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会員数／6,228名　事業所数／779事業所（個人会員は除く）〈令和元年5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

第18回 ハッピーワークいわき杯ハッピーワークいわき杯

　今年で18回目を迎える「ハッピーワークいわき杯　ゴルフ大会」
の募集です。開催は今年も日曜日、月曜日のいずれか希望の曜日に
お申し込みください。2日間の参加者全員での順位を競いますので、
順位発表、賞品の進呈は後日、ご連絡いたします。皆様のご参加、
お待ちしております。
　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。

◆と き　①９月８日（日）８時４５分　～　スタート
　　　　　   ②９月９日（月）８時３１分　～   スタート

◆と こ ろ　ヘレナ国際カントリー倶楽部　　　　　
　　　　　 （いわき市添野町頭巾平６６－３　℡ 0246-62-7611）

プレー費､
昼食代､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

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。

≪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≫

ゴルフ大会の申し込み方法
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。

ゴルフ大会ゴルフ大会

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たします。　

携帯はこちらから
アクセス！

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっとハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 1ハッピーワークいわき 会報 ぽけっとハッピーワークいわき 会報 ぽけっと8

◆参 加 費　①休日料金（９/８)                   ②平日料金（９/９)　　           
　　　　　　　会員・家族　　　6,000円　　　 会員・家族　　　2,500円
　　　　　　　一　　　般　　　10,500円　　  一　　　般　　　7,000円
●「ヘレナ国際カントリー倶楽部」の会員はメンバー料金（－1,000円）となりますので、
     申込書空欄に記入ください。
◆募集人数　①80名（20組）　　　　　　　  ②80名（20組）

※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。

ハッピーワークいわき
新規会員大募集

ハッピーワークいわき
新規会員大募集

ハッピーワークいわき
新規会員大募集

ハッピーワークいわき
新規会員大募集 会員紹介キャンペーン会員紹介キャンペーン
お知り合いの
事業所を
ご紹介下さい。

※個人登録での入会はできません。
（最大10,000円分まで・ご入会から3か月後のお渡しとなります。）

1事業所の入会会員数 × 500円分の図書カード1事業所の入会会員数 × 500円分の図書カード
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謝礼

ご紹介いただける事業所がありましたら、電話、メール、ガイドブックの事業所紹介カードでのご連絡を
お待ちしております。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。
ご紹介いただける事業所がありましたら、電話、メール、ガイドブックの事業所紹介カードでのご連絡を
お待ちしております。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。

共済給付金の支給状況　平成31年3月1日～平成31年4月30日
おめでとうございます

9件
12件
246件
5件
3件
39件

結婚祝
出生祝
就学祝
銀婚祝
成人祝
還暦祝

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）

2件
3件
53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）

8件
47件
3件

※　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。

お見舞い申し上げます
傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）

29件

申込締切　6月30日(日)

基本財産運用収入

特定資産運用収入

入会金収入

会費収入

事業収入

補助金収入

雑収入

前期繰越金

669
29
416

56,810
40,367
18,466
4,210
637

121,604

6,367
4,561
39,522
10,149
43,881
2,299
24
106
731

13,964
121,604

事業人件費
事業管理費
生活安定事業費
健康維持増進事業
余暇活動事業費
自己啓発事業費
財産形成事業費
情報提供事業費
会員加入促進事業
管理費

収 入

合 計

支 出

合 計

予算額（千円）
6,408
5,423
45,151
9,214
45,642
1,623
30
108
662

14,158
3051
857

132,327

事業人件費
事業管理費
生活安定事業費
健康維持増進事業
余暇活動事業費
自己啓発事業費
財産形成事業費
情報提供事業費
会員加入促進事業
管理費
運営資金積立金
予備費

支 出

合 計

予算額（千円）予算額（千円）

平成30年度決算

基本財産運用収入
特定資産運用収入
入会金収入
会費収入
事業収入
補助金収入
雑収入
寄附金収入
特定預金取崩収入

631
4

216
57,195
42,643
18,466
3,471

1
9,700

132,327

収 入

合 計

予算額（千円）

令和元年度予算

事務局インフォメーション事務局インフォメーション事務局インフォメーション事務局インフォメーション
はっぴーわーくん還元事業 のお知らせ
　事業に参加されていない、あるいは給付金・助成金の申請もされていないなど利用のない会員様に今年も還元事業として図
書カードをお送りいたします。
対象となるのは、平成29年3月以前入会で平成26年4月から平成31年3月まで未利用の会員様が対象となります。
ただし令和元年6月現在会員である方です。登録事業所あてに6月中に送付いたしますので、該当の会員様にお渡しいただけま
すようお願いいたします。

歓送迎会・お花見 親睦助成の締切 のお知らせ
　４月の会報でご案内いたしました、春企画「歓送迎会・お花見　親睦事業」の申請は６月末までとなり
ます。
今年度、事業所親睦で歓送迎会やお花見を開催して、まだ申請を出していない事業所は早めに手続きをお
願いいたします。

「2019～ガイドブック」及び「全福ネットガイドブック2019の送付のご案内
　｢2019~ガイドブック｣を今回,会員全員に送付いたしました。各種申請書・申込書は様式が変わっている場合もありますので、最新版
のガイドブックをご覧いただきご使用下さい。
また今回、事業所で登録いただいている会員様には、事業所でご覧いただけますよう最新版｢全福ネットガイドブック2019｣をお送りい
たします。本冊子の内容は、全福センターのホームページからもご覧いただけますのでご利用ください。個人会員様には貸出しも行って
おります。

新しく仲間になりました。

新規入会事業所新規入会事業所
●行政書士　小竹康夫事務所

●下宿　星の家

●有限会社　佐原工務店

●行政書士　小竹康夫事務所

●下宿　星の家

●有限会社　佐原工務店

●行政書士　小竹康夫事務所

●下宿　星の家

●有限会社　佐原工務店

●行政書士　小竹康夫事務所

●下宿　星の家

●有限会社　佐原工務店
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ツアー

各種ツアーの申込方法

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっとハッピーワークいわき 会報 ぽけっと2

推奨
ツアー
推奨
ツアー

川越「風鈴祭り」と小江戸川越散策

推奨
ツアー
推奨
ツアー 大谷石探検と真岡鐡道ＳＬ蒸気機関車の旅大谷石探検と真岡鐡道ＳＬ蒸気機関車の旅大谷石探検と真岡鐡道ＳＬ蒸気機関車の旅大谷石探検と真岡鐡道ＳＬ蒸気機関車の旅

推奨
ツアー
推奨
ツアー

かんぽ生命ドリームシアター幕末ロマン

『壬生義士伝』宝塚日帰りの旅　
かんぽ生命ドリームシアター幕末ロマン

『壬生義士伝』宝塚日帰りの旅　

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。　　

申込締切
6月20日必着

行程 いわき市役所(6：30)＝小名浜支所(6：55)＝勿来支所(7：20)＝いわき勿来IC＜常磐道＞
三郷IC＝＜首都高速＞＝東京駅(日本橋口付近)10：20＝銀座(歌舞伎座付近)10：35＝お台
場(10：55)･･･【各自お買い物をお楽しみ下さい】･･･鍛治橋駐車場(集合)20：30＝＜首都
高速＞＝三郷IC＜常磐道＞＝いわき勿来IC＝勿来支所(23：00)＝小名浜支所(23：25)＝い
わき市役所(23：50頃)

行程 いわき市役所(7：30)＝常磐道・北関東道＝下館駅(10：00～10：35)≠≠真岡鉄道SL≠≠真岡駅(11：13～11：30)＝北関東道＝
宇都宮餃子館（昼食）12：15～13：00＝大谷寺・大谷観音見学(13：30～14：20)＝大谷資料館見学(14：30～15：30)＝道の駅
＝東北道・阿武隈高原道・常磐道＝いわき市役所(19：00頃)

行程 いわき市役所(9：00)＝いわき中央IC＝常磐道・首都高＝銀座自由散策(12：30～14：00)＝東京宝塚かんぽ生命ドリームシアター
幕末ロマン『壬生義士伝』（14：30～19：00　公演 15：30～18：30)＝首都高・常磐道＝いわき市役所(22：00)

行程 いわき市役所(6：10)＝小名浜支所(6：35)＝勿来支所(7：00)＝いわき勿来IC＜常磐道＞つくばJCT＝＜圏央道＞＝川島IC＝川越氷
川神社（夏季限定『風鈴祭り』が人気の神社）10：15ー11：15＝川越(昼食)11：30ー12：30･･･(徒歩)･･･小江戸川越の街並み自
由散策(蔵造りの街並みで川越スイーツを堪能できます)12：30ー15：00＝川島IC＜関越・外環＞＝三郷IC＜常磐道＞＝いわき勿来
IC＝勿来支所(18：10)＝小名浜支所(18：35)＝いわき市役所(19：00頃)

◆と き　8月10日（土） 6：30　いわき市役所出発
◆参 加 費　会員･家族（大人・小人同額） 3,000円 　一 般 6,200円
◆募集人数　80名 （最少催行人数 30名） ☆食事は自由食となります。

◆と き　7月28日（日）6：10　いわき市役所出発　　　　　　
◆参 加 費　会員・家族（３歳以上）　4,300円　一般　7,500円
◆募集人数　40名（最少催行人数35名）
　　　　　　※浴衣レンタル希望の方は、ご案内を差し上げます。

◆と き　8月3日（土）7：30　いわき市役所出発　　　　　
◆参 加 費　会員･家族（大人）7,200円　（小人）6,200円　　　　　　　　　　　
　　　　　　一般　　 （大人）11,000円  （小人）10,000円　　　　　　　　　　　　　　　　
◆募集人数　40名（最少催行人数35名

◆と き　8月25日（日）9：00　いわき市役所出発　
◆参 加 費　会員･家族　5,000円　一般　8,500円　　　◆募集人数　40名（最少催行人数35名)

夏休みイベント情報
人気見学地

●お台場フジテレビ夏休みイベント（開催予定）※昨年:ようこそワンガン夏祭り THE ODAIBA 2018　
●お台場:「MORI Building DIGITAL ART MUSEUM： EPSON teamLab  Borderless」チケットはインターネットにて、日本科学未来館（チケットは当日窓口にて）
●豊 洲:teamLab Planets TOKYO（チケットはインターネットにて）

東京フリープラン 夏休み東京お買い物ツアー東京フリープラン 夏休み東京お買い物ツアー
　夏休みの「東京フリープランバスツアー」の募集です。夏休みの東京はイベントも盛りだくさん。お台場や汐留のテレ
ビ局のお祭りに行くも良し、銀座や有楽町のデパートでお買い物するも良しフリープランなので、それぞれのプランでお
楽しみください。

　夏の風物詩、川越氷川神社の「風鈴祭り」。心地よい風に吹かれて風鈴の音色とともに小江
戸川越の散策はいかがですか？浴衣のレンタルもできますので、蔵造りの街並みを浴衣で歩く
のも今風です。ご家族・お友達お誘いあわせの上、ご参加お待ちしてます。

　人気のＳＬ乗車と天然のクーラーといわれる大谷石の採掘場の見学です。近年注目されている
巨大な石仏なども圧巻です。帰りは道の駅でお買い物もお楽しみください。

　今年も宝塚の華やかな舞台を観劇するツアーです。席は２階のＢ席となりますが、迫力ある
舞台の臨場感はお楽しみいただけます。

ハッピーワークいわきのお得な

　　　　　　　　　　　　　夏ギフトのご案内

いわき観光まちづくりビューロー
いわきの夏ギフトフェア
いわき観光まちづくりビューロー
いわきの夏ギフトフェア

丸大食品お中元ギフト丸大食品お中元ギフト

レッドホースの
　　産直お取り寄せ
レッドホースの
　　産直お取り寄せ

※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。

※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。

※申込書はギフトカタログ内の申込書で直接販売会社にお送りください。

　「お世話になったあの方へ」のお中元の季節がやってまいりました。ハッピーワークいわきではこれまでの『丸大食品』のギフトに加えて、
いわき観光まちづくりビューローで販売しております『いわきの産品詰め合わせ』のギフト、ネット上の全福市場に出店しているレッドコー
ポレーションの果物などの産直品をハッピーワーク会員特別価格で提供いたします。
　会報に同封されているギフトカタログをご覧いただき、お申し込みください。いわきの産品詰め合わせと丸大食品のお申し込みは必ずハッ
ピーワークいわき事務局へお願いいたします。直接のお申込みでは、通常価格での購入となり、割引が受けられない場合もありますので、
ご注意ください。尚、産直品につきましては直接販売会社へお申込みください。

ギフトセット特別価格　価格：税込

大満足常磐ものセットA
つるっと麺つけだれセット
サンシャインいわき梨ワインフルーツセット
贅沢常磐ものセット B
朝食におすすめ常磐ものセットC
家族で食べよう常磐ものセットD
魚を食べよう常磐ものセット E
簡単調理常磐ものセット F
わら焼鰹たたき
花見月いろどり
木村ジェラードセット
冷製トマトオリーブパスタセット
いわき炊き米セット
お手軽米粉麺セット
懐かしの銘菓セットA
フラシティ銘菓セット B
おなじみの銘菓セットC
いわきふるさとセット
地酒と山海セット
地酒飲んべえセット

3,500
3,000
3,800
4,000
3,800
3,700
2,800
2,500
1,800
1,910
3,500
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
1,500
2,700
2,800
3,500

3,050
2,600
3,320
3,500
3,320
3,230
2,420
2,150
1,520
1,619
3,050
2,600
2,600
1,700
1,700
1,700
1,250
2,330
2,420
3,050

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

商品名 標準 特別

「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… 7月26日（金）
●取扱業者… 丸大食品株式会社
●納品予定… 7月1日以降より随時配送いたします。
●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756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。

ハ
ッ
ピ
ー
ワ
ー
ク
い
わ
き

事
業
所
・
ご
自
宅

丸

大

食

品

㈱

ギ

フ

ト

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）

旅行企画・実施　常磐交通観光
ギフト

ギフト

ギフト
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ツアー

チケット

チケット

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
・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

こども商品券の申し込み方法
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。
６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。

申し込み方法

ハワイアンズ特別入場券の申込方法
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」に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。
6月28日までの窓口での随時販売となります。

◎申込締切 
６月20日(木)

◎申込締切 
６月20日(木)

スパリゾートハワイアンズ

いわき観光まちづくりビューロー共催 夏休み親子体験周遊ツアー

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。
　※抽選となった場合は、会員・家族の方から優先となります。

サマービア夏祭りの申込方法
ガイドブック・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。郵送希望の方は締切後郵送いた
します。郵送は6月20日締切となります。※窓口では随時配布いたします。

お台場テーマパークチケットの申込方法
ガイドブック・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、事務局から連絡いたし
ます。※当選後のキャンセルは出来ませんので、ご了承ください。

東武動物公園の申込方法
ガイドブック・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。窓口では随時配布いたします。
郵送希望の方は、20日締切後、チケットと納付書を送付いたします。

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっとハッピーワークいわき 会報 ぽけっと6

常磐音楽舞踊学院55周年記念特別入場券常磐音楽舞踊学院55周年記念特別入場券

いわき市内巡りふるさと再発見ツアーいわき市内巡りふるさと再発見ツアー

　お子様の学用品や子供服、おもちゃの購入、また出産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。6月20日までの申込み、販売になります。

　いわき市内を巡って、いわきの産物、歴史とふれあう体験ツアーです。アンモナイトセンターでは発掘
体験、石炭・化石館ではアンモナイト展を見学しながら、古代ロマンに思いをはせ、いわきの成り立ちや
はるか昔の恐竜の時代など専門の学芸員のお話が聞けます。子供たちは夏休みの自由研究の題材にもでき
ますので、今一度、ふるさと「いわき」を再発見してみてください。

　期間限定で、お得な入場券を購入できます。有効期限は6月30日までとなります。
1会員5枚まで、購入後の返金・交換等は出来ませんので、必ず期間内にご利用ください。
6月28日までの窓口での随時販売のみとなりますので、ご了承ください。

◆斡旋価格　1冊　4,600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　2022年12月31日

◆と き　 7月20日（土）
◆参 加 費 　会員・家族（大人・小人同額） 2,000円 【通常価格 5,000円】
◆募集人数 　40名 （最小催行人数 30名）※行程の詳細は参加者へお送りいたします。

ハッピーワークいわき特別価格　540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　　　令和元年6月30日まで

利用期間　～6月30日(日)利用期間　～6月30日(日)

助成券 いわき新舞子ハイツビア夏祭り
　いわき新舞子ハイツの「サマーパーティ」の助成券を発行します。
　いわき新舞子ハイツへ予約をしてから、予約日を明記してサービスセンターへ助成券をお申し込みください
　いわき新舞子ハイツの「サマーパーティ」の助成券を発行します。
　いわき新舞子ハイツへ予約をしてから、予約日を明記してサービスセンターへ助成券をお申し込みください

　夏の東武動物公園のハッピーフリーパスは動物園、遊園地それにプールも利用できるとってもお得な
入場券です。
　夏の東武動物公園のハッピーフリーパスは動物園、遊園地それにプールも利用できるとってもお得な
入場券です。

　東京お台場の「東京ジョイポリス」「レゴランド・ディスカバリー・センター東京」「マダム・タッソー東京」のチケッ
トをお得な価格で販売します。
1日遊べるテーマパークです。ご家族やお友達でおでかけください。

　東京お台場の「東京ジョイポリス」「レゴランド・ディスカバリー・センター東京」「マダム・タッソー東京」のチケッ
トをお得な価格で販売します。
1日遊べるテーマパークです。ご家族やお友達でおでかけください。

　那須ハイランドパークのオフィシャルホテル「那須高原 TOWAピュアコテージ」と「那須の森空中アスレチッ
ク NOZARU」の特別割引券を配布いたします。特設ページからの予約と割引券の提示でお得な価格で利用でき
ます。

　那須ハイランドパークのオフィシャルホテル「那須高原 TOWAピュアコテージ」と「那須の森空中アスレチッ
ク NOZARU」の特別割引券を配布いたします。特設ページからの予約と割引券の提示でお得な価格で利用でき
ます。

◆と き　
◆と こ ろ

◆利用代金

◆募集枚数

7月18日（木）・19日（金） 18：30～20：30
いわき新舞子ハイツ
(平下高久字南谷地16ー4　Tel:39ー3801)
大人　4,000円【通常料金　5,000円】
小人　2,000円【通常料金　2,500円】
50枚（１会員4枚まで）

◆ハッピーフリーパス特別価格
1,350円…通常　大人　4,800円　こども・シニア　3,700円
◆使用期限　令和2年3月31日

生バンド
演奏

生バンド
演奏

豪華景品が
当たる

大抽選会
あり

豪華景品が
当たる

大抽選会
あり

●当日(16：00～18：00)ご入浴サービス(タオルなし)　●宿泊希望の場合(朝食付き)＋5,000

※マイクロバス送迎有り。

特典

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

チケット

お台場テーマパークチケット特別斡旋お台場テーマパークチケット特別斡旋

動物園
遊園地
プール

遊び
放題

窓口で随時販売いたします。窓口で随時販売いたします。

◆斡旋価格　2,800円
　　 【通常 4,500円】
（パスポートチケット）
◆募集枚数　50枚
（1会員5枚まで）

住所：東京都港区台場1丁目6番1号
　　　DECKS Tokyo Beach 3F～5F
時間：10:00～22:00（最終　21:15）
URL：http://tokyo-joypolis.com/

東京ジョイポリス

有効期限：令和元年12月31日

◆斡旋価格　1,500円
　　 【通常 2,500円】
◆募集枚数　50枚
（1会員5枚まで）

住所：東京都港区台場1丁目6番1号
　　　DECKS Tokyo Beach 3F
時間：平日10:00～20:00、土日祝10:00～21:00
　　（最終入場　平日18:00、土日祝19:00）
URL：https://tokyo.legolanddiscoverycenter.jp/

レゴランド・ディスカバリー・センター東京

有効期限：令和元年12月31日

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configuration, the Minifigure and 
LEGOLAND are trade marks of the LEGO Group. © 2019 The LEGO Group.｠

◆斡旋価格
大人・小人同額 1,100円
【大人 2,300円・小人1,600円】
◆募集枚数　50枚
（1会員5枚まで）

住所：東京都港区台場1丁目6番1号
　　　DECKS Tokyo Beach 3F
時間：平日11:00～20:00、土日祝10:00～20:00
　　 （最終入場　19:00）
URL：https://www.madametussauds.jp/tokyo/ja/

マダム・タッソー東京

有効期限：令和元年12月5日

那須ハイランドパーク TOWAピュアコテージ・NOZARU特別割引券TOWAピュアコテージ・NOZARU特別割引券TOWAピュアコテージ・NOZARU特別割引券

ノザルコース　大　人(中学生以上)　3,800円(通常4,600円)　小　人(130cm以上)　2,800円(通常3,600円)ほか　

●割引価格/7,700円/名)(通常価格15,500)
※特設ページ予約のみ利用可、平日１室6名利用の場合（人数により価格が変わります）

コザルコース　大　人(中学生以上)　2,800円(通常3,600円)　小　人(130cm以上)　1,200円(通常2,800円)
※割引券1枚につき5名様まで、事前予約制　 詳しくは公式サイト　https://nozaru.net/

那須の森空中アスレチック「NOZARU」

TOWA
ピュアコテージ 有効期限/2019年7月12日まで

行程 湯本・石炭･化石館＝アンモナイトセンター（発掘体験）＝ワンダーファーム（昼食）＝ピコブルーベ
リー（食べ放題）＝石炭･化石館（アンモナイト展・館内見学）
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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・イベントチケット情報

布袋寅泰 HOTEI Live Iｎ Japan 2019
 ～GUITARHYTHM Ⅵ TOUR～
布袋寅泰 HOTEI Live Iｎ Japan 2019
 ～GUITARHYTHM Ⅵ TOUR～

◎申込締切
６月10日

８月10日（土）　開 場　16：45　　開 演　17：30　
いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
全席指定　6,500円（税込）　　　【通常価格 8,000円】
30枚（会員1名につき2枚まで）

と き
と こ ろ
価 格
募集枚数

MYSTERY NIGHT TOUR2019
　稲川淳二の怪談ナイト
MYSTERY NIGHT TOUR2019
　稲川淳二の怪談ナイト
MYSTERY NIGHT TOUR2019
　稲川淳二の怪談ナイト
MYSTERY NIGHT TOUR2019
　稲川淳二の怪談ナイト

9月22日（日）　怪 場　16：00　　怪 宴　16：30　
いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
全席指定　 5,000円（税込）　　　【通常価格 5,500円】
20枚 （会員１名につき２枚まで）※未就学児入場不可

と き
と こ ろ
価 格
募集枚数

◎申込締切
６月20日

◎申込締切
６月20日

◎申込締切
６月20日

ケラリーノ・サンドロヴィッチ作　鈴木裕美演出フローズン・ビーチ

7月28日（日）　開 場　13：15　　開 演　14：00　
いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
①Ｓ席〈1階〉 6,500円（税込）【通常価格 7,500円】
②Ａ席〈2・3階〉5,200円（税込）【通常価格 6,000円】
①Ｓ席  50枚　②  Ａ席 20枚 （会員１名につき２枚まで）

と き
と こ ろ
価 格

募集枚数

　まだ、チケットに余裕がありますので、前号でも募集いたしました公演の追加募集です。
近年、演劇界で様々な賞を受賞している劇作家で演出家のケラリーノ・サンドロヴィッチの傑作
を鈴木杏、ブルゾンちえみ、朝倉あき、シルビア・グラブの４人のキャストで紡ぐミステリーコ
メディ―です。

チケット

チケット

チケット

コンサートチケットの申し込み方法
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。
　※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。

箱根小涌園ユネッサンの申込方法
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。

箱根小涌園ユネッサンパスポート箱根小涌園ユネッサンパスポート箱根小涌園ユネッサンパスポート箱根小涌園ユネッサンパスポート前売り券
神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297
℡ 0460－82－4126

　箱根の自然を堪能しながら楽しめる温泉アミューズメント「箱根小
涌園ユネッサン」の1日パスポートがお得な料金で購入できます。
水着で遊べる屋外・屋内温泉エリア、箱根の雄大な自然を望む大庭園
露天風呂が自慢の「森の湯」とオールシーズン楽しめる温泉施設の前
売券です。少し遠出となりますが、夏休みなどを利用して出かけてみ
てはいかがですか？

電車の場合 車の場合

■斡旋料金
大人（中学生以上） 　1,800円 （通常価格 3,500円）
小人（３才～小学生） 1,200円 （ 　 〃 　 1,800円）
　　　　　　　　　　　　　 (会員家族登録枚数まで)

有効期限：2020年8月31日

いわき市立美術館
美術館・企画展助成

チケット
パリ世紀末　ベル・エポックに咲いた華
サラ・ベルナールの世界展

7月20日(土)～9月1日(日)開催期間

◆価 格　　400円 【通常価格　800円】 
◆募集枚数　　100枚 （1会員4枚まで）

申込締切
1回目/ 6月20日(木)
2回目/7月20日(土)

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　

　19世紀半ばから20世紀初め、フランスの古き良き時代、ベル・エポックと呼ばれた繁
栄の時代に活躍したフランスの女優、サラ・ベルナール。彼女と交友のあった芸術家た
ちの作品によりサラの生き抜いた時代、華やかなパリ時代の芸術を紹介します。

茨城県天心記念五浦美術館
チケット 近代陶芸の巨匠　板谷波山展近代陶芸の巨匠　板谷波山展近代陶芸の巨匠　板谷波山展近代陶芸の巨匠　板谷波山展

6月7日(金)～7月15日(月・祝)開催期間

◆価 格　　100円 【通常価格 310円】 
◆募集枚数　　５０枚 （1会員4枚まで）

http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/

http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/

五浦美術館

五浦美術館

問合せ先

〒319-17 北茨城市大津町椿2083 Tel：0293-46-5311 Fax：0293-46-5711

窓口で随時販売いたします。

〒319-1703　茨城県北茨城市大津町椿2083　Tel:0293-46-5311

　茨城県下館町(現・筑西市)に生まれ、陶芸家として初の文化勲章を受章した板谷波山。
伝統的な技法の洗練と新たな表現方法の研究によって作られた、典雅な美しさに満ちた
作品を紹介する展覧会。波山の陶芸作品と共に東京美術学校時代の課題画や、親友・新
納忠之介と交わした書簡等を展示し、当時の授業内容や親友との交流についても紹介し
ます。

板谷波山「彩磁延壽文花瓶」昭和11年頃(c.1936)
茨城県陶芸美術館蔵

MOE　40th  Anniversary
人気絵本のひみつ展
島田ゆか　酒井駒子　ヒグチユウコ　ヨシタケシンスケ　なかやみわ

チケット

7月13日(土)～9月23日(月・祝) 
開催時間　10:00~18:00
休館日:７/22(月)、8/5(月)、8/19(月)、９/９(月)

開催期間

◆価 格　　一般　700円　【通常価格　1,100円】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※中学生以下無料

◆募集枚数　　５０枚 （1会員4枚まで）
申込最終締切
7月12日(金)

新潟県立万代島美術館
〒950-0078
新潟市中央区万代島5－1 朱鷺メッセ内万代ビル5F
Tel:025-290-6655

　　絵本に関する最新情報を発信してきた月刊雑誌『ＭＯＥ』。その創刊40周年を記念
して５人の人気絵本作家による原画展を開催します。幅広い世代を惹きつける５人の貴
重な絵本原画だけでなく絵本制作に関わるや資料などゆかりの品々も展示。５人の作家
それぞれの魅力と世界観に迫ります。

©YUKA SHIMADA/OJIGI BUNNY INC./KOMAKO SAKAI/YUKO HIGUCHI/
SHINSUKE YOSHITAKE/MIWA NAKAYA/HAKUSENSHA

美術館企画展チケットの申込方法
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20日締切後、送付いたします。

W.&D.ダウニー 
《街着姿のサラ・ベルナール》

1902年 個人蔵

アルフォンス・ミュシャ 
《サラ・ベルナール》 

1896年 リボリアンティクス蔵
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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・イベントチケット情報

布袋寅泰 HOTEI Live Iｎ Japan 2019
 ～GUITARHYTHM Ⅵ TOUR～
布袋寅泰 HOTEI Live Iｎ Japan 2019
 ～GUITARHYTHM Ⅵ TOUR～

◎申込締切
６月10日

８月10日（土）　開 場　16：45　　開 演　17：30　
いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
全席指定　6,500円（税込）　　　【通常価格 8,000円】
30枚（会員1名につき2枚まで）

と き
と こ ろ
価 格
募集枚数

MYSTERY NIGHT TOUR2019
　稲川淳二の怪談ナイト
MYSTERY NIGHT TOUR2019
　稲川淳二の怪談ナイト
MYSTERY NIGHT TOUR2019
　稲川淳二の怪談ナイト
MYSTERY NIGHT TOUR2019
　稲川淳二の怪談ナイト

9月22日（日）　怪 場　16：00　　怪 宴　16：30　
いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
全席指定　 5,000円（税込）　　　【通常価格 5,500円】
20枚 （会員１名につき２枚まで）※未就学児入場不可

と き
と こ ろ
価 格
募集枚数

◎申込締切
６月20日

◎申込締切
６月20日

◎申込締切
６月20日

ケラリーノ・サンドロヴィッチ作　鈴木裕美演出フローズン・ビーチ

7月28日（日）　開 場　13：15　　開 演　14：00　
いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
①Ｓ席〈1階〉 6,500円（税込）【通常価格 7,500円】
②Ａ席〈2・3階〉5,200円（税込）【通常価格 6,000円】
①Ｓ席  50枚　②  Ａ席 20枚 （会員１名につき２枚まで）

と き
と こ ろ
価 格

募集枚数

　まだ、チケットに余裕がありますので、前号でも募集いたしました公演の追加募集です。
近年、演劇界で様々な賞を受賞している劇作家で演出家のケラリーノ・サンドロヴィッチの傑作
を鈴木杏、ブルゾンちえみ、朝倉あき、シルビア・グラブの４人のキャストで紡ぐミステリーコ
メディ―です。

チケット

チケット

チケット

コンサートチケットの申し込み方法
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。
　※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。

箱根小涌園ユネッサンの申込方法
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。

箱根小涌園ユネッサンパスポート箱根小涌園ユネッサンパスポート箱根小涌園ユネッサンパスポート箱根小涌園ユネッサンパスポート前売り券
神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297
℡ 0460－82－4126

　箱根の自然を堪能しながら楽しめる温泉アミューズメント「箱根小
涌園ユネッサン」の1日パスポートがお得な料金で購入できます。
水着で遊べる屋外・屋内温泉エリア、箱根の雄大な自然を望む大庭園
露天風呂が自慢の「森の湯」とオールシーズン楽しめる温泉施設の前
売券です。少し遠出となりますが、夏休みなどを利用して出かけてみ
てはいかがですか？

電車の場合 車の場合

■斡旋料金
大人（中学生以上） 　1,800円 （通常価格 3,500円）
小人（３才～小学生） 1,200円 （ 　 〃 　 1,800円）
　　　　　　　　　　　　　 (会員家族登録枚数まで)

有効期限：2020年8月31日

いわき市立美術館
美術館・企画展助成

チケット
パリ世紀末　ベル・エポックに咲いた華
サラ・ベルナールの世界展

7月20日(土)～9月1日(日)開催期間

◆価 格　　400円 【通常価格　800円】 
◆募集枚数　　100枚 （1会員4枚まで）

申込締切
1回目/ 6月20日(木)
2回目/7月20日(土)

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　

　19世紀半ばから20世紀初め、フランスの古き良き時代、ベル・エポックと呼ばれた繁
栄の時代に活躍したフランスの女優、サラ・ベルナール。彼女と交友のあった芸術家た
ちの作品によりサラの生き抜いた時代、華やかなパリ時代の芸術を紹介します。

茨城県天心記念五浦美術館
チケット 近代陶芸の巨匠　板谷波山展近代陶芸の巨匠　板谷波山展近代陶芸の巨匠　板谷波山展近代陶芸の巨匠　板谷波山展

6月7日(金)～7月15日(月・祝)開催期間

◆価 格　　100円 【通常価格 310円】 
◆募集枚数　　５０枚 （1会員4枚まで）

http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/

http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/

五浦美術館

五浦美術館

問合せ先

〒319-17 北茨城市大津町椿2083 Tel：0293-46-5311 Fax：0293-46-5711

窓口で随時販売いたします。

〒319-1703　茨城県北茨城市大津町椿2083　Tel:0293-46-5311

　茨城県下館町(現・筑西市)に生まれ、陶芸家として初の文化勲章を受章した板谷波山。
伝統的な技法の洗練と新たな表現方法の研究によって作られた、典雅な美しさに満ちた
作品を紹介する展覧会。波山の陶芸作品と共に東京美術学校時代の課題画や、親友・新
納忠之介と交わした書簡等を展示し、当時の授業内容や親友との交流についても紹介し
ます。

板谷波山「彩磁延壽文花瓶」昭和11年頃(c.1936)
茨城県陶芸美術館蔵

MOE　40th  Anniversary
人気絵本のひみつ展
島田ゆか　酒井駒子　ヒグチユウコ　ヨシタケシンスケ　なかやみわ

チケット

7月13日(土)～9月23日(月・祝) 
開催時間　10:00~18:00
休館日:７/22(月)、8/5(月)、8/19(月)、９/９(月)

開催期間

◆価 格　　一般　700円　【通常価格　1,100円】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※中学生以下無料

◆募集枚数　　５０枚 （1会員4枚まで）
申込最終締切
7月12日(金)

新潟県立万代島美術館
〒950-0078
新潟市中央区万代島5－1 朱鷺メッセ内万代ビル5F
Tel:025-290-6655

　　絵本に関する最新情報を発信してきた月刊雑誌『ＭＯＥ』。その創刊40周年を記念
して５人の人気絵本作家による原画展を開催します。幅広い世代を惹きつける５人の貴
重な絵本原画だけでなく絵本制作に関わるや資料などゆかりの品々も展示。５人の作家
それぞれの魅力と世界観に迫ります。

©YUKA SHIMADA/OJIGI BUNNY INC./KOMAKO SAKAI/YUKO HIGUCHI/
SHINSUKE YOSHITAKE/MIWA NAKAYA/HAKUSENSHA

美術館企画展チケットの申込方法
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20日締切後、送付いたします。

W.&D.ダウニー 
《街着姿のサラ・ベルナール》

1902年 個人蔵

アルフォンス・ミュシャ 
《サラ・ベルナール》 

1896年 リボリアンティクス蔵
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ツアー

チケット

チケット

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
・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

こども商品券の申し込み方法
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。
６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。

申し込み方法

ハワイアンズ特別入場券の申込方法
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」に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。
6月28日までの窓口での随時販売となります。

◎申込締切 
６月20日(木)

◎申込締切 
６月20日(木)

スパリゾートハワイアンズ

いわき観光まちづくりビューロー共催 夏休み親子体験周遊ツアー

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。
　※抽選となった場合は、会員・家族の方から優先となります。

サマービア夏祭りの申込方法
ガイドブック・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。郵送希望の方は締切後郵送いた
します。郵送は6月20日締切となります。※窓口では随時配布いたします。

お台場テーマパークチケットの申込方法
ガイドブック・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、事務局から連絡いたし
ます。※当選後のキャンセルは出来ませんので、ご了承ください。

東武動物公園の申込方法
ガイドブック・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。窓口では随時配布いたします。
郵送希望の方は、20日締切後、チケットと納付書を送付いたします。

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっとハッピーワークいわき 会報 ぽけっと6

常磐音楽舞踊学院55周年記念特別入場券常磐音楽舞踊学院55周年記念特別入場券

いわき市内巡りふるさと再発見ツアーいわき市内巡りふるさと再発見ツアー

　お子様の学用品や子供服、おもちゃの購入、また出産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。6月20日までの申込み、販売になります。

　いわき市内を巡って、いわきの産物、歴史とふれあう体験ツアーです。アンモナイトセンターでは発掘
体験、石炭・化石館ではアンモナイト展を見学しながら、古代ロマンに思いをはせ、いわきの成り立ちや
はるか昔の恐竜の時代など専門の学芸員のお話が聞けます。子供たちは夏休みの自由研究の題材にもでき
ますので、今一度、ふるさと「いわき」を再発見してみてください。

　期間限定で、お得な入場券を購入できます。有効期限は6月30日までとなります。
1会員5枚まで、購入後の返金・交換等は出来ませんので、必ず期間内にご利用ください。
6月28日までの窓口での随時販売のみとなりますので、ご了承ください。

◆斡旋価格　1冊　4,600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　2022年12月31日

◆と き　 7月20日（土）
◆参 加 費 　会員・家族（大人・小人同額） 2,000円 【通常価格 5,000円】
◆募集人数 　40名 （最小催行人数 30名）※行程の詳細は参加者へお送りいたします。

ハッピーワークいわき特別価格　540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　　　令和元年6月30日まで

利用期間　～6月30日(日)利用期間　～6月30日(日)

助成券 いわき新舞子ハイツビア夏祭り
　いわき新舞子ハイツの「サマーパーティ」の助成券を発行します。
　いわき新舞子ハイツへ予約をしてから、予約日を明記してサービスセンターへ助成券をお申し込みください
　いわき新舞子ハイツの「サマーパーティ」の助成券を発行します。
　いわき新舞子ハイツへ予約をしてから、予約日を明記してサービスセンターへ助成券をお申し込みください

　夏の東武動物公園のハッピーフリーパスは動物園、遊園地それにプールも利用できるとってもお得な
入場券です。
　夏の東武動物公園のハッピーフリーパスは動物園、遊園地それにプールも利用できるとってもお得な
入場券です。

　東京お台場の「東京ジョイポリス」「レゴランド・ディスカバリー・センター東京」「マダム・タッソー東京」のチケッ
トをお得な価格で販売します。
1日遊べるテーマパークです。ご家族やお友達でおでかけください。

　東京お台場の「東京ジョイポリス」「レゴランド・ディスカバリー・センター東京」「マダム・タッソー東京」のチケッ
トをお得な価格で販売します。
1日遊べるテーマパークです。ご家族やお友達でおでかけください。

　那須ハイランドパークのオフィシャルホテル「那須高原 TOWAピュアコテージ」と「那須の森空中アスレチッ
ク NOZARU」の特別割引券を配布いたします。特設ページからの予約と割引券の提示でお得な価格で利用でき
ます。

　那須ハイランドパークのオフィシャルホテル「那須高原 TOWAピュアコテージ」と「那須の森空中アスレチッ
ク NOZARU」の特別割引券を配布いたします。特設ページからの予約と割引券の提示でお得な価格で利用でき
ます。

◆と き　
◆と こ ろ

◆利用代金

◆募集枚数

7月18日（木）・19日（金） 18：30～20：30
いわき新舞子ハイツ
(平下高久字南谷地16ー4　Tel:39ー3801)
大人　4,000円【通常料金　5,000円】
小人　2,000円【通常料金　2,500円】
50枚（１会員4枚まで）

◆ハッピーフリーパス特別価格
1,350円…通常　大人　4,800円　こども・シニア　3,700円
◆使用期限　令和2年3月31日

生バンド
演奏

生バンド
演奏

豪華景品が
当たる

大抽選会
あり

豪華景品が
当たる

大抽選会
あり

●当日(16：00～18：00)ご入浴サービス(タオルなし)　●宿泊希望の場合(朝食付き)＋5,000

※マイクロバス送迎有り。

特典

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

チケット

お台場テーマパークチケット特別斡旋お台場テーマパークチケット特別斡旋

動物園
遊園地
プール

遊び
放題

窓口で随時販売いたします。窓口で随時販売いたします。

◆斡旋価格　2,800円
　　 【通常 4,500円】
（パスポートチケット）
◆募集枚数　50枚
（1会員5枚まで）

住所：東京都港区台場1丁目6番1号
　　　DECKS Tokyo Beach 3F～5F
時間：10:00～22:00（最終　21:15）
URL：http://tokyo-joypolis.com/

東京ジョイポリス

有効期限：令和元年12月31日

◆斡旋価格　1,500円
　　 【通常 2,500円】
◆募集枚数　50枚
（1会員5枚まで）

住所：東京都港区台場1丁目6番1号
　　　DECKS Tokyo Beach 3F
時間：平日10:00～20:00、土日祝10:00～21:00
　　（最終入場　平日18:00、土日祝19:00）
URL：https://tokyo.legolanddiscoverycenter.jp/

レゴランド・ディスカバリー・センター東京

有効期限：令和元年12月31日

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configuration, the Minifigure and 
LEGOLAND are trade marks of the LEGO Group. © 2019 The LEGO Group.｠

◆斡旋価格
大人・小人同額 1,100円
【大人 2,300円・小人1,600円】
◆募集枚数　50枚
（1会員5枚まで）

住所：東京都港区台場1丁目6番1号
　　　DECKS Tokyo Beach 3F
時間：平日11:00～20:00、土日祝10:00～20:00
　　 （最終入場　19:00）
URL：https://www.madametussauds.jp/tokyo/ja/

マダム・タッソー東京

有効期限：令和元年12月5日

那須ハイランドパーク TOWAピュアコテージ・NOZARU特別割引券TOWAピュアコテージ・NOZARU特別割引券TOWAピュアコテージ・NOZARU特別割引券

ノザルコース　大　人(中学生以上)　3,800円(通常4,600円)　小　人(130cm以上)　2,800円(通常3,600円)ほか　

●割引価格/7,700円/名)(通常価格15,500)
※特設ページ予約のみ利用可、平日１室6名利用の場合（人数により価格が変わります）

コザルコース　大　人(中学生以上)　2,800円(通常3,600円)　小　人(130cm以上)　1,200円(通常2,800円)
※割引券1枚につき5名様まで、事前予約制　 詳しくは公式サイト　https://nozaru.net/

那須の森空中アスレチック「NOZARU」

TOWA
ピュアコテージ 有効期限/2019年7月12日まで

行程 湯本・石炭･化石館＝アンモナイトセンター（発掘体験）＝ワンダーファーム（昼食）＝ピコブルーベ
リー（食べ放題）＝石炭･化石館（アンモナイト展・館内見学）



ハッピーワークいわき 会報 ぽけっとハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 7

ツアー

各種ツアーの申込方法

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっとハッピーワークいわき 会報 ぽけっと2

推奨
ツアー
推奨
ツアー

川越「風鈴祭り」と小江戸川越散策

推奨
ツアー
推奨
ツアー 大谷石探検と真岡鐡道ＳＬ蒸気機関車の旅大谷石探検と真岡鐡道ＳＬ蒸気機関車の旅大谷石探検と真岡鐡道ＳＬ蒸気機関車の旅大谷石探検と真岡鐡道ＳＬ蒸気機関車の旅

推奨
ツアー
推奨
ツアー

かんぽ生命ドリームシアター幕末ロマン

『壬生義士伝』宝塚日帰りの旅　
かんぽ生命ドリームシアター幕末ロマン

『壬生義士伝』宝塚日帰りの旅　

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。　　

申込締切
6月20日必着

行程 いわき市役所(6：30)＝小名浜支所(6：55)＝勿来支所(7：20)＝いわき勿来IC＜常磐道＞
三郷IC＝＜首都高速＞＝東京駅(日本橋口付近)10：20＝銀座(歌舞伎座付近)10：35＝お台
場(10：55)･･･【各自お買い物をお楽しみ下さい】･･･鍛治橋駐車場(集合)20：30＝＜首都
高速＞＝三郷IC＜常磐道＞＝いわき勿来IC＝勿来支所(23：00)＝小名浜支所(23：25)＝い
わき市役所(23：50頃)

行程 いわき市役所(7：30)＝常磐道・北関東道＝下館駅(10：00～10：35)≠≠真岡鉄道SL≠≠真岡駅(11：13～11：30)＝北関東道＝
宇都宮餃子館（昼食）12：15～13：00＝大谷寺・大谷観音見学(13：30～14：20)＝大谷資料館見学(14：30～15：30)＝道の駅
＝東北道・阿武隈高原道・常磐道＝いわき市役所(19：00頃)

行程 いわき市役所(9：00)＝いわき中央IC＝常磐道・首都高＝銀座自由散策(12：30～14：00)＝東京宝塚かんぽ生命ドリームシアター
幕末ロマン『壬生義士伝』（14：30～19：00　公演 15：30～18：30)＝首都高・常磐道＝いわき市役所(22：00)

行程 いわき市役所(6：10)＝小名浜支所(6：35)＝勿来支所(7：00)＝いわき勿来IC＜常磐道＞つくばJCT＝＜圏央道＞＝川島IC＝川越氷
川神社（夏季限定『風鈴祭り』が人気の神社）10：15ー11：15＝川越(昼食)11：30ー12：30･･･(徒歩)･･･小江戸川越の街並み自
由散策(蔵造りの街並みで川越スイーツを堪能できます)12：30ー15：00＝川島IC＜関越・外環＞＝三郷IC＜常磐道＞＝いわき勿来
IC＝勿来支所(18：10)＝小名浜支所(18：35)＝いわき市役所(19：00頃)

◆と き　8月10日（土） 6：30　いわき市役所出発
◆参 加 費　会員･家族（大人・小人同額） 3,000円 　一 般 6,200円
◆募集人数　80名 （最少催行人数 30名） ☆食事は自由食となります。

◆と き　7月28日（日）6：10　いわき市役所出発　　　　　　
◆参 加 費　会員・家族（３歳以上）　4,300円　一般　7,500円
◆募集人数　40名（最少催行人数35名）
　　　　　　※浴衣レンタル希望の方は、ご案内を差し上げます。

◆と き　8月3日（土）7：30　いわき市役所出発　　　　　
◆参 加 費　会員･家族（大人）7,200円　（小人）6,200円　　　　　　　　　　　
　　　　　　一般　　 （大人）11,000円  （小人）10,000円　　　　　　　　　　　　　　　　
◆募集人数　40名（最少催行人数35名

◆と き　8月25日（日）9：00　いわき市役所出発　
◆参 加 費　会員･家族　5,000円　一般　8,500円　　　◆募集人数　40名（最少催行人数35名)

夏休みイベント情報
人気見学地

●お台場フジテレビ夏休みイベント（開催予定）※昨年:ようこそワンガン夏祭り THE ODAIBA 2018　
●お台場:「MORI Building DIGITAL ART MUSEUM： EPSON teamLab  Borderless」チケットはインターネットにて、日本科学未来館（チケットは当日窓口にて）
●豊 洲:teamLab Planets TOKYO（チケットはインターネットにて）

東京フリープラン 夏休み東京お買い物ツアー東京フリープラン 夏休み東京お買い物ツアー
　夏休みの「東京フリープランバスツアー」の募集です。夏休みの東京はイベントも盛りだくさん。お台場や汐留のテレ
ビ局のお祭りに行くも良し、銀座や有楽町のデパートでお買い物するも良しフリープランなので、それぞれのプランでお
楽しみください。

　夏の風物詩、川越氷川神社の「風鈴祭り」。心地よい風に吹かれて風鈴の音色とともに小江
戸川越の散策はいかがですか？浴衣のレンタルもできますので、蔵造りの街並みを浴衣で歩く
のも今風です。ご家族・お友達お誘いあわせの上、ご参加お待ちしてます。

　人気のＳＬ乗車と天然のクーラーといわれる大谷石の採掘場の見学です。近年注目されている
巨大な石仏なども圧巻です。帰りは道の駅でお買い物もお楽しみください。

　今年も宝塚の華やかな舞台を観劇するツアーです。席は２階のＢ席となりますが、迫力ある
舞台の臨場感はお楽しみいただけます。

ハッピーワークいわきのお得な

　　　　　　　　　　　　　夏ギフトのご案内

いわき観光まちづくりビューロー
いわきの夏ギフトフェア
いわき観光まちづくりビューロー
いわきの夏ギフトフェア

丸大食品お中元ギフト丸大食品お中元ギフト

レッドホースの
　　産直お取り寄せ
レッドホースの
　　産直お取り寄せ

※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。

※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。

※申込書はギフトカタログ内の申込書で直接販売会社にお送りください。

　「お世話になったあの方へ」のお中元の季節がやってまいりました。ハッピーワークいわきではこれまでの『丸大食品』のギフトに加えて、
いわき観光まちづくりビューローで販売しております『いわきの産品詰め合わせ』のギフト、ネット上の全福市場に出店しているレッドコー
ポレーションの果物などの産直品をハッピーワーク会員特別価格で提供いたします。
　会報に同封されているギフトカタログをご覧いただき、お申し込みください。いわきの産品詰め合わせと丸大食品のお申し込みは必ずハッ
ピーワークいわき事務局へお願いいたします。直接のお申込みでは、通常価格での購入となり、割引が受けられない場合もありますので、
ご注意ください。尚、産直品につきましては直接販売会社へお申込みください。

ギフトセット特別価格　価格：税込

大満足常磐ものセットA
つるっと麺つけだれセット
サンシャインいわき梨ワインフルーツセット
贅沢常磐ものセット B
朝食におすすめ常磐ものセットC
家族で食べよう常磐ものセットD
魚を食べよう常磐ものセット E
簡単調理常磐ものセット F
わら焼鰹たたき
花見月いろどり
木村ジェラードセット
冷製トマトオリーブパスタセット
いわき炊き米セット
お手軽米粉麺セット
懐かしの銘菓セットA
フラシティ銘菓セット B
おなじみの銘菓セットC
いわきふるさとセット
地酒と山海セット
地酒飲んべえセット

3,500
3,000
3,800
4,000
3,800
3,700
2,800
2,500
1,800
1,910
3,500
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
1,500
2,700
2,800
3,500

3,050
2,600
3,320
3,500
3,320
3,230
2,420
2,150
1,520
1,619
3,050
2,600
2,600
1,700
1,700
1,700
1,250
2,330
2,420
3,050

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

商品名 標準 特別

「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… 7月26日（金）
●取扱業者… 丸大食品株式会社
●納品予定… 7月1日以降より随時配送いたします。
●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756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。

ハ
ッ
ピ
ー
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ー
ク
い
わ
き

事
業
所
・
ご
自
宅

丸

大

食

品

㈱

ギ

フ

ト

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）

旅行企画・実施　常磐交通観光
ギフト

ギフト

ギフト
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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／6,228名　事業所数／779事業所（個人会員は除く）〈令和元年5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

第18回 ハッピーワークいわき杯ハッピーワークいわき杯

　今年で18回目を迎える「ハッピーワークいわき杯　ゴルフ大会」
の募集です。開催は今年も日曜日、月曜日のいずれか希望の曜日に
お申し込みください。2日間の参加者全員での順位を競いますので、
順位発表、賞品の進呈は後日、ご連絡いたします。皆様のご参加、
お待ちしております。
　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。

◆と き　①９月８日（日）８時４５分　～　スタート
　　　　　   ②９月９日（月）８時３１分　～   スタート

◆と こ ろ　ヘレナ国際カントリー倶楽部　　　　　
　　　　　 （いわき市添野町頭巾平６６－３　℡ 0246-62-7611）

プレー費､
昼食代､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

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。

≪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≫

ゴルフ大会の申し込み方法
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。

ゴルフ大会ゴルフ大会

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たします。　

携帯はこちらから
アクセス！

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっとハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 1ハッピーワークいわき 会報 ぽけっとハッピーワークいわき 会報 ぽけっと8

◆参 加 費　①休日料金（９/８)                   ②平日料金（９/９)　　           
　　　　　　　会員・家族　　　6,000円　　　 会員・家族　　　2,500円
　　　　　　　一　　　般　　　10,500円　　  一　　　般　　　7,000円
●「ヘレナ国際カントリー倶楽部」の会員はメンバー料金（－1,000円）となりますので、
     申込書空欄に記入ください。
◆募集人数　①80名（20組）　　　　　　　  ②80名（20組）

※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。

ハッピーワークいわき
新規会員大募集

ハッピーワークいわき
新規会員大募集

ハッピーワークいわき
新規会員大募集

ハッピーワークいわき
新規会員大募集 会員紹介キャンペーン会員紹介キャンペーン
お知り合いの
事業所を
ご紹介下さい。

※個人登録での入会はできません。
（最大10,000円分まで・ご入会から3か月後のお渡しとなります。）

1事業所の入会会員数 × 500円分の図書カード1事業所の入会会員数 × 500円分の図書カード
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謝礼

ご紹介いただける事業所がありましたら、電話、メール、ガイドブックの事業所紹介カードでのご連絡を
お待ちしております。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。
ご紹介いただける事業所がありましたら、電話、メール、ガイドブックの事業所紹介カードでのご連絡を
お待ちしております。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。

共済給付金の支給状況　平成31年3月1日～平成31年4月30日
おめでとうございます

9件
12件
246件
5件
3件
39件

結婚祝
出生祝
就学祝
銀婚祝
成人祝
還暦祝

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）

2件
3件
53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）

8件
47件
3件

※　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。

お見舞い申し上げます
傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）

29件

申込締切　6月30日(日)

基本財産運用収入

特定資産運用収入

入会金収入

会費収入

事業収入

補助金収入

雑収入

前期繰越金

669
29
416

56,810
40,367
18,466
4,210
637

121,604

6,367
4,561
39,522
10,149
43,881
2,299
24
106
731

13,964
121,604

事業人件費
事業管理費
生活安定事業費
健康維持増進事業
余暇活動事業費
自己啓発事業費
財産形成事業費
情報提供事業費
会員加入促進事業
管理費

収 入

合 計

支 出

合 計

予算額（千円）
6,408
5,423
45,151
9,214
45,642
1,623
30
108
662

14,158
3051
857

132,327

事業人件費
事業管理費
生活安定事業費
健康維持増進事業
余暇活動事業費
自己啓発事業費
財産形成事業費
情報提供事業費
会員加入促進事業
管理費
運営資金積立金
予備費

支 出

合 計

予算額（千円）予算額（千円）

平成30年度決算

基本財産運用収入
特定資産運用収入
入会金収入
会費収入
事業収入
補助金収入
雑収入
寄附金収入
特定預金取崩収入

631
4

216
57,195
42,643
18,466
3,471

1
9,700

132,327

収 入

合 計

予算額（千円）

令和元年度予算

事務局インフォメーション事務局インフォメーション事務局インフォメーション事務局インフォメーション
はっぴーわーくん還元事業 のお知らせ
　事業に参加されていない、あるいは給付金・助成金の申請もされていないなど利用のない会員様に今年も還元事業として図
書カードをお送りいたします。
対象となるのは、平成29年3月以前入会で平成26年4月から平成31年3月まで未利用の会員様が対象となります。
ただし令和元年6月現在会員である方です。登録事業所あてに6月中に送付いたしますので、該当の会員様にお渡しいただけま
すようお願いいたします。

歓送迎会・お花見 親睦助成の締切 のお知らせ
　４月の会報でご案内いたしました、春企画「歓送迎会・お花見　親睦事業」の申請は６月末までとなり
ます。
今年度、事業所親睦で歓送迎会やお花見を開催して、まだ申請を出していない事業所は早めに手続きをお
願いいたします。

「2019～ガイドブック」及び「全福ネットガイドブック2019の送付のご案内
　｢2019~ガイドブック｣を今回,会員全員に送付いたしました。各種申請書・申込書は様式が変わっている場合もありますので、最新版
のガイドブックをご覧いただきご使用下さい。
また今回、事業所で登録いただいている会員様には、事業所でご覧いただけますよう最新版｢全福ネットガイドブック2019｣をお送りい
たします。本冊子の内容は、全福センターのホームページからもご覧いただけますのでご利用ください。個人会員様には貸出しも行って
おります。

新しく仲間になりました。

新規入会事業所新規入会事業所
●行政書士　小竹康夫事務所

●下宿　星の家

●有限会社　佐原工務店

●行政書士　小竹康夫事務所

●下宿　星の家

●有限会社　佐原工務店

●行政書士　小竹康夫事務所

●下宿　星の家

●有限会社　佐原工務店

●行政書士　小竹康夫事務所

●下宿　星の家

●有限会社　佐原工務店


