
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：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

・コツコツ貯筋

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
・クラシックバレエ入門
・クラシックバレエ入門（初心者）
・Attractive　Ballet
・Attractive　Ballet（+トゥクラス）
・社交ダンス月曜昼クラス
・社交ダンス月曜夜クラス
・はじめての社交ダンス
・スタンダード・ラテン研究科（社交ダンス）
・フラメンコ入門（タンゴを踊ろう）月2回
・フラメンコ入門（タンゴを踊ろう）月3回

・キッズバレエ（年少～年長）
・ジュニアバレエ（小1～小6）
・子どもフラメンコ（～小6）

健康・ダンス
コース

ジュニア
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！

・フラメンコ初級　木曜夜クラス
・フラメンコ初級　土曜朝クラス
・サルサダンスエクササイズ
・アルゼンチンタンゴ月曜昼クラス
・アルゼンチンタンゴ火曜昼クラス（月2回）
・アルゼンチンタンゴ火曜夜クラス（月2回）
・アルゼンチンタンゴ木曜昼クラス
・吾妻流日舞教室
・初心者のためのやさしいバリ舞踊エクササイズ

対象者：事業主・会員及びその子

ウェルぱる高松会員優待の使い方ウェルぱる高松会員優待の使い方

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。

ウェルぱる高松事務局より
日頃の感謝の気持ちを込めて
図書カード￥３,０００を
１名様にプレゼント

シーカヤック
ドルフィンファミリーコース・
海の冒険コース

シーカヤック
ドルフィンファミリーコース・
海の冒険コース

子どもイベント＆
撮影ＯＫデー☆
子どもイベント＆
撮影ＯＫデー☆

クアタラソさぬき津田クアタラソさぬき津田
シーカヤックまるごとパック!!シーカヤックまるごとパック!!

（一社）
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①事業所毎に購入希望者を取りまとめ、５月15日（水）必着で、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。申込書は引換の際に必要になりますので、必ずコピーを取って控えを保管し
ておいてください。②「CINEMA TICKET（映画鑑賞チケット）」申し込みはお一人様年間２枚までです。今回２枚利
用された方は、後期販売ではお申込できません。③お申込された枚数については、いずれも買取販売のため
キャンセルができませんのでご注意ください。④引換期間は、5月２７日（月）～3１日（金）の午前９時から午後
６時30分までです。⑤引換場所は、旧高松テルサ１階ウェルぱる高松事務局です。（高松市屋島西町２３６６番
地１）⑥引換の際には、お申込枚数の金額を、つり銭のいらないよう現金でお持ちください。あわせて、申込
書のお控えを必ずご持参ください。

●販売価格　１枚700円 （一般鑑賞料金1,800円）
●有効期限　2019年6月1日（土）～2019年11月30日（土）　

※有効期限を過ぎますとご利用できませんので、ご注意ください。3Ｄ上映につき
ましては別途300円＋メガネ代100円必要になります。

●斡旋枚数　お一人様２枚まで （年間お一人様２枚まで）　
※今回２枚お申し込みの方は、後期ではお申込できませんのでご注意ください。

●申込締切　５月15日（水）

申込申込
方法方法
申込
方法

CINEMA TICKETCINEMA TICKET（映画鑑賞チケット）（映画鑑賞チケット）前期販売前期販売CINEMA TICKET（映画鑑賞チケット）前期販売

会員様のご要望により救急箱のくすり及び健
康関連商品の斡旋を行います。特別価格での
斡旋となっており、大変お得です。お申込は、同
封の申込書を事業所毎で取りまとめ、集計表を
添付の上、郵送でウェルぱる高松事務局まで。

締切５月20日（月）

MONSTER baSH 2019MONSTER baSH 2019全国から厳選した選りすぐりの食材。
その食材に「技」と「想い」を込めて、贅をつくした逸品へ仕上げます。
お客様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。

日　　時：2019年6月26日（水）18：30開宴　18：00受付
場　　所：高松国際ホテルぐりる屋島（高松市木太町2191-1）

料　　金：懐石料理、アルコール付12,000円（一般価格15,000円）

申込締切：5月20日（月）

お問い合わせ　087-831-1575（ぐりる屋島直通）

申込締切日は５月2０日（月）

救急箱のくすり及び
健康関連商品斡旋
のお知らせ

救急箱のくすり及び
健康関連商品斡旋
のお知らせ

救急箱のくすり及び
健康関連商品斡旋
のお知らせ

救急箱のくすり及び
健康関連商品斡旋
のお知らせ

完全予約制ディナー
高松国際ホテル料理長 岡本一久 が贈る

ぐりる屋島 日本料理特別賞味会
～初夏の和を愉しむ～

厳選食材

一、時鮭（ときしらず）

二、九絵（くえ）

三、讃岐オリーブ牛
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申込
方法

CINEMA TICKET（映画鑑賞チケット）前期販売

締切５月20日（月）締切５月20日（月）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。ゆうパック郵送料値上がりのため、発送料が変更になりました。）
※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。

公演日時：2019年８月24日（土）・25日（日）
９：００開場／１１：００開演

場　　所：国営讃岐まんのう公園（香川県仲多度郡まんのう町）
斡旋料金：１日券　7,0００円（一般前売料金　9,720円）

※１日券各50枚のみの斡旋となります。
斡旋枚数：各日5０枚（お一人様２枚まで）
※出演者の変更・キャンセルに伴う払戻しは致しません。
※小学生1日券（3,780円）は、当日会場販売のみ。（保護者同伴・身分証明書持参）
※未就学児無料（保護者同伴条件）
※雨天決行/荒天中止

香川の夏といえばこのイベント。20周年アニバーサリーのモンバスは例年以上に盛り上がる
こと間違いなしです。お見逃しなく。

※最新の情報はこちらから→　http://www.monsterbash.jp

桂こけ枝　ふるさと寄席
桂こけ枝＆三度

めざましクラシックスin高松

公演日時：2019年6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
斡旋料金：1,600円（一般前売料金 2,000円）

※全席自由席

斡旋枚数：30枚（お1人様2枚まで）

公演日時：2019年6月22日（土）　15：00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：4,400円

（一般前売料金 5,500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）

毎年恒例、桂こけ枝さんの人柄が現れたようなほのぼのとした雰囲気が人
気の寄席。今年は桂三度が初登場！
司会はラジオ番組でもおなじみの筒井智子さんです。

束の間の恋と冒険を描く、若さと躍動感溢れるミュージカルコメディー！珠玉のナ
ンバーで彩られたミュージカル史に残る名作を、新演出・新振付による「宝塚
歌劇バージョン」として再構築！エネルギッシュで心躍る舞台をお届け致します！ 公演日時：2019年9月13日（金）　18：30開演

場　　所：香川県教育会館
ミューズホール

斡旋料金：4,400円（一般前売料金 5,500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）

  夏の風物詩、怪談ナイトが今年も決定しました。笑いも交えた背筋も凍
る納涼体験をぜひお楽しみ下さい。

初心者からクラシック通までもが楽しめる選曲と演奏。高嶋ちさ子＆軽部ア
ナによる軽妙なトークやスペシャルゲスト中村あゆみとの絶妙なコラボレー
ションなど、今年で21年目を迎える人気コンサートシリーズ。

MONSTER baSH 2019MONSTER baSH 2019MONSTER baSH 2019MONSTER baSH 2019

杉山清貴 acoustic solo tour 2019

公演日時：2019年9月23日（月・祝）
14：30開演

場　　所：高松オリーブホール
斡旋料金：4,800円

（一般前売料金 6,000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）

アットホームな雰囲気が好評なツアー。圧倒的な歌声とギターの音色で奏
でられる名曲を、ライブハウスならではの近い距離でお楽しみ下さい。

  稲川淳二 
MYSTERY NIGHT TOUR 2019 稲川淳二の怪談ナイト

  宝塚歌劇 月組 梅田芸術劇場メインホール公演
ブロードウェイ・ミュージカル『ON THE TOWN』

公演日時：2019年8月11日（日）　12：00開演
場　　所：梅田芸術劇場メインホール
斡旋料金：7,000円（一般前売料金 8,800円）

※S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）
会場までの交通費は各自自己負担となります。救急箱のくすり及び

健康関連商品斡旋
のお知らせ

救急箱のくすり及び
健康関連商品斡旋
のお知らせ

救急箱のくすり及び
健康関連商品斡旋
のお知らせ
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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!

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Quoカー
ドを進呈します。ご説明には事務局担当者がお伺いいたします。

新規加入を希望する事業所を

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

従業者規模
１人～９人

１０人～２９人
３０人～９９人
１００人以上

●ご利用方法は簡単！
「割引ガイドブック2019」叉はウェルぱる高松
ＨＰ「割引指定店一覧」をご覧いただくか、
右のステッカーが貼られているお店（施設）で
ご利用前・ご精算前に会員証をご提示ください。

●ウェルぱる高松会員優待とは
ウェルぱる高松と優待協定を結んでいる香川県・外のさまざまな施設で
割引・特典が受けられる、会員向けサービスです。

優待内容は施設によって異なりますが、原則、
年間通じて何度もご利用いただけます。
（たとえばランチで毎回５％ＯＦＦ♪）

※施設によっては
掲示していない
場合があります。

ご存知
ですか？ウェルぱる高松会員優待の使い方ウェルぱる高松会員優待の使い方ウェルぱる高松会員優待の使い方

会員証を
持ち歩けばおトクです♪
いつでもお財布に！
お出かけには会員証を

お忘れなく！

◆◆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：5月20日（月）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

いつもありがとう
ございます

ウェルぱる高松事務局より
日頃の感謝の気持ちを込めて
図書カード￥３,０００を
１名様にプレゼント

ウェルぱる高松事務局より
日頃の感謝の気持ちを込めて
図書カード￥３,０００を
１名様にプレゼント

①特製カレーセットの場合
大　　　人　4,000円（一般5,000円）税別
小学生以下　3,200円（一般4,000円）税別
②バーベキューの場合
大　　　人　5,600円（一般7,000円）税別
小学生以下　4,800円（一般6,000円）税別

大　　　人　5,600円（一般7,000円）税別
小学生以下　4,800円（一般6,000円）税別
※2名以下のお申込の場合1名1,000円（税別）
アップとなります。

シーカヤック
ドルフィンファミリーコース・
海の冒険コース

シーカヤック
ドルフィンファミリーコース・
海の冒険コース

シーカヤック
ドルフィンファミリーコース・
海の冒険コース

子どもイベント＆
撮影ＯＫデー☆
子どもイベント＆
撮影ＯＫデー☆
子どもイベント＆
撮影ＯＫデー☆

大人気のシーカヤックツアーです。
初めての方大歓迎！！海上散歩をしませんか～

毎月第1日曜日には、プールでミニイベント開催。
館内の撮影もできるので、
ご家族で遊びにきてください！！

クアタラソさぬき津田クアタラソさぬき津田クアタラソさぬき津田
シーカヤックまるごとパック!!シーカヤックまるごとパック!!シーカヤックまるごとパック!!

最新情報は、ホームページまたはＳＮＳをご覧ください。
ホームページ　http://q-t.anabuki-enter.jp/　Facebook @QuaTaraso
Twitter @quataraso　Instagram taraso front

シーカヤックの予約・お問い合わせ　クアタラソさぬき津田
ＴＥＬ：0879-42-5888　taraso@anabuki-enter.co.jp
※予約時に「ウェルぱる高松をみて」とお伝えください。事業所名をお伺いします。

選べるランチ

★応募券★
５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
　　　平成３１年３月１日現在　
　　　事 業 所　　６９９社（うち０人事業所８事業所）
　　　被共済者　８,３８８人（会報誌上では会員と表示）

子ども会やスポーツ団体、企業懇親会に！！
大人気のシーカヤック体験に、便利な無料
送迎＆選べるランチの
セットプランです。
※15名以上から申込可

申込締切：5月31日（金） 申込締切：5月31日（金）
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