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いわき市役所（7：20）＝いわき中央IC<常磐道・磐越道・東北道>白石IC＝<蔵王エコーライン・ハイラ
イン>＝蔵王山頂（11：00－11：40）＝山形観光物産会館（山形名物芋煮御膳の昼食とお買い物）（12：
30－13：30）＝上山市・さくらんぼ狩り（さくらんぼ園内40分食べ放題）（14：00－14：45）＝かみのや
ま温泉IC<東北中央道>米沢中央IC＝道の駅米沢（お買い物）（15：20－15：45）＝米沢中央IC<東北
中央道・東北道・磐越道・常磐道>いわき中央IC＝いわき市役所（18：10）

写真はイメージです

申込締切
4月20日

「蔵王お釜とさくらんぼ狩り」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。

日帰りバスツアー 蔵王お釜とさくらんぼ狩り
　さくらんぼの季節がやってきました。人気の山形　さくらんぼ狩りのツアーのご
案内です。今年は新緑の「蔵王のお釜」の散策と名物芋煮の昼食です。
　コロナ感染防止対策を講じて催行いたしますが、参加者の皆様にもコロナ対策へ
のご協力をお願いいたします。バス内はご家族およびグループでの配席となります。
奇数人数でご参加の場合は、相席はいたしません。
　今後のコロナ感染の状況によっては、催行中止となる場合もありますので、ご了
承ください。

◆と　　き　６月19日㈰　7：20　いわき市役所出発
◆参 加 費　会員・家族（大人・小人同額） 6,500円

一　　　般　　　　　　　　 11,000円
※３歳から料金が発生いたします。

◆募集人数　30名（最少催行人数30名）

■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

No.
125

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4年4月発行

ご
家
族
で
ご
覧
く
だ
さ
い

会員数／6,241名　事業所数／746事業所（個人会員は除く）〈令和4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。



カルチャー

チケット

プリザーブド＆アートフラワー講習会
　夏に向かって涼しげなプリザーブドフラワーとアートフラワーをアレン
ジした貝の置物と花のリースを制作します。
　お部屋を飾るお洒落なインテリアとして長く楽しんでいただけます。

◆と　　き　６月25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　15名
◆参 加 費　会員・家族　1,200円

一　　　般　2,000円
◆講　　師　落合　陽子 先生

≪フラワーアトリエローズメリア主宰≫

主催：あいきょうさい
共催：ハッピーワークいわき

◎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。

「プリザーブド＆アートフラワー講習会」の申込方法

▶準備品◀
・キッチンバサミ
　（ニッパー）
・木工用ボンド
・持ち帰り用袋

写真はイメージです

「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。

窓口では随時販売しております。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。

「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。

申込締切
4月20日

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

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。

　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も10日締切・20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

※４月20日までは随時販売
最終申込締切：４月20日

助成券 天然温泉 極楽湯 回数券
　会員の皆様から復活の声の多かった「天然温泉　極楽湯回数券」の販売を
再開いたします。通常販売で１会員は１ヶ月１枚（10枚綴り）購入できま
す。有効期限はありません。　
　復活を記念して、先着600枚に
５枚のおまけ付きです。
（おまけは６月末までの期限です。）

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

先着６００枚に
５枚のおま

け付き

（６月末ま
での有効期

限）
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「バンクシー展」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、チケットと納付書を送付いたします。

「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。

郵送希望の方は、10日、20日の締切後、送付いたします。窓口で随時販売しています。

チケット

チケット

チケット

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　

美術館・企画展助成
いわき市立美術館

―糖業協会と大川美術館のコレクションによる―
　戦争と平和の激動の「昭和」の時代を、清新なイメージを求めた「モダン」の視点から、松本竣介
≪街≫を起点に多彩な絵画によってたどります。日本近代洋画史に欠かせない画家たちの個性豊
かな作品をお楽しみください。

4月23日㈯～6月12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１5日

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

森田りえ子「首夏」平成8年(1996) 箱根･芦ノ湖 成川美術館蔵

安井曾太郎《女と犬》1940年、油彩・カンヴァス 公益社団法人糖業協会蔵

茨城県天心記念五浦美術館

　成川美術館が誇る4000点余りの日本画コレクションから「花」をテーマとする名品の数々を
紹介。花々の彩りに心躍らせる、癒しのひとときをお楽しみください。

4月27日㈬～6月26日㈰開催期間

◆価 格　300円 【通常価格　630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。

松本竣介《街》と昭和モダン

～花愛でるこころ、恋の詩とともに～

開館25周年記念展Ⅰ
箱根・芦ノ湖 成川美術館コレクション

　世界中にストリート作品を描いている覆面画家バンクシー｡会場にリアルな街並みを出現させ、ストリート
作品やオリジナル作品を展示します。

6月29日㈬～8月24日㈬開催期間

ビッグパレットふくしま
コンベンションホール

会　　場

◆価 格　一　　　般 1,300円（当日券 1,800～2,000円）
高・大・専門生 1,100円（当日券 1,600～1,800円）
小・中学生　 700円（当日券 1,100～1,300円）
≪平日・休日ともにご利用いただけます≫

◆募集枚数　50枚 （１会員４枚まで）

バンクシーって誰？展 WHO IS BANKSY?

申込締切 6月15日
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助成券

◆利用期限：2022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前
期

　令和４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。
　今年度より新たに利用可能となりました、豚骨ラーメンや餃子・中華料理など一人でも
ファミリーでも気軽に立ち寄れるお店と蟹洗温泉内のレストランやリラクゼーションなどで
も利用できる様になりました。
　新規利用可能店舗の案内やいわき湯本温泉の日帰り温泉の利用できる旅館他、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
カウアイカフェ
カフェビアレストラン　エル・トマ
エル・ダイニング　ラ・パリージャ
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
博多ラーメン駿蔵　好間店
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
※他割引券との併用可能

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

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
泉町滝尻字神カ前48
鹿島町久保2－2－8
平一町目1－1
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
住所・TELは５ページをご覧下さい。
住所・TELは５ページをご覧下さい。
好間町中好間字鍛治内8
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
96-5252
58-5969
37-8766
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

36-8200
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

ー

ド

温
泉

リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン

ボ
ウ
リ
ン
グ
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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

店内飲食お食事メニュー 300円引き

クーポンの利用で テイクアウトには
利用できません

入場料 〈通常 300円〉70円
クーポンの利用で

200円引き
クーポンの利用で

レストラン
太平洋 300円引きマッサージ

あかすり

◎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

はっぴーわーくーポン新規利用可能店舗
新しく「はっぴーわーくーポン」を使えるお店&メニューが増えました。

★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。

いわき市鹿島町久保1-5-21
TEL・FAX 0246－88－6685

816餃子飯店
鹿島久保店

いわき市小名浜花畑町6-1
TEL・FAX 0246－54－3997

精肉屋の餃子専門店
餃子食坊やまと 小名浜店

いわき市錦町上中田85
TEL・FAX 0246－62－8282

横浜ラーメン武骨家 錦店
※小名浜店は利用不可

泉　店：いわき市泉町滝尻字神力前40
TEL・FAX 0246－56－0444

神谷店：いわき市平塩字出口52-1
TEL・FAX 0246－22－1345

いわき平店：いわき市平塩字出口41-1
TEL・FAX 0246－22－1107

植田店：いわき市植田町中央3-3-1
TEL・FAX 0246－38－5777

み　そ　吉 東京餃子軒

いわき市好間町中好間字鍛治内8
TEL・FAX 0246－36－8200

博多ラーメン駿蔵
好間店

　常磐炭鉱の石炭と煉瓦工場
をイメージした建物で、駅か
ら一番近い公衆浴場です。

　蟹洗温泉内のレストランや
マッサージ、あかすりも利用
できるようになりました。

いわき湯本温泉
　　みゆきの湯

●「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
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チケット

チケット

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
◎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。

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

◆と　　き　７月10日㈰　①昼 の 部　開場 13:00　開演 13:30
②午後の部　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　①昼 の 部　ＳＳ席 4,600円（税込）【通常価格　7,500円】

②午後の部　ＳＳ席 3,700円（税込）【通常価格　6,500円】
◆募集枚数　①②各回50枚（会員１名につき２枚まで）

純烈コンサート 2022

◆と　　き　７月２日㈯　開演 14:00
◆と こ ろ　いわき芸術文化交流館アリオス　中劇場
◆価　　格　指定１階席 2,300円（税込）【通常価格　3,500円】
◆募集枚数　20枚（会員１名につき２枚まで）※未就学児入場不可

第20回記念いわきアリオス落語会
立川志らく独演会

◆と　　き　６月４日㈯　開場 16:00　開演 17:00
◆と こ ろ　けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）　大ホール
◆価　　格　全席指定 6,800円（税込）【通常価格　7,800円】
◆募集枚数　20枚（会員１名につき２枚まで）

※４歳以上有料。未就学児無料（ただし席が必要な場合は有料）

大 黒 摩 季

◆と　　き　５月21日㈯　開場 17:00　開演 18:00
◆と こ ろ　とうほう・みんなの文化センター（福島県文化センター）
◆価　　格　全席指定 7,000円（税込）【通常価格　8,000円】
◆募集枚数　20枚（会員１名につき２枚まで）

※未就学児入場不可。小学生以上有料。

東京スカパラダイスオーケストラ ＴＯＵＲ 2022
「ＢＥＳＴ ＯＦ ＬＵＣＫ」

◆と　　き　５月22日㈰　①昼 の 部　開場 13:00　開演 14:00
②午後の部　開場 17:30　開演 18:00

◆と こ ろ　いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
◆価　　格　①昼の部②午後の部ともにＡ席 2,500円（税込）【通常価格　5,000円】
◆募集枚数　①②各回10枚（会員１名につき２枚まで）

申込締切
4月20日

申込締切 4月20日

申込締切
4月20日

申込締切
4月20日

申込締切
4月20日

50周年『石川さゆりコンサート２０２２』
前号で募集いたしました公演のＡ席のご案内です。

今回で20回という記念の会。立ち上げの際に力をいただいた
志らく師匠が「いわきアリオス落語会」5年ぶりに帰ってきます。

希望の回を
明記してください

希望の回を
明記してください

いわき
振替公演
いわき
振替公演

MAKI OHGURO 30th Anniversary Best Live Tour 2022-23 Season Ⅰ 
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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。お急ぎの場合はご連絡ください。

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　　　　　　900円 ≪通常 1,200円≫
　小中学生　　　　　　700円 ≪通常 1,000円≫
　未就学児（4歳以上）　 400円 ≪通常　 700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≫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年度

※尚、テキスト代は、変更になる場合もございます。また、ソフトウェアのバージョンも変更になる場合がございます。 

「講座名｣、「講座開催日」、｢郵便番号｣、｢住所｣、｢氏名（ふりがな）｣、 

｢電話番号｣、「FAX」、「性別」、「年齢」、「メールアドレス」を明記の上、 

E メール、FAXまたはハガキでお送りください。 

尚、電話やホームページからの申し込みも可能です。 

定員(20名)を超えた場合は、抽選となりますのでご了承ください。 

また、開催人数が５名に達しない場合は、講座を中止することもあります。 

※申込締切日を過ぎてのキャンセルは、テキスト代をいただきます。 

また、開催当日以降のキャンセルは受講料、テキスト代をいただきます。 

《問い合わせ先》 

いわきコンピュータ･カレッジ 

TEL：0246-56-0711 FAX：0246-56-0751 

E-Mail: info@iwaki-cc.ac.jp  

URL: www.iwaki-cc.ac.jp 

  （平日 8:20～16:50 土・日・祝日休み） 
〒９７１－８１８５ 
 いわき市泉町４－１３－１２ 

新型コロナウイルスの感染対策を行っております。 
※注意：新型コロナウイルスの感染状況によっては開催

できないことがあります。 

コンカレは、 

親切！ 丁寧！を 

売りとします。 

事業所単位で 

｢受託講座｣も行います｡ 

ご連絡ください。 

学生アシスタントが

丁寧に対応します。 

★★★ 中級 

★★  初級 

★   入門 

 ビギナー 

No 講座名 内 容 費 用 開催日及び時間帯 申込締切 

1 
はじめての 
パソコン操作 

パソコンを使いはじめる人向けの講座。パソ

コンの電源の入れ方、マウスの操作、インタ
ーネットの閲覧、電子メールの送受信。 

受講料  無料 

ﾃｷｽﾄ代 \1,000 

4/18(月)－22(金) 

時間：18:00－20:30 
4/ 6(水) 

2 Jw_cad 基礎 
基本図形の作図、編集、文字・寸法の記
入、部屋の平面図、レイヤなどを使った基礎
的な図面のかき方、操作方法。 

受講料 \16,000 

ﾃｷｽﾄ代 \3,520 

(合計 \19,520) 

5/16(月)､18(水)、 
  20(金)､23(月)､25(水) 

時間：18:00－20:30 
4/26(火) 

3 
はじめての 
Word 

Word を使いはじめる人向けの講座。文字の

入力方法から、イラストや写真を挿入した文

書作成。 

受講料 \9,000 

ﾃｷｽﾄ代 \1,200 

(合計 \10,200) 

5/17(火)､19(木)､ 
  24(火)､26(木)､31(火) 

時間：18:00－20:30 
4/26(火) 

4 Word 初級 

Word を使ったことはあるが、基礎からしっかり

学びたい人向けの講座。文書の編集や表現

力をアップする機能としてワードアート、写

真、図形の挿入した文書の作成。 

受講料 \10,000 

ﾃｷｽﾄ代 \2,000 

(合計 \12,000) 

6/6(月)､8(水)､ 
 10(金)､13(月)､15(水) 

時間：18:00－20:30 
5/26(木) 

5 
はじめての 
PowerPoint 

PowerPoint を使いはじめる人向けの講座。プ

レゼンテーションの作り方、表の作成、画像

や図形の挿入方法、スライドショーの実行方

法。 

受講料 \9,000 

ﾃｷｽﾄ代 \1,200 

(合計 \10,200) 

6/27(月)､29(水)､ 
7/1(金)､4(月) 

時間：18:00－20:30 
6/16(木) 

6 
はじめての 
スマートフォン 
動画編集 

スマートフォンで撮影した動画の編集。 

実際に使用しているスマートフォン 

(iOS 12.1 以降、Android OS 5.0 以降) 

を持参できる方が対象となります。 

受講料 \2,500 

ﾃｷｽﾄ代 \500 

(合計 \3,000) 

8/29(月) 

時間： 9:00－16:00 
8/18(木) 

7 
ExcelVBA 

 

VBA コード(プロシージャ、モジュール)の作り

方 VBA 関数など Excel を使用している方で

VBA を使ったマクロを作成したい方が対象と

なります。 

受講料 \16,000 

ﾃｷｽﾄ代 \2,400 

(合計 \18,400) 

8/30(火)､9/6(火)､ 
9/13(火)､20(火)､27(火) 

時間：18:00－20:30 
8/18(木) 

8 
はじめての 
Excel 

Excel を使いはじめる人向けの講座。表の作

成、計算式、簡単な関数の設定やグラフの

描き方。 

受講料 \9,000 

ﾃｷｽﾄ代 \1,200 

(合計 \10,200) 

10/12(水)､14(金)､ 
  17(月)､19(水)､21(金) 

時間：18:00－20:30 
9/29(木) 

9 Excel 初級 
Excel を使ったことはあるが、基礎からしっかり

学びたい人向けの講座。表作成と編集、計

算式と関数、作業グループの設定。 

受講料 \10,000 

ﾃｷｽﾄ代 \2,000 

(合計 \12,000) 

11/11(金)､14(月)､ 
  16(水)､18(金)､21(月) 

時間：18:00－20:30 
10/31(月) 

10 Excel 中級 
条件判断やデータ参照などの関数利用、表

やグラフの一歩進んだ操作方法、ピボットテ

ーブル、ピボットグラフ利用方法など。 

受講料 ¥11,000 

ﾃｷｽﾄ代 \2,000 

(合計 \13,000) 

11/25(金)､28(月)､30(水) 
12/2(金)、5(月) 

時間：18:00－20:30 
11/15(火) 

 

★★★ 

★ 

★★ 

★ 

★★ 

★★★ 

★★★ 

★ 

★★ 

5 日間 

5 日間 

5 日間 

5 日間 

4 日間 

5 日間 

5 日間 

5 日間 

5 日間 

郡山カルチャーパーク
　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。

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４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

６月締切までの講座

ドリームランド
カルチャーパークプール

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと125号 7



チケット

いわきＦＣ
×

ヴァンラーレ八戸

Ｊ３リーグ第７節

4月29日（金・祝）
Ｊヴィレッジスタジアム

１３：００

Ｊ３リーグ第９節

5月15日㈰
Ｊヴィレッジスタジアム

１３：００

Ｊ３リーグ第10節

5月29日㈰
Ｊヴィレッジスタジアム

１３：００

Ｊ３リーグ第13節

6月19日㈰
Ｊヴィレッジスタジアム

１３：００
いわきＦＣ
×

藤枝MYFC

いわきＦＣ
×

ガイナーレ鳥取

いわきＦＣ
×

ギラヴァンツ北九州

新しく仲間になりました。

※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１月１日～令和４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
14件
16件
13件
4件

結婚祝
出生祝
就学祝
銀婚祝
成人祝

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）

5件
2件
46件
0件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

55件
41件
1件

傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）

6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  エンジェルキッズ
●株式会社  プロテクト
●いわき電気工業株式会社
●有限会社  遠藤機工
●株式会社  Cle

事務局インフォメーション事務局インフォメーション

“かんぽの宿いわき”はこれまで「日帰り温泉助成」や「宿泊施設助成」を行っておりましたが、4月より事業
譲渡され“いわき藤間温泉浬」に変更になります。宿泊の割引指定店として会員証の提示で500円の割引
は継続となりますが、「日帰り温泉助成」・「指定宿泊施設助成」は契約解除となります。

“かんぽの宿いわき”はこれまで「日帰り温泉助成」や「宿泊施設助成」を行っておりましたが、4月より事業
譲渡され“いわき藤間温泉浬」に変更になります。宿泊の割引指定店として会員証の提示で500円の割引
は継続となりますが、「日帰り温泉助成」・「指定宿泊施設助成」は契約解除となります。

■「かんぽの宿いわき」の事業譲渡による各種契約解除のおしらせ

郡山駅前の“ビッグアイ”内の「郡山ふれあい科学館スペースパーク」の割引指定店契約は解除となります。郡山駅前の“ビッグアイ”内の「郡山ふれあい科学館スペースパーク」の割引指定店契約は解除となります。
■「郡山市ふれあい科学館スペースパーク」の割引指定店契約解除のお知らせ

「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。

※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。

祝Ｊ３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
　今シーズンＪリーグ３部に昇格したいわきFC！Ｊビレッジでのホームゲームの
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
以降の試合のチケットの募集は、会報でお知らせいたします。

◆斡旋販売（1会員4枚まで）
　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
4月29日分は　4月15日
5月以降は　 　4月30日

　“去る人、来る人”春は歓送迎会の季節です。今年もコロナの感染拡大を注意しつつ、歓送迎会・お花見など
親睦を深めてください。部署ごとに分かれて少人数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。

　“去る人、来る人”春は歓送迎会の季節です。今年もコロナの感染拡大を注意しつつ、歓送迎会・お花見など
親睦を深めてください。部署ごとに分かれて少人数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4年4月1日～令和4年6月30日　 

事業所親睦助成事業　歓送迎会・お花見親睦助成
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