
凍った心をとかす真実の愛とは―
望まない魔法の力をもった姉と、その姉を慕う妹の冒険が始まる。

ツアー

●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

「アナと雪の女王観劇バスツアー」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。
※ツアーの参加費のご案内は旅行会社よりご連絡いたします。　　　　
　当選後のキャンセルの場合は、チケット代金分かかりますのでご了承ください。

　今年6月に四季劇場「春」で日本初演ディズニー最新ミュージカル！あの大人気長編アニメ「アナと雪の
女王」を基にしたこの作品。深い絆で結ばれた二人の姉妹が織りなすストーリー、「愛と感動」を是非生の
舞台で鑑賞してみては…
　コロナウィルス感染症の対策を万全にし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。今後の状況によっては、催行中止となる場合もありますのでご了承ください。

「アナと雪の女王」観劇バスツアー劇団四季
ご家族でご覧ください

行
　程

いわき市役所（7：00）＝小名浜支所（7：25）＝勿来支所（7：50）＝勿来IC<常磐道>三郷IC<首都高>＝四季劇場【春】
（開演まで各自お過ごしください。ディズニーミュージカル『アナと雪の女王』）（11：00/開演12：30－15：00/15：
00）＝<首都高>三郷IC<常磐道>勿来IC＝勿来支所（18：40）小名浜支所（19：05）＝いわき市役所（19：30）
※昼食は自由食となります。ご持参いただくか途中のサービスエリアでお買い求め下さい。
※今後のコロナ感染状況によっては、催行中止となる場合もありますので、ご了承下さい。

申込締切
10月20日

◆と　　き　12月18日㈯　7：00　いわき市役所出発
◆参 加 費　会員・家族（３歳以上）15,000円　　一　般　　25,000円
◆募集人数　40名（バス２台で運行）

※席はS席となります。食事は自由食です。
◆当選後のキャンセルはできません。やむを得ずキャンセルの場合は、チケット代金分がかかりますので、ご了承ください。

No.
122

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10月発行

ご
家
族
で
ご
覧
く
だ
さ
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会員数／6,284名　事業所数／752事業所（個人会員は除く）〈令和3年９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。



カルチャー

チケット

ライフ

ライフプラン冊子

差し上げます

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・クリスマスプレゼントに
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
10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。

10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。

「ねんきんガイド」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。

締切後、送付いたします。
※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。

▶準備品
・移植ベラ・園芸用ハサミ
・エプロン・軍手
・筆記用具・持ち帰り用袋

申込締切
10月20日

お正月の寄せ植え講習会
新年を迎えるにあたって、お正月の寄せ植え教室のご案内です。
今回は庭先や玄関先はもちろん室内にも飾れるミニ寄せ植えも作ります。
花材は寒さに強い冬の花材を使い、春先まで楽しんでいただけます。
午前と午後の２回行いますので、希望の時間を明記ください。

◆と　　き　12月18日㈯
①午前の部 10：00～12：00（受付９：45～）
②午後の部 13：30～15：00（受付13：15～）

◆と こ ろ　磐植直売所（平中平窪字宮田58　直通 080-6053-4862)
◆募集人数　各回15名
◆参 加 費　会員・家族　1,500円

一　　　般　4,000円
◆講　　師　平山先生（㈲磐　植）

ー庭先も室内もあでやかに

希望の時間を
記入ください

◎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。

「お正月の寄せ植え講習会」 の申込方法

　老後をどのように暮らしていくのか、また、どのような経済的準備が必要なのかを考えるとき
に参考にできる情報を掲載しています。公的年金制度の基礎知識、個人年金保険の仕組みや契約
時の注意点などを図表や具体例などでわかりやすく解説しています。年配の方から若い世代まで
知っておくべき情報満載です。

　老後をどのように暮らしていくのか、また、どのような経済的準備が必要なのかを考えるとき
に参考にできる情報を掲載しています。公的年金制度の基礎知識、個人年金保険の仕組みや契約
時の注意点などを図表や具体例などでわかりやすく解説しています。年配の方から若い世代まで
知っておくべき情報満載です。

ねんきんガイド
今から考える老後保障

申込締切
10月20日◆配布冊数　150冊（１会員１冊）

写真はイメージです
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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。

申込締切　10月20日

チケット

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

　フィンランドの国民的建築家サリエル・サーリネンの建築はもちろん家具・椅子・
都市計画に至るまで人々の生活に寄り添ったデザインを希求した、サーリネンの生涯
をたどることができる国内初の回顧展です。

11月6日㈯～12月19日㈰開催期間

◆価 格　300円 【通常価格　800円】 
◆募集枚数　100枚 （１会員４枚まで）

申込み締切
10月20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　

佐伯祐三「コルドヌリ（靴屋）」大正14年頃年(C.1925)茨城県近代美術館蔵

茨城県天心記念五浦美術館

美―響く―  コレクション名品選
　茨城県近代美術館と茨城県陶芸美術館が所蔵する近現代美術の名品約70点を精選
して紹介。特に、岡倉天心の指導のもと制作された横山大観「流燈」、木村武山「阿房
劫火」といった五浦で描かれた代表作の他、板谷波山の陶芸など茨城ゆかりの作家に
加え、岸田劉生・佐伯祐三・藤田嗣治らの洋画、京都画壇の村上華岳・小野竹喬らの
日本画など、見どころも多い。

　現在大躍進している「いわきＦＣ」のホームゲームのチケットを斡旋販売いたします。
希望日と券種を明記してお申込みください。

10月3日㈰～11月23日㈫㈷開催期間

◆価 格　300円 【通常価格　730円】 
◆募集枚数　50枚 （１会員４枚まで）

窓口で随時販売
いたします。

サーリネンとフィンランドの美しい建築展

Ｊ３まであと１歩！我らがいわきのクラブチームをみんなで応援しよう

いわきＦＣ　チケット斡旋販売

「いわきFCチケット」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。

※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。

・

◆斡旋販売（1会員4枚まで）価格
①自由席　　　 大　人　　　　　　300円

　　　　　　　　【通常価格　1,200円】

　　 ユース(高校生以下)100円
　　　　　　　　【通常価格　1,000円】

②メイン自由席 大　人　　　　　　800円
　　　　　　　　【通常価格　2,000円】

　　 ユース(高校生以下)300円
　　　　　　　　【通常価格　1,200円】

いわきＦＣ
×

東京武蔵野
ユナイテッドＦＣ

日本フットボールリーグ第29節
１１月３日㈷

Ｊヴィレッジスタジアム
１３：００

いわきＦＣ
×

ＦＣティアモ枚方

日本フットボールリーグ第31節
１１月14日㈰

21世紀の森公園いわきグリ－ンフィールド
１３：００

いわきＦＣ
×

ＦＣ大阪

日本フットボールリーグ第34節
１2月5日㈰

21世紀の森公園いわきグリ－ンフィールド
１３：００
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助成券

◆利用期限：2022年3月末　◆申込冊数：期間内１会員３冊まで（1冊10枚綴り＋トクトクチケット2枚）
　チケット作成費として１冊につき100円
　※窓口で随時販売しております。郵送は毎月10日・20日締切で発送となります。

はっぴーわーくーポンおまけ付き助成券綴り後
期

　令和３年度後期の「はっぴーわーくーポン」のご案内です。食事・温泉・ボウリング・リラ
クゼーション施設がお得に利用できる助成券です。会員とその家族の方が気軽に利用できる
10枚綴りのチケットです。コロナ禍で頑張っている市内飲食店を応援する気持ちから今回
は更にお得に使える「トクトクチケット」２枚のおまけ付きです。
　また「いわき湯本温泉旅館協同組合　日帰り温泉施設」も新たに利用可能となりました。
　飲食店のテイクアウトでは、お食事メニューのお持ち帰り個数分のチケットが利用可能で
す。利用方法などは５ページ（次ページ）をご覧ください。

いわきワシントンホテル椿山荘カフェレストランボンジュール

グランパークホテルパネックスいわき

漁師の店やまろく　いわき・ら･ら･ミュウ店

純喫茶　風車

お食事どころ　天政

お食事処　一膳

麺遊心

牛太桜

彩鳳

中国料理　鳳翔

いわき健康センター内　ごはん処菜の花

ビストロあん庵

マンママリィ郷ヶ丘店

マンママリィ(イオンモール小名浜店)

まる兵衛郷ヶ丘店

まる兵衛内郷店

まる兵衛泉店

カウアイカフェ

カフェビアレストラン　エル・トマ

エル・ダイニング　ラ・パリージャ

バル・リストランチ　ラ・パパ

Bar&DINING　ひまわり

はなカフェ　ア・ヌー

ホテル花天

メヒコ　いわきフラミンゴ館

メヒコ　シャークワールド

メヒコ　いわきマリンタワー店

メヒコ　北茨城店

キッチンはらぺこ

カフェリア

かんぽの宿いわき

さはこの湯　公衆浴場

いわき湯本温泉旅館㈿日帰り温泉施設

スポルト平

いわきゴールドレーン

宏和堂治療院

峰治療院

いわき健康センター内　整骨院たんぽぽ

いわき健康センター内　クローバー

ランチ全品いずれか助成額200円

ランチハーフバイキングメニュー　300円引き

二色丼　　　　　　　　　　　　　400円引き

食事メニューご注文時1メニュー

1品につき1枚　助成額200円引き

　

お食事・テイクアウトメニュー

1品につき1枚　300円引き

　

　

ステーキメニュー・ガーリックハンバーグ

注文時1メニューにつき

1枚　300円引き

ランチメニュー250円引き

ランチメニュー300円引き　温泉＋ランチ200円引き
　

店内お食事メニュー・お持ち帰り

１品につき　200円引き
※他割引券との併用可能

200円以上のお惣菜1品につき200円引き

助成額200円

通常価格850円⇒450円

通常価格300円⇒70円

助成額1ゲームにつき200円

1回1名につき1枚　助成額300円

11:30～14:30

11:30～14:30 火曜休

11:00～15:00

各店舗

営業時間内

　

営業時間内

　

営業時間内

　

営業時間内

11:00～14:00

　

営業時間内

　

営業時間内

営業時間内

10:00～15:00

10:00～22:00  受付21:00

営業時間内

営業時間内

平一町目一番地ティーワンビル

平白銀町9－1

小名浜字辰巳町43－1

平字中町18

平字童子町4－18

平字童子町2－12

平字中町14－2

小島町3－9－9

平中神谷字苅萱1－6

平字白銀町6－9

小浜町中ノ作45－1

平字堂ノ前22

郷ｹ丘2－7－11

イオンモールいわき小名浜内2F

郷ｹ丘2－47－2

内郷御厩町前田105

泉町滝尻字泉町83－1

泉町滝尻字神カ前48

鹿島町久保2－2－8

平一町目1－1

平田町120　ラトブ3F

平田町120　ラトブ3F

平南白土1－16－12

小名浜下神白字大作9

鹿島町走熊字四反田３

鹿島町下矢田17－１

小名浜下神白字大作93

茨城県北茨城市平潟町字大原内1056－19

泉町1丁目１－23

平新川町54－２

平藤間字芝崎60

常磐湯本町三函176－1

利用可能施設は５ページをご覧下さい。

平字正月町61－3

小名浜船引場43－13

勿来町窪田町通1－40－4

泉町滝尻南坪30

小浜町中ノ作45－1

35-3375

35-5010

73-2166

23-3125

24-0785

25-4404

21-0774

38-3204

34-2930

23-0251

63-4126

88-1163

46-2128

38-8177

38-7810

26-2360

88-7470

96-5252

58-5969

37-8766

37-5177

35-6255

23-1620

73-0567

29-4407

29-2227

54-3737

0293-30-2502

56-3175

25-8230

39-2670

43-0385

22-1614

54-5556

65-0588

56-5550

63-4126

店舗名 住所 TEL 利用メニュー 利用時間

フ

ー

ド

温
泉

リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン

ボ
ウ
リ
ン
グ
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「はっぴーわーくーポン」の利用方法
◎はっぴーわーくーポンは利用可能店舗でお一人1枚1回限りの利用となります。会員番号や利用者名が書いていない場合、
利用を断られたり、後日連絡が入る場合もありますので、必ず記入をお願いいたします。

　飲食店のテイクアウトやボウリング場では、お持ち帰り個数分またはゲーム数分の利用が可能です。
◎店舗の休業日や営業時間が変更している場合や利用メニューが変わる場合もありますので、詳細は各店舗にお問い合わせく
ださい。

◎はっぴーわーくーポンは、利用枚数やルールをを守って、正しく利用してください。

おまけのトクトクチケットの利用方法
　おまけのトクトクチケットは、１枚の利用で通常の割引にさらに200円割り引いた料金で利用できます。利用方法は、「はっ
ぴーわーくーポン」と同様です。必ず利用店舗の欄に店名を記入ください。
※１枚400円以上の支払い時のみ利用可能です。（「さはこの湯公衆浴場」では利用できません。）

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
美　　　　　笹
温泉民宿　桜由

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

通常料金
700円
700円
500円
1,100円
600円
500円
550円
800円
500円
500円

入浴時間
15:00～20:00
13:00～19:00
15:00～20:00
15:00～21:00
14:00～20:00
14:00～19:00
10:00～21:00
12:30～20:00
15:00～20:00
平日16:00～21:00　日･祝10:00～21:00

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70
常磐湯本町吹谷70

要 予 約

個室利用　1,800円

要 確 認

200円引き
クーポンの利用で

400円引き
トクトクチケットの利用で

　９月まで「日帰り温泉助成券」でお得な価格で利用してい
ただきました、いわき湯本温泉旅館の日帰り温泉。新たに
はっぴーわーくーポンで利用できるようになりました。
　はっぴーわーくーポンで日帰り温泉が利用可能な旅館は
下記の通りです。

　いわき湯本温泉の旅館では「宿泊施設利用助成」も利用できます。（一部の旅館は対象外）
　１回の宿泊で、会員本人は1,500円・家族は500円の割引となります。会員証の提示で
１ドリンクサービスです。ぜひご利用ください。
　お問い合わせは“ハッピーワークいわき事務局”までお願いいたします。

いわき湯本温泉旅館協同組合 

　　　　日帰り温泉旅館

はっぴーわーくーポン新規利用可能店舗
新しく「はっぴーわーくーポン」を使えるお店&メニューが増えました。

★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。
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●上記の助成は会員本人のみです。家族は対象外となります。
●お支払いは、毎月５日締切の20日支払となります。振込の場合はできるだけまとめて請求をお願いします。
●窓口で現金でのお渡しも可能ですので、申請の際に欄外に「窓口受取」と記入し日中の連絡先も明記してください。

フィットネスクラブ（ジム・スイミング）会費助成
　「フィットネスクラブ、スイミングスクール」等の会員（年会員及び月々の月謝払いの
継続会員）の会費の助成申請のご案内です。助成はサービセンター会員本人です。年度
ごとの請求ですので、今年度分を10月から来年２月末までに申請してください。
　申請の条件は下記のとおりとなっておりますので、確認ください。

●助 成 額　　2,000円　※個人負担分に限ります。
●申請時に添付するもの
①スポーツクラブ会員証【本人確認書類】
② 会費の支払いのわかるもの（直近３カ月分）
　 申請書内の証明欄に施設の本人在籍確認印をもらう。

★クラブ・施設は問いませんが、内容はフィットネス・ジ
ム・スイミングといたします。
その施設の所在や内容をホームページや電話で確認させ
ていただく事もあります。また対象から外れると判断さ
せていただく場合もありますので、ご了承下さい。

●申請資格は、サービスセンター会員（家族は除く）であること。
●対象のスポーツ施設に申請時に３ヶ月以上在籍していること。
●必ず今年度の「フィットネスクラブ会費助成申請書」を使用すること。

申請期間：令和３年10月１日～令和４年２月28日（期日厳守）

（
　（確認日付を明記して下さい。）
※②はいずれか一方を添付して下さい。
※添付が困難な場合は事務局にお問合わせ下さい。

≪同封の2021年度申請書（裏面はインフルエンザ予防接種助成申請書）をコピーしてお使い下さい。≫

申請方法
①「2021年度フィットネスクラブ会費助成申請書」に必要事項を記入し、スポーツクラブ会員証と会費の支払いを証明する
　もの（領収書、通帳の写し等）または施設の本人在籍確認印を添えて郵送またはご持参下さい。
②後日、指定口座への振り込みか、窓口でのお渡しとなります。

インフルエンザ予防接種の助成
　インフルエンザ予防接種の助成を今年も行います。新型コロナウイルス感染症の拡大が収束しない中、インフルエンザの予
防接種もとても重要です。コロナとインフルエンザの両ワクチンを接種される方は接種間隔などを医療機関に相談して下さい。
会員本人のみの助成で、今年度の接種のものに限ります。事業所会員は皆様まとめて申請いただけます様、お願いいたします。
振込の手続き上、お支払いが前後する場合もありますので、ご了承ください。

●利用資格　会員本人
●利用回数　年度内１回
●助 成 額　1,000円　※接種代金が1,000円以上の個人負担分に限ります。
申請期間：令和３年10月１日～令和４年２月28日（期日厳守）
※今年度接種した領収書は、来年度請求することはできませんので、接種後は速やかに申請を
　してください。

毎年「予防接種」と記してある領収書やレシートでの申請がありますが必ずインフルエンザと明記のある
ものを添付して下さい。
※いわき市の「高齢者インフルエンザ予防接種助成」を
　受けられた場合は対象外となりますのでご了承下さい。

申請方法
①各自で医療機関等でインフルエンザ予防接種を受けて下さい。
②会員本人（個人名）の宛名とインフルエンザ予防接種と明記した領収書をもらって下さい。
　【領収書から「会員本人であること」、「インフルエンザの予防接種であること」がわからない場合は助成できませんので、
　ご注意ください】
③同封の申請書に必要事項を記入の上、領収書（コピー可）を添付して郵送またはご持参下さい。
④後日、指定口座への振り込みか、窓口でのお渡しとなります。

上記の申請書≪2021年度用≫は、今回の会報送付時に事業所に１部（両面）ずつ同封してありますので、コピーしてお使い
下さい。こちらからFAXで送付することも可能ですので、事務局までお問合わせ下さい。
※インフルエンザ予防接種以外の接種は該当になりません。
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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

永遠に輝き続ける孤高の天才ピアニスト        
フジコ・ヘミング スペシャルコンサート

◆と　　き　2021年11月21日㈰
開場 14:00　開演 15:00

◆と こ ろ　いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
◆価　　格　①ＳＳ席 9,800円（税込）【通常価格　12,000円】

② Ｓ 席 8,000円（税込）【通常価格　10,000円】
◆募集枚数　①②各席30枚（会員１名につき２枚まで）

※全席指定／未就学児入場不可

申込締切
10月20日

出演者：ピアノ：フジコ・ヘミング
　　　 指 揮：マリオ・コシック
　　　 演 奏：東京フィルハーモニー交響楽団

特別協賛　株式会社 リオン・ドールコーポレーション
第八回 笑門来福四人会 in ふくしま

◆と　　き　2021年12月22日㈬
開場 17:15　開演 18:00

◆と こ ろ　とうほうみんなの文化センター　大ホール
◆価　　格　①特等席 5,000円（税込）【通常価格　6,000円】

② Ｓ 席 4,000円（税込）【通常価格　5,000円】
② Ａ 席 3,000円（税込）【通常価格　4,000円】

◆募集枚数　各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
10月20日

出演者：林家木久扇　　春風亭昇太

　　　　林家三平　　　桂宮治

　　　　ナイツ

必ず希望の席を
記入ください

必ず希望の席を
記入ください

小山実稚恵　ピアノ・リサイタル

◆と　　き　2022年１月22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　指定席 1,700円（税込）【通常価格　3,000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
10月20日

曲目：ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ 第31番
　　　　　　　　　 変イ長調 作品110
　　ショパン／ピアノ・ソナタ 第3番 ロ短調 作品５８  ほか

自ら選定したスタインウェイで、だれにも真似できない
珠玉の音色と音楽を奏でる。
４年ぶりにいわきアリオスに登場

©Hideki Otsuka
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■申込方法
　ハッピーワークい
わき事務局へご連絡
ください。その後いわ
き市及び運営先（ＦＭ
いわき）より概要を説
明いたします。

ギフト

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７月１日～令和３年８月31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
5件
15件
21件
16件
2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）

6件
2件
42件
1件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

10件
9件
0件

傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）
自然災害（一部壊）

23件

6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

●有限会社　アイ住研
●タケモリインテリア

ハ
ッ
ピ
ー
ワ
ー
ク
い
わ
き

事
業
所
・
ご
自
宅

丸
大
食
品
㈱

ギ
　フ
　ト
　発

①申込書配布 ③納　　品③納　　品

④代金支払②申込書送付
（FAX可）

丸大食品お歳暮ギフト丸大食品お歳暮ギフト
「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…12月15日㈬
●取扱業者…丸大食品株式会社
●納品予定…11月30日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。

福利厚生のひとつとして結婚を希望する独身社員の方へ、「出会いの場」を案内し、推進する「結婚
サポーター企業」に登録しませんか？いわき市が勧める事業なので、安心して参加いただけます。

♥結婚サポーターとは？
　貴社で働く結婚を意識する独身社員に対して、出会いのサポートの事業などのイベント告知を
行い「新しい出会いの場」を創出するお手伝い〈独身の方への事業の告知やチラシの掲示など〉をお
願いいたします。

いわき市出会いサポート事業

新規登録いただくと
①ＦＭいわきラジオＣＭ放送　　　　　　貴社の企業ＣＭ（20秒タイプ）を10本放送
②ＦＭいわきホームページへの掲載　　　FMいわきホームページ内「サポーター登録企業一覧」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に貴社名とホームページリンク掲載
③貴社の独身者に「出会いの場」を提供　　婚活イベントのご案内の他、少人数の出会いの場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Launaっペア」の提供開催もあり

結婚サポーター新規登録企業・団体募集中
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