
イベント 　ゴルフファンお待ちかね！「ハッピーワークいわき杯　ゴルフ大
会」を開催いたします。今年も日曜日、月曜日の開催で、２日間の
参加者全員での順位を競います。順位発表、賞品の進呈は後日、ご
連絡いたします。参加は、どちらか１日となりますので、必ず希望
の曜日をご記入ください。皆様のご参加、お待ちしております。

◆と　　き　①10月２日㈰　８時31分～スタート
②10月３日㈪　８時31分～スタート

◆と こ ろ　ヘレナ国際カントリー俱楽部
（いわき市添野頭巾平66－3　TEL 0246－62－0555）

◆参 加 費　①休日料金（10/２）　　　②平日料金（10/３）
会員・家族　8,000円　　会員・家族　4,000円
メンバー会員　7,000円　　メンバー会員　3,000円
一　　　　般 13,500円　　一　　　　般　7,000円
一般メンバー 12,500円　　一般メンバー　6,000円
※メンバーとは、「ヘレナ国際カントリー俱楽部」の会員となっている方です。

◆募集人数　各日18組　　最大72名
◎申込締切　8月20日
≪申込者多数の場合は抽選となり､落選者へは通知いたしません≫

「ゴルフ大会」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・希望日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。

入賞者への賞品を多数ご用意し
て、ご参加をお待ちしておりま
す。後日集計後、個人宅へお送
りいたします。

※当選後のキャンセルは、準備の都合上キャンセル料が発生する場合もありますので、ご注意ください。

プレー費､
昼食代

（1ドリンク付き）､
賞品代を
含みます。

競技方法
……………………

◉個人戦
　18ストロークプレー
　新ペリア方式
◉アトラクションホールあり

第21回 ハッピーワークいわき杯 ゴルフ大会

No.
127

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／6,272名　事業所数／735事業所（個人会員は除く）〈令和４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！

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと127号 1

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。



「わたらせ渓谷鐡道と宝徳寺床もみじツアー」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・希望日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。

「ジョイプラン推奨ツアー」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。先着順で、事務局から「特別価格旅行チケット」をお送りいたします。　
※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。参加代金は「特別価格旅行チケット」
　を持参し、常磐交通観光各営業所窓口でお支払い下さい。振込等はできませんので、直接お支払いをお願いいたします。
　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（7：30）＝いわき中央IC<常磐道・北関東道>太田桐生IC＝宝徳寺
（期間限定特別公開の床もみじ観賞）（10：50－11：30）＝新田乃庄寒山亭（名物
おきりこみ御膳の昼食）（12：10－13：00）＝大間々駅（13：35/13：58発）＝…渡良
瀬渓谷鐵道トロッコわっしー号＝…神戸駅（14：36着/14：45）＝磐梯日光店（お買
い物）＝日光IC<日光道・東北道・阿武隈高原道路・磐越道・常磐道>＝いわき中
央IC＝いわき市役所（19：00）

旅行契約の取消料日 取消料

出発日の7日～2日前に取消

出発日の前日に取消

出発日の当日に取消

旅行開始後の取消及び、無連絡不参加

出発日の20日～8日前に取消
（日帰り旅行は11日～8日前・
一部コースは20日～8日前）

旅行代金の30％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の全額

旅行代金の20％

日帰りバスツアー 
わたらせ渓谷鐡道と宝徳寺床もみじツアー

　紅葉のわたらせ渓谷鉄道トロッコ列車の旅のツアーです。全国でも
珍しい本堂の床に映り込む紅葉を観賞できる宝徳寺もめぐります。
期間限定の特別公開でこの時期だけしかご覧いただけません。
　出発日は２日設けましたので、希望の日を明記してください。

常磐交通観光の 
ジョイプラン推奨ツアー

　常磐交通観光の企画旅行「ジョイプラン」をプラン・日時限定で、ハッピーワークいわき会員に特別
な価格でご案内いたします。申込みは先着順で、定数に達し次第終了となります。参加者に「特別価

格旅行チケット」をお送りいたします
ので、必ずチケットを持参して、常
磐交通観光本社窓口および小名浜営
業所・植田営業所へ直接お支払いを
お願いいたします。振込等でのお支
払いはできませんのでご了承くださ
い。

申込締切
8月20日

先着順で
受け付けます。

◆と　　き　①令和４年10月22日㈯　7：30　いわき市役所出発　　　　　　②令和４年11月６日㈰
◆参 加 費　会員・家族（大人・小人同額） 7,000円

一　　　般（大人・小人同額）12,000円
◆募集人数　①・②とも各30名（最少催行人数30名）
　　　　　　≪１グループ４名まで≫
※“床もみじ”は気象条件によっては、鑑賞できない場合もありますことをご了承ください。
※トロッコ列車は悪天候の場合は、ガラスのある通常の列車に変更になる場合もあります。

◆ハッピーワークいわき会員への特別あっせん日
　令和４年９月19日（月・祝）
◆ハッピーワークいわき会員価格
　会員・家族　　11,000円
　一　　　般　　16,000円
◆募集人数　先着25名まで
※必ず指定乗降地を記入ください。
　また乗降地での駐車場の使用台数も併せて記入ください。
※出発日の11日前よりキャンセル料が発生いたします。
　（通常価格からの取消料となりますのでご了承ください）

■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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チケット

「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。

郵送希望の方は10日・20日締切後、送付いたします。8/19までは窓口で随時販売しております。

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。
8/19㈮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19日までは随時販売
最終申込締切：８月20日

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

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
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

お食事のお客様に
「アイスコーヒー」1杯サービス

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10日㈯

　毎回大好評の「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　2022年８月１日～2022年９月30日
９月９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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「伊藤忠食品㈱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。

締切後、納付書と同封でチケットをお送りいたします

　全国各地、選りすぐりの美味しいお肉からお好きなもの一つと
交換できます。

　5,000円 ➡ 斡旋価格 4,400円

①選べるおいしい肉カード５０００

伊藤忠食品グルメギフトカード
　全国選りすぐりのグルメがお取り寄せで楽しめるグルメギフトカードです。専用交換アプリに
カードの裏面に記載されている番号を記入し、お好きな商品を選んでいただきます。おうちにいな
がら、全国の美味しいものがご賞味いただけます。
　１会員につき、２枚までです。夏バテで疲れた身体にちょっと贅沢してみてはいかがですか。
　有効期限が2023年２月27日となっておりますので、お手元に届いたら速やかにお手続きをお願
いいたします。期限を過ぎたら無効となってしまいますので、ご注意ください。

https://www.giftcardmallexchange.com/user/giftcard/56

　旬の海産物や干物、珍味、鍋セットなど様々な海の幸のグルメ
からお好きなものを選べるギフトカードです。

　5,000円 ➡ 斡旋価格 4,400円

②選べる海鮮グルメカード５０００ https://www.giftcardmallexchange.com/user/giftcard/113

　プリン、ロールケーキ、アイスクリームなど全国の有名スイー
ツや数量限定のスイーツなどと交換できるカードです。

　3,500円 ➡ 斡旋価格 3,000円

③全国お取り寄せスイーツカード3500 https://www.giftcardmallexchange.com/user/giftcard/57 

　全国の隠れた銘店のラーメンを集めました。ラーメン好きなら
是非一度ご賞味ください。　

　3,000円 ➡ 斡旋価格 2,500円

④ご当地銘店ラーメン3000 https://www.giftcardmallexchange.com/user/giftcard/60 

◆申込み枚数　500枚 （１会員２枚まで）
◆有 効 期 間　2022年8月30日
　　　　　　　　～2023年2月27日　
※有効期間を過ぎると無効と
　なりますのでご注意ください 

申込締切
8月2０日

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと127号4



「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、納付書とチケットをお送りいたします。

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

　アーノルド・ローべルは「がまくんとかえるくん」シリーズを生んだアメリカの絵本作
家です。深い友情で結ばれたふたりのかえるの物語は日本でも小学校の教科書に採用さ
れるなど、世界中で愛されています。
　物語に合わせた多彩な表現によってユーモラスで温かな世界を描くローベルの絵本は、
今なお示唆に富み、わたしたちの心をとらえるでしょう。

9月3日㈯～10月23日㈰開催期間
◆価 格　400円 【通常価格　900円】 
◆募集枚数　100枚 （１会員４枚まで）

申込み締切
8月2０日

 『ふたりはきょうも』表紙下絵（未採用の題名）　1979年
Courtesy of the Estate of Arnold Lobel. ©1979 Arnold Lobel. 

Used by permission of HarperCollins Publishers.

サッシャ・ゲッツェル（©Özge Balkan）

牛田智大（©Ariga Terasawa）

「がまくんとかえるくん」誕生50周年記念
アーノルド・ローベル展

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

「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。

申込締切
8月20日

希望の席を
明記してください

今こそ世界が称賛する“最上級”“オーケストラを聴く
第10回ＮＨＫ交響楽団
　　　　　いわき定期演奏会

◆と　　き　10月９日㈰　　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　Ｓ席 6,000円（税込）【通常価格　7,500円】

Ａ席 5,100円（税込）【通常価格　6,500円】
Ｂ席 4,200円（税込）【通常価格　5,500円】
Ｃ席 3,300円（税込）【通常価格　4,500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

指　　揮：サッシャ・ゲッツェル
ピ ア ノ：牛田 智大

予定曲目：グリーグ／組曲「ペールギュント」より“朝”　
　　　　　　　　　　ピアノ協奏曲　イ短調

　　　　　シベリウス／交響曲第２番
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チケット

いわきＦＣ
×

AC長野パルセイロ

Ｊ３リーグ第23節

9月3日㈯
Ｊヴィレッジスタジアム

いわきＦＣ
×

ＦＣ岐阜

Ｊ３リーグ第26節

9月25日㈰
Ｊヴィレッジスタジアム

いわきＦＣ
×

カスタマーレ讃岐

Ｊ３リーグ第27節

10月2日㈰
Ｊヴィレッジスタジアム

いわきＦＣ
×

愛媛ＦＣ

Ｊ３リーグ第30節

10月23日㈰
Ｊヴィレッジスタジアム

ヘルス

イザメシCAN

手回し充電備蓄ラジオ
モバイルバッテリー
ソーラーチャージ

緊急防災19点セット

「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
　「いわきＦＣ」のＪビレッジでの、９月・10月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。11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100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】

申込締切
8月20日

※試合開始時間は会報作成時は未定です。いわきＦＣのＨＰ等で確認ください。

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４年８月25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９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

福島県勤労者互助会連絡協議会斡旋事業　防災用品特集
　万一の災害時の備えのために揃えておきたい防災用品を斡旋販売いたします。
自分と大切な家族の命を守るため、ぜひこの機会に常備ください。

★申し込みは同封している「防災用品申込書」で
　「福島県勤労者互助会連絡協議会」あてに
　ＦＡＸまたは郵送でお送りください。
　申込締切：令和４年９月22日㈭必着　
　　　　　　10月下旬より送付いたします。
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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

　書類や申込書などを郵送でお送りいただく場合、また当センターより郵送でお送りする場合、郵便状況に
よっては投函から２～３日かかることがありますので、締切があるものやお急ぎで利用するなどの時は余裕
をもって送付いただきます様お願いいたします。
　10日・20日の締切の郵送チケットは、締切後１週間程度かかる場合もありますので、どうしてもお急ぎ
の場合は、別途ご連絡ください。

　書類や申込書などを郵送でお送りいただく場合、また当センターより郵送でお送りする場合、郵便状況に
よっては投函から２～３日かかることがありますので、締切があるものやお急ぎで利用するなどの時は余裕
をもって送付いただきます様お願いいたします。
　10日・20日の締切の郵送チケットは、締切後１週間程度かかる場合もありますので、どうしてもお急ぎ
の場合は、別途ご連絡ください。

■郵便物の遅延について

　「はっぴーわーくーポン」の利用可能店舗であった『博多ラーメン駿蔵　好間店』は、会計が券売機に変更となったためクーポン
の利用はできなくなりました。
　「はっぴーわーくーポン」の利用可能店舗であった『博多ラーメン駿蔵　好間店』は、会計が券売機に変更となったためクーポン
の利用はできなくなりました。

■「はっぴーわーくーポン」の利用停止の店舗のお知らせ

お盆期間の営業について
８月のお盆中もハッピーワークいわきは通常通り営業しております。

平日　８：30～18：00
国がサポートする退職金制度のご案内
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新規入会
事業所様特典
　希望があれば、会報で

事業所紹介や広告・宣伝などを
掲載いたします。

　入会キャンペーンで、
事業としての企画も
ご検討いたします。

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５月１日～令和４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
13件
226件
14件
5件
19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）

2件
2件
38件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

8841件
1件
0件

傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）
自然災害（一部壊）

22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

●有限会社 エヌエイオフィス
●株式会社 創和

LINE限定クイズに挑戦!
ハッピーワークいわきプレゼントキャンペーン開催中

会員の皆さまが、ハッピーワークいわきLINE限定で応募できるプレゼントキャンペーンを定期的
に開催しています。
【LINE限定】プレゼントキャンペーンは、友だちが増えれば増えるほどいっそう充実します。ぜひ、
お友だちになってご応募ください。
キャンペーン開催情報はLINEでお届けします。どうぞお楽しみに！

会報「ぽけっと」情報やお得情報も配信します。 ぜひお友だち登録してください。

＜友だち追加方法＞
LINEの「友だちを追加」画面からQRコードを読み込み「追加」ボタンを押してください。
お友だち登録していただいた方全員へ、「粗品プレゼント」クーポン進呈中です！

「ハッピーワークいわきLINE公式アカウント」
お友だち登録600人達成！ご登録ありがとうございます。

新 規 会 員 大 募 集
お知り合いの事業所をご紹介ください。

　まだ「ハッピーワークいわき」を知らない事業所や入会を検討している事業所などありましたら
ご紹介ください。ガイドブック内の「事業所紹介カード」に記入いただきファックスなどでご連絡
をいただければ、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。電話・メールでの連
絡でも結構ですので、よろしくお願いいたします。

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の謝礼

ご紹介いただいた事業所の入会から３カ月後のお渡しとなります。

入
会
者
数

１名 ２名～３名 ４名～９名 10名～30名 31名～60名 61名以上

５００円 1,000円 3,000円

４名以上の
１事業所につき
５００円

４名以上の
１事業所につき
５００円

４名以上の
１事業所につき
５００円

４名以上の
１事業所につき
５００円

5,000円 7,000円 10,000円
謝
礼

図
書
カ
ー
ド

付
与
分
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