
ツアー

行
　程

いわき市役所（8：00）＝いわき中央IC<常磐道・磐越道・東北道・東北中央道>南陽高畠IC＝南陽市・ぶ
どう狩り（もぎ取り食べ放題※ぶどうの持ち帰り・お土産は別料金）（10：45－11：30）＝熊野大社（東
北の伊勢とも言われ、日本三熊野の一つ）（11：50－12：30）＝南陽高畠IC<東北中央道>米沢中央IC
＝米沢市・金剛閣（米沢牛牛鍋膳の昼食）（13：10－14：10）＝上杉城史苑（お買い物）＝米沢八幡原
IC<東北中央道・東北道・磐越道・常磐道>いわき中央IC＝いわき市役所（17：30）

●事業本部：福島県いわき市明治団地4-1
　　　　　 新常磐交通本社1階
TEL（0246）88-7781

写真はイメージです

申込締切
8月20日

「米沢牛ランチとぶどう狩り」の申込方法

◎申込方法　ガイドブック・ホームページの「事業参加申込書」に参加者名を明記し必要事項をご記入の上お申し込み
下さい。締切後、事務局から連絡いたします。　
※申込者多数の場合は、抽選となりますのでご了承下さい。落選された方へは、通知いたしません。
※イベント・ツアー等の事業に参加の場合は、事業参加申込書に参加の方を必ず明記して下さい。ツアー当選者の参加代金は
　旅行会社から送付される納付書でお支払い下さい。参加者の変更・キャンセルは必ずサービスセンターへご連絡下さい。

米沢牛の老舗「金剛閣」ランチとぶどう狩り
　秋の山形「ぶどう狩り」食べ放題の旅です。熊野大社を参拝し、昼食は山形の老舗「金剛閣」で
牛鍋御膳をいただきます。時期が合えば、車窓から紅葉も楽しめます。
　十分にコロナ感染防止対策を講じて催行いたしますが、参加者の皆様にもコロナ対策へのご
協力をお願いいたします。バス内はご家族およびグループでの配席となります。奇数人数でご
参加の場合は、相席はいたしません。
　今後のコロナ感染の状況によっては、催行中止となる場合もありますので、ご了承ください。

◆と　　き　10月10日㈰　8：00　いわき市役所出発
◆参 加 費　会員・家族（大人・小人同額） 6,200円

一　　　般　　　　　　　　 12,000円
※小人は３歳以上

◆募集人数　30名（最少催行人数30名）

No.
121

TEL 0246-35-6844
FAX 0246-35-6845
URL http://www.happywork-iwaki.com

(一財)いわき市勤労者福祉サービスセンター
ハッピーワークいわき

令和3年８月発行
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会員数／6,314名　事業所数／754事業所（個人会員は除く）〈令和３年7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ようお願いいたします。



いちよし商店

海道屋

加藤商店

まるふと直売店

福助水産

バーベキュー番屋

ボンボヤージ

ＴＲＥＮＤＹ

しんごさん海煎本舗

かねまん本舗

萬屋

うみ丸君

ＬＡ ＭＥＲ（ラ・メル）

いわきの物産 銘品プラザ

サーティワン

キッチンはなこ

粗品プレゼント

粗品プレゼント

2,000円以上お買上げで、「のり佃煮1ヶ」
または「わかめ1袋」いずれか1つプレゼント

助成券ご利用の方に、
「かつおフレーク」１缶プレゼント。

市
場
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店　　　名 特　　　典 店　　　名 特　　　典
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る
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浜鶏ラーメン いわき･ら･ら･ミュウ店

さかな処　まさ常

寿司＆海鮮丼　寿司正

まぐろの高木

竹むら

めし処　福助

漁師の店　やまろく

魚屋さんのレストラン　ふぇにっくす

小名浜デイクルーズ

有機焙煎アイスコーヒーサービス

ご飯大盛サービス

※はっぴーわーくーポンとの併用不可

ソフトドリンクサービス

グ
ル
メ
通
り 

１
Ｆ

グ
ル
メ
通
り 

２
Ｆ

市場通りグルメ通り（海鮮丼）ふるさとお土産通り

※宝くじ売り場・わんぱく広場みゅうみゅうは利用できません

※下記の全てのお店でご利用いただけます

助成券 いわき･ら･ら･ミュウ
　　　お買い物助成券

◎申込方法　郵送希望の方は、ガイドブック・ホームページの必要事項をご記入の上、お申込みください。
10日・20日の締切後、送付いたします。

「いわき･ら･ら･ミュウお買い物助成券」の申込方法

最終締切
9月12日㈰

　「いわき・ら・ら・ミュウ」内のお買い物やお食事の時に利用できる
助成券のご案内です。
　1,000円ごとのお支払い時に400円割引になる助成券です。
　店舗によっては、特典サービスもありますので、いわき・ら・ら・
ミュウでお得にお買い物・食事などお楽しみください。

400円割引お買い物助成券
【1,000円のお支払いごとに1枚利用できます】
◆募 集 枚 数　500枚　１会員２枚まで
◆利 用 期 間　2021年８月１日～2021年９月30日

９月10日㈮までは窓口で随時配付しています

= お買い物助成券利用可能店舗 =

〒971-8101　いわき市小名浜字辰巳町43-1
☎ 0246－92－3701
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チケット

ジェフグルメカード
全国共通お食事券

斡旋価格　１冊　4,700円[500円券×10枚 5,000円分]
募集冊数　500冊
　　　　　事業所会員　1会員につき4冊まで
　　　　　個人会員　　　　　〃　  2冊まで

　全国２万店舗のレストランやファーストフード店、居酒屋などで利
用できる共通お食事券です。テイクアウトでも利用いただけます。
8/20㈮迄は、窓口で随時販売し郵送の場合も10日締切・20日
締切の２回郵送いたします。

※有効期限はありません。

いわき市内で使用できる店舗
●焼肉・ステーキ・
　しゃぶしゃぶ・とんかつ
・すたみな太郎江戸一
・ステーキ宮　・カルビ大将
・デンバープレミアム
　イオンタウンいわき小名浜
●居酒屋・ビアホール・バー
・カラオケプラザ時遊館
・寧々家
・はなの舞　・魚民
・うまいものいっぱい
　いろはにほへと
・山内農場　・焼鳥の扇屋
・浜焼太郎
・ミライザカ　・鳥メロ

●洋食中心ファミリーレストラン
・デニーズ　・ガスト
・ココス　・ビッグボーイ
●和食中心ファミリーレストラン
・和ぐるめ（いわきイオン店）
・れすとらん四六時中（いわきイオン店）
●洋食（イタリア・フランススペイン他）
・シーフードレストランメヒコ
・カレーハウスCoCo壱番屋
・ドミノピザ
●和食・寿司・麺類
・むぎの里　・元気寿司
・リンガーハット
・濃厚つけ麺まるや
●ファーストフード・軽食・カフェ
・モスバーガー
・ケンタッキーフライドチキン
・サーティワンアイスクリーム
・吉野家

※8月20日までは随時販売
最終申込締切：8月22日

「ジェフグルメカード」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。

窓口では随時販売しております。郵送希望の方は10日、20日締切後、チケットと納付書を送付いたします。

会員証の提示で
会員証１枚につき
ワンドリンクサービス

旅　館　名 住　　　　　所 電 話 番 号 備　　　考
岩　　　　　惣
い　づ　み　や
う　　お　　昭
こ　　い　　と
松　　柏　　館
ス　ミ　レ　館
春　　木　　屋
古　　滝　　屋
吹　　の　　湯
美　　　　　笹
温泉民宿　桜由

42-2135
43-2216
43-2363
42-2151
42-2141
42-2155
43-2724
43-2191
42-2158
43-4511
38-4402

常磐湯本町吹谷39
常磐湯本町吹谷80
常磐湯本町天王崎194（JR湯本駅前）
常磐湯本町笠井１番地
常磐湯本町三函158
常磐湯本町三函197
常磐白鳥町勝丘118
常磐湯本町三函208
常磐湯本町吹谷48
常磐湯本町吹谷70
常磐湯本町吹谷70

要 予 約

要 確 認

★不定休・貸切などで日帰り入浴を休業して
　いる場合もありますので、確認してご利用
　ください。

◎申込方法　郵送希望の方は、ガイドブック・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
込みください。10日・20日の締切後、送付いたします。

ガイドブック31ページの「指定宿泊施設利用助成」をご覧になり、助成券をお受け取り下さい。
精算時に助成券の提出で、割引を受けることができます。

「いわき湯本温泉組合日帰り温泉助成券」の申込方法

いわき湯本温泉の旅館で「指定宿泊施設利用助成」の利用が可能となりました。
―　指定契約旅館　―

・心和らぐ宿　岩惣　　　　　・ホテルいづみや　　　　・魚々彩々　旬味の宿　うお昭　　・旅館こいと
・雨情の宿　新つた　　　　　・桜と欅の宿　住乃江　　・スパホテルスミレ館　　　　　　・白鳥温泉　春木屋
・元禄彩雅宿　古滝屋　　　　・吹の湯旅館　　　　　　・湯の宿　美笹　　　　　　　　　・鮮の宿　柏
・ホテルパームスプリング　　・ときわの宿　浜とく　　・松伯館

助成券 いわき湯本温泉組合

日帰り温泉助成券

最終締切
9月12日㈰

　いわき湯本温泉の旅館の日帰り温泉の助成券を配付いたします。

400円割引助成券
【お一人につき500円以上の入浴料金で１枚利用できます。】
入浴料金については、施設により異なります。（500円～1,800円）
◆募 集 枚 数　500枚　１会員４枚まで
◆利 用 期 間　2021年８月１日～2021年９月30日
９月10日㈮までは窓口で随時配付しています

= 日帰り入浴利用可能旅館 =
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チケット

チケット

チケット

「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。コンサート・イベントごとに締切日を掲載しております。　
※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「会費等納入通知書」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

演歌の女王 
石川さゆりコンサート 2021

◆と　　き　令和３年10月24日㈰
①昼の部　開場 13:30　開演 14:00
②夜の部　開場 17:30　開演 18:00

◆と こ ろ　いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
◆価　　格　昼の部　①全部よい席 7,100円（税込）【通常価格　8,800円】

　　　　②7,000円席 5,300円（税込）【通常価格　7,000円】
夜の部　①全部よい席 6,100円（税込）【通常価格　7,800円】
　　　　②6,000円席 4,400円（税込）【通常価格　6,000円】

◆募集枚数　①②各回　30枚（会員１名につき２枚まで）
※未就学児入場不可
※希望の回を明記してください。

申込締切
8月20日

パルコ・プロデュース
「ジュリアス・シーザー」

◆と　　き　令和３年11月14日㈰　開演 14:00
◆と こ ろ　いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
◆価　　格　Ｓ席 6,200円（税込）【通常価格　8,000円】
◆募集枚数　20枚（会員１名につき２枚まで）

※未就学児入場不可 申込締切
8月20日

第18回 いわきアリオス落語会
九代目春風亭柳枝誕生を
　　　　　　お祝いする会

◆と　　き　令和３年９月24日㈮
開場 18:30　開演 19:00

◆と こ ろ　いわき芸術文化交流館アリオス　中劇場
◆価　　格　１階席 2,200円（税込）【通常価格　3,500円】
◆募集枚数　20枚（会員１名につき２枚まで）

※未就学児入場不可

申込締切
8月20日

映像の世界で華々しい活躍をしている豪華俳優陣による、
女性キャストのみのシェイクスピア劇です。
出演：吉田羊　　松井玲奈　　松本紀保
　　　シルビア・グラブ　ほか

真打昇進と大名跡襲名、ダブルのお祝いの会です。
出演：九代目春風亭柳枝
　　　柳家喬太郎　　立川談笑　　三遊亭兼好
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8月6日㈮
全国ロードショー

◆上映期間　８月６日㈮～　（終了は上映館によって異なります）
◆斡旋価格　800円【通常窓口料金　1,900円】
◆募集枚数　300枚（会員１名につき４枚まで）
★今回は”ムビチケ”でのお渡しとなります。ムビチケカード券はネットで
座席指定ができるカード型映画前売り券です。利用方法はチケットお渡
し時に同封する「ムビチケカード券ご利用方法」をご覧ください。

チケット

「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。コンサート・イベントごとに締切日を掲載しております。　
※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「会費等納入通知書」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

渡辺貞夫カルテット2021

◆と　　き　令和３年８月25日㈬
開場 18:00　開演 18:30

◆と こ ろ　いわき芸術文化交流館アリオス　小劇場

◆価　　格　全席指定 6,300円（税込）【通常価格　7,500円】

◆募集枚数　20枚（会員１名につき２枚まで）
申込締切
8月15日

「『キネマの神様』映画観賞券」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。
郵送希望の方は、8月10日・20日締切で郵送いたします。
８月27日㈮までは窓口で随時販売いたします。

　2020年３月１日にクランクインするも、ダブル主演の１人である志
村けんさんを失い、４月には撮影の長期中断を余儀なくされるなどの
困難を乗り越え、映画『キネマの神様』は、ようやく完成することが
できました。
（あらすじ）
　ギャンブル漬けで借金まみれのゴウ（沢田研二）は妻の淑子（宮本信
子）と娘の歩にも見放されたダメ親父。そんな彼にも、たった一つだけ愛してやまないものがあった。
　それは「映画」―。
　若き日のゴウ（菅田将暉）は助監督として撮影に明け暮れる傍ら、食堂の娘・淑子（永野芽郁）に恋をし、映写技師・テラシ
ンとともに夢を語らい、青春の日々を駆け抜けていた。しかしゴウは初監督作品「キネマの神様」の撮影初日に転落事故で
大怪我をし、その作品は幻となってしまい…。
　これは、“映画の神様”を信じ続けた男の人生とともに紡がれる愛と友情、そして家族の物語。

出演者：渡辺貞夫（as）　小野塚晃（pf）
　　　　栗谷　巧（ｂ）　竹村一哲（DS）

キャスト：沢田研二　菅田将暉　　永野芽郁　野田洋次郎
　　　　　北川景子　寺島しのぶ　小林稔侍　宮本信子　他

前売映画鑑賞券（ムビチケ）斡旋販売

― 近隣上映映画 ―
●ポレポレシネマズいわき小名浜
●イオンシネマ福島
●フォーラム福島
●TOHOシネマズひたちなか
●TOHOシネマズ水戸内原 他

申込締切
8月27日㈮
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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。

締切後、チケットと納付書を送付いたします。「五浦美術館チケット」の郵送は、10日・20日締切後、発送となります。
※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。

パーソナルレッスン受付中
30分 2,000円～（助成券使えません）

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

　開館38年目となるいわき市立美術館の設立と歩み、収集作品などを
写真やチラシ、ポスターなどの資料（アーカイブ）で辿り紹介するもの
です。いわきのまちの文化を盛り上げようと奔走した市民たちの姿や
苦心して収集された収蔵作品を展示いたします。
　本展がいわき市立美術館を、REVISIT（再訪・再考）し、これまでの歩
みと、これからの未来像を考える契機となれば幸いです。

9月11日㈯～10月24日㈰開催期間

◆価 格　300円 【通常価格　600円】 
◆募集枚数　100枚 （１会員４枚まで）

申込み締切
8月31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　

小川芋銭「海島秋来」昭和7年(1932)茨城県近代美術館蔵

モーリス・ルイス《Gamma Beta》1960年

茨城県天心記念五浦美術館

ひろがる墨　―五彩に出会う
　中国より伝来した墨の文化は日本の美術史に大きな影響を与え、近代以降も様々な
創作活動で墨が用いられています。「墨に五彩あり」とされるように、墨は黒単色とし
て捉えられるのではなく、墨の諧調が織り成す色合いは私たちの想像以上に豊穣なイ
メージを生み出します。本展では、茨城県近代美術館の所蔵作品を中心に、茨城県ゆ
かりの横山大観や小川芋銭の代表作はもちろん、今日最前線で活躍する作家まで、印
象的な墨の作品を展示し、その多彩な墨の世界を紹介します。

　新舞子ハイツヘルスプールの有料レッスンプログラムのレッスン料を補助いたします。
１回のレッスン料金は300円です。「有料レッスンプログラム助成券」の提出で無料とな
ります。レッスンを受講する際は、「新舞子ヘルスプール入場券」も必要です。
　家族の方（高校生以上）もご利用いただけます。有効期限はお申込みから概ね３カ月と
なります。利用できなかった助成券は、返却していただければ利用枚数を戻します。
★レッスンの予約は電話の受付はいたしませんので、直接「新舞子ハイツヘルスプール
窓口」でお申込みください。
●300円割引助成券 １会員年度内　事業所会員６枚
　　　　　　　　　 　　　　　　　個 人 会 員４枚

7月28日㈬～9月26日㈰開催期間

◆価 格　400円 【通常価格　730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。

REVISIT
ーコレクション+アーカイブに見る美術館のキセキ

助成券 いわき市新舞子ハイツ
「有料レッスンプログラム」助成

「有料レッスンプログラム助成券」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。

有効期限3ケ月
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　いわき市労働福祉会館では「い
わき市労働問題相談所」を開
設していますので、お仕事の悩み
やトラブル等ありましたら、気軽
にご相談ください。お電話での対
応も可能です。事前にご連絡をお
願いいたします。

・お問い合わせ・
いわき市労働問題相談所

TEL ２４－２５１１

動物園
遊園地
プール

遊び
放題チケット

「東武動物公園アトラクションパス」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。

窓口では随時販売しております。
郵送希望の方は、10日、20日締切後、チケットと納付書を送付いたします。

　今年度から東武動物公園のフリーパス券は、動物園と遊園地は遊び放題ですが、プー
ル利用は別途料金が発生いたします。
　東武動物公園の「東武スーパープール」の利用には「法人アトラクションパスセット」
（動物園・遊園地遊び放題）をお持ちの場合、プール入場券〈大人1,300円、中高生
1,000円、小人（３歳以上）700円〉を購入しての利用となります。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、プールの利用は、日時指定WEBチケット
の予約制となります。詳細は、東武動物公園ホームページでご確認ください。
https://www.tobuzoo.com　（プールの営業：９月５日まで）

◆法人アトラクションパス特別価格　2,100円
　≪１会員につき年度内10枚まで≫
◆使用期限　令和４年３月31日

東武動物公園アトラクションパス

労働問題、交通事故、土地の問題、
借金、遺産相続など
あなたが抱えている法律問題を
経験豊かな弁護士が解決に導きます。
９月２日㈭【12：30～15：00】
会場／いわき市労働福祉会館
※予約制になっていますので、必ず予約をして下さい。

主催・あいきょうさい TEL24－2511　いわき市平字堂ノ前22

弁護士による
無料

法律相談会の
お知らせ

【ハッピーワークいわきLINE公式アカウント友だち限定】のプレゼント企画始めました！

クイズに挑戦！ハッピーワークいわきプレゼント企画2021
　LINE公式アカウントのお友だち限定で応募できるプレゼント企画を定期的に実施いたします。
　出題されるクイズに正解した方の中から抽選で５名様に「図書カード3,000円分」をプレゼント、
ぜひLINE公式アカウントとお友だちになってご応募ください。
　プレゼント開催情報もLINEでお届けしますので、今後の情報をお楽しみに！

ハッピーワークいわき
ＬＩＮＥ公式アカウント
友だち募集中

事務局インフォメーション事務局インフォメーション
８月のお盆中も暦どおりにハッピーワークいわきの窓口は営業しております。

「ステーキハンバーグ＆ブレッドバーKEN」の閉店のお知らせ
　はっぴーわーくーポンの利用契約店でありました泉の「ステーキハンバーグ＆ブレッド
バーＫＥＮ」は閉店いたしました。はっぴーわーくーポンの契約も解除となります。

　以前、ハッピーワークいわきからケンタッキー・フライド・チキンの「KFCカード」、吉野家の「吉野家プリペイドカード」を購入されました会員様のカードの有
効期限は、まったくの未利用の場合は購入時から２年間となっております。一度でも利用したカードはその利用日より２年延長となります。期限が切れますと無効
となり、利用できなくなってしまいます。返金や交換等は一切できませんので、お手持ちのカードは計画的に速やかにご利用くださいますようお願いいたします。

グルメギフトチケットの有効期限について

平日　８：30～17：00迄
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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５月１日～令和３年６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
7件
21件
243件
15件
1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）

3件
2件
52件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

16件
39件
2件

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

15件

1件
7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

●日本オートマチックマシン
　労働組合いわき支部

ハッピーワークいわき新規会員大募集ハッピーワークいわき新規会員大募集

（最大10,000円分まで・ご入会から３か月後のお渡しとなります。）

１事業所の入会会員数 × 500円分の図書カード
ご紹介いただいた事業所が入会した場合のご紹介者様へ謝礼

お知り合いの
事業所を

ご紹介下さい。

ご紹介いただける事業所がありましたら、電話、メール、ガイドブックの事業所紹介カードでのご連絡を
お待ちしております。紹介先の事業所様へ事務局よりご連絡させていただきます。
※個人登録での入会はできません。

ご紹介いただける事業所がありましたら、電話、メール、ガイドブックの事業所紹介カードでのご連絡を
お待ちしております。紹介先の事業所様へ事務局よりご連絡させていただきます。
※個人登録での入会はできません。

会員紹介キャンペーン
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