
異動届・給付申請ともに12月8日（火）必着

令和元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

兵庫県立淡路夢舞台温室 「奇跡の星の植物館」 様より
『奇跡の星の植物館　入館券２枚』を５名様にプレゼント！

高松カントリー倶楽部様より
『タイトリスト　ツアーソフト【ロゴ入り】　1スリーブ』
を10名様にプレゼント！

倉敷駅から徒歩5分の地に誕生したばかりの宿泊特化型ラグジュアリーホテル「ロイヤルパークホテル倉敷」。
倉敷の文化と新しい感性を重ねた建築デザインのコンテンポラリーな空間には、
宿泊者専用ラウンジや屋上階大浴場、ワークアウトルームを完備。倉敷の街を感じる旅をお楽しみください。

対 象 者　事業主及び会員
販 売 数　各200箱　12月末発送予定
申込方法　締切日までに、右記のQRコードの申込

フォームに入力いただくか、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。

申込締切　12月11日（金）

香川県産

「さぬきキウイっこ®」
　　　　3,000円
（一般価格：4,400円　送料込）
糖度が非常に高い香川県のオリジナ
ルキウイ「さぬきキウイっこ®」。
皮が薄いのが特徴で、手で半分に割っ
てつまみ出してパクっと食べられます。
一般に流通するヘイワードと比べて糖
度が非常に高く、酸味と甘さのバラン
スが良好です。キウイ特有のヒリヒリ
する刺激もほとんど無く、小さいお子
様にもオススメです。
※品質優先のため機械によるサイズ分けはせず
大小混合でお送りします。

香川県産

「温州みかん」
　　　　2,500円
（一般価格：3,400円　送料込）
100種以上の品種がある甘くて濃厚
な風味の温州みかん。
香川県ならではの温暖な気候のもと
たっぷり日差しを浴び育ったみかん
は、内皮が薄く食べやすく甘味と酸味
のバランスがよいと好評です。
※品種は宮川早生を予定していますが時期や天
候によって変わることがあります。
※みかん本来の味をお届けするため機械による
サイズ分けはせず大小混合でお送りします。

2020年11月25日2020年11月25日
グランドオープングランドオープン ロイヤルパークホテル倉敷

●ご利用の流れ　割引券発行→直接宿泊予約→チェックイン時に券を提示→料金支払

対 象 者　事業主及び会員
枚　　数　お1人様1枚（1枚につき2名様まで割引優待いたします）
申込方法　事業所ごとにとりまとめ、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。割引優待券は事業所へ郵送します。
利用方法　ロイヤルパークホテル倉敷へお電話（086-436-8500）

または公式サイトhttp://ryl-kurashiki.jp/にてご予約ください。
その際に「ウェルぱる高松割引優待利用」の旨お伝えのうえ、
チェックインの際に券を提示してください。

申込締切　12月14日（月）
使用期間　～令和3年2月28日（日）チェックインまで

「食の劇場」は、生産者と消費者のつなぎ役となり、地域の食材や食文化を発信し、
一人ひとりの幸せな食卓を提案する活動を行っています。生産者の畑に足を運び、
旬の香川県産食材をチョイスして、生産者と食材の情報とともにお届けします。

IMA旬ボックス共同購入もおすすめ！
香川県内の生産者から直送

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

宿泊料より 2,000円割引宿泊割引優待

2kg箱 5kg箱

produced by
食の劇場
農業プロデューサー
岡本裕介

申込フォーム

穴吹学園ホール
（旧高松テルサ音楽ホール）

映画祭開催
予告 「初恋～お父さん、チビがいなくなりました」

出　演：倍賞千恵子 藤竜也　ほか
と　き：令和３年２月６日（土）①10：00　②14：00
ところ：穴吹学園ホール（旧高松テルサ音楽ホール）

詳細は
次号にて

1

（一社）

12
No.7

R２.12 .１発行

2020 年



と　　　　き：令和3年1月19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：15名程度
申 込 締 切：12月18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。

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：０120－211－025

・ママも一緒に手あみレッスン
・囲碁
・元気に絵手紙

・やさしい着付け
・楽しい子どものための書道教室
・短歌

・池坊　親子いけばな教室
・女性のための健康麻雀教室
・朗読をたのしみましょう

・パッチワーク　火曜朝／木曜朝／金曜朝
・俳句のつくりかた
・囲碁入門（初心者～）
・英会話（個人レッスン）
・嵯峨御流
・子ども俳句

・飾って楽しむ折紙
・楽しい朗読
・Fun　English
・前結び着付け教室
・池坊
・子ども囲碁教室

・～美しい～ペーパーデコレーション
・囲碁教室（初級～有段者）
・Interesting　English
・土曜日の生け花（新池坊）
・裏千家茶道教室　火曜朝／火曜昼／木曜夜／金曜朝／金曜昼／土曜昼
・子どもいけばな教室（新池坊）

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
・ヨガ教室（初級）金曜19：00～（全５回）

・溝口　勲先生のはじめてのフォークギター
・溝口　勲先生の思い出のヒットソングを歌って踊ろう！

・溝口　勲先生のフォークギターを楽しもう♪
・こつこつ貯筋 １月～ 火曜10：00～（全４回）

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

締切12月18日（金）

と　　き：令和２年12月6日（日）
14：30～17：00 14：00受付開始

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：事業主及び会員（45才までの独身男女※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4日（金）
主　　催：さぬき婚活支援協議会

アフタヌーン
クリスマスパーティー

※千円程度のプレゼントを持参してください
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締切12月18日（金）締切12月18日（金）
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。

宝くじふるさとワクワク劇場 in 丸亀
第一部：お笑いオンステージ
出演/林家正蔵、オール阪神・巨人、ザ・ぼんち、タイムマシーン３号
第二部：ほのぼのコメディ劇場
出演/吉本新喜劇メンバー

公演日時：令和3年2月7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）

大ホール
料　　金：2,000円（宝くじの助成による特別料金です）

※全席指定席
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の為、
座席数半数（１席ずつ間をあけて販売）します。

枚　　数：20枚（お1人様2枚まで）

対象者：事業主及び会員

●ご利用の流れ 直接予約 ご利用食事券発行 券を提示 代金支払

申込方法　事業所ごとにとりまとめ、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。（申込多数の場合は抽選）割引優待券は事業所へ郵送します。
利用方法　各店舗へ直接ご予約のうえ、ご利用時に割引優待券を提示し、代金をお支払いください。 ※価格は全て税込
対　　象　事業主・会員及びその家族　　申込締切　12月14日（月）　　有効期間　～令和3年2月28日（日）

ホテルシェフによる本格的なテイクアウトグルメを特別価格でご用意しました。ご自宅での食卓をちょっと贅沢に彩りませんか。

ホテルテイクアウトグルメ割引優待

高松国際ホテル（高松市木太町2191-1）

4,000円（一般料金5,000円）
●限定数　50枚　お1人様2枚まで
●2日前15：00までに要予約　月曜定休

牛フィレとフォアグラ＆オマール海老ディナーＢＯＸ

高松国際ホテル（高松市木太町2191-1）

4,000円（一般料金5,000円）
●限定数　50枚　お1人様2枚まで
●2日前15：00までに要予約　月曜定休

讃岐弁当

リーガホテルゼスト高松（高松市古新町9-1）

2,200円（一般料金3,000円）
●限定数　50枚　お1人様2枚まで
●2日前15：00までに要予約　日曜定休

牛フィレとフォアグラのソテーロッシーニ風セット

リーガホテルゼスト高松（高松市古新町9-1）

2,000円（一般料金2,500円）
●限定数　50枚　お1人様2枚まで
●2日前15：00までに要予約　日曜定休

オマール海老と海の幸のブイヤベーススープセット

配送料 1,000円
デリバリー承ります

エリア
高松国際ホテルより
半径4㎞以内

※詳細は割引優待券に記載いたします。

時　間
①11：00～13：00
②16：00～18：00

高松国際ホテルの商品は

1

2

3

4
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管理費
8,827,491

給付事業費
41,115,000

福利事業費
36,253,635

基金積立金
20,289,000

繰越金
6,182,992

給付事業費
14,200,000

福利事業費
36,253,635

基金積立金
14,078,773

繰越金
6,182,922

［単位：円］

掛金収入
70,715,400

基金繰入金
26,915,000

8,827,481

繰越金
6,208,918 財産収入等

1,319
市の一般会計
からの繰入金

　令和元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、皆様に喜んでいただ
ける充実したサービスを実現できるよう、共に歩んでまいりたいと思っております。事業の運営にご理解とご協力をお願い
いたします。

令和元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令和元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、62.8％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30年度からの
繰越金であり、令和元年度に基金に積み
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。
　令和元年度は掛金の19.9％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112,668,118円 支出総額112,668,118円 掛金収入総額70,715,400円

基金の状況 
増減 

左の内訳 
積立額 取崩額

△6,626,000円 

平成30年度末
現在高 

令和元年度末
現在高 

20,289,000円 26,915,000円 123,282,659円129,908,659円

兵庫県立淡路夢舞台温室 「奇跡の星の植物館」 様より
『奇跡の星の植物館　入館券２枚』を５名様にプレゼント！
兵庫県立淡路夢舞台温室 「奇跡の星の植物館」 様より
『奇跡の星の植物館　入館券２枚』を５名様にプレゼント！

高松カントリー倶楽部様より
『タイトリスト　ツアーソフト【ロゴ入り】　1スリーブ』
を10名様にプレゼント！

高松カントリー倶楽部様より
『タイトリスト　ツアーソフト【ロゴ入り】　1スリーブ』
を10名様にプレゼント！

◆◆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：12月18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

日本最大級の温室。館内には８つの展示室が
あり、植物の色、形、香りなどをテーマにした
ユニークなお庭が楽しめる。珍しい植物だけ
でなく、ガーデニングのアイデアがたくさん
詰まった華やかなお庭は必見！1/17（日）まで
クリスマスフラワーショー開催中！

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！

さか枝うどん　本店

高松市番町5丁目2-23
　 087-834-6291
　 会員本人のみ　会員証提示

特典
うどんを注文の方

ちくわ天ぷら1本サービス
※他の特典との併用不可

セルフうどんと言えば、さか枝と言われる老舗うどん店。釜揚げうど
んをかけ出汁で食す釜かけと、釜バター明太うどんも絶品です。

兵庫県立淡路夢舞台温室
兵庫県淡路市夢舞台４番地　☎0799-74-1200

高松カントリー倶楽部
香川県坂出市西庄町城山1625-15　☎0877-46-5555

四国最古の手造りコース。城山から見える絶景や自然豊かな
アンジュレーション、香川一を目指すコストパフォーマンス、
他にはない多くのイベントあり。お得な特典が盛り沢山のＴＣＣ
プラスメンバーシップも募集中！ぜひ、高松カントリー倶楽部で
ゴルフの神髄をお楽しみください。

新規加入事業所のご紹介

ありがとうございます。

様株式会社丸久自動車

食べる

2020年11月25日
グランドオープン

★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
　　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10月1日現在
　　　事 業 所　　668社（うち０人事業所6事業所）
　　　被共済者　8,389人（会報誌上では会員と表示）
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