
― 近隣上映映画館 ―
●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

申込最終締切
7月15日

7月15日㈮までは
窓口で

随時販売致します。

「『峠 最後のサムライ』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。

郵送希望の場合は、10日・20日締切で郵送いたします。

映画鑑賞券斡旋販売

6月17日㈮公開
配給：松竹、アスミック・エース

ニッポンが震えた、熱き心。
敵軍50,000人に、たった690人で挑んだ“最後のサムライ”

◆上映期間　6月17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）

★今回の観賞券は、紙製のものとなり
ます。全国の映画館でご利用いただ
けます。座席の指定は、各映画館で
ご確認ください。

松竹映画

©2020「峠 最後のサムライ」製作委員会

No.
126

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
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会員数／6,298名　事業所数／739事業所（個人会員は除く）〈令和4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。



「日帰りバスツアーツアー」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。

ツアー

ツアー

行
　程

いわき市役所（7：50）＝<国道49号線>＝平田西IC<あぶくま高原道路・東北道・日光有料道路>日光
IC＝日光東照宮（自由拝観・周辺お買い物）（11：00－12：30）＝日光金谷ホテル（昼食）（12：40－13：
40）＝日光江戸村（滞在時間約2時間）＝矢板IC<東北道・あぶくま高原道路>平田西IC＝<国道49号
線>＝いわき市役所（19：10）
※あぶくま高原道路の平田IC～小野ICにおいて、本部線の橋りょう拡幅工事に伴い、終日通行止め
のため国道49号線へ巡回いたします。

行
　程

いわき市役所（8：25）＝いわき中央IC<常磐道・磐越道>猪苗代磐梯高原IC＝桧原湖・観
光船乗場（島めぐり約35分）（10：40／11：00）～観光船乗場（11：30）…ゴールドハウス
目黒桧原湖店（昼食とお買い物）（11：45－12：45）＝福島市・あづま果樹園（桃狩り約30
分）（14：10－14：50）＝道の駅ふくしま（お買い物）（14：55－15：25）＝福島大笹生IC<東
北道・磐越道・常磐道>いわき中央IC＝いわき市役所（17：25）
※桧原湖観光船：天候などにより休航する場合がございます。その場合は代替の観光地
へご案内いたします。

日帰りバスツアー 
日光金谷ホテルのランチと日光江戸村
　日本最古のクラシックリゾートホテルで、国内外のVIPも利用する格調高い老舗ホ
テル、金谷ホテル。なかなか個人で利用するには敷居の高いレストランで優雅なラン
チを堪能いただけます。世界遺産に認定され、パワースポットとしても知られている
日光東照宮や時代劇の世界が体験できる日光江戸村などを見学するコースです。
　優雅な日帰り旅を、お楽しみください。

日帰りバスツアー 
檜原湖観光船と福島桃狩り体験
　裏磐梯最大の湖「檜原湖」に浮かぶ島々の間を、磐梯山の大自然を眺めながらゆっ
たりクルーズ船で巡ります。午後からはフルーツラインの果樹園で旬の新鮮な桃狩り
をお楽しみいただきます。

写真はイメージです

申込締切
6月20日

申込締切
6月20日

◆と　　き　令和４年７月31日㈰
　　　　　　7：50　いわき市役所出発
◆参 加 費　会員・家族（大人・小人同額）10,000円

一　　　般（大人・小人同額）15,000円
◆募集人数　34名（最少催行人数30名）
　　　　　　≪１グループ４名まで≫　　

◆と　　き　令和４年７月23日㈯
　　　　　　8：25　いわき市役所出発
◆参 加 費　会員・家族（大人・小人同額） 5,000円

一　　　般　　　　　　　　 10,000円
◆募集人数　34名（最少催行人数30名）
　　　　　　≪１グループ４名まで≫　　

ⒸBNP, FUJITV/おしゃれサロンなつなぎ

■企画・実施
新常磐交通㈱観光事業部
常磐交通観光　本社営業部
〒970-8035 いわき市明治団地4番地の１
TEL（0246）88-7781
FAX（0246）25-5008

■企画・実施
新常磐交通㈱観光事業部
常磐交通観光　本社営業部
〒970-8035 いわき市明治団地4番地の１
TEL（0246）88-7781
FAX（0246）25-5008
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「極楽湯回数券」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、チケットと納付書を送付いたします。窓口では随時販売しております。

券　　種　10枚綴り回数券
斡旋価格　5,800円

（１回／580円）
【通常料金　１回／770円】
※有効期限はありません。

●窓口で随時販売しています。
●１会員、１ヶ月、１枚購入できます。

天然温泉 極楽湯 回数券
　前回の会報でお知らせしました「天然温泉　極楽湯回数券」はまだ
おまけのチケット５枚付きで販売しております。１ヶ月１枚購入で
きます。
　おまけのチケットは、先着順で６月末日までの期限となりますの
で、お早めに購入ください。おまけは無くなり次第終了です
　回数券は有効期限はありません。　

天然温泉極楽湯福島いわき店
〒971-8187 福島県いわき市葉山二丁目25-1
TEL 0246－76－1926
営業時間：朝８時～深夜１時・年中無休

チケット

チケット

「サーティーワンアイスクリームギフト券」「KFC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。
※申込み枚数が定数に達してしまった場合は、終了となります。
《窓口受取の予約は申込み日より１週間以内とさせていただきます。超過すると無効となります。≫

　お誕生日のアイスケーキや１個からでも使えてお釣りもでる「５００円ギフト券」と６種類のレギュラーサイズをお得に引き
換えることができる「バラエティパックギフト券」のご案内です。有効期限はありません。窓口で随時販売いたします。

❶3,000円分ギフト券
　（500円×6枚）
2,400円

❷バラエティパックギフト券
1,600円（2,460円相当）

サーティワンアイスクリーム

❶600セット  ❷600枚
1会員合計2枚限り

窓口で随時販売
最終締切 7月20日

　パーティーやランチ、お土産など様々なシーンで喜ばれるケンタッキーのプリ
ペイドカードです。有効期限は、2023年11月25日までとなります。店頭で利用及
び追加チャージするとそこから２年期限が伸びます。窓口で随時販売いたします。
　締め切り前でも、定数に達し次第終了となりますのでご了承ください。

3,000円分チャージ済みプリペイドカード
2,400円
■有効期限　2023年11月25日

（利用日より2年延長）

ケンタッキー・フライド・チキン(KFCカード）

窓口で随時販売
最終締切 7月20日

ギフト券・プリペイドカードの斡旋販売
　大人から子供まで大好きな「サーティワンアイス」と「ケンタッキー・フライド・チキン」の
お得なギフト券とプリカの斡旋販売のご案内です

400枚
1会員2枚限り
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チケット

チケット

いわきＦＣ
×

テゲバジャーロ宮崎

Ｊ３リーグ第15節

7月2日㈯
Ｊヴィレッジスタジアム

１6：3０

いわきＦＣ
×

福島ユナイテッドFC

Ｊ３リーグ第21節

8月20日㈯
Ｊヴィレッジスタジアム

１6：3０

いわきＦＣ
×

アスルクラロ沼津

Ｊ３リーグ第17節

7月16日㈯
Ｊヴィレッジスタジアム

１6：3０

いわきＦＣ
×

松本山雅FC

Ｊ３リーグ第18節

7月23日㈯
Ｊヴィレッジスタジアム

１6：3０

•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

申込締切
６月20日

「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。

祝Ｊ３昇格！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

福島県勤労者互助会連絡協議会「交歓事業」によるスペシャルチケット

　「いわきＦＣ」のＪビレッジでの、７月・８月のホームゲームのチケットを
斡旋販売いたします。
　８月20日の対福島ユナイテッド戦は、福島県勤労者互助会の補助を受けて、特別価格でのご案内です。
希望日と券種を明記してお申込みください。９月以降の試合の募集は、会報でお知らせいたします。

◆斡旋販売（1会員4枚まで）募集枚数　計50枚
　①メイン自由席　 大　人　　　　　1,200円

　　　　　　　　【当日券一般価格　2,300円】

　　 　　ユース(高校生以下)500円
　　　　　　　　【当日券一般価格　1,300円】

②自由席　 大　人　　　　　　700円
　　　【当日券一般価格　1,500円】

 ユース(高校生以下)300円
　　　【当日券一般価格　1,100円】

◆斡旋販売（1会員4枚まで）募集枚数　50枚
　①メイン自由席　 大　人　　　　　　800円

　　　　　　　　【当日券一般価格　2,300円】

　　 　　ユース(高校生以下)300円
　　　　　　　　【当日券一般価格　1,300円】

　②自由席　 　　　大　人　　　　　　500円
　　　　　　　　【当日券一般価格　1,500円】

 　　　　ユース(高校生以下)200円
　　　　　　　　【当日券一般価格　1,100円】

申込締切
６月20日

申込締切
６月20日

「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。

こども商品券 トイカードトイカード

いわき市内及び近隣の主な利用可能店舗◆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　2026年12月31日

　全国の加盟店で利用できるこども商品券です。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。出産祝いやお誕生日のプレゼ
ントとしても喜ばれます。
　６月20日㈪までは窓口でも随時販売しております。
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「バンクシー展」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。

「市立美術館チケット」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。

締切後、チケットをお送りいたします。
※6月20日の締切でお申込みの場合は、開催初日には間に合いませんので、ご了承ください。

「天心美術館企画展」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。

郵送希望の方は、10日、20日の締切後、送付いたします。窓口で随時販売しています。

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

　「ゲゲゲの鬼太郎」などで知られる日本漫画界の鬼才水木しげるの画業を、漫画原稿や
原画、愛用の道具、多彩な映像資料で紹介します。探求心と洞察力，緻密な作画によっ
て生み出された水木ワールドが味わえます。

6月25日㈯～8月21日㈰開催期間
◆価 格　500円 【通常価格　1,100円】 
◆募集枚数　100枚 （１会員４枚まで）

申込み締切
1回目 ６月１０日
2回目 ６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　

並河靖之「菊唐草文細首小花瓶」明治ｰ大正期 高13.3㎝ 径6.5㎝ 並河靖之七宝記念館蔵

《ゲゲゲの鬼太郎》1985年©水木プロダクション

茨城県天心記念五浦美術館

　明治時代、輸出用の工芸として人気を博した七宝。その中でも特に注目を集めた京七宝の巨匠、並
河靖之(1845－1927)。本展は、その並河靖之の初期から晩年までの作品を一堂に公開し、その魅力
を紹介する県内初となる回顧展です。また、同時代に活躍した七宝作家や親交のあった日本画家の作
品も併せて展示します。繊細な仕事の中に優雅さが溢れる並河靖之の雅な技をご堪能ください。

7月9日㈯～9月25日㈰開催期間

◆価 格　400円 【通常価格　840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。

水木しげる 魂の漫画展

開館25周年記念展Ⅱ

並河靖之の雅な技
世界を魅了した明治の京都七宝 

　世界中にストリート作品を描いている覆面画家バンクシー｡前号でも募集いたしましたが、まだお申込みで
ない方はお早めにお申し込みください。チケットは締切後に、送付いたします。

ビッグパレットふくしま
コンベンションホール
（郡山市南2丁目５２　℡ 024-947-8010）

会　　場

2022年6月29日㈬～8月24日㈬開催期間

◆価 格　一　　　般 1,300円（当日券 1,800～2,000円）
高・大・専門生 1,100円（当日券 1,600～1,800円）
小・中学生　 700円（当日券 1,100～1,300円）

≪平日・休日ともにご利用いただけます≫

バンクシーって誰？展 WHO IS BANKSY?

申込締切 6月15日
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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。
※券種・席種がある場合は必ず記入ください。※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

申込締切
6月20日

パルコ・プロデュース2022

◆と　　き　８月26日㈮　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　Ｓ席 5,500円（税込）【通常価格　7,000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

吉岡里帆　初主演舞台！
作・演出は、お笑い界のみならず演劇界でも大注目の岩崎う大（かもめんたる）

申込締切
6月20日

希望の回を
明記してください

島津亜矢
歌怪獣襲来ツアー 2022－2023

◆と　　き　７月30日㈯　①昼 の 部　開場 11:30　開演 12:00
②午後の部　開場 15:30　開演 16:00

◆と こ ろ　いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
◆価　　格　ＳＳ席 4,500円（税込）【通常価格　7,500円】
◆募集枚数　①②各回30枚

（会員１名につき２枚まで）

申込締切
6月20日

J U J U  H A L L  T O U R  2 0 2 2
不思議の国のジュジュ苑
－ユーミンをめぐる物語－

演出：松任谷正隆
◆と　　き　９月21日㈬　開場 17:30　開演 18:30
◆と こ ろ　けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）　大ホール
◆価　　格　全席指定 8,000円（税込）【通常価格　8,900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。（小学生以上チケット必要）
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

　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２年以前入会で平成29年４月から令和４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４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２年以前入会で平成29年４月から令和４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４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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「郡山カルチャーパーク」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

随時配付しております。郵送希望の場合は、10日・20日の締切後に送付いたします。お急ぎの場合はご連絡ください。

チケット

ドリームランド回数券（1,000円綴り券 100円券×11枚）
　　　　　　　　　　　700円 ≪通常 1,000円≫
フリーパス券
　大　　人　　　　　　900円 ≪通常 1,200円≫
　小中学生　　　　　　700円 ≪通常 1,000円≫
　未就学児（4歳以上）　 400円 ≪通常　 700円≫
カルチャーパークプール回数券（6回券）夏季限定
　大　　人　　　　　1,200円 ≪通常 1,500円≫
　小中学生　　　　　　450円 ≪通常　 750円≫

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㈬

◆募集枚数　500枚《１会員４枚まで》

郡山カルチャーパーク

　今年度からお得な価格で利用できる「郡山カルチャー
パーク」のプールが７月２日より営業が始まります。
　午前・午後の２部制となっており、入場制限や低温の
場合の閉場、一部貸切のため利用できない場合もありま
すので、HP等でご確認ください。

助成券

●１ 会 員：年度内10枚／事業所会員
　　　　　　　　　８枚／個人会員
●利用期限：申込み日より概ね３ヶ月

※チケット１枚につき、助成券が１枚必要です。

●営業期間：令和４年７月２日～８月31日
午前の部　9:30～12:30
午後の部　13:30～16:30
プール休業日：７月４日㈪、11日㈪、19日㈫、８月29日㈪

ドリームランド・カルチャーパークプール

「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。

　７月オープン予定の東武スーパープールのご案内です。
　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５年３月31日

東武動物公園アトラクションパス 動物園
遊園地
プール

遊び
放題

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

助成券 ブルーベリーチケット
　今年もブルーベリーの季節がやってきました。市内ブルーベリー農園の入園料を助成します。その場で摘み取り食べるブルーベリーはフ
レッシュで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。
　今シーズンは、6月末から7月中旬オープンの予定ですが、天候や生育状況によって変わりますので、各農園のHPや電話でご確認ください。

ブルーベリー農園入園料助成

ブルーベリー
チケット利用

ブルーベリー
チケット利用

ブルーベリー
チケット利用
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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）

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４年３月１日～令和４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
8件
18件
223件
12件
5件
24件

結婚祝
出生祝
就学祝
銀婚祝
成人祝
還暦祝 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）

0件
2件
62件
1件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

55件
41件
1件

傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）
住宅災害見舞金（一部壊）

20件

3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

●中之作水産加工業協同組合
●洋電社総合電設有限会社

令和３年度決算 令和４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
2

311
56,435
36,185
18,466
4,570

116,639

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

7,478
4,378
38,939
8,137
40,078
983
30
161
287

13,548
2,620

116,639

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
2

360
56,052
57,191
18,466
3,031

1
5,020
1,300

142,092

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

7,514
5,116
39,167
15,403
53,784
2,206
30
175
287

14,109
3,737
564

142,092

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）

　　前号でもご案内いたしました事業所の「歓送迎会お花見助成」の申請期間６月末です。分散して開催した
場合は、合算した人数で申請下さい。
　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、申請して下さい。

　　前号でもご案内いたしました事業所の「歓送迎会お花見助成」の申請期間６月末です。分散して開催した
場合は、合算した人数で申請下さい。
　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、申請して下さい。
申請期間：令和4年6月30日

事業所親睦助成事業　歓送迎会・お花見親睦助成

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４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15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。（最短着7月1日）

●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。

事務局インフォメーション事務局インフォメーション
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