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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：高松市福岡町4丁目36番1号
TEL：０８７－８２２－０２１１

住所：高松市屋島中町３７４－1
TEL：０８７－８０２－７３５０

住所：高松市常磐町1－３－１
瓦町FLAG 10F

TEL：０８７－812－5060

高松カルチャーセンター リビングカルチャーセンター 四国新聞社文化教室

高松市総合体育館 屋島レクザムフィールド JEUGIAカルチャーセンター高松

会員登録料あり

入会金あり

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

・楽しく弾こう♪フォークギター
・ボーカルバンド教室【夜コース】

今月の講座

●屋島レクザムフィールド

●高松カルチャーセンター

●リビングカルチャーセンター

・音であそぼう！楽しくリトミック（未就園児）
・リズムにのって♪おうたとピアノ（個人）

ジュニア
コース

音楽
コース

四国新聞社文化教室へのお申込は、まずお電話ください！

・ゴスペルを歌おう
・歌謡教室＆ヴォイストレーニング
・カラオケ教室（個人）
・日本の伝統楽器おことを奏でよう
・ジャズレッスン（サックス・他）（個人）
・尺八を楽しむ（個人）
・中高年から始めるらくらくピアノ(r)
・大人と子どものピアノ・声楽教室

高松校

・アフターファイブの筆ペン＆ペン習字
・やさしい書写教室
・賞状書士養成講座
・健康麻雀
・バレエ“コア”ストレッチ
・ゴスペル教室
・三弦（三味線）教室　初心者クラス／経験者クラス

三木校
・絵手紙
・彫紙（ちょうし）アート
・はじめての表装セミナー

対象者：事業主・会員及びその子

音楽教室が充実！楽しく歌ってストレス発散

高松本校

三木校

中野うどん学校高松校で
うどん打ち体験！
中野うどん学校高松校で
うどん打ち体験！

ミケイラ ビアパーティ婚活

©三枝近志

・バーレスクダンス♪
・ウォーキングレッスン
・女性のための漢方セミナー
・かがり手まり
・アフター５のやさしいヨーガ
・マリウス先生のドイツ語会話　入門クラス／初級クラス
・一眼レフカメラセミナー
・チアダンス　キッズクラス／ジュニアクラス

・純銀アクセサリークラフト
・ピラティスと体幹トレーニング
・Keiの英会話楽学

・はじめてのオカリナ
・楽しく歌おう！（クラシック～映画音楽）
・のり歌謡教室（グループ）
・初めての方歓迎！三味線
・やさしい大正琴
・フルートを楽しむ（個人）
・ギター＆曲作りを楽しもう！（個人）
・弾きたくなる♪はじめてのピアノ（個人）

・はじめてのフォークギター
・中井先生のゼロから始めるパッチワーク教室

・音であそぼう！楽しくリトミック（年少～年長）
・楽しい♪子どものピアノ＆ソルフェージュ（個人）
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有効期限：令和元年7月15日（月・祝）～令和元年9月30日（月）
場　　所：海遊館（大阪府大阪市港区海岸通1-1-10）　

※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）　※チケットの転売は固くお断りいたします。

人気のチケット再登場！
太平洋をめぐる海の旅を楽しめる、世界最大級の水族館。太平洋を模した広大な「太平洋」
水槽を中心に14の大水槽などを備え、実際の地球環境を再現。世界最大の魚種・ジンベエ
ザメや、カリフォルニアアシカ、カマイルカなど、約620種3万点の様々な海の生き物たちに
出会えます。

世界最大級の水族館「海遊館」　入館券

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!

素敵な出会いを

    ビアホールで♪
夏休みの思い出作り！自由研究にも♪

夏休みは海遊館に遊びに行きませんか♪

日　　時　令和元年7月30日(火)
10：00～（90～100分の予定）

場　　所　中野うどん学校　高松校（高松市成合町8番地）
現地集合・解散　駐車場あり

内　　容　うどん打ち体験の後にお食事
（自分たちで打ったうどん）
※サイドメニューの注文（別料金）もできます。

料　　金　1人800円（一般価格1,620円）
卒業証書と掛け軸のプレゼントつき☆

対 象 者　事業主・会員及びご家族の方
申込締切　6月28日（金）

中野うどん学校高松校でうどん打ち体験！
うどんの本格手打ちをうどんティーチャーズが教えてくれます♪
夏休み、親子でうどん打ち体験しませんか？
もちろんお友達とでも大歓迎です。

夏休み
特別
企画!!

中野うどん学校高松校で
うどん打ち体験！
中野うどん学校高松校で
うどん打ち体験！
中野うどん学校高松校で
うどん打ち体験！

ミケイラ ビアパーティミケイラ ビアパーティ

舟木一夫コンサート２０１９

公演日時：令和元年7月11日（木）14：00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：3,900円

（一般前売料金 8,000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）
申込締切：6月14日（金）

第五回　日本レコード大賞　最優秀新人賞を受賞し、  ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場以降
連続９回出場。
昭和世代で青春を捧げた曲　第1位に「高校三年生」が選ばれました。 
一部 和装　二部 洋装　　
和洋２部構成のコンサート
予定曲:高校三年生・学園広場・銭形平次・修学旅行・絶唱・春はまた君を彩る 他

物語付きクラシックコンサート
『アラジンと魔法のヴァイオリン』

公演日時：令和元年8月11日（日）　14：00開演
場　　所：サンポートホール高松　大ホール
斡旋料金：一　般　　　　2,000円（一般前売料金 2,500円）

こども（4歳～中学生）　1,200円（一般前売料金 1,500円）
※０歳から入場可。3歳まで膝上に限り無料　※全席指定席

斡旋枚数：50枚（お1人様2枚まで）

みんなでつくる、みんなが主役のコンサート。
もっと気軽に、もっと楽しく、本物のコンサートを楽しみたい。そんな希望を叶えます！
「アラジンと魔法のヴァイオリン」は、お芝居を観なが
ら九州交響楽団による演奏を聴け、音楽の知識がどん
どん身に付くコンサートです。アラジンとランプの精が
ヴァイオリンの仕組みや様々なジャンルの音楽をわかり
やすく面白く紹介してくれます。会場でランプの精と一
緒に呪文を唱えてね。魔法が使えるよ！

食事、
ドリンク代
含む

日　　程　令和元年7月20日（土）19：00～21：00（受付18：30）
場　　所　ミケイラ（高松市サンポート8-40　電話087-811-5357）
対 象 者　事業主及び会員で40歳までの独身男女（再婚可）
定　　員　男女　各１０人
参 加 料　男性　3,000円（一般価格6,000円）

女性　1,000円（一般価格4,000円）

申込方法
ご本人様が直接ウェルぱる高松事務局へお電話ください。（申込書は不
要ですので、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。）
☆後日、さぬき婚活支援協議会から連絡がありご説明いたします。ご
本人確認のため、免許証又は保険証のコピーと、自己ＰＲなどの必要
事項を提出いただきます。
申込締切　6月28日（金）

婚活婚活

1）19：00～グループで食事
2）20：00～個別トーク
3）エントリーシート記入、解散

【当日のスケジュール】

©三枝近志©三枝近志

3



新規加入事業所のご紹介

ありがとうございます。

様
様

ストロベリールーム
森本　茂

恐竜どうぶつ園 2019 ～ Erth's Dinosaur Zoo～

公演日時：令和元年8月17日（土）　
①13：00開演　②15：30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：2,400円
（一般前売料金 3,000円）
※全席指定席
※3歳以上有料、
　3歳未満膝上鑑賞無料

斡旋枚数：各20枚（お1人様2枚まで）

夏休みにファミリーで楽しめる「見て・触れて・学べる」体験型リアル恐竜
ショー。ステージや客席で、とても近い距離で恐竜と触れ合えます。終演
後は、ロビーにて恐竜たちとの写真撮影コーナーもあります。

川中美幸 コンサート2019

公演日時：令和元年8月28日（水）　
①12：30開演　②16：30開演

場　　所：ハイスタッフホール
（観音寺市民会館）
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：各30枚（お1人様2枚まで）

「ふたり酒」「二輪草」「遣らずの雨」「越前岬」等数々のヒット曲でおなじ
みの川中美幸が観音寺で歌いあげます。
圧倒的な歌唱力で表現される情景は聴く人の心を揺さぶります。

フローズン・ビーチ

公演日時：令和元年8月31日（土）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
斡旋料金：6,000円

（一般前売料金 7,500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）

劇作家ケラリーノ･サンドロヴィッチの戯曲を女優4人で紡ぐミステリー･コメ
ディ。世相を鋭く映し出しながら、16年にわたる女性同士の心の機微を描
く密室劇の傑作。
出演者：鈴木杏、ブルゾンちえみ、朝倉あき、シルビア・グラブ

プレジャーBのコメディ・クラウン・サーカス

公演日時：令和元年8月18日（日）14：00開演
場　　所：ハイスタッフホール（観音寺市民会館）大ホール
斡旋料金：一　般　 　 1,600円（一般前売料金 2,000円）

3歳～中学生　800円（一般前売料金 1,000円）
※全席指定席

斡旋枚数：各30枚（お1人様2枚まで）

笑わずには帰れない！
にぎやかでパワー溢れるステージ
は笑いとドキドキがいっぱい！
子どもから大人まで、家族３世代
で楽しめる最高のエンターテイメ
ントショー！

『スター☆トゥインクルプリキュア　ドリームステージ♪』

公演日時：令和元年8月18日（日）　
①10：30開演　②14：00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：2,000円
（一般前売料金 2,800円）
※S席のみ
※全席指定席
※3歳以上は有料。
　大人、子供同一料金

斡旋枚数：各30枚（お1人様2枚まで）

主　　催：プリキュアドリームステージ♪
上演委員会（劇団飛行船内）

©ABC-A・東映アニメーション

締切6月20日（木）締切6月20日（木）
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。
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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
　　　平成３１年 4月１日現在　
　　　事 業 所　　６９２社（うち０人事業所７事業所）
　　　被共済者　８,４４５人（会報誌上では会員と表示）
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