
カルチャー

写真はイメージです

「ボタニカルキャンドル講習会」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「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。

～ロマンチックな手作りインテリアで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お部屋に彩りを～
お好きな花材を選んで自分だけのキャンドルをつくってみませんか？
優しい灯りと綺麗なお花に癒されましょう。

◆と　　き　６月24日㈯
　　　　　　午前の部　10：00～（受付 9：45～）
　　　　　　午後の部　13：30～（受付13：15～）
◆と こ ろ　いわき市労働福祉会館３階　大会議室１
◆募集人数　午前の部 15名
　　　　　　午後の部 30名
◆参 加 費　会員・家族　1,200円

一　　　般　2,500円
◆講　　師　草野　和 先生

≪なごみの森工房（福島市）主宰≫
★キャンドルサイズ／直径約10㎝×高さ約4㎝

ボタニカルキャンドル講習会
主催：あいきょうさい　共催：ハッピーワークいわき

希望の時間を
明記して
ください。

申込締切
4月20日 ▶準備品◀

・はさみ
・持ち帰り用袋

No.
131

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5年4月発行

ご
家
族
で
ご
覧
く
だ
さ
い

会員数／6,284名　事業所数／736事業所（個人会員は除く）〈令和5年３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。



ツアー

ツアー

行
　
　
　程

いわき市役所（8：55）＝勿来支所（9：30）＝いわき勿来IC<常磐道／
中郷SA・圏央道>つくば牛久IC＝すぎのや本陣牛久インター店（昼食）
（11：20－12：20）＝つくば牛久IC<圏央道>阿見東IC＝あみプレ
ミアム・アウトレット（滞在約100分、お買い物）＝阿見東IC<圏央道
>神崎IC＝水郷佐原あやめパーク（400品種150万本の花菖蒲を中心
にアヤメ類の花々）＝フォレストパークメロンの森（メロン1/2カット
試食とメロン１玉のお土産付き※特大サイズの場合は1/4カットでの
提供となります）＝鉾田IC<東関東・北関東・常磐道／日立中央PA
（18:20－18：35）>いわき勿来IC＝勿来支所（19：10）＝いわき市
役所（19：45）
※試食とお土産の果肉色・種類は選べません。予めご了承ください。
※特大サイズの場合は1/4カットでの提供となります。

行
　
　
　程

いわき市役所（7：30）＝いわき中央IC<常磐道・磐越道・東北中央道
>山形上山IC＝シベールファクトリーパーク（ラスクの工場見学とお
買物）（10：45－11：30）＝山形牛づくしの昼食（合計150gの山形牛
づくし　ミニステーキ丼・しゃぶしゃぶ・焼肉）（12：10－13：00）
＝道の駅寒河江チェリーランド（お買物）（13：15－13：50）＝寒河江・
さくらんぼ狩り（佐藤錦６０分食べ放題）（14：00－15：00）＝寒河
江IC<山形道・東北道・磐越道・常磐道>いわき中央IC＝＝いわき市
役所（18：45）
※コース内容は、天候・道路事情・運輸機関等の都合により変更とな
る場合があります。

◎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。

「各種ツアー」の申込方法

■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

佐原のアヤメと鉾田のメロン
　情緒ある水郷に咲き誇るあやめの花々と鉾田名産のメロンをお楽しみいただくツアー
です。メロンは試食とお土産付きです。午前中はあみのアウトレットでのお買い物も楽
しめます。昼食には田舎御膳もついてとてもリーズナブルなツアーです。

◆と　　き　６月11日㈰　8：55 いわき市役所　 9：30 勿来支所
◆参 加 費　会員・家族（大人・小人同額）　6,800円

一　　　般　　　　　　　　　　12,200円
◆募集人数　35名（１会員4名まで）

（最少催行人数30名）
※「全国旅行支援」が利用可能の場合参加費が変更となります。

申込締切  4月20日

■企画・実施
T-LIFEパートナーズ株式会社
（旧タビックスジャパン）
いわき支店
〒971-8111
いわき市小名浜大原字六反田190-4
TEL（0246）73-0110
FAX（0246）73-0122

寒河江・佐藤錦さくらんぼ狩りと山形牛づくし昼食
　毎回大人気のさくらんぼ狩りツアーのご案内です。さくらんぼの代表「佐藤錦」の食
べ放題です。真っ赤に実ったさくらんぼを思う存分ご堪能ください。他にラスクの工
場見学と昼食は山形牛の牛づくしの御膳です。大満足のツアー間違いなしです。

◆と　　き　６月18日㈰　7：30 いわき市役所
◆参 加 費　会員・家族（中学生以上）　8,800円　（３歳以上）　8,300円

一　　　般（中学生以上）　14,200円　（３歳以上）　14,000円
◆募集人数　80名（１会員4名まで）

（最少催行人数30名）
※「全国旅行支援」が利用可能の場合参加費が変更となります。

申込締切  4月20日

写真はイメージです

写真はイメージです
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チケット

カードデザインはサンプルです

　前回大好評だった「スターバックス カード」とみんな大好きケンタッキー・フライド・チキンの「ＫＦＣカード」
の斡旋販売です。「スターバックス カード」は有効期限はありませんが、「ＫＦＣカード」は未使用で２年の期限と
なります。利用、チャージでその日からまた２年延長になります。全国の店舗でご利用いただけます。
　どちらも、４月20日締切後のお渡しとなります｡

プリペイドカードの斡旋販売

「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。

締切後郵送いたします。申込み多数の場合は抽選となります。
窓口受取希望の場合は、４月25日以降当落をTEL・メールで確認後に受取りをお願いします。

斡旋価格　5,500円
（センターにて500円助成）

■有効期限　有効期限はありません。

スターバックス カード（6,000円分）

申込締切 4月20日

斡旋価格　2,600円
⎛ 3,000円分 ⎞
｜チャージ済み｜
⎝　 カード　 ⎠

■有効期限　2025年4月25日
（利用日およびチャージ日より２年延長）

KFC(ケンタッキーフライドチキン）カード

500枚
1会員1枚限り

500枚
1会員2枚限り

スターバックス カードは
公式アプリに会員登録をすると

特典があります。
詳細はHP等でご確認ください。

申込締切 4月20日

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。4/20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。4/20迄は、窓口で随時販売し郵送の
場合、10日締切・20日締切で郵送いたします。

※有効期限はありません。

いわき市内で使用できる店舗
●ファーストフード・軽食
・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
●居酒屋・カラオケ
・はなの舞　・魚民
・いろはにほへと　・山内農場
・焼鳥の扇屋
・浜焼き太郎　・ミライザカ
・鳥メロ
・カラオケプラザ時遊館
・ビッグエコー

●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　　
・四六時中（イオンいわき店）
・四六時中（イオンモールいわき小名浜店）
●洋食系
・シーフードレストランメヒコ
・カレーハウスCoＣo壱番屋
●和食・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
●焼肉・ステーキ
・すたみな太郎江戸一　・ステーキ宮
・カルビ大将　　
・いきなりステーキ イオンモールいわき小名浜
・デンバープレミアム イオンモールいわき小名浜

※4月20日までは随時販売
郵送締切：4月20日
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助成券

◆利用期限：2023年９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120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前
期

　令和５年度前期の「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。今年からチケットの作製費が変わりました。4月3日㈪か
らの窓口販売です。
　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
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
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
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

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
温泉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

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
郷ヶ丘2－7－11
イオンモールいわき小名浜内2F
郷ヶ丘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
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。
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
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
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

フ
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ド
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泉

リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
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ン
グ
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チケット

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 確 認

要 予 約

個室利用　1,800円

要 確 認

要 確 認

◎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。
◎閉店やサービスの縮小で
利用可能店舗が昨年と異
なっております。

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。

「はっぴーわーくーポン」のご利用にあたって

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

　クレヨンとパステルの特性を兼ね備えたクレパスは、着色性が良く伸展性に優れているうえ混色も自在で、油絵具に近い
表現が可能です。油絵具の入手が困難だった戦中・戦後には多くの画家たちが注目する画材となり、やがてその持ち味を生
かしたオリジナリティあふれる作品が生まれました。
　大正・昭和期の巨匠たちから現代の作家に至るまで、クレパスなら
ではのテクニックを駆使した個性豊かな作品を通じて、描画材料とし
てのクレパスの可能性を再認識することができるでしょう。

4月15日㈯～6月4日㈰開催期間

◆価 格　300円 【通常価格　800円】 
◆募集枚数　100枚 （１会員４枚まで）

申込み締切
4月20日

鴻池朋子《Little Wild Things》2015年　サクラアートミュージアム蔵

クレパス画 名 作 展
　　近代の巨匠から現代の作家まで

「市立美術館チケット」の申込方法

「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。

窓口で随時販売いたします。郵送希望の方は10日・20日の締切後、郵送いたします。

◎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。

　日本原産である椿は、江戸時代には琳派をはじめ多くの作家たちによって絵画や工
芸などのモチーフに用いられ、近代以降も日本画、洋画、工芸などの分野で多くの作家
たちが椿を表現し、数多くの名品が生まれていきました。本展では椿絵のコレクション
で知られるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の所蔵から椿をモチーフにした名
品の数々をご紹介いたします。

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

奥村 土牛「紅椿」　昭和30年頃(c.1955)

茨城県天心記念五浦美術館

4月29日（土・祝）～6月11日㈰開催期間

◆価 格　300円 【通常価格　730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。

椿×名品展 ―ふたたび、五浦へ
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チケット

チケット

いわきＦＣの
チケットのお届けは、

開催日の２週間前位となります
ので、ご了承ください。

「コンサート・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

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。

コンサートチケットはサービスセンターで通常価格に助成をして、お得な価格で購入いただける事業です。
チケットは買取りとなりますので、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 4月20日

秦　基博
HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2023
―Paint Like a Child―
supported by 日本セーフティー

◆と　　き　6月25日㈰　開場 17:00　　開演 17:30

◆と こ ろ　いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール

◆価　　格　全席指定　6,500円（税込）【通常価格　7,700円】

◆募集枚数　20枚（会員１名につき２枚まで）

※小学生以上有料
※未就学児童のご入場は、同行の保護者の方の座席の範囲内で、
　周りのお客様のご迷惑にならないようにご覧ください。
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

祝Ｊ２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
　今期からＪリーグ２部に昇格した「いわきＦＣ」！浜通りの期待を背負って
躍進していく「いわきＦＣ」を新しくなったいわきグリーンフィールドで応援
しましょう。
　５月と６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。
７月以降の試合の募集は、会報でお知らせいたします。

いわきＦＣ
×

ブラウブリッツ秋田

Ｊ２リーグ第１５節

5月14日㈰ 13：30
いわきグリーンフィールド

いわきＦＣ
×

大宮アルディージャ

Ｊ２リーグ第１6節

5月17日㈬ 19：00
いわきグリーンフィールド

いわきＦＣ
×

ロアッソ熊本

Ｊ２リーグ第１9節

6月3日㈯ 13：00
いわきグリーンフィールド

いわきＦＣ
×

ジェフユナイテッド千葉

Ｊ２リーグ第21節

6月18日㈰ 16：00
いわきグリーンフィールド

◆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　　　　　1,500円
【当日券一般価格　2,800円】

高校生以下　　　　600円
【当日券一般価格　1,600円】

　※すべて税込み価格です。

②自由席
大　人　　　　　1,000円

【当日券一般価格　2,200円】

高校生以下　　　　400円
【当日券一般価格　1,400円】

申込締切
4月20日
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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。

助成券の
申込方法

受講したい講座が決まりましたら、いわ
きコンピュータカレッジに受講の申込み
をし、その時に、ハッピーワークいわき
の助成券を利用することを伝える。

ハッピーワークいわき事務局へ助成
券の申込みをして、助成券を受け取
る。

受講代金支払い時に、助成券を提出
して割引価格を支払う。

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　　　　　1,000円 ≪通常 1,500円≫
　小中学生　　　　　1,000円 ≪通常 1,300円≫
　未就学児（4歳以上）　 700円 ≪通常 1,000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≫

郡山カルチャーパーク
　今年度も郡山カルチャーパークのドリームランド乗り物回数券・フリーパス券と夏季
限定のプール回数券が助成券の提出で割引料金で利用できます。チケット窓口に助成
券を提出して購入してください。1日フリーパス料金が3月18日から改定となりました。

助成券

助成券

いわきコンピュータ・カレッジの受講料助成のご案内
　令和５年度の「いわきコンピュータカレッジ」の講座の助成の
ご案内です。「いわきコンピュータカレッジ」で開催される一般
市民向けパソコン講座の受講料を助成いたします。パソコン初
心者から応用・実践編まで親切丁寧に指導、対応いたします。

◆利用資格　会員本人
◆利用回数　１講座
　　　受講料＋テキスト代　　　　　　助成額
　　　5,000円未満…………………… 1,000円
　　　～10,000円未満 ……………… 1,500円
　　　～20,000円未満 ……………… 3,000円
　　　20,000円以上 ………………… 5,000円

●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

令和5年度パソコン講座

ドリームランド
カルチャーパークプール

「ユーキャン通信講座」の申込方法が全福センターのＷＥＢサイトからのみとなりました。
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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

新しく仲間になりました。

★小顔エステ「脳洗浄®」100分
 16,500円 →11,550円
★「link整体®」30分
 5,500円 → 4,400円
★美肌まもり脱毛５部位
 9,900円 → 5,500円

1 TEE Loopのメニュー
・脳洗浄®　　　・linku整体®
・仰向け美背中トリートメント®　・骨盤調整
・猫背調整　　　・巻き肩調整　　・アロマヘッド
・ヘッドスパ　　・フットケア

2 こんな症状の方に
・扁平足　・肩甲骨リース　・反り腰　・腱鞘炎
・ばね指　・坐骨神経痛　　・腰痛　　・肩こり首こり
・頭痛　　・めまい　　　　・四十肩

福島県いわき市郷ケ丘2丁目6-7-202

※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５年１月１日～令和５年２月28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
8件
7件
11件
12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）

1件
2件
41件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

8件
10件
1件

傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）
重度障害（不慮の事故）

16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

●一般社団法人  いわき労働基準協会
●有限会社  アイエス・サポート

事務局インフォメーション事務局インフォメーション

全国30の亀の井ホテル（旧かんぽの宿）で、ハッピーワークいわきの指定宿泊施設利用助成が
ご利用いただけます。会員と家族がお得な価格で宿泊可能です。ご利用方法は、ガイドブック
31ページをご覧ください。会員証のご提示でさらに500円引きとなります。（最大4名様まで）
亀の井ホテル（旧かんぽの宿）優待施設一覧と亀の井ホテル公式HPはハッピーワークいわきの
HPか全福センターのHPからも検索いただけます。

全国30の亀の井ホテル（旧かんぽの宿）で、ハッピーワークいわきの指定宿泊施設利用助成が
ご利用いただけます。会員と家族がお得な価格で宿泊可能です。ご利用方法は、ガイドブック
31ページをご覧ください。会員証のご提示でさらに500円引きとなります。（最大4名様まで）
亀の井ホテル（旧かんぽの宿）優待施設一覧と亀の井ホテル公式HPはハッピーワークいわきの
HPか全福センターのHPからも検索いただけます。

■「亀の井ホテル（旧かんぽの宿）」の宿泊利用助成のお知らせ

前号の会報に掲載いたしました「お楽しみ大抽選会2023」にたくさんご応募いただきありがとうございました。１４９６通の応募の中
から１５０名の方に各種ギフトカードをお送りいたしました。当選者の発表は賞品の発送を持って代えさせていただきます。
前号の会報に掲載いたしました「お楽しみ大抽選会2023」にたくさんご応募いただきありがとうございました。１４９６通の応募の中
から１５０名の方に各種ギフトカードをお送りいたしました。当選者の発表は賞品の発送を持って代えさせていただきます。

■「お楽しみ大抽選会」にたくさんのご応募ありがとうございました

　今年はコロナの感染拡大も落ち着き、お花見や歓送迎会などの親睦行事も少し
ずつもとに戻りつつあります。
　事業所で開催するお花見や歓送迎会に助成いたします。部署ごとに分かれての
開催やテイクアウトなどの宴会も助成の対象です。分散して開催した場合は、合算
した人数で請求して下さい。
　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
だき申請してください。

　今年はコロナの感染拡大も落ち着き、お花見や歓送迎会などの親睦行事も少し
ずつもとに戻りつつあります。
　事業所で開催するお花見や歓送迎会に助成いたします。部署ごとに分かれての
開催やテイクアウトなどの宴会も助成の対象です。分散して開催した場合は、合算
した人数で請求して下さい。
　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
だき申請してください。
申請期間：令和5年4月1日～6月30日 

事業所親睦助成事業　歓送迎会・お花見親睦助成

令和５年度の
チケット・助成券の
窓口での販売、
お渡しは４月３日㈪
からとなります。

新規割引指定店　会員証の提示で割引がうけられます
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