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今月の内容→カルチャー講座案内/公演チケット斡旋/平成２３年度収支決算状況/プレゼントコーナー/ほか

青竹で寿ぐ新春の寄せ植え
青竹の器に，松や千両などおめでたい植物を入れた
和モダンな新春の寄せ植えです。
玄関やリビングに飾って，新しい年をすがすがしく
迎えてみませんか？

自分だけのオリジナルな作品で，
陶芸を楽しみましょう♪

●日

時

●日

●会
●受

場
料

平成 2４年 1２月２６日（水）
１９：００〜２０：３０
高松テルサ１階 展示ホール
一人あたり ２,５００ 円
( 一般料金４，０００円 )

●受

講

粘土１キロで，
何を作ってもかまいません。
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）

●会

※材料費含む

●受講対象者 事業主および被共済者の方
●募 集 人 数 １５人程度
●講
師 有限会社アール・ツゥ
谷本 寛巳（（公社）日本フラワーデザイナー協会講師）
●申込み締切 １２月１５日（土）必着

講

平成２５年１月１６日･２３日･２月６日
（水）
１９：００〜２１：００ （全３回）
場 「ゆるり」高松市牟礼町牟礼 941-1
※R11 号線レディ薬局牟礼店裏
駐車場無料
料 一人あたり ２,５００ 円
( 一般料金４，０００円 )

※粘土１キロ分すべて材料費込

●受講対象者 事業主および被共済者の方
●募 集 人 数 １６人程度
●講
師 米田 祐（光風会展工芸賞受賞，個展開催活躍中）
●申込み締切 １２月２０日（木）必着

寄せ植えですので，長く楽しんで頂けます。
飾った後は，
お庭や鉢に植えて育てて頂けます。

写真はイメージです

時

日

特別に準備して頂くものはございませんので
お仕事帰りにお気軽にご参加下さい。
＊出来た作品を持ち帰る袋はご準備下さい。
＊仕入れにより，中に入る植物は変わります。

程

カリキュラム

1/１６
（水） 粘土で形を作ります。
（自由なもの）
1/２３
（水） 削ったり，形を整えます。
２/６（水）

上薬掛けをします。

スポーツ・健康

月 藤田先生のジャイロキネシスヨガ

月 藤田先生のシェイプサルサダンス入門

らせんを描くような動きと呼吸を組み合わせ身体の柔軟性
を高めます。シェイプアップ効果抜群のアンチエイジング
エクササイズです♪
開催日：平成２５年１月７日〜３月２５日
１９：３０〜２０：３０ 全１０回
受講料：８,０００円（一般料金１２,０００円）
講 師：藤田 摩理（ジャイロキネシス認定講師）

文化・教養

火 アンディ先生の英会話講座

きれいな姿勢づくりのトレーニング・ウォーキングでコア
を強化し，楽しいラテンのリズムでサルサの基本をゆっく
り学びます
開催日：平成２５年１月７日〜３月２５日
２０：４５〜２１：４５ 全１０回
受講料：７,０００円（一般料金９,０００円）
講 師：藤田 摩理

おすすめ！

ップアップし
英会話にチャレンジしたい方，基礎から少しステップアップし
たい方！ネイティブスピーカーの先生と一緒に学びましょう♪
開催日：平成２５年１月８日〜３月１２日
１９：００〜２０：３０

毎日笑顔で輝くために！！
人間関係の向上・仕事の成功・商売繁盛など気学でヒント
を見つけましょう！
開催日：平成２５年１月１０日・２月１４日・３月１４日
１９：３０〜２１：００ 全３回
受講料：６,２００円（一般料金９,０００円）
講 師：山下 アキ（気学講師･笑学メンタリング講師）

全１０回

受講料：７,５００円（一般料金１０,０００円）
講

木 山下先生の笑ってアッ氣学～笑顔って簡単♪～

師：Ａｎｄｙ Ｏｒｏｓｚ（RSA/ケンブリッジ認定外国語教員免許取得）

金 宮本先生の水墨色彩画教室

カルチャー講座の申込方法

シンプルなのに，無限の広がりを感じさせる水墨画の世
界。筆の使い方から線の引き方，水の含ませ方など，基本
から丁寧に教えてくれます。
開催日：平成２５年１月１１日〜３月２２日
１８：３０〜２０：３０ 全６回（隔週）
受講料：５,５００（一般料金７,０００円）
講 師：宮本 義龍

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

締切 １２月１５日（土）

ぱる高松事務局へ FAX または郵送でお申込ください。
②受講対象者は，
すべて事業主および被共済者です。
③申込み多数の場合は，
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，
受講料をお振込みまたはご持参ください。

１

第１０回玉藻寄席「小朝・正蔵二人会」

Ｕ Ｄ Ｏ Ｎ 楽カウントダウン高松
年末に行われるジルベスタ―コンサート。
このコンサートを高松でも出来ないかと
思い，香川県に縁のある音楽家と共にカウントダウンコンサートを開催致します。
「この日しかできないこと」
を皆で盛り上げましょう。

公演日時：平成２４年１２月３１日（月）２２：００〜０：３０
場
所：アルファあなぶきホール 大ホール
斡旋料金：１,５００円（一般前売料金 ２,０００円）
※全席自由席

江戸落語おなじみの二人が新春の「笑い」をお届け！
記念すべき 10 回目の玉藻寄席は，出演のたびに新鮮な笑いをみなさんにお届けす
る 春風亭小朝 と，高座に姿をあらわすだけで場内を明るくできる数少ない噺家
の一人である 林家正蔵 。常に落語界で話題をふりまいている二人の落語をぜひ，
生でお楽しみください。

公演日時：平成２５年１月２８日（月）１４：００ 開演
場
所：アルファあなぶきホール 小ホール
斡旋料金：３,０００円（一般前売料金 ４,０００円）

１８歳未満入場不可

※全席指定

斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者の方
申込締切：１２月１５日（土）必着

未就学児入場不可

斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者
申込締切：１２月２０日（木）必着

高校演劇フェスティバル青森県立青森中央高等学校
『もしイタ〜もし高校野球の女子マネージャーが青森の「イタコ」を呼んだら』
笑いあり涙ありの高校生活劇。東日本大震災によってチームメイトや家族を失
い，青森に転校してきた主人公の成長を描くことで被災地にエールを送ります。

クレメント寄席「三遊亭 円楽」
毎回ご好評をいただいております，クレメント寄席！今回は三遊亭圓楽による公
演です。楽しい落語の前には、美味しいお食事を用意しております。落語をよくご
存知でないという方でも，きっと満足していただけます。是非お越しください。

公演日時：平成２５年２月１１日（月・祝）１１：００ 開演
場
所：サンポートホール高松 第１小ホール
斡旋料金：３００円（一般前売料金 ５００円）

公演日時：平成２５年２月１３日（水）
１８：００〜
１８：３０〜
１９：１０〜

※全席自由席 未就学児入場不可
学生券（高校生以下無料）は，
サンポート高松プレガイドのみで取り扱います
斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）

受付
お食事（松花堂弁当+１ドリンク）
落語

場
所：ＪＲホテルクレメント高松
斡旋料金：１０,０００円（一般前売料金 １２,０００円）
斡旋枚数：３０枚（お一人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者の方
申込締切：１２月２０日（木）必着

対 象 者：事業主および被共済者の方
申込締切：１２月２０日（木）必着

サンポートホール高松 デビューリサイタル

劇団東京乾電池公演「 寿歌 」

一般公募から選考を経て，3/2（土）黒瀬正浩，香川恵理，3/3（日）上田花奈，
松岡璃子がリサイタルデビューを飾ります。

設立 35 周年を迎えた劇団東京乾電池が，北村想の代表作であり 80 年代当時の演劇界
に大きな影響を与えた傑作戯曲に挑みます。
近未来。
核戦争後の，全てが瓦礫となった世
界。誰もいなくなった世界に，旅芸人のゲサクとキョウコはリヤカーをひいて歩いてゆ
く。
そこへ，
ヤスオという男が現れ，
3 人はしばらく一緒に旅をすることになるのだが…。

公演日時：平成２５年３月２日（土）・３日（日）１４：００ 開演
場
所：サンポートホール高松 第１小ホール
斡旋料金：大人 ７００円（一般前売料金 １,０００円）
学生 ３００円（一般前売料金 ５００円）※小学生以上大学生以下
※全席自由席

公演日時：平成２５年３月９日（土）１９：００ 開演
平成２５年３月１０日（日）１４：００時 開演
場
所：サンポートホール高松 第１小ホール
斡旋料金：４,０００円（一般前売料金 ４,８００円）

未就学児入場不可

斡旋枚数：各３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者の方
申込締切：１２月２０日（木）必着

※全席指定

2011 年度リサイタルより

ASKA

福井敬

ASKA CONCERT TOUR 12≫13 ROCKET

テノール・リサイタル

日本が世界に誇るスーパー・テナー！
ＮＨＫニューイヤーコンサートをはじめ数々のステージで称賛を浴び続けてい
る，日本一多忙を極めるオペラ歌手。 国宝級の声 と絶賛されているその声に，あ
なたも包まれてみませんか！

10/17 にリリースされたニュー・アルバム『SCRAMBLE』を引っさげ，12 月より
待望の全国ツアーが決定。
四国では唯一となる香川公演は必見 !!

公演日時：平成２５年３月１７日（日）１８：００ 開演
場
所：アルファあなぶきホール 大ホール
斡旋料金：7,０００円（一般前売料金 ８,０００円）
※全席指定

未就学児入場不可

斡旋枚数：各３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者の方
申込締切：１２月２０日（木）必着

公演日時：平成２５年３月２９日（金）１９：００ 開演
場
所：アルファあなぶきホール 小ホール
斡旋料金：３,０００円（一般前売料金 ４,０００円）

未就学児入場不可

※S席のみ

未就学児入場不可

斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者の方
申込締切：１２月２０日（木）必着

斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者の方
申込締切：１２月２０日（木）必着

瀬戸内国際芸術祭2013 作品鑑賞パスポート
春シーズンパスポート前売引換券

瀬戸内国際芸術祭2013 作品鑑賞パスポート
３シーズンパスポート引換券

作品鑑賞パスポートは，瀬戸内国際芸術祭の作品と関連施設（李禹煥美術館・ベ
ネッセハウスミュージアム・家プロジェクト・犬島アートプロジェクト「精錬所」
など）を有効期間中１作品１回ずつ鑑賞できるお得なチケットです。

作品鑑賞パスポートは，瀬戸内国際芸術祭の作品と関連施設（李禹煥美術館・ベネッセハウスミュー
ジアム・家プロジェクト・犬島アートプロジェクト「精錬所」など）を有効期間中１作品１回ずつ鑑
賞できるお得なチケットです。３シーズンパスポートは，会期中同一作品を２回目以降鑑賞する際，
同パスポートを提示することで個別鑑賞券を100円引きで購入可能となる特典があります。

有効期間：平成２５年３月２０日〜平成２５年４月２１日
斡旋料金：３,０００円（一般前売料金 ３,５００円）

有効期間：平成２５年３月２０日〜平成２５年４月２１日
平成２５年７月２０日〜平成２５年９月１日
平成２５年１０月５日〜平成２５年１１月４日
斡旋料金：４,５００円（一般料金 ５,０００円）

（３シーズン）

※高校生区分は斡旋いたしません。ご了承ください。
※地中美術館・豊島美術館は、パスポート提示により，別途1,000円で入館できます。その他
一部，別途料金が必要となる作品・施設があります。
※前売引換券の為、各案内所等でのチケットの交換が必要になります。

※高校生区分は斡旋いたしません。ご了承ください。
※地中美術館・豊島美術館は、パスポート提示により，別途1,000円で入館できます。その他一部，別途料金が必要となる作品・施設があります。
※引換券の為、各案内所等でのチケットの交換が必要になります。
斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）

斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者の方
申込締切：１２月２０日（木）必着

対 象 者：事業主および被共済者の方
申込締切：１２月２０日（木）必着

２

平成２３年度高松市中小企業勤労者福祉共済事業の収支決算状況について
平成２３年度高松市中小企業勤労者福祉共済事業の収支決算状況を掲載いたします。これか
らも，皆様に愛される福祉共済を目指し，充実したサービスを実現するため，精一杯努力してま
いりたいと考えています。事業の運営にご理解とご協力をお願いいたします。
収入総額１１８,７８０,４２３円
繰越金
2,181,70６

財産収入等
6,707,736

支出総額１１８,７８０,４２３円
繰越金
3,275,617

掛金収入総額６５,３２４,０００円

繰越金
3,275,617
管理費
17,004,300

市の一般会計
からの繰入金
18,781,981

基金繰入金
25,785,000

給付事業費
12,590,000

基金積立金
35,785,000
掛金収入
65,324,000

給付事業費
38,375,000

基金積立金
33,437,963

福利事業費
16,020,420

福利事業費
24,340,506

【掛金の使途についての説明】
【支出についての説明】
【収入についての説明】
皆様からお預かりした掛金は，給付事業，
管理費は，職員給与費，加入促進費，管理
収入総額のうち，５５．０％が掛金収
事務費などです。管理費のうち，加入促進費 福利事業を通じて全額還元しています。
入です。
平成２３年度は掛金の約５１．２％が基
基金繰入金は，給付事業費の財源とな は県支出金を，給付事業費は掛金収入と基
ります。繰越金は，平成２２年度からの 金繰入金を，福利事業費は掛金収入と市費 金に積み立てられていますが，基金からの
繰入額（取崩額）は，給付金のうち，永年勤続
繰越金であり，平成２３年度に基金に積 を財源として運用しています。
慰労金，退職せん別金の財源となります。
基金には，掛金の残額のほか，財産収入，
み立てました。
前年度繰越金を積み立てます。

基金の状況

平成２２年度

平成２３年度

末現在高

末現在高

117,771,659 円

127,771,659 円

左の内訳

増減
10,000,000 円

積立額

取崩額

35,785,000 円

25,785,000 円

※平成２３年度は，給付事業費の減少により，基金残高が増加する結果となりました。

前売り入場券割引斡旋の申込方法

締切 １２月２０日（木）
※UDON 楽カウントダウンのみ１２月１５日（土）

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 または郵送でお申込ください。
②申込み多数の場合は，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，お申込みください。
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。

新規加入を希望する事業所を
ご紹介くださった事業所が「福祉共済
ウェルぱる高松」に加入された場合，
加入した事業所の従業員数に応じて，
紹介された方に Iruca カードを進呈
します。ご説明には事務局がお伺いい
たします。

従業者規模
１人〜９人
１００人以上
３０人〜９９人
１０人〜２９人

Iruca カード
５,０００円相当
２２,０００円相当
１２,０００円相当
７,０００円相当

Iruca カードは，電車，バスだけでなく，登録店でのお買い物にもご利用できます。
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丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 様より
猪熊弦一郎展 変化と不変 展覧会招待券を５組１０名様にプレゼント
本展は，猪熊の画業を回顧し，新しい美の表現を求め作風が変化し続けた猪熊芸術におい
て，時代を通じて変わることのなかった「猪熊らしさ」に 注目いたします。特徴ごとに展
観することで、変化と不変の両面から猪熊の魅力をご堪能ください。

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
館
〒763-0022 丸亀市浜町 80―1
☎０８７７ー２４ー７７５５
h
p://mimoca.
htt t p://
mimoc a. org

《コングラチュレーション・カラース》
1982 香川県立ミュージアム所蔵
公益財団法人ミモカ美術振興財団

JR ホテルクレメント高松 様より 食事券（ペア）
食事券（ペア）を１組にプレゼント
を１組にプレゼント
日頃のご愛顧に感謝して，謝恩ディナーブッフェを企画しました。バラエティ豊かな「冬の謝恩ディナーブッ
フェ」は大人気の 牛ステーキ と冬の味覚 カニ がメインのバイキング料理です。

ＪＲホテルクレメント高松
〒760-0011 香川県高松市浜ノ町１−１
☎０８７ー８１１ー１１５５
h t t p://www.jrcl ement. co. j p

ウェルぱる高松会員さまは，会員証をご提示してい
ただきますと，レストラン・BAR・ベーカリーなど，
ご利用金額の５％割引になります。詳しくは，ウェ
ルぱる高松「割引ガイドブック」をご覧ください。

◆◆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。
（左下欄の応募券を必ず貼付けてください。）
締切：１２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。
〒7 61 ー 0113 高 松 市 屋 島 西 町 ２ ３ ６ ６ ー １ ウェルぱる高松事務局
〒761

ＰＲＥＳＥＮＴ募集！

１月 の締 日が 変わりま す！
１月の締日が変わります！

プレゼントコーナーで事業
プレゼントコーナーで事業所・
プレゼントコーナーで事業
お店のＰＲをしませんか？
お店のＰＲをしま
お店のＰ
お店のＰＲ
お店
店のＰＲ
のＰＲをしませ
しま
ませ
せ

給付金のお支払いが繰り上がるため，締日が変更になります。

１月給付申請

事業所のＰＲ広告をさせていただきます。
約８ ,０００人を抱え

１月１１日（金）

お手数ですが，期日までに事務局必着でお願いいたします。

る会員様に届くため，
販売促進や利益向上・事業所の
イメージアップ

につなげられます。当企画は福利厚生サー

ビスや地域産業・経済の発展を目的としています。

もうすぐクリスマスですね。クリスマスの準備が終われば，来
年の準備になり，１２月は暦通り早く（師走）過ぎ去ってしまし
ますね。皆さんは，どんな一年をすごされましたか？
新しい年に向けて，ウェルぱる高松もより一層楽しんでもら
えるように前進していきます♪

【プレゼント商品】
約５,０００円相当以上の商品を提供していただきます。
（事業所のオリジナル商品には限りません。
図書券・商品券・ビー
ル券なども可）
※ウェルぱる高松への掲載料金は無料です。

新規加入事業所のご紹介
赤

門

塾

株

式

会

お申し込み、お問い合わせは下記へお願いします。

社 様

株式会社アトリエ住まいる 様
有限会社スポーツショップユアサ 様

★
券
募 号
応 月
★ 12

有 限 会 社 マ ル ツ 工 芸 様
ありがとうございます。
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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２４年１１月１日現在
事 業 所
７３８社
被共済者 ７,９９２人

