
①事業所毎に予定者を取りまとめて、９月２5日（火）必着で、別紙申込書によりウェルぱる高松事務局へお申込ください。（FAX・来館・郵送可）。
②申込多数の場合は抽選となります。　③締切後に助成決定者通知文をお送りします。　④決定者の方は、対象期間内に最寄りの医療機関で予防接種
を受けた際、領収書を発行してもらい（「インフルエンザ予防接種代」「接種日」「接種者名」「金額」「医療機関名」「領収印」が記載されたもの）事業
所単位で取りまとめて、領収書（写し可）、申込書をウェルぱる高松事務局へ郵送してください。※レシート・明細書・領収印なし（確認不可）など必要
事項に不備があるものは受付できません。領収書添付なしは無効となります。※平成31年２月１０日（日）必着　⑤事務局で確認後、人数分の合計額（上
限お一人1,000円）を事業所の給付金振込口座にお振込します。※各事業所1回のみ給付。

（見本）

●対 象 者　   事業主及び会員
●募集人数　　2,800人　※申込多数の場合は抽選となります。
●助 成 額　　お一人上限 1,000円
　　　　　　　※2回接種を受けられても助成限度額は1,000円です。
●対象期間　　平成30年10月１日（月）～平成31年１月３１日（木）
●医療機関　　最寄りの予防接種を受けられる医療機関
●申込締切　　平成30年9月2５日（火）
●提出期限　　平成３１年2月10日（日）必着（助成決定者の方）

インフルエンザの予防接種は、発病の防止だけではなく、実際に感染
したときの重症化の防止にも有効です。
流行に備えて早めに受けましょう！

インフルエンザ予防接種助成のご案内

開業から28年、「思い

やりと気遣い」「探究心」

「五感」を信条に日本料

理「錦」を支える

日本料理のちょっとしたコツを、恵比須料理長に教えていただきながら、
錦で美味しいお昼ご飯を食べませんか？
料理についてのワンポイントアドバイスや、食卓作法のレクチャーもありま
す。分からないこと、聞きたいことは料理長に直接ご質問いただけます！

日　　　時：平成30年10月8日（月・祝）11：30～14：00（11：00受付開始）
会　　　場：日本料理「錦」　※椅子席

高松市瓦町1－3－11　ロイヤルパークホテル高松2階

参　加　料：4,500円（一般価格 7,000円）
参加対象者：事業主・会員と配偶者及び高校生以上の子
募 集 人 数：30名程度
申込 締 切：9月20日（木）

を５名様にプレゼント

 必ず事前に
お申込ください

●日　　時　平成３1年1月5日（土）ザ・ビートルズ　
①10：00　②14：00
平成３1年1月6日（日）ザ・スター美空ひばり
①10：00　②14：00
平成３1年2月11日（月・祝）ラ・ラ・ランド
①10：00　②14：00
※いずれも30分前開場/全席自由席

●上映会場　高松テルサ　ホール　駐車場無料
●前 売 券　500円（一般前売価格800円）
●申込締切　9月30日（日）

テルサシネマテルサシネマLet’s シネマLet’s シネマ

「錦」料理長

恵比須 敏美

写真はイメージです。

日 　時：平成30年10月8日（月・祝）11：30～14：00（11：
会　　　場：日本料理「錦」※椅子席

高松市瓦町 イヤ パ ホ 高松 階

毎日に活かせる
　料理のコツと食卓作法

日本料理「錦」の恵比須料理長に学ぶ！

領　収　書
平成３０年１１月１１日          

様　　　　　　

　　　　　　　　 　　　3,000円

インフルエンザ予防接種代　　○○病院 　印

メニューは、天ぷら、魚料理、煮物、季節のごはん等
を予定しています。

年の初めに

プレミアムな名作を

観ませんか

「第２４回高松テルサ勤労者美術展」
に出品してみませんか
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締切9月20日（木）

スポーツの秋！！みんなで楽しもう！！

食欲の秋！！おいしいものを食べましょう

第４回第６回第６回 ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催

プレー代＋
参 加 費

と　　き　平成30年１０月２0日（土）　
と こ ろ　アルファ津田カントリークラブ

(さぬき市寒川町神前647ｰ16)
ＴＥＬ0879ｰ43ｰ4141

受　　付　午前7時45分～
スタート　午前8時30分～
対 象 者　事業主及び会員

５,５00円（一般料金8,900円）　
　　　　　　  ※昼食代（1,200円）、諸経費を含みます。個

人的買い物は、各自で精算してください。
競技方法　6インチプレース・Ｗペリア（順位は年長者上位）
表　　彰　【個人】優勝・準優勝・3位他順位賞／ＢＢ賞・

ニアピン賞・ドラコン賞
申込方法　事業所毎に参加希望者をとりまとめ、9月20日

（木）必着で別紙申込書によりウェルぱる高松事
務局へＦＡＸでお申込ください。
申込多数の場合は、組単位で抽選し結果をお
知らせします。参加が決まりましたら通知文を
郵送します。

募集人数　50名（申込多数の場合抽選）なお、プレー終
了後、表彰式をコンペルームにて行います。

　　　　　※お一人のお申込も受付します！その際は他の
方との組合せになります。

と　　　き　平成３０年１２月２日（日）※小雨決行
と　こ　ろ　香川県総合運動公園　多目的広場

（高松市生島町６１４）
受　　　付　午前9時～
ス タ ート　午前9時30分～
競 技 方 法　1チーム9～15名で構成。9人制スロー

ピッチルール。審判はチーム持ち回り。
※5イニング　時間制限あり（1時間）

募集チーム　4チーム以上（男女混合チーム可）
対　象　者　事業主・会員及びご家族の方（小学生以上）
参　加　費　一人1,000円（昼食弁当つき・参加賞あり）
申 込 方 法　事業所毎に参加希望者を取りまとめ、

9月30日（日）必着で、申込用紙により、
ウェルぱる高松事務局へFAX又は郵送でお
申し込みください。
後日、参加決定通知文を郵送します。

初心者もベテランも集まれ！
ボールとバットはお貸ししますので
お気軽にご参加ください。
優勝チームには
トロフィーを贈呈します。

有名なパン屋さんが勢揃い！たくさんの“おいしい”が集まります♪
あなたのお気に入りがきっと見つかる！
その他、DIYアクセサリーや小物など、ワークショップも開催しています。

パ　 ン FLOUR BAKERY SHOP／ベーカリーFLAG／ INOUE BAKERY
BAKERY KUKKIA ／ロバのパン屋／Bakery Cafe ル・レーヴ
BAKERY Matsumoto ／とんかつひがさ
BOULANGERIE PATISSERIE Risum

スイート リュドラ・ポム／ガトーよしだ／floresta ／ CUBE CAFE R`erre

テルサパンマルシェ開催！テルサパンマルシェ開催！テルサパンマルシェ開催！9月9日 日

中国料理 桃花苑　第７回賞味会 秋の特別晩餐会中国料理 桃花苑　第７回賞味会 秋の特別晩餐会
毎回好評をいただいている一年に一度だけの完全予約制特別ディナー。
厳選した極上素材の持ち味を活かしてスペシャルなお料理へと仕上げます。
身も心も満たされる贅沢な美食のひと時をお楽しみください。

日　　時　平成30年10月20日（土）18：30開宴　18：00受付
場　　所　リーガホテルゼスト高松　中国料理 桃花苑（高松市古新町9-1 北側別館2階）
料　　金　フリードリンク付　14,000円（一般価格17,000円）
対 象 者　事業主・会員及びご家族の方
応募締切　9月20日（木）

※フリードリンクは甕出し紹興酒、焼酎、ワイン、
　ビール、ソフトドンクをご用意いたしております。

ご家族やお友達と
一緒に遊びに

いらしてください♪

10：00～16：00
売り切れ次第終了

10名様限定

いくしま ソフトボール大会いくしま ソフトボール大会いくしま ソフトボール大会

終

の

9
ウ
申
後

出店リスト

駐車場
無　料
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①平成30年9月15日・29日　各土曜日
15：00～16：30　全2回

②松本　武司（日本セルフお灸協会　鍼灸師)

③ 2,000円（一般料金3,000円）＋別途材料費1,600円要（2回分）

あたたかくて気持ちいいお灸で、ちょっとした不調を改善しませんか?

かんたんセルフお灸講座

準備物　
・自分で使用しているメイク道具一式
・髪留め
・タオル3枚

①平成30年10月14日・11月11日・12月2日　各日曜日 
14：00～15：30　各1回（受講日をお選びください）

②髙橋　知子（JPMパーソナルメイクアドバイザー）　

③ 1,000円（１回につき）（一般料金2,000円）

美しく魅せるメイク講座

①平成30年10月13日・20日・11月10日・11月17日・12月1日・15日　各土曜日
16：00～17：00　全6回

②佐藤　春杪（日本書芸院二科審査員）

③ 4,000円（一般料金6,000円）

字が上手になるだけでなく、集中力や美的センスも高められます！毎月2回のお手軽講座です。

子ども書道土

日

土

10/13・11/17は
お休みです。

土

①平成30年10月6日～12月22日　各土曜日
10：00～11：30　全10回

②岩崎　憲也（日本将棋連盟　高松支部長）

③ 6,500円（一般料金10,000円）

今話題の将棋。お子様の集中力向上、思考力アップに効果的です☆目指せ！最年少プロ棋士！

将棋講座（子供向け）

10/27・11/3は
お休みです。

①平成30年10月6日～12月22日　各土曜日
【昼の部】14：00～16：00　【夜の部】18：30～20：30　全10回

②中井　里美（パッチワークコーディネーター）

③ 6,500円（一般料金10,000円）＋別途材料費要

先生と一緒に基礎からのスタート。ぶきっちょさんでも大丈夫！

ゼロからはじめるパッチワーク講座（昼の部）（夜の部）土

①平成30年10月12日・26日・11月9日・30日・12月7日・21日　各金曜日
10：00～12：00　全6回

②岡　汀子（高松市文芸協会　会長）

③ 4,000円（一般料金6,000円）

言葉を紡ぎ、読み解く楽しさを一緒に味わいましょう♪

俳句のつくりかた～入門編～金

①平成30年10月5日・19日・11月2日・16日・12月7日・21日　各金曜日
19：00～20：30　全6回

②松木　孝和（武者小路千家　正教授）

③ 4,000円（一般料金6,000円）

お茶をはじめてみませんか。ブランクのある方や男性の方も大歓迎です。まずは、お客さんからでも。

金 初心者のための茶道教室

①平成30年10月4日～12月20日　各木曜日
14：00～15：00　全12回

②杉ノ内　由紀（声楽家・ラジオパーソナリティ）

③ 8,500円（一般料金12,000円）

ボイストレーニング＝声磨き♪

ボイストレーニング木

開運気学講座木

①平成30年10月11日・11月8日・12月13日　各木曜日
19：30～21：00　全3回

②小笠原　静香（社会運勢気学）

③ 6,200円（一般料金9,000円）

毎日笑顔で輝くためのヒントが天体学の「気学」でわかります。

①平成30年10月3日・17日・24日　各水曜日
14：00～15：30　全3回

②辻　秀樹（オランダ・ザンス・フォークアート会講師）

③ 2,700円（一般料金4,500円）＋別途材料費要

美しい花のペイント水
花の国オランダのザンス地方に古くから伝わる民芸絵画で、自分だけの作品をつくりましょう。

①平成30年10月3日・17日・11月7日・21日・12月5日・19日　各水曜日
13：30～15：00　全６回

②臼井　智美（全日本らくらくピアノ協会認定講師）

③ 9,000円（一般料金12,600円）＋別途教材費要

楽譜が全く読めない初心者でも、どんな年齢でも大丈夫！

大人のらくらくピアノ教室水

①平成30年10月9日～12月11日　各火曜日
19：00～20：30　全10回

②Ａｎｄｙ  Ｏｒｏｓｚ（RSA/ケンブリッジ認定外国語教員免許取得）

③ 6,500円（一般料金10,000円）

Andy's English Class
基礎から楽しく学びながら、英語に慣れ親しんでいきましょう！初心者向け講座です♪♪

火

10/10・10/31・11/７
はお休みです。

①平成30年10月3日～12月19日　各水曜日
【昼の部】10：30～12：00　【夜の部】19：00～20：30　全9回

②佐藤　春杪（日本書芸院二科審査員）

③ 10,000円（一般料金13,500円）

個人にあわせたレッスンを行います。ご自分の書きたいものをお持ちください♪

大人の美文字マスター水

①平成30年10月1日・15日・11月5日・19日・12月3日・17日　各月曜日
13：30～15：00　全6回

②奥村　智恵（玄曠書道会　会員）

③ 5,100円（一般料金6,000円）＋別途材料費要

筆文字を楽しむインテリア書道
お盆やお皿にオリジナルの一筆を加えておしゃれなインテリアに！初心者も大歓迎です♪

月

①日時 ②講師 ③受講料
※講師等の都合により日程が変更になる可能性がございます。 対象者：事業主及び会員

①平成30年10月12日（金）・21日（日）・11月9日（金）・25日（日）・12月14日（金）・23日（日）
13：30～15：30　各1回（受講日をお選びください）

②石川　清子（しゅんこう認定講師）

③ 800円（１回につき）（一般料金1,500円）＋別途材料費要

和紙を指先でちぎり、他の絵画にない優しい風合いの作品を作ります。

和紙で水彩のようなちぎり絵をやってみよう♪金・日

締切9月20日（木）

CINEMA TICKET（映画観賞チケット）後期販売

申
込
方
法

みかん狩り体験
日南の姫みかん狩り
みかん狩り体験
日南の姫みかん狩り

①事業所毎に取りまとめ、締切日を確認の上、別紙申込書によりウェルぱ
る高松事務局へFAX又は郵送でお申込ください。②受講対象者は、すべて
事業主及び会員です。③申込多数の場合は、お一人様単位で抽選し、結果
をお知らせします。④受講が決まり次第、【受講決定のお知らせ兼受講料納
入のお願い】文書を郵送しますので、受講料をお振込又はご持参ください。

カルチャー講座の申込方法 締切9月20日（木）締切9月20日（木）

かわいい動物の
和菓子を作ろう！
かわいい動物の
和菓子を作ろう！
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「爽やかな味わい」まだ青いので酸っぱいのでは？
と思っていませんか？
大丈夫です！日南の姫（ひなのひめ）は、
極早生（ごくわせ）みかん。
酸味と甘味の絶妙なバランスが特徴のとても美味しいみかんです♪

9：45現地集合→10：00～11：30みかん狩り→11：30終了予定
行程表

日　　程　平成30年9月23日（日）　10：00～11：30
場　　所　森田晋司果樹園（集合場所：坂出市青海町665）
料　　金　大人(中学生以上)　　　　　　1,000円（一般料金1,700円）

小人（3歳以下は無料 ※お持ち帰りはありません）　800円（一般料金1,300円）

定　　員　30名
対 象 者　事業主・会員及びご家族の方
持 ち 物　軍手・濡れティッシュ・レジ袋（1～2枚）・水筒・タオル・帽子

動きやすい服装・汚れてもよい靴（傾斜地なのでスニーカーがオススメ！）

注　　意　園内にはトイレがありませんので、各自済ませてお越しください。
雨天あるいは農作物生育不良その他やむを得ない状況にて中止
する場合がございます。雨天の場合は、翌日24日（月）10：00～
に順延する可能性がございます。また、アレルギーのある方は保
護者の責任でご判断頂きますようお願いいたします。

応募締切　9月10日（月）

日　　時　平成30年9月29日（土）
①10：30～12：00　②14：00～15：30
※事前に手洗い殺菌しますので、10分前には会場へお越し下さい。

会　　場　高松テルサ２階 会議室
受 講 料　大　人　1,600円（別途材料費５００円）（一般価格2,500円）

子ども　　300円（別途材料費５００円）（一般価格1,000円）
※お子様は小学生から中学生までが対象です。小学３年生
以下のお子様は、保護者の方の同伴をお願いします。

対 象 者　事業主・会員及びご家族の方
募集人数　各回30名（先着順）
講　　師　桑田　桃子（寳月堂（丸亀市米屋町）職人）

★2016香川県産品コンクール知事賞（最優秀賞）受賞！★
高校卒業後、京都の老舗和菓子屋
に５年間修業を重ね、故郷丸亀に戻
り、実家である寶月堂で昔ながらの
和菓子を作る一方、文化が詰まった
和菓子の魅力を若い世代に伝えるべ
く新たな商品開発にも勤しむ。

申込締切　9月20日（木）

←収穫後約２日
　ツヤツヤで
　みずみずしい
　日南の姫みかん

ちぎったみかんのお持ち帰りお1人様あたり約２.５kg

和菓子体験教室

パーツごとに準備されている餡を
包んだり、木型に入れたり、

ヘラや布巾で絞って成形します。
和菓子の生地は作っておりますので、

初心者の方でも大丈夫♪

① 平成30年10月12日・26日・11月9日・30日・12月14日・21日　各金曜日
11：15～12：15　各1回（受講日をお選びください）

②八田　奈緒美（看護師・健康運動実践指導者・介護予防運動指導者）

③ 1,800円（一般料金2,500円）＋別途教材費500円要

定期講座「骨盤底筋体操からの体幹トレーニング」の予備知識として、骨盤の仕組みや予防について、詳しく知るための単発講座です！

尿漏れお悩み相談（女性限定）

持ち物　
・フェイスタオル
・水分
・筆記用具

金

①平成30年10月12日・26日・11月9日・30日・12月14日・21日　各金曜日
10：00～11：00　全6回

②八田　奈緒美（看護師・健康運動実践指導者・介護予防運動指導者）

③ 5,000円（一般料金7,000円）

骨盤のゆがみを整え女性にはうれしい美脚やくびれ、ご年配の方には尿漏れ改善にも！

骨盤底筋体操からの体幹トレーニング金

木

①平成30年10月4日・11日・18日・25日　各木曜日
17：45～19：15　全4回

②HASHI（'11 a-nationTRFアクトダンサー、K-POPダンスインストラクター）

③ 2,800円（一般料金4,000円）

中学校から必須科目になったダンスをこの機会に♪初心者大歓迎！大人も子供もLet's Dance！！

ジャズヒップホップ

締切9月20日（木）締切9月20日（木）カルチャー講座の申込方法
①事業所毎に取りまとめ、締切日を確認の上、別紙申込書によりウェルぱる高松事務局へFAX又は郵送でお申込ください。②受講対象者は、すべて事業主及び会員です。③申込多数の場
合は、お一人様単位で抽選し、結果をお知らせします。④受講が決まり次第、【受講決定のお知らせ兼受講料納入のお願い】文書を郵送しますので、受講料をお振込又はご持参ください。

①平成30年10月4日・11日・18日・25日　各木曜日
19：30～21：00　全4回

②HASHI（'11 a-nationTRFアクトダンサー、K-POPダンスインストラクター）

③ 2,500円（一般料金3,600円）

憧れのアーティストになりきって同じ振付を踊りましょう！忘年会や結婚式などイベントにもオススメ♪

K-POP・J-POPコピーダンス木

①事業所毎に購入希望者を取りまとめ、9月25日（火）必着で、別紙申込書によりウェルぱる高松事務局へFAX又は郵送でお申込ください。申込
書は引換の際に必要になりますので、必ずコピーを取って控えを保管しておいてください。②「CINEMA TICKET（映画鑑賞チケット）」申し込みはお一
人様年間２枚までです。前期２枚利用された方は、後期販売ではお申込できませんのでご注意ください。③お申込された枚数については、いずれ
も買取販売のためキャンセルができませんのでご注意ください。④引換期間は、１０月２5日（木）～１０月30日（火）の午前９時から午後６時までで
す。⑤引換場所は、高松テルサ１階ウェルぱる高松事務局です。（高松市屋島西町２３６６番地１）⑥引換の際には、お申込枚数の金額を、つり銭
のいらないよう現金でお持ちください。あわせて、申込書のお控えを必ずご持参ください。

CINEMA TICKET（映画観賞チケット）後期販売CINEMA TICKET（映画観賞チケット）後期販売CINEMA TICKET（映画観賞チケット）後期販売
●販売価格　１枚７００円 （一般鑑賞料金１,８００円）
●有効期限　平成30年11月1日（木）～平成31年4月30日（火）　
※有効期限を過ぎますとご利用できませんので、ご注意ください。３Ｄ上映につきましては別途300円＋メガネ代100円必要になります。

●斡旋枚数　お一人様２枚まで （年間お一人様２枚まで）　
※前期２枚お申し込みの方は、今回はお申込できませんのでご注意ください。

●申込締切　９月２５日（火）

申
込
方
法

申
込
方
法

みかん狩り体験
日南の姫みかん狩り
みかん狩り体験
日南の姫みかん狩り
みかん狩り体験
日南の姫みかん狩り

みかん農家
森田晋司さん

締切9月20日（木）

かわいい動物の
和菓子を作ろう！
かわいい動物の
和菓子を作ろう！
かわいい動物の
和菓子を作ろう！
かわいい動物の
和菓子を作ろう！
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有効期限：平成30年10月15日（月）～平成31年1月31日（木）
場　　所：海遊館（大阪府大阪市港区海岸通1-1-10）　

休館日：平成31年1月16日（水）、17日（木）
※会場までの交通費等は実費になります。

斡旋料金：大 人（16歳以上又は高校生以上）　1,700円（一般料金 2,300円）
こども（小・中学生）　　700円（一般料金 1,200円）
幼 児（4歳以上）　　　　300円（一般料金 600円）

斡旋枚数：50枚（お1人様4枚まで）

太平洋をめぐる海の旅を楽しんでいただける海遊館。世界最大の魚であるジンベエザメをはじめ、約620種30,000点の様々な生き物たちに出会えます。
またクラゲ展示エリアも全面リニューアルし「海月銀河」としてオープンしました。

世界最大級の水族館「海遊館」　入館券

お席は２・３階席になる場合がございます。予めご了承ください。
①事業所毎に取りまとめ、締切日を確認の上、別紙申込書によりウェルぱる高松事務局へFAX又は郵送でお申込ください。②申込多数の場合は、お一人様単位で抽選し、結果を
お知らせします。③購入が決まりましたら、通知文を郵送します。※購入の決定後は、買取販売のためキャンセルができませんのでご注意ください。④当選者の座席指定は、事務局の方で
決めさせていただきます。ご了承の上、お申込ください。⑤当選通知文が届きましたら、郵送ご希望の方は、期日までに、チケット代金と発送料３００円を足した金額を事務局までお
振込ください。（振込手数料は会員様ご負担になります。）※通常どおりテルサでの引換えも可能です。⑥郵送ご希望の方は、振込金額を確認後、チケットを事業所へお送りします。

前売り入場券割引斡旋の申込方法 締切9月20日（木）締切9月20日（木）

528Ｈｚコンサート～奇跡の周波数～

公演日時：平成30年11月18日（日）　15：30開演
場　　所：三豊市文化会館マリンウェーブ　イベントホール
斡旋料金：2,400円

（一般料金3,000円)
※全席自由席
※未就学児入場不可

斡旋枚数：30枚（お1人様2枚まで）

528Ｈｚはストレスを軽減し、心体の不調をなくし、人間同士のいざこざもなくす
ような“平和の周波数”と評されることもあります。ピアノのC（ド）を825Ｈｚに調
律すると豊かな倍音に包まれた今までに聞いたことのない音の世界が広がります。

大野雄二＆Lupintic Six スターダスト☆レビュー ライブツアー「還暦少年」

公演日時：平成30年12月23日（日）　16：00開演
場　　所：三木町文化交流プラザ

メタホール
斡旋料金：3,200円（一般料金4,000円)

※全席指定席
※未就学児入場不可

斡旋枚数：30枚（お1人様2枚まで）

「ルパン」の音楽の生みの親・大野雄二が、ルパンを中心に誰もが聞いたこ
とのある名曲を極上のジャズアレンジで迫力あるジャズライブをお届けします。

公演日時：平成30年12月24日（月・祝）　17：30開演
場　　所：サンポートホール高松

大ホール
斡旋料金：5,500円

（一般料金6,900円)

斡旋枚数：30枚（お1人様2枚まで）

高い音楽性と笑顔になれるトークでお馴染みのスターダストレ
ビューのツアー、今年はクリスマスイブの開催で盛り上がること間
違いなしです。

音楽の玉手箱　Vol.2～音楽をめぐる世界の旅～

公演日時：平成30年10月6日（土）　14：00開演
場　　所：三豊市文化会館マリンウェーブ　マーガレットホール
斡旋料金：親子ペア　1,000円（一般料金1,200円)

おとな　800円（一般料金1,000円）　こども　400円（一般料金500円）
※全席自由席

斡旋枚数：各30枚（お1人様2枚まで）
応募締切：9月10日（月）

０歳児から楽しめるクラシックコンサート　音楽にあわせて体を動かしても、声を出し
ても大丈夫！ご家族と一緒に楽しんでください。“みんなで演奏しよう！”のコーナー
ではおもちゃの楽器を使って演奏します。出演：岸上美保（ソプラノ）、七條功（バリ
トン）、辻村彩（フルート）、合田佳織（打楽器）、江口みゆき（ピアノ）

公演日時：平成30年11月23日（金・祝）
昼の部13：00開演　夜の部17：00開演

場　　所：レクザムホール大ホール
（香川県県民ホール）

斡旋料金： 昼の部3,900円・夜の部3,100円
（一般価格7,150円）
※S席のみ　※未就学児入場不可

斡旋枚数：各30枚（お1人様2枚まで）

抜群の歌唱力と張りと艶のある声演歌は勿論、歌謡浪曲、流行歌まで本公
演でご堪能ください。

小曽根真 THE TRIO クリスマス・ツアー

公演日時：平成30年12月15日（土）　18：30開演
場　　所：サンポートホール高松　大ホール
斡旋料金：一　般　4,000円

（一般料金5,000円)

学生（高校生以下）　1,600円
（一般料金2,000円)
※全席指定席　※未就学児入場不可

斡旋枚数：各20枚（お1人様2枚まで）

人気No.1ジャズ・ピアニスト小曽根真と、最強のリズムセクションによる
"THE TRIO"が待望の復活! !最高峰のトリオ・ジャズが奏でる自由でしなや
かな音楽にご期待ください！

対象者：事業主及び会員

ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催

テルサパンマルシェ開催！テルサパンマルシェ開催！

島津亜矢コンサート2018～悠遊～
※前回公演より

いくしま ソフトボール大会いくしま ソフトボール大会
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エンジェルレンタカー

※他の特典との併用不可

W e l p a l   T a k a m a t s u   P r e s e n t s割引指定店が増えました！

寒霞渓ロープウェイ
小豆島が世界に誇る景勝地「寒霞渓」は日本三大渓谷美のひとつに称さ
れています。日本で唯一「空・海・渓谷」が一度に眺望できる島のロー
プウェイで、四季折々の絶景をお楽しみください。

Gourmet

※他の特典との併用不可

特
典

絵葉書（ポストカード）
プレゼント

特
典

レンタカー料金総額の10％割引
※エンジェルレンタカー出発に限る

香川県小豆郡小豆島町神懸通乙168
　 0879ー82ー2171
　 8：30～17：００（季節により異なります）
　 無休
　 会員と同伴者計２名まで　会員証提示

香川県小豆郡土庄町甲5878－2
　 0879ー62ー1428
　 8：００～18：3０
　 1月1日～3日
　 会員本人のみ　会員証提示

エンジョイ

・小豆島の各港で乗り捨て可能（回送費がかかります）
・提携ホテルでも乗り捨て可能（回送費がかかります）
・ガソリン代込み

新規加入事業所のご紹介

ありがとうございます。

〈割引指定店　営業時間・定休日変更のお知らせ〉
桃山亭(丸亀本店・観音寺本店・観音寺国道店)の特典内容が変更になりました。
「うどん１杯+サイドメニューご注文で50円引き」（割引ガイドブック2018　16・17ページ掲載）

◆◆プレゼント応募方法◆◆
官製ハガキに①希望のプレゼント名②郵便番号、住所、氏
名、電話番号、事業所名③ウェルぱる高松に対するご意
見・要望などをご記入の上、下記の住所までお送りくださ
い。（左下の応募券を必ず貼付けてください。）
締切：9月２０日（木）必着
当選者は発送をもってかえさせていただきます。
〒７６１ｰ０１１３　高松市屋島西町２３６６ｰ１
　　　　　　　  ウェルぱる高松事務局

申込・搬入期間：平成30年9月23日（日）～9月30日（日）
申込方法：9時から17時の間で、高松テルサ1階

フロントまで作品をお持ちください。
※出品規定がございます。詳しくは高松テルサまでお電話い
ただくか（087-844-3511）ホームページをご覧ください。

日　　時：平成30年10月5日（金）～10月14日（日）まで
9：00～17：00（最終日は16：00まで）

場　　所：高松テルサ・展示ホール（１階）
入場料金：無　料

を５名様にプレゼント
一般社団法人室蘭市勤労者共済センター　様より
手作り木工細工を５名様にプレゼント
室蘭市勤労者共済センター
の松原昭夫さんの手作り木
工。限りある資源の木を有
効に使い作っています。全て
手作りのため１つとして同じ
ものはなく、世界でただ１つ
の作品です。
どれが当たるかはお楽しみ♪

テルサシネマLet’s シネマ

様中村歯科医院

造形作家岡山富男氏の手がけた動物たちが
テルサロビーに集合します。

一般一般
手作手作
室蘭市
の松原
工。限
効に使

「第２４回高松テルサ勤労者美術展」
に出品してみませんか

「第２４回高松テルサ勤労者美術展」
に出品してみませんか

高松市に在住する勤労者ならどなたでも、絵画・書道・
写真・自由作品を無料で出品できます。
ぜひお申込みください。

動物作品展同時開催！！

★応募券★
９月号 6

レジャー

お申し込み、お問い合わせは下記へお願いします。
　　高松市中小企業勤労者福祉共済事業 (高松テルサ内 )
　　ウェルぱる高松事務局  http://www.t-terrsa.jp
　　〒761-0113  高松市屋島西町 2366 番地 1
　　ＴＥＬ(087)844-3516　ＦＡＸ(087)844-3524
　　　平成３０年７月１日現在　
　　　事 業 所　　７０２社（うち０人事業所８事業所）
　　　被共済者　８,４６８人（会報誌上では会員と表示）
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