
救急箱のくすり及び健康関連商品販売のお知らせ救急箱のくすり及び健康関連商品販売のお知らせ

日本料理 錦より
『さぬき贅沢プリン3個セット』 を
3名様にプレゼント！

ぐりる屋島より
『希少糖入り　瀬戸内レモンジャム』 を
3名様にプレゼント！

津田の松原ＳＡより
『即席カップさぬきうどん2個セット』 を
1名様にプレゼント！

令和２年１2月6日（日）※小雨決行
香川県総合運動公園　多目的広場
（高松市生島町６１４）
一人1,000円（昼食弁当つき・参加賞あり）
午前9時～　　　　　　　午前9時30分～
事業主・会員及びその家族（小学生以上）
4チーム以上（男女混合チーム可）
1チーム9～15名で構成・9人制スローピッチルール・審判はチーム持ち回り
※5イニング　時間制限あり（1時間）
事業所ごとに参加希望者を取りまとめ、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。
10月30日（金）必着　後日、参加決定通知文を郵送します。

第6回いくしまソフトボール大会いくしまソフトボール大会いくしまソフトボール大会いくしまソフトボール大会
と き
と こ ろ

料 金
受 付
対 象 者
募集チーム
競技方法

申込方法

スタート

初心者もベテランも集まれ！
ボールとバットは貸し出しますので

お気軽にご参加ください。
優勝チームにはトロフィーを贈呈!

指定施設共通割引券対象の「高松市福岡町プール」は改修工事のため
以下の期間休館いたします。
令和２年１０月１日（木）から令和３年９月３０日（木）まで約１年間（予定）

【お知らせ】

と　　き　令和２年11月1日（日）～12月20日（日）
投球の日時は個人で予約

と こ ろ　太洋ボウル
料　　金　400円（貸靴代は自己負担）
対 象 者　事業主及び会員（家族不可）
定　　員　200人（先着順）
競技方法　男女別個人戦のみ（期間終了後に集計）
表　　彰　1～3位はトロフィーと賞品

とび賞多数あり【今年初の試み！！！順位がゾロ目の方には豪華賞品を進呈！】
※表彰式は行いません。賞品は事業所にお届けします。

申込方法　①事業所ごとに参加希望者をとりまとめ、申込書にて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。
10月15日（木）必着
②参加費を10月20日（火）までに振込、または事務局へご持参ください。【参加券】は後日郵送します。

第43回 withコロナボウリング大会ボウリング大会
期間中のお好きな日時を個人で予約
参加券持参で太洋ボウルに行き、
2ゲーム投球！

】

新型コロナウイルス
感染拡大を避けるため、
今年はフリータイムコンペ

を実施!

と　　き　①11/23（月・祝）第一部　②11/24（火）第二部　
③11/25（水）　 第一部　④11/25（水）第二部　

料　　金　4,600円（一般料金5,800円） ※栗林公園入園料込、ワンドリンク付  
と こ ろ　栗林公園
対 象 者　事業主及び会員（お1人様２枚まで・申込多数の場合抽選）
申込締切　10月20日（火）
申込方法　事業所ごとに取りまとめ、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。

紅葉シーズンにライトアップされる幻想的な空間で、現代サーカスと伝統芸能を融合させたパフォーマンスを披
露します。四国のお祭りには欠かせない獅子舞から始まり、シルク・ドゥ・ソレイユをはじめ世界で活躍するアー
ティストによるアクロバットや空中技と、日本を代表する太鼓芸能集団「鼓童」の演奏を織り交ぜた、この時期
この場所でしか鑑賞できない特別な公演です。

ライトアップされた庭園で現代サーカスと伝統芸能が融合

紅葉 ズ イト プされ 幻想的な空間 現代 カ と伝統芸能を融合させたパ

ヌーヴォー・シルク・ジャポンin栗林公園 初開催

第一部　16：30開場　17：15開演
第二部　19：00開場　19：45開演
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旭屋で

ワインを

楽しむ講座
京都の町屋を彷彿とさせる和の佇まいのお店で、
旭屋の創作料理を堪能しながらワインの知識を身につけませんか？

と　　き　令和2年11月22日（日）
17：00～19：00

と  こ  ろ　旭屋ASAHIYA
（高松市瓦町１-９-２５）

料　　金　5,500円
（一般料金 8,250円）
※ワインとお料理をご用意しています。

対 象 者　事業主及び会員
定　　員　10人
講　　師　木内　千恵美 

（（社）日本ソムリエ協会認定シニアソムリエール）

申込締切　１０月23日（金）

締切10月20日（火）締切10月20日（火）
割引前売券の申込方法

①事業所ごとに取りまとめ、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。

ミュージカル「ＮＩＮＥ」
演出・藤田俊太郎＆主演・城田優の類まれな感性を持つ二人が初めてタッ
グを組み、伝説の作品に挑む！

公演日時：令和2年12月12日（土）12：00開演
場　　所：梅田芸術劇場メインホール
料　　金：10,800円（一般前売料金 13,500円）
※全席指定席　※S席のみ　※未就学児入場不可　
※感染予防対策を鑑み、前後左右1席ずつ座席を
空け販売します。また当初販売していなかった前後
左右の座席を追加販売する可能性があります。
その際にはお隣が空席でなくなる場合もあります。
予めご了承ください。

枚　　数：10枚（お1人様2枚まで）

対象者：事業主及び会員

と　　き　令和2年11月14日（土）
18:30開宴　18:00受付

料　　金　14,000円（フリードリンク付き）
（一般料金 18,000円）

と こ ろ　リーガホテルゼスト高松
中国料理 桃花苑
（高松市古新町9-1 北側別館2階）

対 象 者　事業主・会員及びその家族
定　　員　20人
申込締切　10月23日（金）

金継ぎワークショップ金継ぎワークショップ

毎回好評をいただいている一年
に一度だけの完全予約制特別
ディナー。厳選した極上素材の
持ち味を活かしてスペシャルな
お料理へと仕上げます。身も心
も満たされる贅沢な美食のひと
ときをお楽しみください。

中国料理 桃花苑

美食会

香川の漆芸について紹介するとともに、割れたり欠けたりした器を金などの金属粉で装飾して仕上げる修復技法
【金継ぎ】の仕上げ部分を体験してみませんか。自ら金継ぎをした可愛らしい豆皿は、記念にお持ち帰りいただけます。
※当日は、漆の代用品を使用するのでかぶれる心配はありません。

と　　き　令和2年11月28日（土）　①13：30～　②15：30～
と こ ろ　穴吹学園ホール（旧高松テルサ）無料駐車場有
料　　金　1,500円（一般料金 2,500円）
対 象 者　事業主・会員及びその家族
講　　師　山田 果林

（2018年　香川県漆芸研究所研究員　修了）

募集人数　各部10人程度
所要時間　約1時間
申込締切　10月30日（金）

香川漆芸を体験
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締切10月20日（火）

今月のカルチャー・フィットネス講座
●JEUGIAカルチャーセンター

○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。

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
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

・楽しいお琴
・音色で楽しむヴァイオリン
・フルートの響き

・大人のための楽しいピアノ
・本條流　三味線のおけいこ
・篠笛の和み

・チェロの調べ
・アコーディオン
・JAZZ　SAX

・はじめての絵手紙
・はじめての油彩画
・漢字書道と実用書
・字活女子部（ペン＆筆ぺん＆ボールペン）
・『０からの書道』（ペン・筆ペンとかな書道）
・子どもの絵画造形教室（小学生）
・子ども書きかた教室（硬筆と毛筆）

・水彩画を楽しむ
・似顔絵の描き方
・かな書道（実用書・硬筆）　火曜夜/土曜朝
・はじめての美・文字（ペン＆筆ぺん＆ボールペン）
・暮らしの中の実用と手紙（毛筆とペン）
・子どもの書道（硬筆・毛筆）　火曜夜/土曜朝

・はがき絵入門
・描く楽しさを求めて日本画
・【美文字】ペン＆筆ぺん
・夜の字活講座（ペン＆筆ぺん＆ボールペン）
・子どもの絵画造形教室（園児）
・子ども書道教室（毛筆・硬筆）

施設維持費あり入会金あり

●屋島レクザムフィールドカルチャー教室
住所：高松市屋島中町３７４－1
TEL：０８７－８０２－７３５０

・溝口　勲先生の楽しく弾こう♪ウクレレ・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

施設維持費あり入会金あり

対象者：事業主・会員及びその子

金継ぎワークショップ さぬきふるさと便り
県外にお住いのご家族やご友人に、
さぬきのふるさとの味を贈りませんか。

スマホでの簡単申込で、
梱包と発送もお任せください。

お申込
フォームは
こちら

販売価格　3,000円（一般価格 5,000円）　送料込み
※東北地方への発送は550円追加、
北海道・沖縄地方への発送は1,100円追加
※配達時間指定不可

対  象  者　事業主及び会員
内　　容　おいりやえびせんべいなどお子様にも喜ばれるお菓子のほか、定番の半生

うどんにだし醤油、手軽に食べられる即席カップさぬきうどんなどを詰め合
わせました。
※内容は予告なく変更する場合があります。

申込方法　記載のＱＲコードの「さぬきふるさと便り申込フォーム」にてお申込ください。
申込者情報および送付先住所を入力いただきます。
締切後、メールにてお支払方法をご案内します。入金確認後の発送となります。

申込締切　10月20日（火）

本誌に掲載のイベントおよび講座などは、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更や中止になる場合もあります。
詳細は随時ホームページでお知らせいたしますので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。

【ウェルぱる高松からのお知らせ】
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新規加入事業所のご紹介新規加入事業所のご紹介

ありがとうございます。

様有限会社トータルカーショップ シコクボデー

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！

家庭薬・健康関連商品と防災用品の販売を行います。
大変お得な特別価格でご購入いただけます。

救急箱のくすり及び健康関連商品販売のお知らせ救急箱のくすり及び健康関連商品販売のお知らせ救急箱のくすり及び健康関連商品販売のお知らせ

申込方法　同封の申込用紙に必要事項を記入し、
事業所ごとに「ウェルぱる高松事務局」へ郵送してください

申込締切　令和２年１０月２８日（水）
商品納品　締切後約４週間で各事業所あてに送付します
支払方法　商品到着後、同封のコンビニエンスストア振込用紙にてお支払いください

◆◆プレゼント応募方法◆◆
官製ハガキに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・
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。
（左下の応募券を必ず貼付けてください。）
締切：10月23日（金）必着
当選者の発表は引換券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

日本料理 錦より
『さぬき贅沢プリン3個セット』 を
3名様にプレゼント！

日本料理 錦より
『さぬき贅沢プリン3個セット』 を
3名様にプレゼント！

ぐりる屋島より
『希少糖入り　瀬戸内レモンジャム』 を
3名様にプレゼント！

ぐりる屋島より
『希少糖入り　瀬戸内レモンジャム』 を
3名様にプレゼント！

とろけるような、なめらかな食感。上品で自然な
甘さに、かすかな塩味。
讃岐人が慣れ親しんできた「和三盆」と「白味噌」
で仕立てた錦オリジナルプリンです。
※「日本料理　錦」店頭でのお引き渡しとなります。

日本料理　錦
高松市瓦町1-3-11　ロイヤルパークホテル高松2階　TEL.087-823-2055

津田の松原ＳＡより
『即席カップさぬきうどん2個セット』 を
1名様にプレゼント！

津田の松原ＳＡより
『即席カップさぬきうどん2個セット』 を
1名様にプレゼント！
いりこを利かせた風味豊かなだしと、製
麺所で茹で上げたうどんをおいしさその
まま真空パックに閉じ込めたカップ麺。
茹でる手間なく、本格さぬきうどんを楽
しめます。
※ウェルぱる高松事務局でのお引き渡し
となります。

ぐりる屋島
高松市木太町2191-1　高松国際ホテル1階　TEL. 087-831-1575

香り豊かな瀬戸内レモンの味わいを存分に詰め
込んだ、高松国際ホテルオリジナルのレモン
ジャム。
酸味と甘味のバランスをお楽しみください。
※「ぐりる屋島」店頭でのお引き渡しとなります。

いくしまソフトボール大会いくしまソフトボール大会いくしまソフトボール大会

ヒマラヤンオイルボディー、ヘッドマッサージ、
美肌菌フェイシャル、ハーブテントなどのリラク
ゼーション他、美肌脱毛も行っているサロンです。

Be share

特
典

※他の特典との併用不可

美容・健康

高松市牟礼町牟礼953-1-202
090-8692-9686
10：00～18：00
日・祝日
会員と同伴者　会員証提示

全メニュー　10％割引

★応募券★
10・11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
　　運営時間：平日9：00～18：30（土・日・祝及び12月29日から1月3日はお休み）
　　ＴＥＬ（087）844-3516　ＦＡＸ（087）844-3524
　　　令和２年 8月１日現在
　　　事 業 所　　668社（うち０人事業所７事業所）
　　　被共済者　8,405 人（会報誌上では会員と表示）
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