
チケット

「プリペイドカード」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。郵送希望の場合は10月10日・20日・31日締切で郵送いたします。

　全国の店舗で利用できる人気の飲食店のプリペイドカードをお得な価格で販売いたします。
　①「スターバックス カード」 ②「コメダ珈琲カード（コメカ）」 ③「𠮷野家プリカ」の中から、１会員３枚まで購入
いただけます。「スターバックス カード」は有効期限はありませんが、「コメカ」「吉野家プリカ」は未使用で２年で
す。利用、チャージでその日からまた２年延長になります。
　ご希望の番号およびカード名を明記してお申し込みください。締め切り前
でも定数に達したカードは終了といたしますのでご了承ください。

◆申込枚数　１会員①②③合計３枚まで≪定数に達した場合は締切前でも終了となります≫

プリペイドカードの斡旋販売

斡旋価格　2,400円
斡旋枚数　500枚
有効期限　有効期限はありません。
（センターにて600円助成）

①スターバックス カード
　3000円分

斡旋価格　2,400円
斡旋枚数　300枚
有効期限　未使用の場合2024年9月25日
・ポイント及び残高は最終利用日から2年間有効です
・ご利用金額の１％をポイント還元

②コメダ珈琲店
　3000円チャージ式カード

斡旋価格　2,400円
斡旋枚数　200枚
有効期限　未使用の場合2024年9月29日
・店頭で利用またはチャージすると2年間延長

③𠮷野家プリカ
　3000円チャージ式カード

10月31日㈪までは窓口で随時販売いたします
申込最終締切 10月31日

全国のコメダ珈琲
店・おかげ庵で使
えるKOMECA
（コメカ）
※一部使用できない
店舗がございます。
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TEL 0246-35-6844
FAX 0246-35-6845
URL http://www.happywork-iwaki.com
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会員数／6,264名　事業所数／736事業所（個人会員は除く）〈令和４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。



ツアー

行
　程

いわき市役所（6：45）＝小名浜支所（7：10）＝勿来支所（7：35）＝勿来IC<常磐道/中郷SA（8：00－8：10）・守
谷SA（9：30－10：00）トイレ休憩>三郷IC<首都高>＝四季劇場【春】（ディズニーミュージカル『アナと雪の
女王』）（11：00頃着/開場11：45/公演12：30－15：00/15：20）＝<首都高>三郷IC<常磐道/守谷SA（16：
15－16：30）・中郷SA（17：50－18：05）トイレ休憩>＝勿来IC＝勿来支所（18：30）＝小名浜支所（18：55）＝
いわき市役所（19：30）
※昼食は自由食となります。首都高の交通状況に応じて、会場到着が遅れる場合がございますので、昼食は
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。
※11時頃の到着を予定しておりますが、道路状況やで劇場の混雑緩和のためバス降車時間が変更となり、
会場付近での自由時間を設けることができない場合がございますので予めご了承下さい。

行
　程

いわき市役所（8：45）＝いわき中央IC<常磐道/南相馬鹿島SA（9：55－10：10）トイレ休憩・仙台東部>仙台
東IC＝伊達の牛タン（牛タン定食）（11：00－11：50）＝東京エレクトロンホール宮城（劇団四季【リトルマーメ
イド】鑑賞）（12：30頃着/公演13：00－15：35/15：50発）＝仙台宮城IC<東北道・仙台南部・東部道路・常磐
道/南相馬鹿島SA（16：00－16：15）トイレ休憩>＝いわき中央IC＝いわき市役所（17：30）
※昼食代込みとなります。

観劇バスツアー２選

劇団四季のディズニーミュージカル「アナと雪の女王」の観劇ツアーです。
エルサとアナの真実の愛と冒険の超大作ミュージカルです。歌も素晴らしい舞台です。
ぜひ劇場で興奮と感動を体験ください。

　今年のクリスマスは、頑張った自分へのご褒美にいかがですか？
　ディズニーの不朽の名作「リトルマーメイド」が仙台にやってきます。劇団四季の大人気
ミュージカル「リトルマーメイド　仙台公演」の観劇ツアー（昼食付）です。勇気と希望あふ
れるプリンセス・アリエルの華やかで壮大な舞台をお楽しみください。

申込締切
10月20日

◆と　　き　令和４年12月３日㈯　6：45　いわき市役所出発
◆参 加 費　会員・家族（大人・小人同額）15,000円

一　　　般（大人・小人同額）22,000円
◆募集人数　60名（１会員４名まで）
●座席はＳ席となります。食事は自由食です。
●観劇チケットは当日バス車内にてお渡しとなります。

※チケットは、買い取りとなっておりますので、当選後のキャンセルはチケット代金分はかかりますので、ご了承ください。

申込締切
10月20日

◆と　　き　令和４年12月25日㈰　8：45　いわき市役所出発
◆参 加 費　会員・家族（大人・小人同額）13,000円

一　　　般（大人・小人同額）20,000円
◆募集人数　34名（１会員４名まで）
●座席はＳ席となります。昼食は伊達の牛タン定食です。
●観劇チケットは当日バス車内にてお渡しとなります。

※チケットは、買い取りとなっておりますので、当選後のキャンセルはチケット代金分はかかりますので、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

「アナと雪の女王ツアー」「リトルマーメイドツアー」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。

劇団四季

東京

仙台 昼食付
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ツアー

カルチャー

申込締切
10月20日

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％日本三大イルミネーション
あしかがフラワーパーク～光の花の庭～

※指定乗降地　いわき駅前・上荒川車庫・湯本車庫・滝尻交差点・植田駅入口・勿来支所・勿来インター

▲光のバラ園イメージ

◀

▶

※食事は自由食となります。※お得な佐野プレミアム・アウトレットクーポンシート付

1
いわき駅前(9:30頃）～指定乗車地～勿来‖‖佐野藤岡～佐野プレミアム・アウトレット
（たっぷり3時間!!）～あしかがフラワーパーク（イルミネーションをお楽しみください）～
佐野田沼‖‖勿来～指定降車地～いわき駅前(21:45頃)

●旅行代金（日帰り・お一人様）

小人8,500円
8,990円大人

ト
ン
ゼ
レ
プ
　 ・あしかがフラワーパーク

」ドーカトスポ藤大「 
・佐野プレミアムアウトレット

」ンペーラカルナジリオ「 
※バスガイドなし。※友の会その他割引はございません。

佐野プレミアム・アウトレットコース
No.1470AB ●出発日11月26（土）

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。

先着順で
受け付けます。

◆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11月26日㈯
◆ハッピーワークいわき会員価格
　会員・家族　4,300円　　小人　4,000円
　一　　　般　8,990円　　小人　8,500円
◆募集人数　先着15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

◎申込方法　ガイドブックまたはホームページの「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ください

「クリスマスハーブリース」の申込方法

「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。

自然素材で作る クリスマスハーブリース講習会
　自然の枝に草花やハーブで彩った手作りクリスマス
リースの講習会です。ハーブの心地よい香り漂うクリ
スマスリースです。
　ハーブのインストラクターの資格を持ちお料理にも
詳しい瀧田先生のハーブの育て方、ハーブを暮らしに
取り入れた楽しいお話もあります。

◆と　　き　11月19日㈯　 10：00～11：30（受付 9：45～）
◆と こ ろ　いわき市労働福祉会館３階　会議室
◆募集人数　30名　≪応募者多数の場合、１家族１個限り≫
◆参 加 費　会員・家族　900円
◆講　　師　瀧田　勉先生　≪ハーブとスローライフの研究家≫
※一般の募集はありません

写真はイメージです

…準備品…
・花バサミ
・手袋
・エプロン
・持ち帰り用袋
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助成券

◆利用期限：2023年３月末　◆申込冊数：期間内１会員３冊まで（１冊10枚綴り）
　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助成券綴り後
期

　令和４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。
　いわき湯本温泉の日帰り温泉の利用できる旅館他、クーポンの利用方法は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
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
蟹洗温泉内　レストラン太平洋
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
まる兵衛イオンモール小名浜店
カウアイカフェ
カフェビアレストラン　エル・トマ
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
816餃子店　鹿島久保店
精肉屋の餃子専門店 餃子食坊やまと　小名浜店
横浜ラーメン武骨家　錦店
みそ吉　泉店・神谷店
東京餃子軒　いわき平店・植田店
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
いわき湯本温泉みゆきの湯
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
蟹洗温泉内　マッサージ・あかすりコーナー

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

食事メニューご注文時１メニュー
1品につき1枚or1人につき1枚　
助成額200円引き

　

お食事・テイクアウトメニュー
来店人数1人につき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
ランチセット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

200円以上のお惣菜1品につき200円引き
助成額200円

店内飲食お食事メニュー　300円引き
※テイクアウトには利用できません

通常価格300円⇒70円
200円引き
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

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

各店舗
営業時間内
　

10:00～22:00  受付21:00

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
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
四倉町字6丁目164-2
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
イオンモールいわき小名浜内4F
泉町滝尻字神カ前48
鹿島町久保2－2－8
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
鹿島町久保1-5-21
小名浜花畑町6-1
いわき市錦町上中田85
助成券綴り裏表紙をご覧下さい。
助成券綴り裏表紙をご覧下さい。
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。
常磐湯本町天王崎1番地８
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
四倉町字6丁目164-2

35-3375
35-5010
23-3125
24-0785
25-4404
21-0774
38-3204
34-2930
23-0251
63-4126
32-2500
88-1163
46-2128
38-8177
38-7810
26-2360
88-7470
85-0108
96-5252
58-5969
37-5177
35-6255
23-1620
73-0567
29-4407
29-2227
54-3737
0293-30-2502
56-3175
25-8230
88-6685
54-3997
62-8282

43-0385

43-1526
22-1614
54-5556
65-0588
56-5550
63-4126
32-2500

店　舗　名 住　　　所 TEL 利用メニュー 利 用 時 間
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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
　まったりと温泉が恋しい季節になってまいりました。
　今年度より通年を通して販売しています極楽湯回数券。
　10枚綴りで１回あたり580円で利用できるお得な回数
券です。有効期限はありません。
　ぽかぽかの温泉で日々の疲れを癒してください。 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

旅　館　名 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
雨情の宿新つた
吹　　の　　湯

42-2135
43-2216
43-2363
42-2151
42-2141
42-2155
43-2724
43-2191
43-4511
38-4402
43-1111
42-2158

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
1,000円
1,000円

入浴時間
15:00～20:00
13:00～19:00
16:00～20:00
16:00～21:00
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
17:00～19:30
15:00～19:00

要 予 約

個室利用　1,800円

要 確 認

要 確 認

チケット

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

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。

いわき湯本温泉旅館協同組合 

　　　日帰り温泉旅館
★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。

●「マンママリィ」「まる兵衛」のテイクアウトは、
品数＝クーポン枚数が利用可でしたが、来店人
数＝クーポン枚数の利用に変更となりました。

「はっぴーわーくーポン」のご利用にあたって

•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
10月20日

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。これからの季節、クリスマス
のプレゼントとしても喜ばれます。
　10月20日㈭までは窓口でも随時販売しております。

「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。
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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４年10月１日～令和５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2022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「2022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。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４年10月１日～令和５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≪2022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

いわきＦＣ
×

鹿児島ユナイテッドFC

Ｊ３リーグ第32節

11月6日㈰ 13：00
Ｊヴィレッジスタジアム

いわきＦＣ
×

Y.S.C.C.横浜

Ｊ３リーグ第34節

11月20日㈰ 14：00
Ｊヴィレッジスタジアム

チケット

チケット

「コンサートチケット」「いわきFCチケット」の申込方法

Ｊ2までもう少し！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
　公式戦も大詰めです。「いわきＦＣ」のＪビレッジでの、11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。

◆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】

申込締切
10月20日

◎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。
※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
10月20日

申込締切
10月15日

吹奏楽部とあゆむまち、いわき 発信事業
東京六人組（木管五重奏＆ピアノ）コンサート
オーケストラの首席奏者やソリストたちで
構成される東京六人組が福島初登場！！

◆と　　き　12月4日㈰　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　一般　　 2,000円（税込）【通常価格　3,000円】

25歳以下　　　　　500円（税込）【通常価格　1,000円】
◆募集枚数　各20枚　※未就学児入場不可

出演：上野由恵（フルート）　　　　荒　絵里子（オーボエ）
　　　金子　平（クラリネット）　　福士マリ子（ファゴット）
　　　福川伸陽（ホルン）　　　　　三浦友理枝（ピアノ）

学ぶ！体感！迫力の舞台！

恐竜ラボ！ ディノ・サバイバル DINO-A-LIVE いわき公演
◆と　　き　①11月5日㈯　開場  9:45　　開演 10:30

②11月5日㈯　開場 12:45　　開演 13:30
③11月6日㈰　開場  9:45　　開演 10:30
④11月6日㈰　開場 12:45　　開演 13:30

◆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　　　　　　　 3,000円（税込）【通常価格　4,200円】

Ａ席　　　　　　　 2,000円（税込）【通常価格　3,200円】
ダイナミックシート 4,500円（税込）【通常価格　5,900円】
《前方10列目以内＆オリジナルグッズ付き》
※ダイナミックシートは恐竜との距離がとても近く、迫力の舞台を体感頂けます。
　小さなお子様は泣き出してしまう可能性がございますので、ご購入の際はお子様
　とご相談頂く事を推奨しております。

◆募集枚数　各20枚（会員１名につき４枚まで）

希望日・時間・席種を
必ず記入ください。

©Ayane  Shindo
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チケット

チケット
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㈱
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　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）

ギフト 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日より随時配送いたします。（最短着12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。

新しく仲間になりました。

プランパスワード・契約団体番号は、
ハッピーワークいわき事務局へお問い
合わせください。

※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７月１日～令和４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
10件
11件
17件
9件
2件
31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）

2件
2件
33件
0件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

12件
14件
4件

傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）
住宅災害見舞金（一部壊）
障害見舞金

24件

6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

●合同会社 ベルフラワー

「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。

「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。締切後、チケットをお送りいたします。

美術館・企画展助成
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　

いわき市立美術館

　佐藤忠良（1912‒2011）は日本を代表する具象彫刻家であり、『おおきなかぶ』などの
絵本挿絵でも知られる作家です。本展覧会では佐藤の彫刻や素描、絵本原画、作家自ら
が収集した海外作家の作品を展示することで、傑作たちが誕生した背景を探ります。

　齋藤隆三（1875-1961）は守谷市出身の歴史家です。大正3年、日本美術院再興の発起
人となり、以降経営に携わりました。本展は、齋藤にスポットを当てた全国初の展覧会です。
齋藤旧蔵品を中心に、交流のあった横山大観や小川芋銭などの作品を紹介します。

11月5日㈯～12月18日㈰開催期間
◆価 格　400円 【通常価格　1,000円】 
◆募集枚数　100枚 （１会員４枚まで）

申込み締切
10月20日

佐藤忠良《帽子・夏》1972年　宮城県美術館蔵　photo©佐々木香輔

生誕110年

傑作誕生・佐藤忠良展

茨城県北茨城市大津町椿2083　Tel.0293‒46‒5311
開館時間9：30～17：00　

“清新端正、厳粛な至上美” 小林古径「機織はたおり」大正15年(1926) 東京国立近代美術館蔵

茨城県天心記念五浦美術館

10月8日㈯～11月27日㈰開催期間

◆価 格　400円 【通常価格　840円】 
◆募集枚数　100枚 （１会員４枚まで）

窓口で随時販売
いたします。

開館25周年記念展Ⅲ
再興院展の立役者 齋藤隆三
博士の愛した古今の美術
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