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いわき市労働福祉会館１階
TEL 0246-35-6844
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URL http://www.happywork-iwaki.com
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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。

　　昨年オープンいたしました「ポレポレシネマズいわき小名浜」の特別映画鑑賞会のご案内です。　　
　　今回は、２会場貸切となりますので、ご覧になりたい希望の映画を明記して、お申込み下さい。
　　当選の会員様には、納入通知書と当日のご案内をお送りいたします。

ディズニーのミュージカル映画。
カラフルできっとハッピーになれる魔
法の映画です。

❶メリー・ポピンズ　リターンズ ❷サムライマラソン

特別映画鑑賞会

◆と　　き
◆と こ ろ
◆入 場 料
◆募集人数　　　　　

３月４日（月）　上映開始　１９：００頃～（確定時刻は当選案内でお知らせします。）
ポレポレシネマズいわき小名浜（イオンモールいわき小名浜内）
会員・家族　３００円（１会員２名まで）　※中学生以下は保護者同伴でお願いします。
計３００名（最少催行人数80名）

イベント

「映画鑑賞会」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。
※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。

●ご希望の映画名（番号でも可）を
　必ず明記して下さい。

申込締切2月20日（水）

ディズニー史上、
　　最高のハッピーを

上映時間：２時間１０分

日本のマラソンの発祥といわれる史実
を題材に執筆した「幕末まらそん侍」
を、佐藤健はじめ豪華キャストの共演
で映画化しました。

行きはマラソン
　　　　帰りは戦

上映時間：１時間４３分
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「各種ツアー」の申込方法

◎申込方法

◎申込締切 2月20日（水）必着

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。

◆と　　き　３月23日（土）　いわき市役所出発
◆参 加 費  会員・家族（３歳以上）　5,000円　　一般　11,000円
◆募集人数　40名（最少催行人数35名）

◆と　　き　３月２３日（土）　いわき市役所出発
◆参 加 費  会員・家族（３歳以上）　５，３００円　　一般　９，５００円
◆募集人数　40名（最少催行人数35名）

　普段、何気なく食べているものが、実はこんな風に作られていたんだ。と、いろ
いろ発見・納得できるツアーです。試食もできたりと美味しい１日になりますよ。

　足尾銅山で歴史に触れ、春のわたらせ渓谷鉄道といちごの
里を訪れるツアーです。うららかな１日お楽しみください。

◆と　　き　４月14日（日）
◆参 加 費  会員･家族　（大人）　8,000円　　（小人）　7,000円
　　　　　 一　　般　（大人） 14,000円　　　　　 13,000円
◆募集人数　40名（最少催行人数35名）

　春休みの「東京ディズニーリゾート日帰りバスツアー」の募集です。
ランド・シーご希望のパークをお選びいただき、申込みの際に記入下
さい。今回も滞在時間を長くいたしましたので、1日存分にお楽しみ
いただけます。

ツアー

旅行企画・実施　常磐交通観光

R

★「ランド」か「シー」どちらか希望のパークを記入下さい

行　程 いわき市役所（6：00）=小名浜支所（6：25）=勿来支所（6：50）=いわき勿来IC＜常磐道・首都高速＞葛西=ディズニーシー（下車のみ）10：30着＝ディズニー
ランド（園内でお楽しみ下さい）10：50着～21：40発＝ディズニーシー（乗車のみ）22：00発=葛西＜首都高速・常磐道＞いわき勿来IC=勿来支所（24：40）=
小名浜支所（01：05）=いわき市役所（01：30）

◆と　　き　3月30日（土）　6：00　いわき市役所出発
◆参 加 費  会員･家族（大　　人）　8,500円　
　　　　　　　　　　　（中・高生）　7,500円
　　　　　　　　　　　（４歳～小学生）　6,000円
　　　　　　　　　　　（３歳以下）　　100円
◆募集人数　120名（最少催行人数　30名）

（一般）　13,000円
　　　　12,000円
　　　　10,000円

☆食事は自由食となります。　※参加費にはバス代・パスポート代・保険を含みます。

足尾銅山と桜のわたらせ鐡道・いちごの里　足尾銅山と桜のわたらせ鐡道・いちごの里　

推奨
ツアー

推奨
ツアー

推奨
ツアー

行　程 いわき市役所（6：00）=常磐道=ヤクルト本社茨城工場 見学（9：00～10：00）＝筑波ハム工
場　見学・昼食（11：00～12：30）=タカノフーズ水戸工場 見学（13：30～15：00）＝水戸偕
楽園　寒梅見学（15：45～17：00）=常磐道=いわき（19：00）

行　程 いわき市役所（6：30）=小名浜支所（6：55）=勿来支所（7：20）=勿来ICく常磐道・首都高速>豊洲＝豊洲市場（2018年オープンの新しい東京の台所）
10：45～12：00＝築地場外市場（お寿司の昼食とお買物）12：15～14：00＝上野公園（東京の桜の名所。美術館・博物館など見学やアメ横でのお買
物などもお楽しみ下さい）14：45～16：30＝く首都高速・常磐道>いわき勿来IC=勿来支所（19：00）=小名浜支所（19：25）=いわき市役所（19：50）

行　程 いわき市役所（6：00）=常磐道・北関東道=足尾銅山 見学（9：30～10：30）=草木ドライブイン　昼食
（11：00～11：50）＝神戸駅（12：00～12：20）＝＝わたらせ渓谷鐵道＝＝大間々駅（12：54～13：15）
＝いちごの里イチゴ食べ放題（14：30～15：20）=いわき（19：00）

試食もたくさん！
美味しさの秘密発見人気の工場見学ツアー　
試食もたくさん！
美味しさの秘密発見人気の工場見学ツアー　

新市場「豊洲」と旧「築地市場」
場外お買いもの
新市場「豊洲」と旧「築地市場」
場外お買いもの

日帰り
バスツアー

　昨年、新しくオープンした「豊洲新市場」の見学と「旧築地市場」の場外のお買
いもの・上野散策のツアーです。昼食は話題の「すしざんまい」をお楽しみ下さい。

●11日前からキャンセル料が発生しますので、ご注意下さい。
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チケット

こども商品券トイカード

◆斡旋価格　1冊　4,600円【500円券×10枚　5,000円分】
◆斡旋冊数　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　2022年12月31日 

・トイザらス（いわき・郡山・福島）
・イオン（いわき・郡山フェスタ・相馬・福島・鏡石・白河）
・うすい百貨店（郡山）　・中合（福島）　・西友ザ・モール（郡山）
・東北サファリパーク（二本松）　・リカちゃんキャッスル（小野町）　他　

いわき市内及び近隣の主な利用可能店舗

　お子様の学用品や子供服、おもちゃの購入、新入学の
お祝いなど様々なお祝いやプレゼントとしてもご利用
いただけます。
　２月２０日までの申込み、販売になります。

働き方改革とは??労働問題セミナー

◆と　　き　2月27日（水）18：30～20：00（受付18：15～）
◆と こ ろ いわき市労働福祉会館　会議室２　
　　　　　　（平字堂ノ前22番地　TEL 24－2511）
◆募集人数　30名
◆参 加 料　無料
◆講　　師　社会保険労務士会会員

　昨今、社会問題となっている「過労死」。原因となっている「長時間労働」や『有給休暇」
など『働き方改革関連法案』で制定された事案を分かりやすく解説いたします。事業主
も勤労者も労働問題のトラブルに遭わないよう知っておきたい内容です。

セミナー

いわき市労働福祉会館主催事業

期間内、１会員５枚まで購入いただけ
ます。返金や交換は一切できません
ので、必ず期間内にご利用下さい。　

スパリゾートハワイアンズ

「ビッグアロハ」第６のテーマパーク

オープン記念特別入場券

ハッピーワークいわき特別価格　1,080円（３歳以上同額）
募集枚数　500枚　※１会員につき５枚まで
利用期限　平成31年3月31日まで

利用期間：１月７日(月)～
　　　　３月３１日（日）

※上映映画、上映時間の詳細はポレポレ映画祭のホームページ等でご確認ください。

２月８日（金）～１４日（木）まちポレいわき(いわき駅前）

２月１５日（金）～２２日（金）ポレポレシネマズいわき小名浜

映画祭2019第
９
回

１５日間通し鑑賞券

1,500円
通常前売価格
2,000円

窓口で随時販売です。

（1会員4枚まで）

雇用主も勤労者も知っておきたい
『働き方改革関連法案』

―長時間労働と有給休暇―

軽食をご用意
いたします。 申込締切2月15日（金）

「労働問題セミナー」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。
※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。
※抽選となった場合は、会員・家族の方から優先となります。

「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。
２月２０日までは窓口で随時販売しております。
郵送希望の場合は締切後、チケットと納付書を送付いたしますので、納付期限までに代金をお支払下さい。

◎申込締切 2月20日（水）

「ハワイアンズ特別入場券」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。窓口でも
随時販売いたします。
郵送希望の場合は毎月20日締切後に、チケットと納付書を
送付いたしますので、納付期限までに代金をお支払下さい。

◎申込最終締切 3月20日(水）必着

チケット チケット～いのち、かがやいて～
2会場　計１５日間開催

期間中対象の作品
（１１作品）すべてを

何度でもご覧いただけます。
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再興第１０３回院展  茨城五浦展再興第１０３回院展  茨城五浦展

チケット

チケット

茨城県天心記念五浦美術館

美術館・企画展助成

　1898年創立の日本美術院が主催する日本画の展覧会「再興第１０３回院展」に出品された
作品の中から、田渕俊夫、那波多目功一ら同人の作品をはじめ日本美術院賞などの受賞作品、さ
らに天心記念茨城賞受賞作品や茨城県ゆかりの作家の作品等、あわせて65点を紹介します。

◆価格　一般800円【通常価格1,５00円】

◆募集枚数　５０枚（1会員4枚まで）　◆価格　3００円（通常価格6２０円）

東日本大震災
復 興 祈 念

福島県立美術館 　福島県立美術館で開催されます「伊藤若冲
展」のご案内です。全国各地で人気を集める江
戸中期の天才絵師伊藤若冲の企画展です。東
日本大震災からの復興祈念とする展覧会です。伊藤若冲展伊藤若冲展伊藤若冲展伊藤若冲展

田渕俊夫「厳島神社」

最終申込締切
2月20日（水）

「美術館企画展チケット」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送付いたします。期限までにお支払いをお願いいたします。

百
犬
図
　
絹
本
著
色
　
一
幅
　
寛
政
十
一
年
　
個
人
蔵

開催期間 3月26日（火）～5月6日（月・祝）≪9:30～17:00　月曜休館≫

開催期間 ２月２３日（土）～３月２４日（日）

開催場所 福島県立美術館 (福島市森合字西養山１  TEL 024-531-5511）

ライフ

「介護保障ガイド」と「ライフプラン情報ブック」「介護保障ガイド」と「ライフプラン情報ブック」
これからの生活にお役立てください。年代に合わせてご用意しました。
1会員１冊で、希望の番号を明記してお申込み下さい。締切後、郵送いたします。

ライフプラン冊子
差し上げます

❶介護保障ガイド
― これからの介護リスクに備えるために ―
　公的介護保険と、生命保険会社の
介護保険の仕組みなどを図表や
チャートにまとめ、わかりやすく解説
しています。　（２０１８年８月改訂）

❷ライフプラン情報ブック
― データで考える生活設計 ―
　生活設計を立てるために必要な基
本的な考え方やヒント・参考情報を分
かりやすくまとめています。また結
婚、教育、住宅、資産形成などの様々
な局面の課題について、経済的準備
に関する諸データを中心に役立つ情
報が満載です。（２０１８年１月改訂）

◆配付冊数　　１５０冊（１会員１冊） 申込締切２月２０日（水）

「ライフプラン冊子」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。

チケット

東武動物公園ハッピーフリーパス東武動物公園ハッピーフリーパス
　動物園も遊園地も遊び放題の「ハッピーフリーパス」の特別価格での販
売のご案内です。有効期限が３月３１日までで春休み（３月中）も使えま
す。先着順での限定数の販売ですので、定数に達し次第終了となります。
　２月１１日までは、ウインターイルミネーション開催中です。

動物園・遊園地遊び放題

―天心、大観の精神を受け継ぐ画家たち―

限定特別価格　1,000円（１会員５枚まで）【通常価格　大人4,800円】
募集枚数　１１枚　　利用期限　平成31年3月３１日まで

「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。
先着順となります。予定枚数に達し次第終了となります。　

窓口随時販売
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　「いちご狩り助成券」の申込方法

◎申込方法

◎申込方法 2月20日（火）必着　　※３月以降は随時、窓口でも配布いたします。

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。
２０日締切後、月末に郵送いたします。

◆利用価格　700円【共通価格】
◆利用期間　３月１日～観光いちご園閉園まで
◆募集枚数　1,000枚《会員1名につき4枚まで》

いちご
食べ放題
いちご
食べ放題
いちご
食べ放題

いちごの生育状況によっては、入園をお断りする
場合もありますのでご了承下さい。

市内観光いちご園入園料助成

いちご狩りチケットいちご狩りチケットいちご狩りチケットいちご狩りチケット
　３月から利用可能な市内観光いちご園の入園料（いち
ご食べ放題）の助成券を配付いたします。市内３園共通
の助成券です。入園の際に利用料金をお支払いいただ
きます。甘い、採れたていちごを存分に味わってください。

助成券

田人町旅人字平石　TEL 69-2448
午前10時～午後4時（火・水曜定休）
※30分食べ放題
※10名以上の
　場合は要予約

田人観光いちご園
四倉町玉山字森内23　TEL 33-3434
午前10時～午後4時（水曜定休）
※制限時間はありません

大野観光いちご園 アグリパークいわき
観光いちご園

平下神谷字南内記２５　TEL ６８－７２０３
午前10時～午後4時（月曜定休　祝日は営業）
※制限時間は
　ありません

いわきサンシャインマラソン（完走者）参加費助成を行います。
今回は１０回目ということで、一段と盛り上がって大会最多の参加者を迎えて開催されます。
２キロ親子コース、５キロ、１０キロ、フルマラソンいずれかの種目の完走証（コピー）を添付し、申請して下さい。
完走祝金は、会員の方のみとなりますのでご注意ください。、
申請書は事務局でお渡しいたしますので、大会終了後にご連絡下さいますようお願いいたします。
ホームページからもダウンロードいただけますので、ご利用ください。

いわきサンシャインマラソン完走祝金

労働問題、交通事故、土地の問題、借金、遺産相続など
あなたが抱えている法律問題を経験豊かな弁護士が解決に導きます。
3月10日（日）　【12：30～15：00】
会場　いわき市労働福祉会館 ※予約制になっていますので、必ず予約をして下さい。

主催・あいきょうさい
いわき市労働問題相談所　TEL24－2511 いわき市平字堂ノ前22

弁護士による
無料法律相談会の
お知らせ

●申請資格　会員本人
●金　　額　2,000円

※申請締め切り　３月20日
≪大会終了後、速やかに申請下さい≫

パスポート
特別価格

● 大人（18歳以上）
● 中人（12～17歳）
● 小人（  4～11歳）

6,800円《通常料金7,400円》
5,800円《通常料金6,400円》
4,200円《通常料金4,800円》

サンクスフェスティバルパスポートサンクスフェスティバルパスポートサンクスフェスティバルパスポート

事務局窓口で「購入申込書」をお渡ししておりますので、利用予定日をご連絡下さい。

期間：2019年1/7（月）～3/20（水）※土・日・祝日を含む全日
特別利用券も併せて
ご利用いただけます

●「東京ディズニーリゾート・コーポレート利用券（特別利用券）」は４月以降、
　オンライン購入やチケット券売機でもご利用いただけます。
　従来、東京ディズニーリゾート・コーポレート利用券(特別利用券を）利用して、パス
ポートを購入するには必ず混雑しているチケットブースを経由しての購入が必要でした
が、４月からオンライン購入（インターネットサイトからの購入）やチケット券売機での
購入等も可能となります。

　“ハッピーワークいわき”では「東京ディ
ズニーリゾート・コーポレートプログラ
ム」の利用団体として契約していますの
で、「ハッピーワークいわき会員」の皆様
も季節ごと様々な特典が受けられますの
で、サイトをご覧いただきご利用くださ
い。利用の際のパスワードは事務局まで
お問合せ下さい。

※昨年、利用者のマナーについて、施設の方より連絡があり、いちごの先の方を一口だけ食べて残りは捨てている人がいた。ということでした。
　農園の方が大切に作ったいちごです。マナーを守って利用いただきます様、お願いいたします。



金額計（円）発注数量入数

36

36

36

商品名

プレーン

メープル

チョコ

斡旋価格（税・送料込）

通常価格 12,052円

9,400円
円ケース

円ケース

円

円

ケース

30ミルクスティック（８本入り）

金額計（円）発注数量入数商品名 斡旋価格（税・送料込）

円ケース
通常価格
9,072円 7,000円

金額計（円）発注数量入数

30

30

30

商品名

48ライスクッキー（８枚入り）

おにぎり（鮭）

おにぎり（わかめ）

おにぎり（五目おこわ）

斡旋価格（税・送料込）

金額計（円）発注数量入数商品名 斡旋価格（税・送料込）

通常価格 7,128円

5,400円
円ケース

円ケース

円ケース

円ケース
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全福ネット防災シリーズ いざという時の為に 防災商品  非常食の斡旋販売
東日本大震災から８年、昨年は全国各地で地震や豪雨など自然災害がありました。皆様は災害の備えは大丈夫でしょうか？
いつ襲ってくるかわからない災害、いざという時の為の非常食の斡旋販売です。お得な価格でのご案内になりますので、ぜひこの機会にご購入下さい。
ご希望の会員様は、下記購入申込書をコピーし、「ハッピーワークいわき事務局」へお申込み下さい。締切後、納付書をお送りいたしますので、代金の
お支払いをお願いいたします。商品は３月中旬に業者より個別配送となります。

会員番号

お届け先住所： 〒　　　　－　

宛名 TEL.　　　　　（　　　　）

ー

全福ネット防災シリーズ【尾西食品（アルファ米他）】申込書

お申込み日

ａ.ごはんシリーズ（詰合せ12袋セット）：セット単位でのご注文となります。 ※賞味期間：5年

※賞味期間：5年

※賞味期間：5年

※賞味期間：5年

※賞味期間：5年

※賞味期間：3年

平成　　　年　　　月　　　日
会員名

ｂ.１００ｇ個袋タイプ （50袋入り） ：ケース単位でのご注文となります。

1-5　非常食「ひだまりパン」（36個入り） ：ケース単位でのご注文となります。

1-2　新・非常食「携帯おにぎり」（30袋入り） ：ケース単位でのご注文となります。

1-3　非常食「ライスクッキー」（48箱入り）：ケース単位でのご注文となります。

1-4　非常食「ミルキースティック」（30袋入り）：ケース単位でのご注文となります。

1-1　非常食アルファ米

金額計（円）発注数量

金額計（円）発注数量

入数

各３袋×４
（計12袋）

各３袋×４
（計12袋）

内容

五目ごはん､わかめごはん
山菜おこわ､赤飯

五目ごはん､わかめごはん
ドライカレー､チキンライス

商品名

AY　
和風メニュー

CY　
和風・洋風組合せ

斡旋価格（税・送料込）

入数

50

50

50

商品名

五目ごはん

赤　　飯

ドライカレー

斡旋価格（税・送料込）

通常価格 4,644円

3,800円

通常価格 18,360円

15,300円

円

円

セット

円ケース

円ケース

円ケース

セット

通常価格
11,405円 9,000円

合計金額（税・送料込）

購入申込書をコピーし、記入後ハッピーワークいわきに郵送かファックスでお申込み下さい。
締切後、納付書をお送りいたしますので代金のお支払いをお願いいたします。　　
３月中旬に個別配送となります。
◎応募締切 2月28日（木） FAX.0246-35-6845

申込み方法
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と　　き　３月３１日（日）　開場１６：１５　開演１７：００
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　５，５００円（税込）【通常価格６，５００円】
　　　　　小中学生は２，０００円となります。
募集枚数　３０枚（会員１名につき２枚まで）

と　　き　４月２７日（土）　開場１５：１５　開演１６：００
と こ ろ 　けんしん郡山文化センター　大ホール
価　　格　Ｓ席　８，０００円（税込）【通常価格９，０００円】
募集枚数　３０枚（会員１名につき２枚まで）

申込締切2月20日（水）

「コンサートチケット」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。

コンサート・イベントチケット情報 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。

第23回  ＢＥＧＩＮ
コンサートツアー  ２０１９

シルク・ドゥ・ソレイユ「ダイハツ  キュリオス」仙台公演

と　　き　６月２日（日）　開場１３：３０　開演１４：００
と こ ろ 　けんしん郡山文化センター　中ホール
価　　格　全席指定　３，３００円（税込）【通常価格４，０００円】
募集枚数　３０枚（会員１名につき２枚まで）

申込締切2月20日（水）

申込締切2月20日（水）

立川談春  独演会2019

申込締切2月20日（水）

久石譲スプリングコンサート Vol.1
Sakura Tour 2019

～仙台フィルとともに～

※消費税込み
※未就学児のご入場はお断りいたします。

テレビや映画の出演でも注目される立川談春、
待望の独演会 ※消費税込み／ 未就学児入場不可　

※開演後、お座席へのご案内を一部制限させていただきます

この受付では
A席、B席の
お取り扱いは
ございません。

席は3階の
ご案内と
なります。

会場　仙台ビッグトップ（あすと長町）
期間　４月１９日(金）～５月２９日(水）

5月11日（土）　16:00
5月19日（日）　15:30
5月25日（土）　16:00
5月26日（日）　15:30
5月13日（月）　16:00
5月17日（金）　19:00
5月21日（火）　12:00
5月24日（金）　19:00

大人　8,000円【定価12,500円】
子供　5,000円【定価　8,500円】

大人　9,000円【定価13,500円】
子供　6,000円【定価　9,500円】

土・日・祝

平
日

■注意事項は必須項目です。 
※子供券は3歳から小学生までとなります。3歳未満は保護者1名につ
き1名まで膝上に限り無料。3歳未満のお子様でも座席が必要な場合
は子供券をお求めください。
※公演中止の場合を除き、お申込み、ご購入後の変更、取り消し、払い
戻しは致しかねます。
※車イスをご利用のお客様は、購入前にダイハツ キュリオス仙台公演
チケットセンター  022-217-7788（キョードー東北内 / 平日
11:00～18：00 土曜10:00～17:00）までお問い合わせください。
その他注意事項はダイハツキュリオス仙台公演オフィシャルサイトを
ご覧ください。 
http://www.kurios-sendai.jp/

Photos: Martin Girard, Pierre Manning /
shootstudio.ca © 2014 Cirque du Soleil

こちらの受付では
SS席のみでの取扱です。

※未就学児童は、保護者１名につき、膝上観覧１名まで無料　（座席が必要な場合はチケット要）
※未就学児童、小中学生チケットをお持ちのお客様は、ご入場の際、身分証明書（保険証や学
　生証）を確認させていただく場合がございます。当日はご用意の上、ご来場ください。
※小学生、未就学児童のみで入場は出来ません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

と　　き　５月５日（日・祝）　開演１３：００
と こ ろ 　けんしん郡山文化センター　大ホール
価　　格　全席指定　４，５００円（税込）【当日価格6,000円】
　　　　　５歳以上有料
募集枚数　３０枚（会員１名につき４枚まで）

申込締切2月20日（水）

吉本新喜劇
ワールドツアー

※４歳以下膝上のみ無料。お席が必要な場合は有料
※出演者の変更の場合あり。変更に伴う払戻不可

～６０周年
　それがどうした！～

前号で募集いたしました「シルク・ドゥ・ソレイユ　キュリオス」のご案内です。公演期間の後半のご案内です。

希望日時を
明記して下さい。

【出演】指揮・ピアノ：久石譲
　　　管弦楽：仙台フィルハーモニー管弦楽団

＊久石譲 ：Symphonic Suite “Castle in the Sky”／
　交響組曲『天空の城ラピュタ』
＊ブラームス ： 交響曲第1番 ハ短調 作品68ーほか
※一部発表から変更になりました。ご了承ください。
※曲目は変更になる場合があります。

※チケットは紛失/当日忘れなどの再発行はできません。
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共済給付金の支給状況　　平成30年11月1日～平成30年12月31日
おめでとうございます お見舞申し上げます

結婚祝
出生祝
就学祝
銀婚祝
還暦祝

※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。
※給付金支払請求書は2ヶ所に必ず押印し、事業所名をご記入下さい。
※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。

傷病見舞金
（14日･30日･90日･120日）
重度障害（不慮の事故）

9 件
15 件
15 件
22 件
 21 件

22 件

1 件

お悔やみ申し上げます
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
44 件
2 件

ありがとうございます
在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

37 件
36 件
2 件

お知り合いの
事業所を

ご紹介下さい

●山崎地建

忘年会・新年会親睦助成事業所親睦助成事業

　前号でもご案内いたしました事業所の「忘年会」「新年会」の親睦助成の申請は２月末までとな
ります。ガイドブックの「事業所親睦行事助成」をご覧になり申請をお願いいたします。1事業所、
忘年会あるいは新年会どちらか1回限りです。

事務局インフォメーション
今年度のチケット・助成券の申込みは3月20日で終了となります。

　平成30年度のチケット・助成券の申込みは、郵送、窓口ともに3月20日で締切、終了となります。
　3月21日以降のお申込みは平成３１年度分となり、原則４月１日以降のお渡しになります。
　窓口での随時販売もありませんので、ご注意ください。

「インフルエンザ予防接種助成」「フィットネスクラブ会費助成」の申請期限について
　平成30年度の「インフルエンザ予防接種助成』「フィットネスクラブ会費助成」の申請期限は2月末となっております。
まだ申請がお済みでない事業所・会員の方は速やかに手続きをお願いいたします。

「入学祝金」の請求について
　今春、小・中・高校に入学のお子様の入学祝金の申請をお願いいたします。給付金のお支払いは４月の入学式以降となります。
　小・中学校の入学は事前に送付される入学通知書（ハガキ）のコピーを添付していただきますので、入学式の提出前にコピーをお
願いいたします。申請はガイドブック掲載の「給付金支払請求書」に記入・押印し添付書類を添えて郵送か持参ください。（FAX不可）

「第15回会員と家族の交歓会」の抽選会賞品の協賛御礼
　平成30年12月23日（日）ハワイアンズラピータにおいて「第15回会員と家族の交歓会」を開催いたしました。224名の会員・
家族が参加されアトラクションの「抽選会」においては、次の16の事業所からご協賛いただきました。

平成３１年２月2８日（期日厳守）申請期間 ※申請方法はガイドブック７１ページをご覧ください。

添付書類

※事由発生時（４月現在）会員でないと給付は受けられません。

「2018年度年末お楽しみ大抽選会」へのたくさんのご応募ありがとうございました

小・中学校入学……「入学通知書（ハガキ）」または「在学証明書」「保険証」のコピー
高校入学…………「合格通知書」または「生徒手帳」のコピー

【協賛事業所】
一般財団法人福島県民共済会、東北労働金庫平支店、全労済福島県本部いわき支所、一般財団法人いわき市公園緑地観光公社
一般財団法人いわき勤労施設事業団いわき新舞子ハイツ、公益財団法人いわき市社会福祉施設事業団いわきゆったり館
いわきワシントンホテル椿山荘、いわき健康センター、太平洋健康センター、株式会社丸大食品、大日商事株式会社、白石薬品株式会社
ポレポレいわき、常磐交通観光、タビックスジャパンいわき支店、スパリゾートハワイアンズ（敬称略）・・・
有名温泉宿泊券、カタログギフト、体脂肪計、施設利用券等々たくさんのご協力をいただき感謝申し上げます。

　12月の会報で募集いたしました「2018年度年末お楽しみ大抽選会」にたくさんご応募いただきありがとうございました。
今年は750通を超える応募があり、心より御礼申し上げます。　　　　　　　　　　　
　またアンケートにつきましては皆様からの貴重なご意見として今後の事業にも参考とさせていただきます。
　プレゼントの当選者は2月下旬に商品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

新規入会事業所




