
イベント

◎申込方法　申込みには、会員番号・会員名・店舗名・ケーキの種類・受取日時・受取店舗・連絡先を明記してください。

メール・ファクス／「チケット・助成券申込書」か任意の用紙に上記内容を記入し、お送りください。数日中に代金の納付書とケーキの
引換証をお送りいたします。送付先は原則、登録事業所になります。

電　　話／電話で申し込み時に、上記必要事項を伝えてください。数日中に代金の納付書とケーキの引換証をお送りいたします。
納入期日までに代金をお支払いください。

窓　　口／ハッピーワークいわき窓口で「クリスマスケーキ申込書」に必要事項を明記して、窓口で代金を支払い、引換証を受け取り、
指定した日時に店舗でケーキをお受け取りください。

クリスマスケーキの予約斡旋販売
　毎年好評！今年もお得な価格で購入できるクリスマスケーキの予約斡旋販売のご案内です。ファックス、メール、電
話での申込みも受け付けます。受付後、ケーキの引換証と代金の納付書をお送りしますのでお支払いをお願いいた
します。１会員１個の申込みとなります。引換証、納付書は登録事業所への送付となりますので、まとめてお申込みい
ただきますようお願いいたします。　
予約受付期間　12月１日㈬～13日㈪【窓口・電話は土・日および17:00以降は除く】

受取日時：12月22日㈬23日㈭24日㈮25日㈯午前or午後 （マルベリィのクリスマスアイスは22日～24日のみ）

お菓子工房ルポ

アンジェリーク

マルベリィ クリスマスアイス

グランブルー

いわき風月堂
引換店舗 本　　店…内郷御台境町六反田53‒25・ラトブ店…平田町120 latov1F・ヨークベニマルいわき泉店…泉町滝尻字折坂57

本店（10時～18時半）　ラトブ店（10時～20時）
ヨークベニマルいわき泉店（10時～19時半）

引換店舗

引換店舗

引換店舗 ㈱マルベリィ…平字堂ノ前13 ※マルベリィの「クリスマスアイス」は、10個
　以上まとまれば、事業所への配達もご相談
　に応じます。

引換店舗

小名浜店…小名浜君ケ塚町９－６　　　　　　※ご注意：内郷店は引換できません

小名浜店
（平日／9時～18時半　土・日／９時～18時）

平本店･･･平字白銀町５－10・鹿島店･･･鹿島町久保３－２－１

平本店・鹿島店（10時～19時）

　9時～17時（土・日は休日）
中岡町３丁目7番地の18（マルトSC中岡店向い）

（8時半～19時）

生デコ５号
通常価格 4,200円

ハッピーワーク
い わ き 会 員
特 別 価 格 2,900円

５号いちご生デコ
通常価格 4,320円

ハッピーワーク
い わ き 会 員
特 別 価 格 2,900円

５号ガトーショコラ
生クリーム
通常価格 4,212円

ハッピーワーク
い わ き 会 員
特 別 価 格 2,500円

５号
シャンティフレーズ
通常価格 3,600円

ハッピーワーク
い わ き 会 員
特 別 価 格 2,400円

５号
シャンティショコラ
通常価格 3,600円

ハッピーワーク
い わ き 会 員
特 別 価 格 2,400円

生デコ５号
通常価格 4,212円

ハッピーワーク
い わ き 会 員
特 別 価 格 2,850円

オハヨー
ジャージー牛乳アイスクリーム
通常価格（税抜） 2,700円

1,330円

オハヨー
生チョコアイスデコレーション
通常価格（税抜） 3,200円

1,760円

オハヨー
ブリュレギフト
通常価格（税抜） 3,700円

2,200円

ピノ
一粒の幸せ
通常価格（税抜） 2,300円

1,250円

ハーゲンダッツ
ハーゲンダッツX’masセット
通常価格（税抜） 3,926円

2,430円

メイトー
いろいろどんぐり
通常価格（税抜） 2,000円

730円

サンタとクルミの
生チョコケーキ
通常価格 4,212円

ハッピーワーク
い わ き 会 員
特 別 価 格 2,850円

No.
123

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12月発行

ご
家
族
で
ご
覧
く
だ
さ
い

会員数／6,241名　事業所数／746事業所（個人会員は除く）〈令和３年11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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「佐野厄除け大師と満腹グルメツアー」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。

チケット

「年末年始特別映画鑑賞券」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10日、20日締切後、送付いたします。

ツアー

公式ホームページや公式ツイッターはこちら
○『フラ・フラダンス』公式ホームページ
　https://hula-fulladance.com/

○『フラ・フラダンス』公式ツイッター
　https://twitter.com/hula_fulladance

行
　程

いわき市役所（7：40）＝いわき中央IC<常磐道・磐越道・あぶくま高原・東北道>那須IC＝お菓子の城
那須ハートランド（お買い物）（9：40－10：20）＝宇都宮IC<東北道>＝那須IC＝宇都宮餃子館（餃子満
腹セットの昼食）（11：10－12：00）＝宇都宮IC<東北道>佐野藤岡IC＝佐野厄除け大師（自由参拝）
（13：00－14：20）＝いちごの里（デザートとビュッフェとお買い物）＝都賀IC<北関東道・常磐道>いわ
き中央IC＝いわき市役所（19：30頃）

初詣 佐野厄除け大師と満腹グルメ旅
　2022年の初詣は佐野厄除け大師で１年の厄除けを祈願いたします。2021年はコロ
ナで自粛の年となりましたが、2022年の新年は明るい年となりますよう佐野厄除け
大師の参拝と餃子やスイーツで満腹満足な旅でスタートしましょう。
　密集を避けるため日程を２日設け、１台の定員を30名としました。
　必ず希望の日時を記入ください。

写真はイメージです

申込締切
12月20日

◆と　　き　①令和４年１月15日㈯　②令和４年１月23日㈰
　　　　　　7：40　いわき市役所出発
◆参 加 費　会員・家族（大人・小人同額） 6,000円

一　　　般　　　　　　　　 11,000円
◆募集人数　①30名　②30名

希望日を
明記してください

1会員
2枚まで

●ポレポレシネマズいわき小名浜
●まちポレいわき

年末年始
特別映画観賞券斡旋

※12月20日までは随時販売
申込締切：12月20日

　今年も、年末年始の映画がご覧になれる鑑賞券を特別価格で販売
いたします。　
　「ポレポレシネマズいわき小名浜」と駅前の「まちポレいわき」でご
利用いただけます。年度内の制限枠とは別枠となります。
　利用期限の延長や払い戻しは一切できません。計画的にご購入い
ただけますようお願いいたします。　

　いわき市が舞台となっているオリジナル
アニメです。東日本大震災の被災地支援を
目的に震災から10年となる節目に公開さ
れます。市内の風景もたくさん描かれてい
ます。ポレポレシネマズいわき小名浜で上
映します。

◆利用期間　令和３年12月１日～令和４年２月28日
◆特別価格　700円　（通常価格　1,900円）
◆募集枚数　1,000枚
10日〆切・20日〆切で２回郵送いたします。

ステージから笑顔を届ける仕事を選んだ、
新人フラガールたちが織り成す青春エン
ターテインメント、この冬、開演ー

12.3㈮
全国公開

ⒸBNP, FUJITV/おしゃれサロンなつなぎ

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと123号2



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。
12/20㈪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

※12月20日までは随時販売
最終申込締切：12月20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。

チケット

各種「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。

窓口では随時販売しております。郵送希望の方は、10日、20日の締切後、チケットと納付書を送付いたします。
（申込枚数が定数に達し次第、終了となりますのでご了承ください。）

　前回の在庫が若干数ありますので、先着順で販売いたします。在庫が
なくなり次第終了です。

●吉野家カード
2,000円
（3,000円チャージ済み）
■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

　クリスマスのアイスケーキも購入できるなサーティワンアイスクリームのギフト券とお好きな６種類を選べる「バラエティ
パックギフト券」のご案内です。ギフト券は1セット3,000円分です。使用期限はありません。

❶ギフト券（500円×6枚）
2,500円

❷バラエティパックギフト券
1,600円（2,460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

　クリスマスにはケンタッキーを食卓にいかがですか？子供から大人までみんな大好きな
ケンタッキーフライドチキンのお得なプリペイドカードの販売です。未利用で2年間の期
限です。全国の店舗で利用できます。

2,500円（3,000円分チャージ済み）
■有効期限　2年間（店頭で利用またはチャージすると更に２年延長）
※２年間、利用しなかったカードは期限切れで利用できなくなってしまいますので、ご注意く
ださい。カードの期間延長や払い戻しは一切できません。

KFC(ケンタッキーフライドチキン）プリペイドカード

70枚
1会員1枚限り

❶300セット　❷200枚
1会員合計2枚限り

1,000枚
1会員2枚限り

Xmas Special Presents

12月20日までは窓口で随時販売
郵送申込締切 12月10日・20日

12月20日までは窓口で随時販売
郵送申込締切 12月10日・20日
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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

凍天処 木乃幡

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

粗品プレゼント

助成券ご利用の方に、
「かつおフレーク」１缶プレゼント。
バラエティボックスのご注文で、
個数分のコーンをプレゼント。

市
場
通
り

店　　　名 特　　　典 店　　　名 特　　　典

ふ
る
さ
と
お
土
産
通
り

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

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

グ
ル
メ
通
り 

１
Ｆ

グ
ル
メ
通
り 

２
Ｆ

※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

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 いわき･ら･ら･ミュウ
　 年末お買い物助成券

◎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
12月20日㈪

　夏に好評だった「いわき・ら・ら・ミュウ」のお買い物助成券のご案内
です。おせちの食材やお刺身・お魚などお正月用品の年末のお買い物に
お得な割引助成券です。1,000円ごとのお支払い時に400円割引になり
ます。店舗によっては、特典サービスもありますので、お正月用品のお買
い物やいわき・ら・ら・みゅうでの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12月１日～2022年１月31日

12月20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

海鮮丼ふるさとお土産通り市場通り
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星野リゾート
アルツ磐梯

星野リゾート
猫　　魔

グランデコ
スノーリゾート

あだたら高原
スキー場

箕輪スキー場

沼尻スキー場

スキー場名 利用日 券　　種 通常価格 助成利用価格 備　　考

期間内、助成券の利用は可能です。
利用日によって料金が変わりますので現地で確認をして利用してください。

大　人　　中学生以上
子　供　　小学生
シニア　　60歳以上
※年未就学児はリフト無料
※月曜日定休
　12/27・1/3・1/10・3/21（は営業　 　　　　　　　　）

★現地リフト1日券料金は
　グランデコホームページで
　確認ください。

★未就学児無料
（ICカード500円預り金有り）

★未就学児無料
（ICカード500円預り金有り）

★会員証の提示で大人3,400円、
　小・中学生2,300円

全　日 １日券

１日券

１日券

リフト
１日券

　
リフト
１日券

　
リフト
１日券

１日券

１日券

１日券

通常期間
ピーク期間を
除く全期間

ピーク期間
12/19～1/3

土日祝
12/27～1/5

春期間
（3/1～3/21）

平　日

全　日

平　日

休　日

大　人
シニア
中高生
小学生
大　人
シニア
中高生
小学生
大　人
シニア
中高生
小学生
大　人（中学生以上）
子　供（小学生）
大　人（中学生以上）
子　供（小学生）
大　人
子　供（小・中学生）
大　人
子　供（小学生）
シニア（60歳以上）
大　人
子　供（小学生）
シニア（60歳以上）
大　人
子　供（小学生）
シニア（60歳以上）

4,900円
4,200円
3,700円
2,300円
4,500円
4,000円
3,500円
2,300円
4,900円
4,500円
3,700円
2,300円

3,900～5,600円
3,000～3,900円
3,900～5,600円
3,000～3,900円

4,500円
2,900円
3,800円

2,800円

4,300円

3,300円

3,300円

2,300円

4,200円
3,700円
3,200円
1,700円
3,800円
3,500円
3,000円
1,700円
4,200円
4,000円
3,200円
1,700円
3,100円
2,300円
3,600円
2,300円
2,900円
1,800円
2,500円

1,500円

2,500円

1,500円

2,500円

1,500円

助成券

　全国の㈱東急リゾートサービスの９箇所のスキー場のリフトが優待料金で利用でき
ます。下のクーポン券をコピーしてチケット売り場に提出ください。ハッピーワーク
いわきのホームページからもWEBチラシをご覧いただけます。

◆募集期間
　2021年12月１日～2022年３月20日
◆利用期間
　2022年３月31日まで
◆募集枚数
　150枚/月
　年度内１会員４枚までで利用は会員と
　家族の方に限ります。
◆利用方法
　①郵送希望の場合は利用月の前月20日
までに利用予定日・利用予定スキー場
名を明記しお申し込み下さい。
　25日以降に郵送いたします。
締切後の利用の場合は事前にお申し
込みいただき、窓口でお受け取り下
さい。

　②リフト券購入時に提携スキー場の窓
口で助成券を提出して下さい。助成
割引価格で購入できます。

※助成券は券面記載の当月限り有効です。
　当月内であれば、スキー場を変更しても
　利用できます。

スキー場リフト券価格表
提携スキー場のリフト券がお得な価格で購入できる助成券です。

スキー場リフト助成券スキー場リフト助成券スキー場リフト助成券スキー場リフト助成券

東急スノーリゾートリフトクーポン券

「スキー場リフト券助成」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。当月利用の場合は窓口受取で随時配布いたします。
◎申込締切　郵送希望の場合は毎月10日・20日締め切りで翌月分を送付いたします。

12月利用の分は12月10日㈮で郵送いたします。

最終締切
2022年3月20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。郵送は、10日・20日締切後、発送となります。

チケット

チケット

チケットいにしえを描く
美術館・企画展助成

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 「石非羊いしひつじにあらず」 大正15（1926）年 個人蔵

撮影：橘蓮二

茨城県天心記念五浦美術館

　企画展「いにしえを描く」では、茨城県近代美術館と県内在住の所蔵家の協力を得、国内外の歴史や
物語に取材した近代から現代までの作品23点を紹介する。「歴史画」は、日本画の重要なジャンルの
一つとして古くから多くの画家たちによって研究され描かれてきた。本展では、河鍋暁斎や松本楓湖
をはじめ、下村観山、木村武山、 安田靫彦など日本美術院の画家たちから今日の日本画壇で活躍する
画家たちの意欲作を展示し歴史画の変遷と魅力を探る。

12月4日㈯～令和4年2月6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）

窓口で随時販売
いたします。

「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。　

※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

◆と　　き　令和４年３月26日㈯　開演 13:30
◆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 2,800円（税込）

【通常価格　4,000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
12月20日

第19回 いわきアリオス落語会
出演者：柳家三三　　柳家一琴　　ほか、ゲストあり

　今年で13年目を迎える東武動物公園のウインターイルミネーション。今年はニコニコ動画や
YouTubeなどを中心に活動しているクリエイターユニット『HoneyWorks』とコラボレーションした光
り輝くイルミネーションをお届けします。内容の詳細は東武動物公園のホームページをご覧ください。
　東武動物公園のアトラクションパスセットが若干数あります。希望の方はご連絡ください。先着順で
売切れ次第終了となりますのでご了承ください。　

東武動物公園ウインターイルミネーション

2021年11月20日㈯～2022年２月13日㈰
17:00～20:00

ウインターイルミネーション
2021－2022

●12月４日～１月10日は毎日開催（１月１日は除く）
　１月15日～２月13日は土日祝のみ開催
　開催場所：東ゲート～遊園地各所/
　　　　　　ハートフルガーデン/動物園（一部）

柳家小三治弟子の会
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ヘルス 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　令和３年12月22日㈬
大日商事株式会社 TEL.06－6952－7015　担当/伊藤

◆納品予定　令和４年１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）

「冬のギフト」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12月１日～令和４年２月28日

（例）  お買上金額5,000円の場合

1,000円補助

　緊急事態宣言や蔓延防止も解除となり少しづつ日常も戻りつつありますが、まだ事業所での会食
や宴会などは以前のように開催するのは難しい状況かと思います。今年もいろいろな形の忘・新年
会に助成いたします。
　部署ごとに分かれて少人数の開催やテイクアウトなどの催しも助成の対象です。
　事業所内で部署ごとや少人数ごとの開催の場合は、合算した人数での申請をお願いいたします。
　申請は１事業所１回限りです。ガイドブックの「事業所親睦行事助成」をご覧いただき申請して
ください。

　緊急事態宣言や蔓延防止も解除となり少しづつ日常も戻りつつありますが、まだ事業所での会食
や宴会などは以前のように開催するのは難しい状況かと思います。今年もいろいろな形の忘・新年
会に助成いたします。
　部署ごとに分かれて少人数の開催やテイクアウトなどの催しも助成の対象です。
　事業所内で部署ごとや少人数ごとの開催の場合は、合算した人数での申請をお願いいたします。
　申請は１事業所１回限りです。ガイドブックの「事業所親睦行事助成」をご覧いただき申請して
ください。

申請期間：令和３年12月１日～令和４年２月28日

事業所親睦助成事業　忘年会・新年会親睦助成

「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。

　新型コロナ感染症拡大の勢いも収まってきましたので、これまで休止しておりました「新舞子ハイツヘルスプール有料レッ
スンプログラム」のレッスン料の助成を再開いたします。
　１回のレッスン料金は300円ですので、「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、”新舞子ハイツ入場券」が必要です。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円助成券 １会員年度内　事業所会員６枚　　個人会員４枚

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
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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９月１日～令和３年10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
6件
18件
7件
11件
4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
2件
43件
0件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

40件
47件
4件

傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）
自然災害（一部壊）

26件

2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 エヌ・エス・ピー
●NPO法人 共創のまちサポート　
●アクアコンサルタント株式会社
●株式会社 ＩＴＣテック

事務局インフォメーション事務局インフォメーション
年末年始の休業のお知らせ

ハッピーワークいわき事務局・いわき市労働福祉会館
令和3年12月29日㈬～令和4年1月3日㈪

ハッピーワークいわきの第４期分の会費の引き落としは１月４日㈫です。口座の残高確認等をお願いいたします。
また納付書での納入期限も１月４日となっております。事務局窓口での納付もできますので、ご利用ください。
ハッピーワークいわきの第４期分の会費の引き落としは１月４日㈫です。口座の残高確認等をお願いいたします。
また納付書での納入期限も１月４日となっております。事務局窓口での納付もできますので、ご利用ください。

第４期会費の口座振替日のお知らせ

★11月にオープンしました「まる兵衛イオンモールいわき小名浜店」もはっぴーわーくーポンが利用できます。
★いわき・ら・ら・ミュウ内の「漁師の店やまろく」は11月30日で閉店となりました。はっぴーワーくーポンの利用も終了となります。
★２月に開催予定の「ポレポレ映画祭」のチケットは１月中旬頃より販売予定です。２月号の会報で募集いたしますが、決定次第
ホームページやラインでご案内いたします。

★11月にオープンしました「まる兵衛イオンモールいわき小名浜店」もはっぴーわーくーポンが利用できます。
★いわき・ら・ら・ミュウ内の「漁師の店やまろく」は11月30日で閉店となりました。はっぴーワーくーポンの利用も終了となります。
★２月に開催予定の「ポレポレ映画祭」のチケットは１月中旬頃より販売予定です。２月号の会報で募集いたしますが、決定次第
ホームページやラインでご案内いたします。
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