
■費　　用　　【精密コース】本人負担額  ４,８００円（検査費用１３,０００円のところ）　
　　　　　　　【標準コース】本人負担額  ２,４００円（検査費用  ６,５００円のところ）　
■対 象 者　   満４０歳以上の会員の方（事業主の方は利用できません）
■募集人数　　精密コース・標準コース　あわせて3０人　
■申込方法

１　事業所毎に受診希望者をとりまとめ、4月２０日（月）までに｢歯科ドッグ申込予定者届」を提出してください。
２　補助決定者に「歯科ドック利用補助申込書」を送付します。受け取り後「高松市歯科医師会員医療機関（別紙記載）」
へ電話等で直接歯科ドック（精密又は標準コース）の予約を行ってください。その際「高松市中小企業勤労者福祉共
済会員」であることを申し出てください。なお、お申込み多数の場合は抽選となります。

３　予約完了後、「歯科ドック利用補助申込書」に必要事項を記入し、ウェルぱる高松事務局へ提出してください。事務局
にて受付後「歯科ドック利用あっせん書」を送付します
（※返送には4～5日を要します）ので、受診の際、直接
医療機関に提出してください。

４　本人負担額を直接医療機関へお支払いください。
５　受診期限は令和３年２月28日（日）です。 

令和2年度歯科ドック利用補助のご案内

■対　象　者　３５歳以上の会員の方（事業主の方は利用できません）
■募 集 人 数　15０人
■申 込 方 法
１　事業所毎に受診希望者をとりまとめ、4月２０日(月)までに｢人間ドック申込予定者届」を提出してください。
※助成の対象は契約医療機関に限ります。別紙申込書の裏面をご確認ください。

２　補助決定者に「人間ドック利用補助申込書」を送付しますので、受け取り後、電話等で直接いずれかの指定
医療機関へ人間ドックの予約を行ってください。その際「高松市中小企業勤労者福祉共済会員」であるこ
とを申し出てください。なお、お申込み多数の場合は抽選となります。

３　予約完了後、「人間ドック利用補助申込書」に必要事項を記入し、ウェルぱる高松事務局へ提出してください。
事務局にて受付後「人間ドック利用あっせん書」を送付します（※返送には４～5日を要します）ので、受診
の際、直接医療機関に提出してください。

４　本人負担の利用料金（一般料金［ドック診断料］から福祉共済補助額１５,０００円を差引いた金額）を、受診
当日直接医療機関へお支払いください。

５　受診期限は令和3年２月28日（日）です。補助決定者は、必ず本年１０月末までに予約を行ってください。
予約が出来なかった場合、受診資格がなくなることがありますのでご注意ください。

６　抽選の場合、151番目以降の方にキャンセル待ち番号をお知らせします。

令和2年度人間ドック利用補助のご案内

歯科ドックは、お口の中を検査して病
気を早期発見するだけではなく、 一生
涯自分の歯で快適に食事が
できるよう手助けします。 
是非ご利用ください。

検査内容

本人負担額

・問診・歯周病基本検査
・唾液検査・口腔衛生指導

（検査費用６,５００円のところ）

２,４００円
（検査費用１３,０００円のところ）

４,８００円

・問診・歯周病基本検査・唾液検査・口腔衛生指導
・パノラマＸ線撮影・フッ素塗布

標準コース 精密コース

注）高松市歯科医師会に加入している医療機関に限ります。 ※別紙に記載

入学祝金の申請には添付資料が必要です

締切4月20日（月）

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
Quoカード￥1,000を
１０名様にプレゼント

令和２年４月末頃にお送りする入学祝金【小学校・中学校】の申請には子の生年月日が記載された資料の提出が必要です※該当者のみ
【就学通知書、子の住民票・戸籍謄本・健康保険証・生徒手帳（写し可）などいずれか1点】

割引チケットの国分寺はくちょう温泉は、現在修理のため閉館しています。再開時期については会報誌でお知らせいたします。
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ゴールデンウィークや夏休みの旅行にも使えます！

旅行補助制度旅行補助制度旅行補助制度のご案内のご案内のご案内

旅行前に必ずウェルぱる高松事務局へ申込書を提出してください。（定員に達している場合・事前のお申込みがない場合は、補助が受け
られませんのでご注意ください）受付後、補助金交付申請書・請求書を郵送します。
旅行後1ヵ月以内に補助金交付申請書・請求書と①渡航したことを証明できるパスポート（顔写真と出入国印のページ）の写し②飛行
機のチケットの半券の写し③代金領収書写しを提出してください。（①②③の書類は同伴家族のものも必要です。）申込者個人の口座へ
お振込みいたします。※旅行代金が補助額に満たない場合、実費のみ補助となります。※お一人様1回限りのご利用とさせていただきます。

●対 象 者　事業主・会員及びその同伴家族（配偶者及び2親等までの血族）１名まで
●期　　間　令和２年４月1日（水）出発便から令和３年２月２８日（日）帰着便まで
●予 定 数　各３０（※申込先着順）
●利用条件　（１）高松空港からの往復便を利用すること　（２）観光を目的とした旅行であること

●対 象 者　事業主・会員及びその同伴家族（配偶者及び2親等までの血族）１名まで
●期　　間　令和２年４月1日（水）出発便から令和３年２月２８日（日）帰着便まで
●予 定 数　各３０（※申込先着順）
●利用条件　（１）高松空港からの往復便を利用すること　（２）観光を目的とした旅行であること

香港便・ソウル便 ・台湾便 ・上海便利用補助申請方法香港便・ソウル便 ・台湾便 ・上海便利用補助申請方法香港便・ソウル便 ・台湾便 ・上海便利用補助申請方法

事業主・会員及びその同伴家族（配偶者及び２親等までの血族）３名まで
泊 旅 行 本人 3,000円／同伴家族（３名まで） 1,500円
日帰り旅行 本人 2,000円／同伴家族（３名まで） 1,000円
※旅行代金が補助額に満たない場合、実費のみの補助となります。

令和2年4月1日（水）出発便から令和3年2月28日（日）帰着便まで
泊・日帰り旅行　各150（※申込先着順）
※事業主・会員一人につき泊旅行・日帰り旅行それぞれ年間1回ずつ申請できます。
※「高松－香港・ソウル・台湾・上海便利用補助」制度との併用はできません。

旅行主催者により、一般に広く募集される「募集型企画旅行」であること

●対 象 者
●補 助 額

●期　　間
●予 定 数

●利用条件

●申請方法

※クレジット会社で支払った場合、会員本人の旅行代金であることを証明できる明細等が必要です。
　金融機関で直接振込した場合は「振替金領収証」もしくは「ご利用明細」が必要です。※いずれも写し可

旅行会社が訪問地やルート期間、旅行代金などを決
めて販売し、参加者をつのり実施するもの。一般的
に「パッケージツアー」「パック旅行」といわれるもの。

※旅行者の希望に応じて旅行会社が企画するオーダーメイドツ
アーや、旅行者が企画する個人旅行（航空券やホテルの宿泊予
約などを旅行会社へ依頼する等）については対象外です。

募集型企画旅行とは

①「旅行補助利用申込書」の提出
旅行前に必ずウェルぱる高松事務局へ申込書を提出してください。
補助決定後に事務局より「旅行補助利用報告兼請求書」を郵送します。
※定員に達している場合もしくは事前申込みがない場合、補助が受けられませんのでご注意ください。

旅行前に

旅行後

後日、ウェルぱる高松事務局から個人口座へお振込みいたします。

②「旅行補助利用報告兼請求書」の提出
旅行後１カ月以内に、旅行補助利用報告兼請求書と★の書類を提出してください。

この間に準備するもの
★領収書　★旅行計画書　★同伴家族がいる場合、それを証明できるもの

ご家族の対象は、配偶者および２親等の血族までです。
◆配偶者および2親等の血族って？

祖父母

父 母

本 人 兄弟姉妹配偶者

子

孫

同伴家族の対象者について
〈旅行補助、香港・ソウル・台湾・上海便共通〉

高松－香港便高松－香港便高松－香港便 高松－ソウル便高松－ソウル便高松－ソウル便 高松－台湾便高松－台湾便高松－台湾便 高松－上海便高松－上海便高松－上海便

＊同伴家族　５,０００円
(1名まで)

補助額補助額補助額

10,000円10,000円10,000円10,000円

＊同伴家族　５,０００円
(1名まで)

補助額補助額補助額

10,000円10,000円10,000円10,000円

＊同伴家族　５,０００円
(1名まで)

補助額補助額補助額

10,000円10,000円10,000円10,000円

＊同伴家族　3,０００円
(1名まで)

補助額補助額補助額

6,000円6,000円6,000円6,000円

パッケージツアーや
パック旅行につかえます♪

ペアリングディナー

イースターディナーバイキングイースターディナーバイキング

と　　き

と　こ　ろ　
料　　金
申込締切

令和２年5月30日（土） ①10：30　②14：00
※いずれも30分前開場/全席自由席/上映時間125分

穴吹学園ホール（旧高松テルサ）　駐車場無料
500円（一般前売価格1,000円）
4月20日（月）※お一人様4枚まで

「日本で最も美しい村」北海道・美瑛を舞台に、夫婦とそこに集う人々を
優しく映し出す感動作。～大切な人へ  のこしたいものは、何ですか～穴吹学園ホール

（旧高松テルサ音楽ホール）

映画祭
出演：佐藤浩市
　　　樋口可南子ほか「愛を積むひと」
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旅行補助制度旅行補助制度のご案内のご案内

●対 象 者　事業主・会員及びその同伴家族（配偶者及び2親等までの血族）１名まで
●期　　間　令和２年４月1日（水）出発便から令和３年２月２８日（日）帰着便まで
●予 定 数　各３０（※申込先着順）
●利用条件　（１）高松空港からの往復便を利用すること　（２）観光を目的とした旅行であること

香港便・ソウル便 ・台湾便 ・上海便利用補助申請方法香港便・ソウル便 ・台湾便 ・上海便利用補助申請方法

高松－香港便高松－香港便 高松－ソウル便高松－ソウル便 高松－台湾便高松－台湾便 高松－上海便高松－上海便

補助額補助額

10,000円10,000円

補助額補助額

10,000円10,000円

補助額補助額

10,000円10,000円

補助額補助額

6,000円6,000円

今月のカルチャー・フィットネス講座
●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

○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。

・免疫力UP！スロトレ太極拳
・楽しいハワイアンフラ
・キッズ空手（年中～小6）
・Graceful Ballet
・子どもの絵画造形教室　園児／小学生
・子ども書きかた教室（硬筆と毛筆）

・ゆったりピラティス
・子ども空手道
・キッズバレエ（年少～年長）
・子どもフラメンコ（～小6）
・子どもの書道（硬筆・毛筆）　火曜夜／土曜朝
・リズムにのって♪おうたとピアノ（年中・年長）

・実践！腸もみセラピーで免疫力UP☆
・ちびっこ空手（年中～）
・ジュニアバレエ（小1～小6）
・カワイ体育教室（幼児・児童）
・子ども書道教室（毛筆・硬筆）
・楽しい♪こどものピアノ＆ソルフェージュ

・ｍ’ｓ style　キッズダンス
・あなたの可能性を引き出す　コーチングワークショップ
・骨盤底筋からボディリメイクトレーニング

・ジュニア・スマイル・フラ
・四柱推命
・ピアノで楽しく歌おう～シャンソンから昭和の名曲まで～

・Kid's　唐手道教室
・認知症予防健康体操
・はじめてのイタリア歌曲

施設維持費あり入会金あり

施設維持費あり入会金あり

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

●リビングカルチャーセンター 施設維持費あり
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

・こどもプログラミング教室
・はじめての健康麻雀
・クロマチックハープ／ブルースハープ
・図工教室
・ウクレレ教室　経験者クラス

・アフターファイブの筆ペン&ペン習字
・情熱のフラメンコ
・ビューティーヨーガ
・三絃（三味線）教室
・タヒチアンダンス/スロータヒチアンダンス

・漢方・薬膳カフェ
・やさしい書写（月・火・水クラス）
・歌声倶楽部
・創作新舞踊教室
・子ども硬筆＆書道教室
・バレエ・コア・ストレッチ

・純銀
・彫紙

・ピラティス体幹
・表装

・絵手紙
・筆ペン

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

毎日の暮らしで使えるお得なサービスを紹介！

ログインＩＤ：ｃｓ　ログインパスワード：ｚｅｎｐｕｋｕ

全福センターの各種サービスを
ご利用いただけます！

全福センターとは…
一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンターのことです。
全国の勤労者福祉サービスセンターが加入しており、ウェルぱる高松も
加入しておりますので、ウェルぱる高松の会員は全福センターのサービス
をご利用いただけます。

◀全福センターホームページをご覧ください！
　https://www.zenpuku.or.jp

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、
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。

あなぶきホテルズソムリエ
高橋 宗民

ペアリングディナー
と　　き　令和2年5月24日（日）18：30～
と  こ  ろ　高松国際ホテルぐりる屋島（高松市木太町2191-1）
料　　金　フルコース料理　ワイン飲み放題

8,100円（一般価格10,200円）（税サ込）
対 象 者　事業主・会員及びその家族
申込締切　4月20日（月）

と　　き　令和２年4月12日（日）17：30～（受付17：00～）
と こ ろ　高松国際ホテルぐりる屋島（高松市木太町2191-1）
料　　金　大　人　　　　　3,200円（一般価格4,000円）

シニア（65歳以上）　2,800円（一般価格3,500円）
小学生　　　　2,000円（一般価格2,500円）
幼　児　　　　1,200円（一般価格1,500円）
4歳未満無料（税サ込）

対 象 者　事業主・会員及びその家族
ご予約／お問い合わせ　087-831-1575（ぐりる屋島直通）
申込締切　4月6日（月）

★イースターにちなんだ仮装でお一人様￥500お得に。
（全身仮装でもカチューシャ等のワンポイント仮装でも何でもＯＫ！）
★ダチョウの卵の重さ当てクイズなど、豪華景品が当たるゲームも！

「イースター」とは、イエス・キリストの復活をお祝いするイベント。キリス
ト教ではクリスマスより大切なイベントなんです！イースターの日には、家族
や友人とご馳走を食べたり、生命の誕生を意
味する卵料理でお祝いするのがお決まり。イー
スターならではの限定メニューをお届けいたし
ます♪食べて、遊んで、おしゃべりして...美味
しいひと時を一緒に過ごしませんか？

初開催!

イースターディナーバイキングイースターディナーバイキングイースターディナーバイキング

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
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締切4月20日（月）締切4月20日（月）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。

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！

※他の特典との併用不可

※他の特典との併用不可

◆◆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：4月20日（月）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　　

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
Quoカード￥1,000を
１０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
Quoカード￥1,000を
１０名様にプレゼント

新規加入事業所のご紹介

ありがとうございます。

様サンショク合同会社

桂こけ枝　ふるさと寄席
三豊市出身で、独特の風貌とほのぼのとした語り口で多くのファンを持つ
桂こけ枝。ＦＭ香川やテレビ番組でも大活躍し、親しまれています。

公演日時：令和2年6月7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：1,600円

（一般価格 2,000円）
※全席自由席

枚　　数：30枚（お1人様2枚まで）

デビュー44年目を迎えた松山千春。自身の音源から“恋愛”をテーマに選
曲したラブソング集『松山千春コレクション「思い出」』を3/25に発売した。
この作品を引っ提げて『コンサートツアー2020「思い出」』の開催が決定！
公演日時：令和2年6月11日（木）18：30開演
場　　所：レクザムホール　大ホール
料　　金：7,000円（一般価格  8,800円）

※全席指定席
※2階席・3階席のご案内になる場合がございます。

枚　　数：30枚（お1人様2枚まで）

「お嫁サンバ」「よろしく哀愁」「言えないよ」「GOLDFINGER’99」など、数々のヒット曲を送り出し
ている日本を代表するポップスシンガー・郷ひろみ。 圧巻のステージパフォーマンス、
ますます磨きのかかった郷ひろみが魅せるステージを、心ゆくまでお楽しみください！
公演日時：令和2年6月27日（土）18：00開演
場　　所：レクザムホール　大ホール
料　　金：6,400円（一般価格 8,000円）

※全席指定席　※3歳未満入場不可、3歳以上チケット必要
※2階席・3階席のご案内になる場合がございます。

枚　　数：30枚（お1人様2枚まで）

松山千春
コンサート・ツアー　２０２０　「思い出」

郷ひろみ
Hiromi Go Concert Tour 2020

犬床屋は「ペットが元気で長生き出来る」
お店です。美容やトレーニング、ホテルの
お預かりを通して今の状態を見極め、的
確なアドバイスとサービスを提供します。

～ペットサロン～　犬床屋
東かがわ市中筋277-1
0879-25-1120
9：00～18：00
火曜日
会員本人のみ　会員証提示

特
典

ペット美容時
炭酸泉浴（￥1,000）

を無料

1日1組様限定1棟貸しの「おか
えりお宿ことりや」は、田舎の実
家に帰ってきたようなほっこりした
民泊（ペットも可※有料・条件有
り）です。隣接の「たこ焼のこと
りや」にて懐かし味のたこ焼をお
召し上がり
ください。

～ペットと泊まれる～ おかえりお宿 ことりや
東かがわ市三本松589-2
0879-49-2713
チェックイン15：00～チェックアウト11：00
（隣接のたこ焼店11：00～19：00）
火・水曜日
会員本人のみ　会員証提示

特
典

基本宿泊料30％割引
＋たこ焼8個入り

450円の品を1ケース無料

いつもありがとうございます

希少なホワイトタイガーを
始め、ゾウ・カバ・キリン
など約70種が暮らしていま
す。季節により猛獣の赤
ちゃんとのふれあい等を
行っています。

しろとり動物園
東かがわ市松原2111
0879-25-0998
9：00～17：00
無休
会員及び同伴者4名　会員証提示

特
典

入場料
大人　￥1,300→￥1,100
小人　　￥600→　￥550

※他の特典との併用不可（4/25～5/10は除く）

※申込FAXの受付は4月13日より開始

見る・遊ぶ 泊まるH

学ぶ・暮らす

★応募券★
4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２月１日現在
　　　事 業 所　　681社（うち０人事業所６事業所）
　　　被共済者　8,396 人（会報誌上では会員と表示）
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