
チラシのコピーとウェルぱる会員証をお持ちになってご希望のカルチャーセンターまで！！

○料金はチラシ掲載一般価格の80％を会員様負担といたします。
ご希望のカルチャーセンターの窓口でお支払いください。その他、入会金や施設維持費は会員様負担になります。詳しくは別紙チラシをご覧ください。
※会員価格は本誌で紹介させていただいた講座のみとなり、継続のお申込の際には、通常価格での受講になります。

カルチャー・フィットネス講座の受講場所が選べるようになりました!カルチャー・フィットネス講座の受講場所が選べるようになりました!カルチャー・フィットネス講座の受講場所が選べるようになりました!

住所：高松市亀井10－10ソレイユ第一ビル３階
TEL：０８７－８３４－１５４５
フリーダイヤル有：０120－211－025

住所：高松市福岡町4丁目36番1号
TEL：０８７－８２２－０２１１

高松カルチャーセンター

高松市総合体育館

施設維持費
あり

今月の講座

●リビングカルチャーセンター

●高松市総合体育館

●高松カルチャーセンター

●JEUGIAカルチャーセンター

住所：高松市錦町1丁目4番37号モトリスビル５F
TEL：０８７－８１１－２３００

住所：高松市常磐町1－３－１
瓦町FLAG 10F

TEL：０８７－812－5060

四国新聞社文化教室

JEUGIAカルチャーセンター高松

四国新聞社文化教室へのお申込は、まずお電話ください！

・アコーディオン（個人）レッスン
・写真整理カフェ
・楽しい心書
・社交ダンス～基礎クラス～
・キッズダンス～キッズクラス～

対象者：事業主・会員及びその子

住所：高松市丸亀町８番地２３ 丸亀町グリーン東館3階
TEL：０８７－８１１－１７77
住所：木田郡三木町鹿伏310ベルシティ内
TEL：087－813－7115

住所：高松市屋島中町３７４－1
TEL：０８７－８０２－７３５０

リビングカルチャーセンター

屋島レクザムフィールド

高松本校

三 木 校

・サヌカイ陶琴Ⓡ教室
・ヴォイストレーニング（個人）レッスン
・健康マージャン教室
・ヤムナメソッドで身体改善
・唐手道教室

・水曜・夜の 『書道教室』
・やさしい書写教室
・バーレスクダンス♪ 
・QUREO（キュレオ）／こどもプログラミング教室
・易学
・歌声倶楽部
・創作新舞踊教室
・子どもクラシックバレエ教室
・カリグラフィー教室
・オカリナ教室　初心者/経験者

・コリオスパイラルストレッチ教室

・子ども硬筆＆書道教室
・大人のための筆ペン＆ペン習字教室
・キルトハウスバジル　パッチワーク教室

・手作り組み木工房
・背骨コンディショニング
・ヨガ初心者クラス

高松校

三木校

入会金あり

施設維持費
あり

施設維持費
あり

入会金あり

会員登録料あり

●屋島レクザムフィールド
・楽しく弾こう♪ウクレレ
・フォークギターを楽しもう♪

・はじめてのフォークギター
・夜の歌声コーラス教室

・水彩・パステル・色鉛筆画
・かな書道と写経・実用書
・はじめての美・文字（ペン＆筆ぺん＆ボールペン）
・～人生いろいろ～簡単「自分史」
・リフレッシュヨーガ
・クラシックバレエ入門（初心者）
・キッズ空手（年中～小6）
・リズムにのって♪おうたとピアノ（年中・年長）
・大人と子どもの声楽・ピアノ教室

・超初心者の為の絵画教室
・芸大・美大　受験レッスン
・［美文字］ペン＆筆ぺん
・前結び着付け教室
・「古里の歌」で作詞家に
・ゆったりピラティス
・カワイ体育教室（幼児・児童クラス）
・ちびっこ空手（年中～）
・日本の伝統楽器おことを奏でよう

・アフターファイブの筆ペン＆ペン習字
・女性のための漢方セミナー
・美峰先生の 「こども書き方教室」
・まる先生のフォークギター教室
・絵手紙セミナー
・ラッピング
・ゆっくりゆっくりピラティス／リラックスピラティス
・大人のバレエ教室　入門／初級／経験者
・大人の水彩画教室

ＪＲホテルクレメント高松より
ビアガーデン招待券を1組ペア2枚プレゼント！

館内撮影OKデー＆子どもイベントデー館内撮影OKデー＆子どもイベントデー クアタラソまつり2019クアタラソまつり2019

クアタラソ屋上にて花火鑑賞会クアタラソ屋上にて花火鑑賞会

詳しくは同封の「事業のあらましと事務の手引き」をご覧ください。
給付金給付申請書の添付資料がかわります。令和元年10月末給付分より

☆星の観望会☆☆星の観望会☆

（一社）
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陶芸を陶芸を体験してみよう

締切7月19日（金）締切7月19日（金）前売り入場券割引斡旋の申込方法
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520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。）※通常どおり事務局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。

ミュージカル『ラ・マンチャの男』 B'Rock・オーケストラ

公演日時：令和元年9月8日（日）13：00開演
場　　所：フェスティバルホール

※会場までの交通費等は実費となります

斡旋料金：B席　3,600円（一般前売料金 5,000円）
※Ｂ席のみ　※未就学児入場不可

斡旋枚数：20枚（お1人様2枚まで）

スペインの国民的小説「ドン・キホーテ」を原作としたミュージカル。
1969年の日本初演から半世紀、50周年記念公演！二代目松本白鸚、喜寿
にして挑む遍歴のクライマックスを見逃すな！
出演者： 松本白鸚　瀬奈じゅん　他

華麗なるクラシックギターの響き
荘村清志デビュー50周年記念　ギターリサイタル

公演日時：令和元年9月21日（土）14：00開演
場　　所：サンポートホール高松

4階　第１小ホール
斡旋料金：一　般　　　2,400円（一般前売料金 3,000円）

学生（高校生以下）　1,200円（一般前売料金 1,500円）
※全席指定席　※未就学児入場不可

斡旋枚数：各30枚（お1人様2枚まで）

「テクニック、音楽性ともに第一人者」と高く評価された荘村清志は、今年でデ
ビュー50周年を迎えます。ますます円熟味を増す荘村の演奏を是非ご堪能ください。

公演日時：令和元年9月9日（月）19：00開演
場　　所：レクザムホール（香川県県民ホール）

大ホール
斡旋料金：3,800円（一般前売料金 4,800円）

※全席指定席
※未就学児入場不可

斡旋枚数：20枚（お1人様2枚まで）

バロック音楽大国・ベルギー発の革新的オーケストラの初来日コンサート。
天才リコーダー少女としてその名を知られるルーシー・ホルシュと高松出身
の柴田俊幸（フラウト・トラヴェルソ）をソリストに迎える注目の公演。

馬場俊英
弾き語りツアー2019 「遠回り」

公演日時：令和元年10月6日（日）16：30開演
場　　所：高松オリーブホール
斡旋料金：4,900円

（一般前売料金 6,200円）
※全席指定席
※未就学児入場不可
※drink代別

斡旋枚数：30枚（お1人様2枚まで）

シンガーソングライター馬場俊英が不定期で開催している弾き語りライブ。
のんびりと弾き語りの世界に浸りに是非遊びに来てください！

香川証券 創立７５周年・創業100周年記念
高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー2019
女神たちの饗宴 ～Favorite Classic Melody～

公演日時：令和元年11月16日（土）15：00開演
場　　所：サンポートホール高松

大ホール
斡旋料金：4,600円（一般前売料金 5,800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）

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト2019年秋のツアーが決定！
全国各地に今年も高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニストがやってくる!!

角松敏生
TOSHIKI KADOMATSU SPECIAL LIVE TOUR 秋の旅情サスペンス「お前と俺」Vol.3

公演日時：令和元年10月27日（日）17：30開演
場　　所：高松festhalle
斡旋料金：6,200円（一般前売料金 7,800円）

※全席指定席　※drink代別
※3歳以上チケット必要（座席は3歳未満でも要チケット）、
　オークションによる転売禁止

斡旋枚数：30枚（お1人様2枚まで）

80年代半ばから中山美穂や杏里への楽曲提供やプロデュースで幅広く活
躍している角松敏生。ソロとして『秋の旅情サスペンス 「お前と俺」』ツアー
vol.3がついに高松で開催！

菊本和昭トランペットリサイタル

公演日時：令和元年9月22日（日）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：一　般　　　2,400円

（一般前売料金 3,000円）

高校生以下　　800円
（一般前売料金 1,000円）
※全席指定席　※未就学児入場不可

斡旋枚数：各30枚（お1人様2枚まで）

ＮＨＫ交響楽団首席トランペット奏者・菊本和昭
多彩なトランペットの魅力を楽しめるコンサートです。

粘土１キロで、何を作ってもかまいません。
自分だけのオリジナルな作品で、
陶芸を楽しみましょう♪初心者の方も大歓迎！
※１キロの目安（湯のみ２コと小物１コ）

ビーロック

木下大サーカス高松公演
世間を感動させた木下大サーカスがさらに進化して8年ぶりに香川にて開催！！夢と勇気と感動を。
熱き挑戦者達の奇跡のステージ！スーパーミラクルイリュージョン

公演日時：令和元年10月6日（日）～12月8日（日）
休演：毎週木曜日と10月9日（水）、
　　　10月23日（水）、11月6日（水）、11月20日（水）
月～水・土　①11：00　②13：40
金・10/6　 ①13：00　②15：40
日・祝日　　①10：10　②13：00　③15：40

場　　所：高松市香西本町　イオンモール高松特設会場

斡旋料金：おとな
2,000円（一般前売料金 2,900円）

こども（3才～中学3年生まで）　
1,000円（一般前売料金 1,900円）
※全席自由席　※２才以下ひざ上無料

斡旋枚数：おとな・こども各100枚
（お1人様2枚まで）

廃棄物処理、リサイクル
について学習しよう！
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初!

夏休みに工場・施設見学へ行きませんか！

穴吹学園ホールで素敵な映画観ませんか

自分だけのすてきな作品作りませんか？

日　　時　令和元年7月26日（金）10：00～11：00
（工場見学所要時間は60分程度です）

現地集合・現地解散です
場　　所　石丸製麺　半生麺工場

（高松市香南町岡701）駐車場完備！

対 象 者　事業主・会員及びご家族の方

料　　金　500円（うれしいお土産つき！）
定　　員　20名程度

申込締切　7月19日（金）

日　　時　令和元年8月5日（月）10：00～12：00（予定）
場　　所　株式会社富士クリーン　中間処理施設 

（〒761-2206香川県綾歌郡綾川町西分字山ノ上乙754-1外）
Tel.087-878-3511
※ナビで登録する際は電話番号をご利用ください。
現地集合・現地解散

対 象 者　事業主・会員及びご家族の方

料　　金　無料（飲み物プレゼント♪）
定　　員　20名程度

申込締切　7月19日（金）

へ行こう!

第2回!!

夏休みに親子で工場見学に行きませんか？
讃岐うどんの製造方法をより深く知る事ができ、
自由研究にも役立ちます♪
もちろん大人の方もご参加ください。

廃棄物処理施設の施設見学に行きませんか？
国内初！乾式メタン発酵施設も見学できます。
廃棄物がどのように処理、リサイクルされて
いるのか学習しませんか。
環境学習・社会科見学に。夏休みの自由研究にも♪

陶芸を陶芸を体験してみよう陶芸を体験してみよう

●日　　　時　令和元年９月4日･11日･25日（水）
１９：００～２１：００　（全３回）

●会　　　場　「ゆるり」高松市牟礼町牟礼９４１ー１
※R11号線レディ薬局牟礼店裏　駐車場無料

●受　講　料　一人あたり　２,５００円（一般料金４，０００円）
※粘土１キロ分。材料費すべて込

●受講対象者　事業主及び会員 
●募 集 人 数　１４人程度
●講　　　師　米田　祐

（光風会展工芸賞受賞）

●申 込 締 切　７月２5日（木）

日　　程

9/4（水）

9/11（水）

9/25（水）

　　　　 カリキュラム

粘土で形を作ります。（自由なもの）

削ったり、形を整えます。

上薬掛けをします。

締切7月19日（金）

粘土１キロで、何を作ってもかまいません。
自分だけのオリジナルな作品で、
陶芸を楽しみましょう♪初心者の方も大歓迎！
※１キロの目安（湯のみ２コと小物１コ）

粘土１キロで、何を作ってもかまいません。
自分だけのオリジナルな作品で、
陶芸を楽しみましょう♪初心者の方も大歓迎！
※１キロの目安（湯のみ２コと小物１コ）

廃棄物処理、リサイクル
について学習しよう！
廃棄物処理、リサイクル
について学習しよう！

穴吹学園ホール 　          11月開催決定!!
（旧高松テルサ音楽ホール）

COMING SOON
チケット販売、詳細については９月号で！！

「モリのいる場所」 お金にも名誉にも無頓着な夫と、童女のような可憐さと皮肉さを併せ持った妻のおはなし
名優・山﨑努と樹木希林、円熟の夫婦を味わい深く　人生が愛おしくなる珠玉の物語。

レクザムホール大ホール棟６階　シレーヌ

Beer hall
料　金　4,500円（飲み放題） （一般価格大人 5,000円）
期　間　7月、8月平日限定　17：30～21：00

（ラストオーダー　20：30）

場　所　レクザムホール大ホール棟6階　シレーヌ

最高のロケーションの中でお楽しみください。全天候型!!

●飲み放題
●料理はビアホールをイメージしたバラエティー豊かなコース料理
例／本日のカルパッチョ、小海老とゴボウのフリット、アラン
チーニ（リゾットのコロッケ）、豚肉のミラノ風カツレツなど全９品。
レディースプランもご用意。
まずはお問い合わせください（087-823-3131）
●1組10名様からご予約承ります。一日最大50名様予約可能です。
●未成年の料金は斡旋しておりません。

平日限定

先着
100名様！

美味しいものを食べて、楽しく飲んで、暑い夏を乗り切りましょう！！

プラン

シレーヌからの夕焼け 料理例イメージ

出演：山﨑努、
　　　樹木希林ほか

映画祭
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カルチャー・フィットネス講座の受講場所が選べるようになりました!カルチャー・フィットネス講座の受講場所が選べるようになりました!

※ウェルぱる高松は全福センターに加盟しています。

全福センター 検索

全国各地の割引施設・割引斡旋をご利用いただけます。
是非一度ご覧ください。

ログインＩＤ：ｃｓ　ログインパスワード：ｚｅｎｐｕｋｕ

全福センターの各種サービスを
ご利用いただけます！

◆◆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：7月19日（金）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

ＪＲホテルクレメント高松より
ビアガーデン招待券を1組ペア2枚プレゼント！
ＪＲホテルクレメント高松より
ビアガーデン招待券を1組ペア2枚プレゼント！
びあ～と！(BEER×ART)～ビアテラスde島めぐり～

クレメント高松での
イベントのお知らせ！

期　　間　令和元年5月24日（金）～8月31日（土）
営業時間　17：30～21：00（L.O 20：45）
場　　所　5階 ビアテラス
●瀬戸芸に合わせて“びあ～と！（BEER×ART）”をテーマに、アー
ト感あふれる演出をご用意。カラフルで美的なお料理やドリン
ク、船でのアートな島めぐりを連想させる会場装飾にも注目。
●昨年大好評だったスペシャルシートを増席し、最大30名様ま
でご利用いただけるように。

割引ガイドブック内の「DEAR原田店」「DEAR高松店」
「DEAR高松南店」「DEAR屋島店」「DEARイオン店」
は割引提携が廃止になりました。ご了承ください。

割引提携施設についてのお知らせ

クアタラソさぬき津田では、（夏休み期間7/20～9/1）無休で営業します。

・ウェルぱる高松割引利用券使用の場合 ・ウェルぱる高松会員証提示で一般料金より20％OFF

※お盆の営業時間に
関しては、HPもしくは
お問い合わせください。

1,296円

864円

691円

432円

一般料金 共済料金

利用料金

大　人

中学生

小学生

幼　児

500円

300円

200円

100円

1,620円

1,080円

864円

540円

一般料金 共済料金

大　人

中学生

小学生

幼　児

1,620円

1,080円

864円

540円

割引利用券使用済みの方に朗報！！

まず、7月にプールの利用をし
てこどもスタンプカードをGET
しよう！
スタンプ対象期間(7/20～
9/1)にプール利用で、うれし
いプレゼントがもらえる！

『夏休みこどもスタンプカード』
7月配布START!!

イベント
情報

平日・土　10：00～21：30
日・祝　　10：00～20：00

夏休み
営業時間

毎月第1日曜日
（7/7・8/4）

今年もこの時期がやってきました。
夏休みの思い出に！
家族でクアタラソへGO！！

津田まつりの花火開催時に
屋上解放します。
※ご入館者のみ

最新情報は、クアタラソまでお電話、またはHPやSNSをチェック！！
TEL 0879-42-5888

たくさん写真を撮って、
プールでのイベントに参加して遊ぼう！
大きなうきわも登場します！

館内撮影OKデー＆子どもイベントデー館内撮影OKデー＆子どもイベントデー館内撮影OKデー＆子どもイベントデー クアタラソまつり2019クアタラソまつり2019クアタラソまつり20198/4（日）

8/17(土)

クアタラソさぬき津田イベント情報

クアタラソ屋上にて花火鑑賞会クアタラソ屋上にて花火鑑賞会クアタラソ屋上にて花火鑑賞会7/27(土)

※スタンプカードはサンプルです。

クアタラソ初イベント！！
夏休みの宿題はこれに決まり！！
※ご予約制 観望会のみの参加可

☆星の観望会☆☆星の観望会☆☆星の観望会☆

★応募券★
7・8月号

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
　　ウェルぱる高松事務局
　　〒761-0113  高松市屋島西町 2366 番地 1
　　ＴＥＬ（087）844-3516　ＦＡＸ（087）844-3524
　　　令和元年５月１日現在　
　　　事 業 所　　６９２社（うち０人事業所８事業所）
　　　被共済者　８,４３２人（会報誌上では会員と表示）
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