡

　筑波大学芸術系の日本画コースは、茨城県内唯一の日本画の専門教育機関と
して、多くの画家、美術教師などを輩出してきました。本展覧会では、歴代の教
員８名、西村昭二郎、村松秀太郎、斉藤博康、平岩洋彦、藤田志朗、太田圭、程
塚敏明、山本浩之の作品を紹介し、その軌跡を振り返ります。昭和50年代より
最先端の研究者が集い、急速に変化を遂げてきた筑波の地が育む、瑞々しい日
本画表現をお楽しみください。 

6月12日㈯～7月18日㈰開催期間

◆価 格　100円 【通常価格　320円】 
◆募集枚数　50枚 （１会員４枚まで）

郵送は10日・20日の締切後となります

窓口で随時販売
いたします。

tupera tupera の かおてん.

「Next World ― 夢みるチカラ」の企画展は、“いわき市感染拡大防止一斉行動”により
美術館が休館となりましたので会期を６月25日まで延長いたします。
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「ミニチュアライフ展」の申込方法
◎申込方法　ガイドブックまたはホームページの「チケット･助成券申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。

締切後、チケットと納付書を送付いたします。
※当選後のチケットのキャンセルは出来ませんので、ご了承下さい。

「 THE ドラえもん展　FUKUSHIMA 2021 」の申込方法
◎申込方法　ガイドブックまたはホームページの「チケット･助成券申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。

締切後、チケットと納付書を送付いたします。
※当選後のチケットのキャンセルは出来ませんので、ご了承下さい。

チケット

チケット

美術館・企画展助成

福島市森合字西養山１　 TEL 024‒531‒5511
開館時間９：30～17：00

村上 隆「あんなこといいな　出来たらいいな」©2017 Takashi Murakami/Kaikai
KikiCo.,Ltd.All Rights Reserved.©Fujiko-Pro

福島県立美術館

　ドラえもん × 現代アート！
　｢あなたのドラえもんをつくってください｡｣ 国内外で活躍する28組のアーティストたちに、こんなお願いをしました。
　1970年の連載開始以来、日本中に夢を届けてきたドラえもん。みなさんの心の中にも、思い出のドラえもんや、いつでも
そばで優しく助けてくれるドラえもんの姿が、刻まれているのではないでしょうか。
　変わりゆくこの時代の中で、アーティストたちに「あなたのドラえもん」を表現してもらったら、どんな世界が生まれるだ
ろう。何を願い、未来へ何を伝えてくれるだろう。
　この展覧会のために、様々な発想や技法によって生み出された新たな作品をお届けします。

9月23日（木・祝）～11月23日（火・祝）開催期間

◆価 格　一般・大学生　700円【通常前売り価格　1,200円】
中・高校生　500円【通常前売り価格　1,000円】
小　学　生　100円【通常前売り価格　 400円】

◆募集枚数　100枚（１会員４枚まで）

とうほう・みんなの文化センター
福島市春日町5‒54　Tel.024‒534‒9191
開館時間10：00～17：00　

福島限定作品《桃源郷》©Tatsuya Tanaka

《ミニチュアライフ》©Tatsuya Tanaka

とうほう・みんなの文化センター

MINIATURE LIFE 展
　　～ 田中達也　見立ての世界 ～

　昨年の春に開幕後、新型コロナウイルスの影響で公開中止となり
ました展覧会です。
　ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也さんはジオラマ用の人
形と日用品をモチーフに見立て、ユニークで小さな不思議世界を作
り出します。装いも新たに開催する、ユーモアたっぷりな田中達也
ワールドの魅力をお楽しみください。

7月10日㈯～8月29日㈰
※7月12日㈪、26日㈪、8月2日㈪、16日㈪は休館日

開催期間

◆価 格　一　　　般　600円【通常前売り価格　1,000円】
高校生以下　300円【通常前売り価格　 500円】
未 就 学 児　無　料 

◆募集枚数　100枚（１会員４枚まで）

ミ ニ チ ュ ア　　　　　　　　　　ラ イ フ 2021

福島民報プレ創刊130周年記念事業

申込み締切
6月30日

申込み締切
8月31日

KFB福島放送  開局40周年記念
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④代金支払②申込書送付
（FAX可）

全福センター推奨事業者でもある大日商事株式会社取扱いの家庭常備薬をお得な価格で斡旋いたします。
急な病に備えて、ご準備下さい。

◆申込方法　事業所ごとに「個人申込書」を取りまとめて「常備薬申込総括表」に
必要事項を明記し、ハッピーワークいわきまで送付又はご持参下
さい。送付先1件につき合計金額が4,000円未満の場合は
送料550円を申し受けます。

◆申込締切　６月25日㈮
大日商事株式会社 TEL.06－6952－7015　担当/伊藤

◆納品予定　７月下旬頃
◆納品方法　大日商事より申込者(個人)ごとに商品をまとめて、

「総括表」の送り先あてに送付いたします。
◆支払方法　商品をお届けする際に、郵便振替用紙を同封いた

しますので、郵便局で代金をお振込下さい。

別紙「個人申込書」と「斡旋申込取りまとめ書」を同封しております。

送付先　〒970-8026 いわき市平字堂ノ前22番地
　　　　いわき市労働福祉会館１F
　　　　ハッピーワークいわき「家庭常備薬斡旋」係

家庭常備薬斡旋

いわき観光まちづくりビューロー
（いわき市石炭・化石館内）

お中元や贈り物にもご利用ください

　いわき観光まちづくりビューローの「いわきの逸品」をネットショップまたはいわき石炭化石館ミュージアムショッ
プでのお買い物2,000円ごとに500円を助成いたします。期間内に購入した領収書あるいは振込の控え（必ず会員名義で
あること）を添付してサービスセンターに申請してください。

お買上金額　2,000円につき500円助成　
１会員　１回限り（複数の場合は合算して請求ください）

※「申請書」は、ハッピーワークいわき事務局に請求してください。
※領収書等の宛名は必ずフルネームで明記されているものをお願いします。家族名や会員の購入であることが確認できない場合は対象外となります。
■申請期間：令和３年９月30日㈭

（例）  お買上金額5,000円の場合

1,000円補助

丸大食品お中元ギフト丸大食品お中元ギフト
「わんぱくでもいい。たくましく育ってほしい。」

●申込方法…事業所ごとに同封の「申込書」を取りまとめて、
ハッピーワークいわき事務局まで送付またはご持参下さい。
〒970－8026　いわき市平字堂ノ前22 いわき市労働福祉会館１階
ハッピーワークいわき「丸大食品ギフト斡旋」係　FAX 35-6845

●最終締切…７月16日㈮
●取扱業者…丸大食品株式会社
●納品予定…７月以降より随時配送いたします。
●納品方法…申込者ごとに商品をまとめて、丸大食品㈱より各事業所・ご自宅

宛に送付いたします。
　　　　　　商品到着後に丸大食品より郵便振替用紙を郵送いたしますので、

代金をお振込下さい。
●配 送 料…全国一律770円（税込）
※詳細についてのお問い合わせ、または商品の破損、過不足などがございま
した場合は、丸大食品㈱へ直接ご連絡下さい。

※申込書はハッピーワークいわき事務局宛にお送りください。
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事務局インフォメーション事務局インフォメーション
ハッピーワークいわき窓口の営業時間

新型コロナウィルス感染拡大予防策として、ハッピーワークいわきの営業時間
をしばらくの間下記時間とさせていただきます。ご理解・ご協力よろしくお願い
します。

平日　８：30～17：00迄
入学祝い金の請求について

　今春、小・中・高校に入学のお子様の「入学祝い金」の申請がまだお済でない会員様は
速やかに申請をお願いします。給付金は入学から３年間は請求いただけますが、請求期
間が過ぎてしまう事例がありますので忘れずに早めの請求をお願いいたします。
　添付書類は、小・中学校は保険証等の生年月日のわかる公的証明書・在学証明、高校
入学は合格通知書か生徒手帳のコピーをお願いします。

「いわきゆったり館」「いわき新舞子ハイツ」チケットの有効期限延長について
　「いわきゆったり館」は“いわき市感染拡大防止一斉行動”により４月29日～５月
31日まで休館となっておりましたが、昨年、期限付きの企業法人券を購入され、
まだ利用していないチケットにつきましては、有効期限が１カ月延長となります。
（令和３年４月以前の有効期限の延長はありません。）
　「いわき新舞子ハイツヘルスプール」は、通常営業しておりましたが、期間中利
用制限がありましたので、５月の利用分が含まれるチケット期限を１カ月分延長
いたします。
　　♦３月～５月分　　６月まで延長
　　♦４月～６月分　　７月まで延長　
　　♦５月～７月分　　８月まで延長
　６月以降も休館や利用制限の延長も考えられますので、詳細につきましては施設のホームページおよび
直接施設へお問い合わせをお願いいたします。

　前号でもご案内いたしました事業所親睦助成事業「歓送迎会・お花見親睦
助成」の申請は６月末までです。事業所内で数回に分かれて少人数で開催し
た場合は、合算した人数で申請してください。申請は１事業所期間内１回
限りです。ガイドブックの「事業所親睦行事助成」をご覧いただき、速やか
に申請をお願いいたします。

　前号でもご案内いたしました事業所親睦助成事業「歓送迎会・お花見親睦
助成」の申請は６月末までです。事業所内で数回に分かれて少人数で開催し
た場合は、合算した人数で申請してください。申請は１事業所期間内１回
限りです。ガイドブックの「事業所親睦行事助成」をご覧いただき、速やか
に申請をお願いいたします。

申請期間：６月30日まで

事業所親睦助成事業　歓送迎会・お花見親睦助成

　事業に参加されていない、チケットや助成券も利用していない、給付金・助成金も申請していないな
ど事業の利用がない会員様に今年も還元事業として図書カードをお送りいたします。
　対象となるのは、令和元年以前入会で平成28年４月から令和３年３月までに利用の会員様が対象とな
ります。ただし令和３年６月現在会員である方です。登録事業所あてに６月中に送付いたしますので、
当該の会員様にお渡しくださいますようお願いいたします。

　事業に参加されていない、チケットや助成券も利用していない、給付金・助成金も申請していないな
ど事業の利用がない会員様に今年も還元事業として図書カードをお送りいたします。
　対象となるのは、令和元年以前入会で平成28年４月から令和３年３月までに利用の会員様が対象とな
ります。ただし令和３年６月現在会員である方です。登録事業所あてに６月中に送付いたしますので、
当該の会員様にお渡しくださいますようお願いいたします。

「はっぴーわーくん還元事業」のお知らせ（未利用者還元事業）
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新しく仲間になりました。

※共済給付金の申請期間は事由発生後、３年以内となっておりますので、
　ご注意下さい。
※事由発生日以前に申請を出された場合でも、請求は発生日以降となりますので、
　ご了承下さい。
※共済金支払請求書は２ヶ所に必ず押印し、事業所名をご記入下さい。
※共済給付金の請求には各種証明が必要な場合があります。不明な点は、事務局までお問い合わせ下さい。

共済給付金の支給状況　令和３年３月１日～令和３年４月30日
おめでとうございます

お悔やみ申し上げます

ありがとうございます お見舞い申し上げます
6件
18件
256件
8件
3件

結婚祝
出生祝
就学祝
銀婚祝
成人祝

死亡弔慰金（会員）
死亡弔慰金（配偶者）
死亡弔慰金（親）
死亡弔慰金（子）

2件
6件
42件
0件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

33件
33件
0件

傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）
自然災害（一部壊）
　　　　（床上浸水）

13件

4件
1件

お知り合いの事業所を
ご紹介ください。
謝礼を差し上げます。

新規入会事業所新規入会事業所

●㈲高木博商店

令和２年度決算 令和３年度予算
収　　入

基本財産運用収入
特定資産運用収入
入 会 金 収 入
会　費　収　入
事　業　収　入
補 助 金 収 入
雑　　収　　入
合　　計

670
4

332
56,756
34,574
18,466
1,224

112,026

事 業 人 件 費
事 業 管 理 費
生活安定事業費
健康維持増進事業
余暇活動事業費
自己啓発事業費
財産形成事業費
情報提供事業費
会員加入促進事業
管　　理　　費
次 期 繰 越 金
合　　計

6,929
4,452
39,187
6,097
39,564
853
28
108
409

12,994
1,405

112,026

基本財産運用収入
特定資産運用収入
入 会 金 収 入
会　費　収　入
事　業　収　入
補 助 金 収 入
雑　　収　　入
寄 附 金 収 入
特定預金取崩収入
繰 越 余 剰 金
合　　計

669
4

360
56,790
47,153
18,466
2,457

1
5,261
900

132,061

事 業 人 件 費
事 業 管 理 費
生活安定事業費
健康維持増進事業
余暇活動事業費
自己啓発事業費
財産形成事業費
情報提供事業費
会員加入促進事業
管　　理　　費
運営資金積立金
予　　備　　費
合　　計

7,395
5,073
40,292
9,345
49,290
1,589
30
175
287

14,250
3,786
549

132,061

予算額（千円） 支　　出 予算額（千円） 収　　入 予算額（千円） 支　　出 予算額（千円）

調査票の回答は、お済みですか？
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