
チケット

「KFCカード」「サーティワンカード」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12月10日・18日締切で郵送いたします。締切前でも定数に達した場合は終了となりますので、ご了承ください。

Xmas
 Special Presents

　クリスマスの食卓を彩るチキンとクリスマスアイスケーキも購入でき
るカードのご案内です。ケンタッキーフライドチキンのプリペイドカードは、
未利用の場合は有効期限２年です。どちらも締切前に定数に達した場合は
終了となりますので、ご了承ください。今年のクリスマスもケンタッキー
のチキンとアイスクリームで楽しい聖夜をお過ごしください。

斡旋価格　2,400円（3,000円分チャージ済みカード）
■募 集 数　８００枚　１会員２枚まで
■有効期限　2024年11月29日（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

斡旋価格　❶3,000円分ギフト券 2,400円（500円券×６枚）
❷バラエティパックギフト券 1,600円（2,460円相当）

■募 集 数　①5００枚　②5００枚　１会員２枚まで
■有効期限はありません

サーティワンアイスクリームギフト券

12月28日までは窓口で随時販売
郵送申込締切 12月10日・18日

12月28日までは窓口で随時販売
郵送申込締切 12月10日・18日
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(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／6,273名　事業所数／735事業所（個人会員は除く）〈令和４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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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。



4号（12cm)…￥3,300（税込 ¥3,564）
5 号（15cm)…￥4,200（税込 ¥4,536）
6 号（18cm)…￥5,100（税込 ¥5,508）
7号（21cm)…￥6,100（税込 ¥6,588）

人気のグリオットショコラ
をお子様でも召し上がれ
るように特別アレンジいた
しました。

ジャージー牛乳を使ったカ
スタードクリームとフレッシ
ュフルーツをたっぷり使った
タルトです。

北海道産純生クリームとベルギ
ー産スィートチョコを使ったク
リームがたっぷり味わえるデコ
レーションです。

北海道産クリームチーズを使った
濃厚なX’ mas 限定ベイクドチーズ
ケーキです。

サンタとくるみの
生チョコケーキ

いちごタルト

エトワール
　　ショコラ

6 号（18cm)…￥5,300（税込 ¥5,724）

ご予約受付期間：11月2日～12月15日

Pâtisserie ANGELIQUE

生クリームデコレーション

ご予約は店頭、または

人気NO.1

4号（12cm)…￥3,300（税込 ¥3,564）
5 号（15cm)…￥4,200（税込 ¥4,536）

NYスタイル
チーズケーキ

●平店 福島県いわき市平字白銀町5-10 TEL&FAX : 0246-24-7014
●鹿島店 福島県いわき市鹿島町久保3-2-1 1F TEL&FAX : 0246-58-6133 パティスリーアンジェリーク

※お渡し当日は混雑が予想されますのでご予約時のお支払いにご協力お願いします。
※12/20 以降の受取日、種類の変更はご容赦ください。（取り間違えミス防止の為）
※デコレーションや外観が実際の商品と異なる場合があります。
※表示価格は本体価格（税抜）となっております。
※限定数は、平店・鹿島店の合計です。
※11/22～1/10までの間、キャラクタープレート、マジパン等の特製デコレーションは
　お作りできないのでご了承くださいませ。

平店 ： 0246-24-7014
鹿島店 ：0246-58-6133

添加物不使用の北海道産純生クリーム
をたっぷり使ったデコレーション。

4号（12cm)…￥3,100（税込 ¥3,348）
5 号（15cm)…￥3,600（税込 ¥3,888）

4号（12cm)…￥3,100（税込 ¥3,348）
5 号（15cm)…￥3,600（税込 ¥3,888）

50 台限定50台限定

100 台限定

50台限定

50台限定

￥3,500（税込 ¥3,780）

開店当初の人気復活
マロンノエルです。

ノエル
　マロン

ご予約不可

小物ケーキ

ご予約頂いたお客様
両店で先着250名様に
マグカップorシャンメリー

プレゼント!!

CHRISTMAS CAKE 2022CHRISTMAS CAKE 2022CHRISTMAS CAKE 2022

※写真はイメージです※写真はイメージです
数に限りがございますので
御了承ください。

校
正

校正には万全を期しておりますが、お客様におかれましても再確
認の程お願い致します。誤植等ございましたら早急に修正いたし
ます。お客様の責任において入稿指示をお願いいたします。

12月22～25日

平　店 →セット（3ヶ入・5ヶ入）
　　　　 販売
鹿島店 →バラ売り販売

アンジェリーク様／クリスマスチラシ（210×297㎜）

予約特典
マカロン1個
プレゼント!!

予約特典
シャンメリー
プレゼント!!

予約特典
両店で先着250名に
マグカップorシャンメリー
プレゼント!!

クリスマスケーキ助成券クリスマスケーキ

「クリスマスケーキ助成券」の利用方法
予約締切日に間に合うように、ハッピーワークいわきから助成券を受け取ってください。助成券を持参して各店舗及びマルベ
リィ事務所へ予約をして前金で代金をお支払いください。受取日に店舗及びマルベリィ事務所へ商品を受取に行ってください。
≪配達の場合は、助成券と代金を釣銭の無いように代金引き換えでお支払いください。≫

クリスマスケーキ助成券助成券
　毎年大人気の「クリスマスケーキの助成販売」は、ハッピーワークいわき発行の助成券を持って、直接ケーキ
屋さんに予約をしていただきます。これまでは、各ケーキ屋さんの特定のケーキを〝ハッピーワークいわきの事務局”で予約をして代
金をお支払いしていただきましたが、今年はクリスマスケーキ（ショートケーキは除く）であればお好きなものを1000円引きで購入いただけま
す。前金の予約販売となりますので、各店舗の予約締め切り日までにお店で予約して前金でお支払いください。それぞれの店舗の予約締切日を
ご覧いただき、間に合うように助成券をお申込みください。助成券の発送は申込書が届き次第、随時発送いたしますが、郵便で３～４日かかりま
すことをご了承ください。窓口では随時発行しておりますので、できるだけ窓口での受け取りをお願いいたします。
　クリスマス当日に直接、店舗での購入でも利用できますが、予約販売のみの店舗もありますので事前の予約での購入をお願いいたします。

お菓子工房ルポ
●本店　　●ラトブ店
●ヨークベニマル泉店

グランブルー
●グランブルー小名浜店
　（内郷店は助成券の利用不可）

アンジェりーク
●平店　　●鹿島店

マルベリィ  クリスマスアイスギフト
●平堂ノ前13  マルベリィ事務所
TEL 0246－24－1131
AM8:00～PM5:00（日曜定休） 予約受付期間が短いのでお早めにご予約ください

いわき風月堂
●中岡店

助成券締切
12月15日

予約締切日：１２月１７日㈯
予約締切日：

１２月20日㈫

予約締切日：
１２月16日㈮

予約締切日：
１２月9日㈮

予約締切日：１２月１5日㈭

★マルベリィのアイスギフトは、事業所で10個以上のご注文の場合は、配達いたします。10個以上で配達希望の場合はファックスでも注文可能です。
予約の申込み表は、ハッピーワークいわき事務局でもお渡しいたしますので、ご連絡ください。代金と助成券は商品お届け時に釣銭が無いようにお渡しください。　　　

◆◆◆ 今年から購入方法が変わりました ◆◆◆

事前予約販売のみ

⎛マルベリィ利用の⎞
⎝場合12月9日まで⎠
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ツアー

行
　程

いわき市役所（7：45）＝勿来支所（8：20）＝勿来IC<常磐道／中郷SA（8：45－9：
00）>日立南太田IC＝酒列磯前神社（社殿に向かう参道にある樹齢300年の
木々がパワースポットとして有名）（10：00－10：30）＝那珂湊・ヤマサ水産市場寿
し店（回転寿司50分食べ放題）（11：00－11：50）…那珂湊おさかな市場（新鮮な
魚介類のお買い物）（12：00－12：30）＝大洗磯前神社（岩礁に立つ鳥居が話題の
絶景パワースポット）（12：40－13：40）＝かねふくめんたいパーク大洗（明太子専
門のテーマパーク）（13：50－14：30）＝日立南太田IC<常磐道／中郷SA（15：45
－16：00）>＝勿来IC＝勿来支所（16：25）＝いわき市役所（17：00）

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

★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

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

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）

4,900円
4,500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

4,500～5,900円
3,000～3,900円
4,500～5,900円
3,000～3,900円

4,500円
2,900円
4,200円

3,200円

4,700円

3,700円

4,200円
4,000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
3,400円
2,200円
3,900円
2,700円
2,900円
1,800円
2,350円

1,850円

2,350円

1,850円

助成券

◆募集期間
　2022年12月１日～2023年３月20日
◆利用期間
　2023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

「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月は10日・18日郵送）

最終締切
2023年3月20日

「パワースポット神社巡りツアー」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。

パワースポット神社巡りと
　　那珂湊回転寿司食べ放題

　海の中に立つ鳥居が絶景の金運パワースポット「大洗磯前神社」と対の
神社として知られる「酒列磯前神社」を巡る開運初詣ツアーです。那珂湊
おさかな市場での「回転ずし食べ放題」と新鮮な魚介類のお買い物・かね
ふくめんたいパーク見学もあります。

申込締切
12月18日

◆と　　き　令和５年１月22日㈰　7：45　いわき市役所出発
◆参 加 費　会員・家族　　7,000円

２歳～６歳　　3,000円
一　　　般　　12,000円

◆募集人数　34名（１会員４名まで）

■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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「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、18日締切後、送付いたします。12月28日までは窓口で随時販売しております。

「東武動物公園ハッピーフリーパス」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・18日締切後、チケットと納付書を送付いたします。

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・18日締切後、送付いたします。12/28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。
12/28迄は、窓口で随時販売し郵送の場合も10日締切・18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28日までは随時販売
郵送締切：12月18日

チケット

チケット

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28日までは随時販売
郵送締切：12月18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。　
◆利用期間　令和４年12月１日～令和５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・18日締切で２回郵送いたします。

東武動物公園では今年も園内を華麗に彩るウインターイルミネーションを開催しております。
音楽と映像、光が融合した幻想的な夜の動物園・遊園地をお楽しみください。

東武動物公園ハッピーフリーパス 動物園・遊園地遊び放題

2023年２月12日㈰まで　17:00～20:00
※12月24日・25日は21:00まで

ウインターイルミネーション
2022－2023

●12月中は毎日開催
　1月2日～２月12日は土日のみ開催

◆法人アトラクションパス特別価格
　2,100円【通常価格　大人5,100円】
　≪１会員につき年度内10枚まで≫
※今年度分、残り少なくなってきましたので、先着
　順で販売します。売切れ次第、今年度は終了とな
　ります。ご了承ください。
◆有効期限　2023年３月31日
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「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、18日の締切後、送付いたします。窓口では随時販売しています。

チケット

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
和食処 とのがみ いわき・ら・ら・ミュウ店
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
わんぱくひろば みゅうみゅう

グ
ル
メ
通
り 

１
Ｆ

※助成券は宝くじ売り場ではご利用できません。

助成券利用者に向けた特典ありのお店のみ内容を記載してあります。

お食事のお客様に「アイスコーヒー」1杯サービス

ポイント2倍サービス（お子様限定）

助成券 いわき･ら･ら･ミュウ
年末年始お買い物助成券

◎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・18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

郵送最終締切
12月18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。
　お歳暮やお年始のギフト、お正月用のお買い物などにご利用ください。
窓口での助成券のお渡しは12月28日までです。

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12月１日～2023年１月31日
12月28日㈬までは窓口で随時配付
= ハッピーワークいわき助成券事業 特典参加店 =

〒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

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　

横山秀麿(大観）《臨画(維摩)》明治22 年(1889）茨城県近代美術館蔵

茨城県天心記念五浦美術館

　明治22(1889)年、現在の東京藝術大学美術学部の前身である東京美術学校が開校しました。岡倉天心
(1863-1913)はその中心となって開設・運営に携わり、芸術家たちの育成に奮励しました。
　天心ゆかりの地五浦に所在する当館では、東京美術学校の学生たちが授業や入学試験、進級試験等で描いたとさ
れる課題画を多数所蔵しています。本展覧会では、その中から、臨画、デッサン、新案といった課題ごとに作品を紹介し
ます。横山大観をはじめとする同校で学んだ学生時代の作品から、巨匠たちの若き日の研鑽の様子をご覧ください。

12月10日㈯～令和5年2月5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。

のぞいてみよう!!東京美術学校課題画展
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1会員
各

1個限り

「東北マルシェ」の申込方法
・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」にご希望の商品名または番号を明記し、お申し込みください。
　郵送・宅配便での配送はいたしませんので、窓口での受け取りとなります。
・締切後はキャンセルはできませんので、ご了承ください。
・商品が入荷いたしましたら、ご連絡いたしますので代金引換にて窓口での受け取りをお願いいたします。
　　≪申込用紙に日中の連絡先をご記入ください。携帯、ファックス・メールでも可≫
★商品によっては限定個数のものもありますので、売切れの際はご容赦ください。

　化学肥料を一切
使用しない有機肥
料で育てるＥＭ農
法でリンゴ本来の
旨味や栄養価をよ
り高めることがで
きました。
　無添加であか
ちゃんも飲めるり
んごジュースです。

3,240円 ➡ 2,100円

①青森市勤労者互助会
まるくに農園
りんごジュース（3本セット)

仙台商業高校監修
みやぎご当地カレー特別セット（６袋入）

奥州市　岩手銘醸
「大谷翔平選手応援ボトルセット」
　　　　純米大吟醸・純米酒2本セット

　食塩、こうじ、砂糖な
どで漬け込んだ無添加
の「いぶりがっこ」１本
と人工甘味料を加えま
ろやかさが増した「い
ぶしたくあん漬け」１本
の２本セットです。
　ネット通販では販売
していない地元ならで
はの味をお届けします。

1,000円 ➡ 500円

②横手市勤労者互助会

がっこ２本セット

　仙台名産笹かまと牛タン
入りで野菜の甘味広がるス
パイシーな美味しさ「仙台
べこタンカレー」と地元農
家のシイタケの軸を使った
食べ応えのある「シイタケ
のじく旨キーマカレー」の
特別限定セットです。仙台
商業高校の学生が地元食
材・環境にこだわり思いが
詰まったカレーです。

3,284円 ➡ 2,100円

③（公財）仙台ひと・まち交流財団グリーン・パル

　奥州市出身の大谷翔平
選手の応援のお酒として
企画された限定二刀流
セットです。岩手県最高酒
米「結いの香」を使用した
こだわりのフルーティー
なお酒です。東北の誇り
大谷翔平選手の迫力ある
イラストラベルの記念の
お酒です。　
6,050円 ➡ 4,200円

④（一財）胆江地区勤労者福祉サービスセンター

東北マルシェ
　東北のサービスセンターの職員が自信を持っておすすめする地元
の産品や銘品をお得な価格でご紹介をいたします。
　サービスセンター受取りのため、配送のコストを削減しています。
窓口での受け取りが可能な方限定です。

申込締切：12月18日　　　●窓口でのお渡しは年明けとなります。

ご当地サービスセンター職員がオススメするハッピーワークいわきお取り寄せ

限定20本限り
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ヘルス 全福センター推奨事業者でもある株式会社諒和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12月23日㈮
株式会社諒和　TEL.06－6952－7015　担当/伊藤

◆納品予定　令和５年１月下旬頃
◆納品方法　株式会社諒和より申込者(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４年12月１日～令和５年２月28日

（例）  お買上金額5,000円の場合

1,000円補助
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　本格的な冬に向かい、第8波新型コロナウイルスの感染拡大やインフルエンザの流行も懸念さ
れる中、事業所での忘・新年会も様々な形で開催を検討されていることと思います。
　ハッピーワークいわきでは、今年も事業所の忘・新年会への助成をいたします。部署
ごとに分かれて少人数の開催やテイクアウトでの会合、その他忘・新年会を兼ねた親
睦事業も助成の対象といたします。１つの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。

　本格的な冬に向かい、第8波新型コロナウイルスの感染拡大やインフルエンザの流行も懸念さ
れる中、事業所での忘・新年会も様々な形で開催を検討されていることと思います。
　ハッピーワークいわきでは、今年も事業所の忘・新年会への助成をいたします。部署
ごとに分かれて少人数の開催やテイクアウトでの会合、その他忘・新年会を兼ねた親
睦事業も助成の対象といたします。１つの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４年12月１日～令和５年２月28日

事業所親睦助成事業　忘年会・新年会親睦助成

新しく仲間になりました。

参加会員数 助　成　額

４名～９名

10名～29名

30名～60名

61名以上

3,000円

5,000円

7,000円

10,000円

※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９月１日～令和４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
2件
11件
8件
4件
3件
27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）

1件
2件
35件
1件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

25件
33件
0件

傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）
障害（不慮の事故等）

21件

1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  アサヒ商会
●合同会社  紡

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4年12月29日㈭～令和5年1月3日㈫

★第４期会費の口座振替日のお知らせ
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。
★今年も「ポレポレ映画祭」が２月に開催の予定です。ハッピーワークいわきでは今回もチケットの斡旋販売を予
定しております。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。
★「はっぴーわーくーポン助成券」の利用可能店舗であった『東京餃子軒 平店』『東京餃子軒 植田店』『餃子食坊 や
まと』は閉店となりました。

★第４期会費の口座振替日のお知らせ
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。
★今年も「ポレポレ映画祭」が２月に開催の予定です。ハッピーワークいわきでは今回もチケットの斡旋販売を予
定しております。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。
★「はっぴーわーくーポン助成券」の利用可能店舗であった『東京餃子軒 平店』『東京餃子軒 植田店』『餃子食坊 や
まと』は閉店となりました。

　12月の郵送の締切は郵便にかかる日数や、事業所の年末の休業等を考慮し、18日までの申込みと
いたします。ハッピーワークいわきの窓口では28日までチケット販売いたします。
　12月の郵送の締切は郵便にかかる日数や、事業所の年末の休業等を考慮し、18日までの申込みと
いたします。ハッピーワークいわきの窓口では28日までチケット販売いたします。

ハッピーワークいわき
LINE公式アカウント 大好評配信中！

【 LINE でできること】
◆ホームページの閲覧　　◆事業案内（概要）PDF版の閲覧
◆各種申し込み　・チケット、助成券の申込　　・事業参加の申込
◆お問い合わせ
　・会員の皆様が気になったことなど気軽にお問い合わせください。
◆最新ニュースのお届け
　・会報ぽけっと（最新号）PDF版をお届けします。
　・LINE限定プレゼントキャンペーンに参加できます。
　・ハッピーワークいわきからの臨時のお知らせやお得なチケット情報などお届けします。

おともだち登録がまだの方は、ぜひご登録ください。 
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