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１２月
２月 の 締 日が変わ
日が変わります！
り ます！
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。

異 動 届
１２月４日（木）

給 付 申 請
１２月１０日（水）

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。

2015ニューイヤーコンサート
秋川雅史・澤畑恵美＆Ｎ響メンバーによるクインテット

牛田智大

ピアノの王子様、高松初リサイタル決定！
日本人ピアニスト最年少の１２歳でＣＤデビューを飾ってから丸２年。その類ま
れな才能で、様々なメディアから注目を浴びている牛田智大が高松で初リサイタ
ル。愛らしいルックスでも注目を集める、現在最も期待のピアニストのひとり。

新しい年の幕開けに。
豪華メンバーによるニューイヤーコンサート！
曲目：千の風になって ほか

公演日時：平成２７年１月２４日（土） １４：００開演
場
所：アルファあなぶきホール 大ホール
斡旋料金：４,０００円（一般前売料金 ５,４００円）
※全席指定席

ピアノ・リサイタル

公演日時：平成２７年１月３１日（土） 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：２,０００円（一般前売料金 ３,０００円）

※未就学児入場不可

※全席指定席

斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主及び被共済者の方

※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：事業主及び被共済者の方

© Ayako Yamamoto 衣装提供 ㈱オンワード樫山

ベートーヴェンと三人の女たち

吉田正記念オーケストラ
〜いつでも元気が出るコンサート〜

ベートーヴェンが遺した
「不滅の恋人」への手紙。そこには宛名が記されていない。
彼の生涯を彩った三人の女たちのエピソードや、ラブレターの朗読とともに、ベー
トーヴェンの傑作を贈るロマンティックな音楽物語。

日本唯一のプロのムードオーケストラ「吉田正記念オーケストラ（YKO）」が奏でる
純クラシックでも、軽音楽でもない第三の音楽「吉田正交響曲」の懐かしい肩が凝
らない人気の音楽をお楽しみください。

公演日時：平成２７年２月８日（日） １４：００開演
場
所：サンポートホール高松 ３階 大ホール１階席
斡旋料金：一 般
３,０００円（一般前売料金 ４,０００円）
学生(小学生から高校生) １,０００円（一般前売料金 ２,０００円）

公演日時：平成２７年２月８日（日） １４：００開演
場
所：丸亀市綾歌総合文化会館（アイレックス）
斡旋料金：２,０００円（一般前売料金 ３,０００円）

西村雅彦 with オーケストラ・アンサンブル金沢弦楽四重奏団

※全席指定席

※１階指定席

※未就学児入場不可

※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：事業主及び被共済者の方

斡旋枚数：各３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主及び被共済者の方

レ・フレール
ニューアルバム発売記念ライブ「Quatre」

天童よしみ

コンサート

2015

演歌の王道 天童よしみ。歌唱力はもちろん楽しいステージングで会場は笑顔が
溢れています。魅力満載のコンサートをお楽しみ下さい。

前作「PIANO SPATIAL」より３年半。レ・フレール４枚目のオリジナルアルバム「４-Quatre」が２０１４年９月にユニ
バーサルミュージックよりリリース！世界各国を舞台に、１台４手連弾で全世代を魅了してきた彼ら。ニューアルバ
ムをたずさえた全国ツアー「Quatre」。レ・フレールの新しい音世界、そして圧巻のステージ、ぜひご体感ください。

公演日時：平成２７年３月１６日（月）
①１４：００開演 ②１８：００開演
場
所：サンポートホール高松 大ホール
斡旋料金：各４,０００円（一般前売料金 ７,０００円）

公演日時：平成２７年３月７日（土） １７：００開演
場
所：アルファあなぶきホール 小ホール
斡旋料金：４,０００円（一般前売料金 ５,０００円）※全席指定席
※３歳以下１名まで保護者膝上無料。４歳以上又は座席が必要な場合はチケット要。
公演に影響が及ぶと判断された場合、注意・ご退席の場合あり。
斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）

※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）
対 象 者：事業主及び被共済者の方

対 象 者：事業主及び被共済者の方

前売り入場券割引斡旋の申込方法

締切 １２月２０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 又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。

１

※講師等の都合により日程・回数は変更になる可能性がございます。
それによる会員様の金額は変動しない場合がありますので予めご了承ください。

水
木 中高年から 始 め る ら く ら く ピ ア ノ

木 笑 っ て ア ッ 氣 学 ～笑顔って簡単♪～

楽譜が全く読めない初心者でも、どんな年齢でも大丈夫！
簡単に弾けます♪指を動かすことで、脳をいきいき健康に…
最終日は音楽ホールで演奏します♪

人は誰でも幸せになるために生まれてきます。
毎日笑顔で輝くために！！
そのすべてのヒントが天体学の「気学」でわかります。

開催日：平成２７年１月２１日・２月４日・２月１８日

開催日：平成２７年１月８日・２月１２日・３月１２日（木）

・３月４日・３月１８日（水）
１３：３０〜１５：００

１９：３０〜２１：００

受講料：６,２００円（一般料金９,０００円）

受講料：７,５００円（一般料金１０,５００円）※テキスト代：別途 １,４７０円
講

師：臼井

全３回

全５回
講

智美（全日本らくらくピアノ協会認定講師）

師：山下

アキ（気学講師･笑学メンタリング講師）

カルチャー講座の申込方法

締切 １２月２０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 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、受講料をお振込み又はご持参ください。

第 37 回
ウェルぱる高松ボウリング予選大会
開催しました！

第2回
ウェルぱる高松ゴルフコンペ
開催しました！

１１月１１日（火）・１２日（水）・１４日（金）、
太洋ボウルにて「ウェルぱる高松ボウリング予選
大会」を開催しました。今回もたくさんの方に参
加いただき、会場は大盛り上がりでした！

１０月１８日
（土）
、アルファ津田カントリークラブ
にてゴルフコンペを開催しました。
快晴の澄み渡っ
た青空の下、第１ホールは津田の松原を見下ろす
最高のロケーションでのショットで始まりました。
初めての方からベテランの方まで、皆さん終始和
やかな雰囲気で楽しくプレーされていました。毎
年の恒例行事となりつつあるゴルフコンペです！

※予選大会の上位入賞者は、来年１月２２日（木）に
開催予定の決勝大会に出場予定！こちらもよりハイレ
ベルな戦いで盛り上がること間違いなしです♪

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
１０人〜２９人
３０人〜９９人
１００人以上

IruCa カード
５,０００円相当
７,０００円相当
１２,０００円相当
２２,０００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。

２

平成２５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２
５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２５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１１２,１３１,８１５円
繰越金
3,860,316

財産収入等
169,387

支出総額１１２,１３１,８１５円

掛金収入総額６６,６６５,９００円
繰越金
4,579,568

繰越金
4,579,568
管理費
10,301,212

市の一般会計
からの繰入金
10,301,212

給付事業費
13,310,000

基金積立金
28,185,000
基金繰入金
31,135,000

掛金収入
66,665,900

基金積立金
24,155,297

給付事業費
44,445,000

福利事業費
24,621,035

福利事業費
24,621,035

【支出についての説明】
【収入についての説明】
管理費は、職員給与費、管理事務費などで
収入総額のうち、５９．５％が掛金収
す。給付事業費は掛金収入と基金繰入金を、
入です。
基金繰入金は、給付事業費の財源とな 福利事業費は掛金収入を財源として運用し
ります。繰越金は、平成２４年度からの ています。
基金には、掛金の残額のほか、財産収入、
繰越金であり、平成２５年度に基金に積
前年度繰越金を積み立てます。
み立てました。

平成２４年度末

平成２５年度末

現在高

現在高

134,771,659円

131,821,659円

基金の状況

ウェルぱる高松

【掛金の使途についての説明】
皆様からお預かりした掛金は、給付事業、
福利事業を通じて全額還元しています。
平成２５年度は掛金の３６．２％が基金
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、永年勤続慰
労金、退職せん別金の財源となります。

左の内訳

増減
△2,950,000円

積立額

取崩額

28,185,000円

31,135,000円

給付事業について

１０種類の充実した給付金制度があります
※事業主の方は対象外です

給付区分

給付事由

給付金額

結婚祝金

会員が結婚したとき

20,000 円

出産祝金

会員又はその配偶者が出産したとき

10,000 円

入学祝金

会員の子が小・中学校に入学したとき

10,000 円

会員が死亡したとき
死亡弔慰金

傷病見舞金

100,000 円

会員の配偶者が死亡したとき

20,000 円

会員の１親等の血族の者 ( 親又は子など ) が死亡したとき

10,000 円

会員の傷病による休業
（業務外） ３０日以上

10,000 円

会員の傷病による休業
（業務上） ３０日以上

20,000 円

会員の傷病による休業
（業務上） ９０日以上
災害見舞金

永年勤続慰労金

勤労青少年奨学金
技能修得奨学金

退職せん別金

会員の居住家屋が火災・地震・風水害等で全焼・全壊したとき

50,000 円
100,000 円

会員の勤続
（加入）
期間が

５年に達したとき

10,000 円

会員の勤続
（加入）
期間が

１０年に達したとき

10,000 円

会員の勤続
（加入）
期間が

２０年に達したとき

20,000 円

会員の勤続
（加入）
期間が

３０年に達したとき

20,000 円

会員が定時制高校又は大学の夜間部に在学中
（年額）
会員が仕事に必要な技能を習得するため専修学校等に在学中
（年額）

15,000 円
5,000 円

会員の勤続
（加入）
期間が

３年以上

５年未満

5,000 円

会員の勤続
（加入）
期間が

５年以上１０年未満

10,000 円
30,000 円

会員の勤続
（加入）
期間が

１０年以上１５年未満

会員の勤続
（加入）
期間が

１５年以上２０年未満

50,000 円

会員の勤続
（加入）
期間が

２０年以上２５年未満

100,000 円

会員の勤続
（加入）
期間が

２５年以上

120,000 円

＊申請書はウェルぱる高松ウェブサイトからダウンロードいただくか、
ウェルぱる高松事務局まで依頼ください。
＊申請期限は、
給付事由の生じた日から３か月以内です。
３か月を過ぎますと遅滞理由書が必要となります。
＊万一申請漏れがあった場合でも、
5 年前
（加入期間中）
まで遡って申請が可能です。
詳しくはウェルぱる高松事務局までご相談ください。

３

ＪＲホテルクレメント高松 様より
お食事券をペア２組４名様
お食事券
ペア２組４名様にプレゼント
にプレゼント
お食事券をペア２組４名様にプレゼント
※１２月１２日～平成２７年２月末までの期間

ＪＲホテルクレメント高松
〒760-0011 高松市浜ノ町１−１
☎０８７ー８１１ー１１４０

◆◆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：１２月２０日
（土）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

コンセプトは「仕事と生活の調和」
「ワーク・ライフ・バランス」

割引指定店が増えました！

Welpal Takamatsu

Presents
H

ショッピング

スポーツオーソリティ高松店
高松市香西本町１ー１イオンモール高松２階
０８７ー８４２ー７６７７

ト レ ス タ 白 山【 宿 泊 】

スポーツオーソリティは広大な売場
スペース、豊富な品揃えを誇り、国
内で９０店舗以上展開中♪

木田郡三木町下高岡９７２−３０
０８７ー８９８ー８８８１

要予約
※ご予約の際に、
「高松市中小企業勤労者福祉共済」会員
である旨を必ずお申し出ください。

会員様とご家族様 会員証提示

年中無休

特

９：００〜２１：００
年中無休

１０％割引

落ち着いた和室、機能的な洋室、ゆっ
たりと過ごせる和洋室と気分に合わ
せてお選びいただけます。

会員様と同伴者様４名まで 会員証提示

典

特典

店内商品

※クレジット払いの場合８％割引
※全国の店舗で割引を受けられます
※チームオーダー、取り寄せ品、割引率
５０％タグ付きの商品は対象外

※他の特典との併用不可

宿泊基本料金
１０％割引

※他の特典との併用不可

お食事

エンジョイ

トレスタ白山アイスアリーナ
木田郡三木町下高岡９７２−３０
０８７ー８９８ー８８８１
開催期間などにつきましては、
お問い合せください。

レストラン四季【トレスタ白山 内】

６０×３０ｍの室内アリーナは、四国で
唯一の国際規格対応型。フィギュア・
スピード・ホッケー用各シューズを、
子
供サイズ１５ｃｍから常備しています。

木田郡三木町下高岡９７２−３０
０８７ー８９８ー８８８１

讃岐山脈を一望できるガラス張りの
店内で、優雅に讃岐の味覚をお楽し
み頂けます。

１１：００〜１４：００（Ｌ.Ｏ.１４：００）
１７：００〜２１：００（Ｌ.Ｏ.２０：３０）

開催期間中は無休

年中無休

（但し、大会で貸切の場合は休み）

会員様と同伴者様４名まで 会員証提示

特典

特典

会員様と同伴者様３名まで 会員証提示

アイスアリーナ
１００円割引

ホテル・旅館

※他の特典との併用不可

ご利用金額総額
１０％割引

※他の特典との併用不可

ショッピング

有限会社

中條商事

高松市屋島西町１９２１−１３
０８７ー８４１ー９８１１

８：００〜１７：００

もうすぐクリスマス☆

見える安心・安全を届ける、愛と感
動のエネルギーショップを目指しま
す。ＬＰガスのご用命は中條商事に
してみませんか？

街中がイルミネーションに包まれキラキラしていますね。
早いもので今年も残すところあと１ヶ月。
ラストスパートを全力でかけ抜けたあとは、一年頑張った自分にご褒美を♪

日曜・祝日

特典

会員様のみ 会員証提示

お申し込み、お問い合わせは下記へお願いします。

当社にてＬＰガスを
新規契約された方
１０，
０００円分ポイント贈呈

★
券
募 号
応 月
★ １２

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
24
ＴＥＬ(087)844-3516 ＦＡＸ(087)844-3524
平成２６年１１月１日現在
事 業 所
７８８社
被共済者 ８,０４９人

※他の特典との併用不可

新規加入事業所のご紹介
フ

ロ

ー

ラ

ル

秋

桜

様

ありがとうございます。

４

