
平成30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

１２ す！１２・1月の締切日が変わります！１２・1月の締切日が変わります！１２・1月の締切日が変わります！給付金のお支払いが繰り上がるため、締切日が変更になります。
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。

高松国際ホテルよりぐりる屋島ランチ券を
2組4名様にプレゼント！

津田の松原サービスエリアより
あなぶき家うどんを5名様にプレゼント！

高松テルサトレーニング室回数券をお持ちの皆様へ
高松テルサ閉館に伴い、同施設のトレーニング室回数
券（有効期限なしのものに限ります）をお持ちの場合
は、平成31年4月から令和2年3月までの間、次の施
設のトレーニング室利用時に使用できますので、御利
用いただきますよう、お願い申しあげます。
（お問合せ先）
高松市創造都市推進局 産業経済部 産業振興課
電話087－839－2411

利用可能施設　高松市総合体育館（高松市福岡町4丁目36－1）
高松市牟礼総合体育館（高松市牟礼町牟礼152－10）
高松市香川総合体育館（高松市香川町川東下1917－1）

利用可能期間　平成31年4月1日から令和2年3月末日まで
利  用  方  法　施設利用時にお手持ちの高松テルサトレーニング室回数券

を切り取らずにお出しください。
※利用可能施設の各利用料金の金額に関わらず、回数券
1枚につき、1回の利用が可能です。現金による払戻しは
いたしません。

クアタラソのプールは通年営業！！
12/14（土）～12/29（日）期間限定、『ウェルぱる高松』会員証ご提示で通
常料金より半額！！日頃のご愛顧に感謝を込めて、特別料金にてご案内！！
割引利用券使用済みの方、必見！！

大　人　1,650円　→　500円
中学生　1,100円　→　300円
小学生　　880円　→　200円
幼　児　　550円　→　100円

共済料金一般料金

大　人　1,650円　→　825円
中学生　1,100円　→　550円
小学生　　880円　→　440円
幼　児　　550円　→　275円

一般料金 感謝祭料金

ウェルぱる高松
割引利用券使用の場合（利用券1枚につき1名）

ウェルぱる高松☆感謝祭☆ウェルぱる高松☆感謝祭☆ウェルぱる高松☆感謝祭☆

もちろん期間内でも、ウェルぱる高松割引利用券のご利用も可能です。

感謝祭特別料金
1グループOK

と　　　　き：令和2年1月21日（火）19：00～21：00
と 　こ　 ろ：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
料　　　金：8,000円（一般価格 12,000円）（税サ込）
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：12月20日（金）

お飲み物はお料理に合う日本酒など
フリードリンクにて御用意しております。

技が創り出す「美」
素材を見極め、その持ち味を活かすこと。
ひと皿ごとに「心」と「技」を込めた逸品へ
のこだわりと、旬の素材を活かした味わい、
お料理に合うお飲物をお愉しみください。
岩鍋料理長ご本人も登場です！

語らいと季節を味わう懐石料理

「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

「錦」料理長

岩鍋孝行

写真はイメージです。

ワインと料理の
魅惑のマリアージュ
あなぶきホテルズ　ワインの旅

ワインと料理の
魅惑のマリアージュ
あなぶきホテルズ　ワインの旅

と　　　き：令和2年2月14日（金）
18：30～

と　こ　ろ：高松国際ホテル
ぐりる屋島

料　　　金：6,100円
（一般価格10,200円）（税サ込）

参加対象者：事業主及び会員とその家族
募 集 人 数：20名程度
申込 締 切：12月20日（金）　

　　　
と　こ　ろ：ミケイラ高松（高松市サンポート8-40）

ＴＥＬ　087-811-5357 　
料　　　金：男性　3,000円（一般価格6,000円）

女性　1,000円（一般価格4,000円）
参加対象者：45才までの独身男女の会員（再婚可）
申 込 方 法：ご本人様が直接ウェルぱる高松事務局（TEL：087-844-3516）へ

お電話ください。申込書の提出は必要ありませんので、お申込の
状況などが事業所に知らされることはありません。
☆お申込後に免許証又は保険証のコピーをご提出いただきます。

申 込 締 切：12月5日（木）
主　　　催：さぬき婚活支援協議会

と　　　き：
と　こ　ろ：ミケイラ高松（高松市サンポート8-40）

ＴＥＬ　087-811-5357 　
料　　　金：男性　3,000円（一般価格6,000円）

女性　1,000円（一般価格4,000円）
参加対象者：45才までの独身男女の会員（再婚可）
申 込 方 法：ご本人様が直接ウェルぱる高松事務局（TEL：087-844-3516）へ

お電話ください。申込書の提出は必要ありませんので、お申込の
状況などが事業所に知らされることはありません。
☆お申込後に免許証又は保険証のコピーをご提出いただきます。

申 込 締 切：12月5日（木）
主　　　催：さぬき婚活支援協議会
※当日アルコールを飲まれる方は、
電車やバスなど公共交通機関でお越しください。
※当日アルコールを飲まれる方は、
電車やバスなど公共交通機関でお越しください。

注目を浴びる日本ワインをはじめ世界各国のさまざまなワインなど
西洋料理に合わせた4種類のワインをすべて飲み放題でご用意い
たします。

ソムリエ

高橋 宗民
（高松国際ホテル副総支配人）
サービスマン一筋25年。
ワインの楽しさを広めた
いとソムリエの道に進ん
で12年。
モットーは「お客様の喜
びは私の喜び」。

注目を浴びる日本 イ をはじめ世界各国 さまざまな イ など
ペアリングディナー～バレンタインデーにはこのワインが一押し～ペアリングディナー～バレンタインデーにはこのワインが一押し～

ウェルぱる婚活

とと きき：：
海辺のクリスマスパーティー海辺のクリスマスパーティー

【お問い合わせ】
クアタラソさぬき津田
〒769-2402　香川県さぬき市津田町鶴羽24-2
TEL 0879-42-5888
※HP（https://q-t.anabuki-enter.jp/）やSNSもチェックしてくださいね。

異動届・給付申請ともに
12月9日（月）

異動届　　1月　8日（水）
給付申請　1月10日（金）12月 1月
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クリスマスナイトコンサート　ウィズ　スタイリスティックス２０１９

君島遼ものまね爆笑スーパーライブ

グッドバイ

締切12月20日（金）締切12月20日（金）割引前売券の申込方法
①事業所毎に取りまとめ、締切日までに申込書にてウェルぱる高松事務局へFAX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
通知文でお知らせします。③買取販売のため、申込締切後の変更・キャンセルはできませんのでご注意ください。④座席は、事務局の方で指定させていただきます。
ご了承ください。⑤チケットの引換えは、事務局窓口での引換えの他、郵送にも対応しております。詳しくは当選通知文でご案内いたします。

THE BEST IS BACK「多くの人々が「最高」と熱狂したあのステージが再び高松へ」
資生堂ギャツビーのCM曲「愛がすべて」他、世界を魅了したスウィート＆メロウな数々
のヒット曲。どなたにもお楽しみいただけるクリスマスナイト。
公演日時：令和元年12月12日（木）18：30開演
場　　所：サンポートホール高松　大ホール
料　　金：S席　 6,000円（一般前売料金 8,000円）

※全席自由席　※未就学児入場不可　8列目まで横列すべてと9、10列目の15～ 31はSS席　他はすべてS席です　車いす席は8000円

枚　　数：30枚（お1人様2枚まで）
応募締切 ：12月5日（木）

ゲッターズ飯田×Calmera better fortune'n jazz 2020
芸能界最強占い師と言われる占い師・ゲッターズ飯田と話題のエンタメジャズバンド・
Calmera（カルメラ）の2組が贈る「開運トーク＆ジャズ演奏」の異色イベントツアー!!
公演日時：令和2年2月23日（日）18：00開演
場　　所：サンポートホール高松　大ホール
料　　金：一　般　3,300円（一般前売料金 4,200円）

学　生　1,600円（一般前売料金 2,000円）
※全席指定席　※3歳以上要チケット(3歳未満でお席が必要な方は要チケット)　※学生チケット：3歳
以上のお子様、小・中・高校生、大学・専門学校生対象。当日学生証（小学生以下は年齢確認の
できる身分証）の提示をお願いする場合有。※2階席、3階席のご案内になる場合がございます。 

枚　　数：各30枚（お1人様2枚まで）

サンポート狂言会
軽妙洒脱な芸で観客を魅了する人間国宝・野村万作、その長男で狂言をベースにますます多彩な活躍をみせる野
村萬斎、そして萬斎の長男の野村裕基が登場し、三世代の共演となります！わかりやすい解説付きで上演。笑いと
人間讃歌の古典芸能・狂言の魅力をたっぷりとお楽しみ下さい。番組：｢貰聟（もらいむこ）｣｢棒縛（ぼうしばり）｣

公演日時：令和2年3月5日（木）19：00開演
場　　所：サンポートホール高松　大ホール（１階席のみ）
料　　金：一　般　   4,000円（一般前売料金 5,000円）

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

枚　　数：各20枚（お1人様2枚まで）

お勢、断行
【原案】江戸川 乱歩　【作・演出】倉持 裕　【音楽】斉藤 ネコ
【出演】倉科 カナ、上白石 萌歌、江口 のりこ、柳下 大、池谷 のぶえ、
　　　　粕谷 吉洋、千葉 雅子、大空 ゆうひ、正名 僕蔵、梶原 善

公演日時：令和2年3月25日（水）18：30開演
場　　所：サンポートホール高松

３階　大ホール
料　　金：3,200円（一般前売料金 4,000円）

※全席指定席　※未就学児入場不可

枚　　数：50枚（お1人様2枚まで）

デスノート　THE MUSICAL
2015年日本初演以降、熱狂的な作品ファンを生み出し、子供から大人まで楽しめる
第一級のエンターテイメント作品として2年ぶりの再演！！
公演日時：令和2年2月29日（土）

12：30開演
場　　所：梅田芸術劇場メインホール
料　　金：S席　10,800円

（一般前売料金 13,500円）
※S席のみ　※未就学児入場不可

枚　　数：20枚（お1人様2枚まで）

中国伝統芸術の世界（雑技・京劇・民族音楽・川劇）
雑技（究極の人間芸術）、京劇（軽快なアクション）、民族音楽（中国楽器の優しい
音色）、川劇（次々と変わる変面）、中国伝統芸術を一挙にご覧いただきます。

公演日時：令和2年3月14日（土）14：00開演
場　　所：丸亀市綾歌総合文化会館大ホール
料　　金：S席（1階）　2,400円（一般前売料金 3,000円）

A席（2階）　1,600円（一般前売料金 2,000円）
※全席指定席　※3歳以上有料

枚　　数：各30枚（お1人様2枚まで）

『BEGIN ガジュマルベスト』、そして『BEGINライブ大全集２』を引っさげてBEGINが皆さんの街に遊びに行きますよ！是非会場へお越しください！
公演日時：令和2年2月28日（金）18：30開演
場　　所：レクザムホール（香川県県民ホール）　大ホール
料　　金：一般（高校生以上）　5,500円（一般前売料金 6,900円）

小中学生　1,600円（一般前売料金 2,000円）
※全席指定席　※未就学児童は、保護者1名につき、膝上観覧1名まで無料(座席が必要な場合はチケットをご購入ください。) ※未就学児
童、小中学生チケットをお持ちのお客様は、ご入場の際、身分証明書(保険証や学生証など)を 確認させていただく場合がございます。当日
はご用意の上、ご来場ください。　※小学生、未就学児童のみでの入場はできません。※2階席、3階席のご案内になる場合がございます。  

枚　　数：各30枚（お1人様2枚まで）

“ともに夢を　ともに感動を”を合言葉に、2006年からスタートした「高松国際ピア
ノコンクール」。これまでに、才能ある若い音楽家が多数発掘されてきました。その素
晴らしい音楽家が、コンクールの会場でもあるサンポートホール高松に集結します。
公演日時：令和2年2月9日（日）14：00開演
場　　所：サンポートホール高松　3階　大ホール
料　　金：一 　般　2,000円（一般前売料金 2,500円）

学生（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

枚　　数：各20枚（お1人様2枚まで）

今夏上演の「フローズン・ビーチ」の興奮が冷めやらぬ間にKERA CROSS第2弾が決定！
太宰治未完の遺作小説『グッド•バイ』をベースにKERAが作り出した恋愛狂騒劇。主役に
はTV、映画で活躍する藤木直人。演出は、実力派俳優でもある生瀬勝久が出演と共に行う。

公演日時：令和2年1月28日（火）13：00開演
場　　所：レクザムホール（香川県県民ホール）

小ホール
料　　金：6,400円（一般前売料金 8,000円）

※全席指定席　※未就学児入場不可

枚　　数：30枚（お1人様2枚まで）

高松国際ピアノコンクール 連携コンサート
～あの感動がよみがえる 世界へ羽ばたく若きピアニストと仲間たち～2018年ものまね王座決定戦王者！ものまね界期待の超新星、君島遼がやってくる！小林幸子、

水前寺清子、美空ひばりなどなど、テレビでおなじみのレパートリーをご家族でお楽しみください♪

公演日時：令和2年2月2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
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）
親子ペア　 3,000円（一般前売料金 3,800円）
※全席指定席　※未就学児のひざ上鑑賞は無料

枚　　数：各30枚（お1人様2枚まで）

対象者：事業主及び会員とその家族

BEGIN
第24回BEGINコンサートツアー2020

12月8日は屋島山上に集まれ～♪

天空のガーデンマルシェ第1回第1回

県内の人気のパン屋さんやスイーツや珈琲、台湾小龍包やたこ焼きまで（総勢約16店舗）
占いや音楽イベントもあり♪この日は屋島山上遊歩道を歩きながら楽しんでください♪

日　時　令和元年12月8日（日）10：00～16：00

会　場　屋島山上駐車場から南嶺遊歩道沿い
（ぐるっと約1,100m）

屋島
山上
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締切12月20日（金）

今月のカルチャー・フィットネス講座

●リビングカルチャーセンター

●高松カルチャーセンター

対象者：事業主・会員及びその子

●JEUGIAカルチャーセンター

●屋島レクザムフィールドカルチャー教室

○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。

・俳句のつくりかた
・「古里の歌」で作詞家に
・囲碁教室（初心者～）
・Ｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
・ダイエット教室　木曜朝
・子ども俳句

・楽しい朗読
・～人生いろいろ～簡単『自分史』
・初級～中級デジタル一眼レフ写真教室
・英会話（個人レッスン）
・ダイエット教室　木曜夜
・子ども囲碁教室

・朗読・朗誦・音読 講座
・囲碁教室（初級～有段者）
・Ｆｕｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
・前結び着付け教室
・コミュニケーションマナー

・60歳からのダルクローズ・リトミック
・カルメン健康体操Ⓡ
・マットピラティス
・導引養生功

・骨盤底筋体操からの体幹トレーニング
・優しいヨーガ健康教室
・大道芸教室　八房流南京玉すだれ

・ゆる体操
・はじめてのヨーガ
・癒しの気功術

・溝口　勲先生のはじめてのフォークギター
・溝口　勲先生の夜の女性ボーカルバンド教室

・溝口　勲先生のフォークギターを楽しもう♪
・中井　里美先生のゼロから始めるパッチワーク教室

・溝口　勲先生の楽しく弾こう♪ウクレレ

・コンディショニングヨガ
・似顔絵教室
・彫紙（ちょうし）アート

・パソコン・スマートフォン・タブレット何でも相談室
・池坊華道教室

・楽しく踊るZUMBA（ズンバ）
・陶芸教室

施設維持費あり入会金あり

施設維持費あり

施設維持費あり

入会金あり

高松校　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

三木校　住所：木田郡三木町鹿伏310ベルシティ内　TEL：087－813－7115

・アフターファイブの筆ペン＆ペン習字第１・２・３水曜
・こどもプログラミング教室
・ビューティーヨーガ
・バレエ・コア・ストレッチ 
・カリグラフィー教室

・漢方・薬膳カフェ
・健康麻雀教室
・古武術
・創作新舞踊教室
・タヒチアン／スロータヒチアンダンス

・やさしい書写教室　月・火・水曜　午前・午後クラス（各1・２・３週）
・はじめてのバーレスクダンス♪
・茶の湯歳時記
・はじめての水彩画
・パリスタイルのフラワーアレンジメント
・マリウス先生のドイツ語会話　入門・中級クラス

受講をご希望の方は、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！！

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：高松市常磐町1－３－１瓦町FLAG 10F
TEL：０８７－812－5060

住所：高松市屋島中町３７４－1　TEL：０８７－８０２－７３５０

全福センター　ログイン ID：cs　ログインパスワード：zenpuku

第1回
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管理費
10,256,295

給付事業費
40,855,000

福利事業費
31,593,567

基金積立金
22,224,000

繰越金
6,208,918

給付事業費
13,620,000

福利事業費
31,593,567

基金積立金
19,555,415

繰越金
6,208,918

［単位：円］

掛金収入
70,977,900

基金繰入金
27,235,000

10,256,295

繰越金
2,655,131 財産収入等

13,454
市の一般会計
からの繰入金

　平成30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。

平成30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30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

【収入についての説明】
　収入総額のうち、63.9％が掛金収入
です。
　基金繰入金は、給付事業費の財源とな
ります。繰越金は、平成29年度からの
繰越金であり、平成30年度に基金に積
み立てました。

【支出についての説明】
　管理費は、職員給与費、管理事務費など
です。給付事業費は掛金収入と基金繰入金
を、福利事業費は掛金収入を財源として運
用しています。
　基金には、掛金の残額のほか、財産収入、
前年度繰越金を積み立てます。

【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、
福利事業を通じて還元しています。
　平成30年度は掛金の27.6％が基金に積
み立てられていますが、基金からの繰入金
（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。 

収入総額111,137,780円 支出総額111,137,780円 掛金収入総額70,977,900円

基金の状況 
増減 

左の内訳 
積立額 取崩額

△5,011,000円 

平成29年度末
現在高 

平成30年度末
現在高 

22,224,000円 27,235,000円 129,908,659円134,919,659円

新規加入事業所のご紹介

ありがとうございます。

様
様
様

株式会社ウェブズ工房
株式会社あったかネット
エステティックサロン　リセ

１２・1月の締切日が変わります！１２・1月の締切日が変わります！

高松国際ホテルよりぐりる屋島ランチ券を
2組4名様にプレゼント！
高松国際ホテルよりぐりる屋島ランチ券を
2組4名様にプレゼント！

津田の松原サービスエリアより
あなぶき家うどんを5名様にプレゼント！
津田の松原サービスエリアより
あなぶき家うどんを5名様にプレゼント！

◆◆プレゼント応募方法◆◆
官製ハガキに左下の応募券を貼り①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・ご要望などをご
記入のうえ、下記の住所までお送りください。
締切：12月20日（金）必着
当選者の発表は商品の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

今年で開業55周年を迎えた高松国際ホテル
のメインレストラン。香川県食材をふんだん
に使用したフランス料理と日本料理が楽しめ
ます。

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！

エステティックサロン　リセ

高松市春日町1630－1
　 087－843－6206
　 9：00～19：00 完全予約制
　 日曜日・祝日
　 会員様と同伴者　会員証提示

特典
フェイシャルフルコース ￥11,000→￥5,500
ヘッドスパ ￥11,000→￥5,500
クイックエステコース 　￥6,000→￥3,000

※他の特典との併用不可

広々とした庭を通り美しいエステルームへ。ベテランエステティシャンがあなたのお肌を気品のある若々しいお肌へと導きます。

エステ・美容院

ぐりる屋島　高松国際ホテル　本館１階
高松市木太町2191-1　☎087-831-1575
ランチ営業時間　11：30～14：00

日本の渚百選瀬戸内海を眼下に望む「津田の松原サービスエリア」では、本場のさ
ぬきうどんをはじめ、ご当地の食材を使ったどんぶりやご当地ラーメンなどいろいろお
召し上がりいただけます。また売店コーナーでは東四国の地域特産品を多数ご用意し
ておりますので、ぜひご利用ください。

津田の松原サービスエリア
さぬき市津田町鶴羽935-5（上り線）　☎0879ｰ23ｰ7140　店休日 無休
営業時間　売店　7：00～22：00、飲食（軽食）　7：00～22：00

飲食（うどん）　平　日 10：00～22：00 ※LO 21：30
　　　　　　　土日祝  8：00～22：00 ※LO 21：30
テナント（すき家）　7：00～24：00 ※LO 23：30

ウェルぱる高松☆感謝祭☆ウェルぱる高松☆感謝祭☆

ワインと料理の
魅惑のマリアージュ
あなぶきホテルズ　ワインの旅

　　　
と　こ　ろ：ミケイラ高松（高松市サンポート8-40）

ＴＥＬ　087-811-5357 　
料　　　金：男性　3,000円（一般価格6,000円）

女性　1,000円（一般価格4,000円）
参加対象者：45才までの独身男女の会員（再婚可）
申 込 方 法：ご本人様が直接ウェルぱる高松事務局（TEL：087-844-3516）へ

お電話ください。申込書の提出は必要ありませんので、お申込の
状況などが事業所に知らされることはありません。
☆お申込後に免許証又は保険証のコピーをご提出いただきます。

申 込 締 切：12月5日（木）
主　　　催：さぬき婚活支援協議会
※当日アルコールを飲まれる方は、
電車やバスなど公共交通機関でお越しください。

ペアリングディナー～バレンタインデーにはこのワインが一押し～

海辺のクリスマスパーティー

★応募券★
12月号 4

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 10月1日現在　
　　　事 業 所　　685社（うち０人事業所 6事業所）
　　　被共済者　８,411 人（会報誌上では会員と表示）
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