
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

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～

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

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（日） 申込締切：5月31日（日）

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！

◆◆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：5月20日（水）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　　

※他の特典との併用不可

※他の特典との併用不可

～人と動物～心も身体も幸せに
なれる。そんな動物病院を目指
しています。
診察動物：犬・猫・ハムスター・
ウサギ・フェレット・鳥

やまさきペットクリニック
高松市寺井町1106-4
087-870-4788
　9：00～12：00／16：00～19：15（平日・土）、
10：00～12：00／16：00～18：00（日）
月曜日・祝日・臨時休診あり
会員と同伴者　会員証提示

地産地消に取り組み、オーガニッ
ク食材を使用したメニューを提供
しています。海が見えるテラス席
はペット同伴可。売上の一部で寄
付活動を行っています。

Ethical Garden (エシカルガーデン)
高松市牟礼町大町971-5-2F
087-845-5272
8：00～18：00 (L.O.17:30)
火・水曜日
会員と同伴者　会員証提示

フェアトレード商品やエコ・リサ
イクル商品、寄付・支援に繋が
る商品などの雑貨類を中心に、
エシカルなアイテムを幅広く取り
扱っています。

Ethical Store 「SHONLY」（エシカルストア・ションリー）
高松市牟礼町大町971-5-1F
087-845-5271
11：00～18：00
火・水曜日
会員及び同伴者　会員証提示
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※他の特典との併用不可

学ぶ・暮らす
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方法方法
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方法

イオンシネマ映画鑑賞券（ACチケット）前期販売イオンシネマ映画鑑賞券（ACチケット）前期販売

①事業所ごとに購入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でお申込ください。
申込書は映画券到着時の数量確認に必要ですので大切に保管しておいてください。 

②振込期日までに、代金（700円×申込枚数）に郵送料（550円※一事業所ごと）を足した金額
を事業所名にて下記口座へお振込ください。振込料はご負担ください。
   振込口座：百十四銀行　本店営業部　　 普通預金　3028639 　 穴吹エンタープライズ株式会社 

●販売価格　１枚700円 （一般鑑賞料金1,800円）
●有効期間　令和2年7月1日～令和2年12月31日 ※期間内にご利用ください。

【ACチケットのご利用方法はhttps://www.aeoncinema.com/act/をご参照ください。】

●枚　　数　お一人様２枚まで （年間お一人様2枚まで） 
※今回2枚お申込される方は、後期販売ではお申込できません。 

●申込締切　5月14日（木）
●振込期日　5月25日（月） 発送は6月中旬の予定です。 

と　　き

と　こ　ろ

料　　金
申込締切

令和2年5月30日（土）

令和２年9月5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）
8月11日（火）　※お一人様4枚まで

出演：佐藤浩市
　　　樋口可南子ほか「愛を積むひと」

亡き妻から届いた手紙。
それが、彼を新たな人生
へ導いていくー。
「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。

穴吹学園ホール映画祭（旧高松テルサ音楽ホール）

買　う 食べる

クアタラソさぬき津田より
クアタラソ招待券を5名様にプレゼント！
クアタラソさぬき津田より
クアタラソ招待券を5名様にプレゼント！
クアタラソのプールは通年営業！！
毎月恒例、第1日曜日館内撮影OKデー＆子ども
イベントデーです。
お子様の写真を撮影してSNSにあげたり、プール
でのミニイベントに参加して遊ぼう！！

大　人 1,650円 → 1,320円 →  500円
中学生 1,100円 → 880円 →  300円
小学生 880円 → 704円 →  200円
幼　児 550円 → 440円 →  100円

一般料金 ウェルぱる料金
（会員証提示）

ウェルぱる料金
（利用券）【料金】 クアタラソさぬき津田

〒769-2402　香川県さぬき市津田町鶴羽24-2
0879-42-5888
※HP（https://q-t.anabuki-enter.jp/）や
SNSもチェックしてくださいね。

新型コロナウイルス感染症予防の観点から、被共済者異動届・事業所変更届・給付金給付申請書については、
原則「郵送」の取扱いとします。ご協力をお願いします。ご不明点は下記事務局までお問合せください。
　〒761-0113　香川県高松市屋島西町２３６６－1　ウェルぱる高松事務局
　TEL.087-844-3516　　FAX.087-844-3524

【お知らせ】

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
日程を延期いたしました。
チケットをお持ちの方はそのままご使用いただけます。

ご注意ください！！ 新型コロナウイルス感染予防の観点から、今回の映画鑑賞券の販売は 窓口引換を行わず、
事業所への郵送対応のみとさせていただきます。 ご了承ください。 

↓

【令和元年度後期でイオンシネマチケットをご購入の皆様へ】
ウェルぱる２０１９年９月号で後期販売を実施した、「イオンシネマチケット」（有効期限４月末）は、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、６月末まで延長してご利用いただけます。
※今後の感染拡大の状況により変更がありましたら、ウェルぱる高松ホームページでご案内いたします。

★応募券★

５月号 4 1

（一社）

５
R２.５.１発行

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 3月１日現在
　　　事 業 所　　678社（うち０人事業所６事業所）
　　　被共済者　8,366 人（会報誌上では会員と表示）
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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。

・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）
・飾って楽しむ折り紙

・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
・初めての美・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）
・～美しい～ペーパーデコレーション

・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）
・パッチワーク　火曜朝／木曜朝／金曜朝

・草月流いけばな
・楽しい筆文字
・やさしい着付け

・池坊いけばな教室
・夕暮れからのペン習字・書道
・オートクチュール刺繍

・手作りのプリザーブドフラワー
・あみもの講座・初級
・創作・つまみ細工

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
締切5月20日（水）締切5月20日（水）割引前売券の申込方法

①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。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。

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。今回は中国料理とワインの
マリアージュをお愉しみください。

あなぶきホテルズソムリエ
高橋 宗民

と　　き　令和2年6月26日（金）18：30～
と  こ  ろ　リーガホテルゼスト高松北側別館2階

中国料理桃花苑
（高松市古新町9-1）

料　　金　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　5月20日（水）

ペアリングディナー

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

高松千春　俺のすべてコンサート BLUE ENCOUNT
TOUR2020 blue bird

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト

ヒーリングっど♥プリキュア ドリームステージ♪

「今年もあいつがやってくる・・・」
 全国各地、みなさんに恐怖と感動を届け続ける男。
 一切妥協を許さない、今年73歳になるチャレンジャー“稲川淳二”。
 乞うご期待下さい！
公演日時：令和2年8月28日（金）18：30開演
場　　所：香川県教育会館

ミューズホール 
料　　金：4,500円

（一般価格 5,600円）
※全席指定席　※未就学児入場不可

枚　　数：30枚（お1人様2枚まで）

感情の赴くまま、聞き手に直球ドストレートを泥臭く投げ込んでくる
共感型エモロックを届けてくれるBLUE ENCOUNTのホールツアー
が決定！一切妥協を許さない全身全霊のライブパフォーマンスをぜひ。
公演日時：令和2年7月25日（土）17：30開演
場　　所：サンポートホール高松　大ホール 
料　　金：4,400円（一般価格 5,500円）

※全席指定席
※3歳以上チケット必要
　3歳未満は、保護者1名様につき
　お子様1名のみ膝上で鑑賞可能
※2階席、3階席になる場合もございます。
　あらかじめご了承下さい。

枚　　数：30枚（お1人様2枚まで）

公演日時：令和2年8月10日（月・祝）　
①10：30開演　②14：30開演

場　　所：レクザムホール（香川県県民ホール）
大ホール

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

枚　　数：各30枚（お1人様2枚まで）

松山千春に憧れを抱き、松山千春氏すべてに対する想いを歌に
込め、魅了される歌声と笑いのトークは必見。スペシャルゲストに
Ｔｏｙ Ｆｌｏｗｅｒ（ペーニャ大作・夏目一朗）が登場！

公演日時：令和2年7月11日（土）15：00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：2,000円（一般価格 2,500円）

※指定席のみ
※10列目まで指定席／ 11列目以降自由席
※未就学児入場不可
※ご来場者プレゼント　CD「俺のすべて」　

枚　　数：30枚（お1人様2枚まで）

※ウェルぱる高松は全福センターに加盟しています。

全福センター 検索
全国各地の割引施設・割引斡旋をご利用いただけます。是非一度ご覧ください。

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！
QRコードは
こちら

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】

©ABC-A・東映アニメーション

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ごとに
とりまとめ、集計表を添付のうえ、ウェルぱる高松事務局までお送りください。

申込締切日は
５月2０日（水）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
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