
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】

新規加入事業所のご紹介

ありがとうございます。

様一般社団法人香川県総合建設センター

ステーキランチ

テイクアウト限定 厳選素材弁当

お食事券割引販売

2,000円（通常2,550円のところ）
【スープ　ステーキ　サラダ　デザート
パン又はライス　コーヒー又は紅茶】
140ｇの国産牛サーロインステーキを丁寧に焼き
上げ、旬の野菜とともに食べごたえのある一皿に仕
上げました。
●限定数　100枚　　お1人様2枚まで

850円（通常1,058円のところ）
【①完熟南高蜂蜜梅弁当　②国産かつお節のおかか弁当
　③完熟炙りたらこ弁当　　※ホットコーヒーまたはお味噌汁付き】
「Ethical（エシカル）＝人や動物、地球環境
に優しい」の考えのもと、食材や調味料へ
こだわりました。今回のお弁当には容器も環
境に優しい素材を使用しています。
●限定数　100枚　　お1人様2枚まで

アフタヌーンティーセット
1,600円（通常2,050円のところ）
【コーヒー又は紅茶付き】
スコーンやケーキ、サンドイッチなど数種類の
メニューを優雅にお楽しみいただけます。
前日までにご予約ください。
●限定数　100枚　　お1人様2枚まで

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）　お食事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、ご利用時にお食事券を提示し、代金をお支払いください。　
申込締切　６月19日（金）
有効期間　令和2年7月1日（水）～令和3年2月28日（日）

Ethical Garden エシカルガーデン（高松市牟礼町大町971-5）

高松国際ホテル　ラウンジ（高松市木太町2191-1）

リーガダイニング＆バー　時香（リーガホテルゼスト高松 高松市古新町9-1）

ウェルぱる高松 読者プレゼントフェア
津田の松原サービスエリア限定
柚子はちみつフィナンシェ(6個入り)を
3名様にプレゼント！

津田の松原サービスエリア限定
柚子はちみつフィナンシェ(6個入り)を
3名様にプレゼント！

津田の松原サービスエリアオリジナル
即席カップうどん4個セットを
3名様にプレゼント！

津田の松原サービスエリアオリジナル
即席カップうどん4個セットを
3名様にプレゼント！

「峰山はちみつ」と、ビタミンCが豊富に
含まれる柚子皮をペースト状にし、アー
モンドと焦がしバター香る生地に練りこ
み焼き上げた菓子工房ルーヴとのコラ
ボ商品。

高松国際ホテル松原料理長監修
讃岐うどんだしのきいたドレッシング・讃岐
ダシ醤油2本セットを3名様にプレゼント！

高松国際ホテル松原料理長監修
讃岐うどんだしのきいたドレッシング・讃岐
ダシ醤油2本セットを3名様にプレゼント！

あなぶき家のうどんだしをベースに、瀬戸
内海のいりこや香川本鷹（タカノツメ）など、
香川県産品を使ったドレッシングと讃岐の
ダシ醤油の2本セット。どちらも200ml。

タラソテラピー (海洋療法)をとり入
れたバーデコースや海水を浄化し
た海水露天風呂などバラエティー豊
かな温泉に、遠赤外線サウナなど
のんびり、ゆったり、時を忘れてく
つろぎを。有効期限：2021年4月

ベティスミス
ランチトートバッグを5名様にプレゼント！
ベティスミス
ランチトートバッグを5名様にプレゼント！

ジーンズの聖地「児島」で、国産ジー
ンズ草創期からジーンズの製造を続け
るベティスミス。ランチボックスにぴっ
たりのデニムトートバッグはシンプルな
デザイン。

小豆島のプレミアムルルルン
フェイスマスク　オリーブを5名様にプレゼント！
小豆島のプレミアムルルルン
フェイスマスク　オリーブを5名様にプレゼント！

小豆島オリーブ葉エキスと香川生まれの
高級砂糖「和三盆」由来のトウミツを
かけあわせた、マイクロオイル製法のこ
っくりリッチな美容液マスク。5枚入り。

いりこを利かし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。

◆◆プレゼント応募方法◆◆
官製ハガキに①プレゼント名（番号）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：6月19日（金）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　　
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クアタラソさぬき津田
クアタラソ利用招待券を5名様にプレゼント！
クアタラソさぬき津田
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●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

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！

「本当の美しさを求めて・・・」
髪、お肌へのダメージをできるだけ少なく、
本当に美しい髪をテーマに日々努力していきたい
と思っております。

アプリコット美容室
さぬき市長尾西990-9
0120-43-4443
9：00～18：00
（予約優先　※メニューにより最終受付が異なります）
月曜日、第1・3日曜日
会員と同伴者　会員証提示

特
典

カット 300円引
パーマorヘアカラー 500円引
縮毛矯正ストレートパーマ 1000円引

美容・健康

※他の特典との併用不可

★応募券★

6月号 4 1

（一社）

6
No.3

R２.６.１発行

2020 年

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４月１日現在
　　　事 業 所　　676社（うち０人事業所６事業所）
　　　被共済者　8,372 人（会報誌上では会員と表示）



５,０００円→１０,０００円相当
７,０００円→１４,０００円相当

１２,０００円→２４,０００円相当
２２,０００円→４４,０００円相当

加入従業員数
１人～９人

１０人～２９人
３０人～９９人
１００人以上

紹介先事業所が加入するとQUOカード10,000 円分以上！
加入従業員数に応じた下記の金額相当を個人に進呈します。

職場の福利厚生をお手伝いします。

①右記の必要事項を電話、ＦＡＸ、メールにてウェルぱる高松事務局へ
お知らせください。
②事務局が紹介先へご説明にあがります。
③紹介事業所が加入し、最初の掛金が納付されましたら謝礼品を進呈します。

○紹介先事業所名、住所、電話番号、
　ご担当者名
○あなたの氏名、電話番号、事業所名

ウェルぱる高松事務局　
TEL 087-844-351６  FAX 087-844-3524　welpal@anabuki-enter.co.jp

加入できる事業所は・・・
高松市内に主たる事業所を有する中小企業等（商店・医院・保育所・個人事務所も含む）で、
従業員（家族従業者を含む）が１人以上いれば対象。

POINT

POINT 高松市の福祉共済は・・・
従業員一人あたりの掛金は月額７００円！（入会金不要）
各種給付金やバラエティに富んだ福利事業など、従業員の福利厚生が充実します。

※紹介謝礼の対象は高松市中小企業勤労者福祉共済事業の加入者(事業主及び被共済者)のみです。
※複数の方から同じ事業所の紹介があった場合は、先着を優先といたします。
※ＱＵＯカード2倍は、8月31日までの紹介で適用。

全福センター 検索

※ウェルぱる高松は全福センターに

　加盟しています。

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
会員価格で「学び」を
始めませんか？
下記ＩＤとパスワードで
スマホからも簡単申込

スマホからも
カンタン紹介！

会員様限定！
通常ご提供価格より

の⽀援価格※

※例：実⽤ボールペン字 円（通常価格）→ 円（会員様価格）
表⽰の価格は 年 ⽉ ⽇現在の価格となります。価格は予告なく変更となる場合がございます。
予めご了承ください。

今月のカルチャー・フィットネス講座

●屋島レクザムフィールドカルチャー教室

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。

・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

・こどものクラシックバレエ
・ママも一緒にフラダンス
・子どものそろばん・あんざん教室

・初めてのチアダンス
・楽しい子どものための書道教室
・小学生からの子ども絵画教室

・ｍ’s style　キッズダンス
・子ども書道・硬筆
・音色で楽しむヴァイオリン・ジュニア

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

・俳句のつくりかた
・囲碁入門（初心者～）
・Ｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
・子ども俳句
・嵯峨御流
・裏千家茶道教室 火曜朝／昼　木曜夜　金曜朝／昼　土曜昼

・楽しい朗読
・初級～中級デジタル一眼レフ写真教室
・英会話（個人）
・子ども囲碁教室
・池坊　木曜朝

・囲碁教室（初心者～有段者）
・Ｆｕｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ
・前結び着付け教室
・土曜日の生け花（新池坊）
・池坊　水曜夜　月３回／月２回

施設維持費あり入会金あり
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

をご紹介ください！

高 松 市 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業

今ならQUOカード
２倍進呈!!
8月31日まで

Quo カード

必ずご記載ください

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】

「助けてガーディアンズパスポート」割引販売
コロナに負

けるな！

新型コロナウイルスの影響で「しろとり動物園」も臨時休園を余儀なくされました。そこで、
動物園支援事業として年間パスポート「ガーディアンパスポート」が企画されました。ご支援・
ご賛同いただける方々が守護者（ガーディアン）となり、このコロナウイルスの脅威から動
物達を守っていただきたいとの願いを込め、ウェルぱるでも販売します。

16,000円（通常18,000円のところ）
チケット内容　①年間パスポート（初回来園より1年間有効）

②同伴者誰でも無料（窓口でのパス提示で同伴者1名入園料無料）
③プレゼント・売店割引（初回のみ動物園オリジナル商品プレゼント・売店いつでも10％割引）
④パスポート購入者様限定 ナイトZooご招待（年１回秋予定）　

申 込 方 法　締切日までに下記QRコードの申込フォームにてお申込ください。メールにてお支払方
法をご案内します。入金後WEBチケットを発行します。
※初回来園時に写真撮影などパスポート作製手続きが必要です。

申 込 締 切　６月１９日（金）
有 効 期 間　初回来園日より一年間

ご利用の流れ
パスポート作成WEBチケット発行お支払申　込

しろとり動物園支援緊急企画

支払方

お申込はこちら

同伴者無料

だからお得
！！
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