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【お知らせ】
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
TEL.087-844-3516
FAX.087-844-3524

ウェルぱる高松事務局

陶芸を体験してみよう

四国最大級の

「四国水族館」入館券

粘土１キロで、何を作ってもかまいません。
自分だけのオリジナルな作品で、
陶芸を楽しみましょう♪初心者の方も大歓迎！
※１キロの目安（湯のみ２コと小物１コ）

日

カリキュラム

程

9/2
（水） 粘土で形を作ります。
（自由なもの）
9/9
（水） 削ったり、形を整えます。
9/23
（水） 上薬掛けをします。
四国最大級の水族館として、宇多津町
うたづ臨海公園内にオープン。
太平洋や瀬 戸内海、清流四万十川や
仁淀川など、日本屈指である四国の
圧倒的な水景をテーマにした展示や、
瀬戸内海を背景にイルカが泳ぐ絶景を
楽しめます。（画像提供：四国水族館）

●日

時

令和２年９月2日･9日･23日（水）
１９：００〜２１：００ （全３回）

●会

場 「ゆるり」高松市牟礼町牟礼９４１ー１
※R11号線レディ薬局牟礼店裏 駐車場無料

●受

有効期間 〜令和3年2月28日
（日）
場
所 四国水族館（綾歌郡宇多津町浜一番丁4 宇多津臨海公園内）
料
金 大人（高校生・16歳以上）

講

料

一人あたり ２,５００円（一般料金４，
０００円）
※粘土１キロ分。材料費すべて込

●受講対象者

事業主及び会員

●募 集 人 数 １４人程度

1,700円（一般価格 2,200円）
枚
数 50枚（お1人様4枚まで）
申込締切 7月20日（月）

●講

師

米田

祐

（光風会展工芸賞受賞）

●申 込 締 切 ７月20日（月）

穴吹学園ホール（旧高松テルサ音楽ホール）映画祭
9

「愛を積むひと」

9

5

出演：佐藤浩市 樋口可南子ほか
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。

26

「おかあさんといっしょ
すりかえかめんをつかまえろ！」

お兄さん、お姉さんたちといっしょに歌っ
て踊って、元気に遊ぼう！
すりかえかめんが巻き起す大騒動！
世界を変える！？イタズラにハラハラドキド
キの親子で楽しめる約60分。

日 時 令和２年9月5日（土）
①10：30 ②14：00

日 時 令和２年9月26日（土）
①10：30 ②13：00

※いずれも30分前開場 全席自由席
上映時間125分

料

金

※いずれも30分前開場 全席自由席
上映時間61分

料

500円（一般前売価格1,000円）

金

申込締切

ところ 穴吹学園ホール（旧高松テルサ） 駐車場無料
1

500円（一般前売価格700円）
8月11日
（火）※お一人様4枚まで

ス ペ シャ ル グ ル メ ク ー ポ ン
・各店舗に事前にご予約ください。
利用方法 ・クーポンを切り取り、事業所名と会員氏名を明記のうえ、お支払い時にご提出ください。（コピー不可）
・会員とその家族も利用できます。（1 グループ有効）
※営業時間や休業日は変更する場合がありますので、ご利用の際は各店舗にご確認ください。
キリトリ線

■彩り辨当（いろどりべんとう）

※価格はすべて消費税・サービス料込
キリトリ線

■桃花苑のランチコース

2,000円

日本料理 錦
（ロイヤルパークホテル高松 高松市瓦町1-3-11） （通常2,547円のところ）

営業時間
［昼］11：30〜14：00

有効期限
令和3年2月28日（日）

営業時間
［ランチ］11：30〜14：30
キリトリ線

旬の素材を少しずつ、
色とりどりに 散りばめ
た宝石箱のような昼限
定のメニューです。

1日30食限定、平日限定、
前日までにご予約ください
（月曜定休）
年末年始・お盆期間を除く
予約・お問合せ
TEL.087-823-2055

前 菜 からデ ザ ートま
で、落ち着いた空間
でゆったりとお楽しみ
ください。

事業所名
会員氏名

有効期限
令和3年2月28日（日）

キリトリ線

■ルミエールランチ

■瀬戸 彩り弁当

1,900

営業時間
［ランチ］11：30〜14：30

予約・お問合せ
TEL.087-811-1161
季節の食材をお弁当
箱に彩り鮮やかに詰
め込んだランチです。

事業所名
会員氏名

有効期限
令和3年2月28日（日）

キリトリ線

■アニバーサリーケーキ

2,000

（テイクアウト）
【直径18cm】

会員氏名

3,000円

ぐりる屋島
（通常3,500円のところ）
(高松国際ホテル 高松市木太町2191-1）

営業時間
11:30 〜 14:00
17:00 〜 20:00

キリトリ線

営業時間
［ランチ］11：30〜14：30

2日前までに
ご予約ください
クリスマス期間を除く
予約・お問合せ
TEL.087-831-1575

コースご注文は２名様より
予約・お問合せ
TEL.087-811-1162

有効期限
令和3年2月28日（日）

事業所名

キリトリ線

円
中国料理 桃煌
（JRホテルクレメント高松 高松市浜ノ町1-1） （通常2,540円のところ）

多彩な料理を楽しめ
る女性におすすめの
全6品 の ランチコ ー
スです。

会員氏名

2,200

予約・お問合せ
TEL.087-811-1163

■花水木ランチ

事業所名

円
日本料理 瀬戸
（JRホテルクレメント高松 高松市浜ノ町1-1） （通常2,850円のところ）

キリトリ線

営業時間
［ランチ］11：30〜14：30

有効期限
令和3年2月28日（日）

コースご注文は２名様より
2日前までにご予約ください
（月曜定休）
年末年始・お盆期間を除く
予約・お問合せ
TEL.087-822-6556

キリトリ線

円
レストラン フィオーレ
（JRホテルクレメント高松 高松市浜ノ町1-1） （通常2,340円のところ）

季節の食材を使用し
素材を生かしたシェフ
自慢の女性におすす
めのメニューです。

3,000円

中国料理 桃花苑
（リーガホテルゼスト高松 高松市古新町9-1） （通常3,600円のところ）

高松国際ホテルオリジナル、
季節のフルーツたっぷりの
事業所名
生クリームケーキ。
ご希望のメッセージをお付
けいたします。
会員氏名

事業所名
会員氏名

有効期限
令和3年2月28日（日）
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全福センターの各種サービスをご利用いただけます！
※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。

全福センター

検索

ログインＩＤ：ｃｓ ログインパスワード：ｚｅｎｐｕｋｕ

QRコードは
こちら

コロナ時代の新たな出会い

オンライン婚活【シェアハウスぼっち】
新型コロナショックの影響で合コンや街コン、婚活パーティなどが開催できなくなり、男女が出
会う場が失われています。そこで、いきなり結婚ではなくて恋愛や結婚、生き方について独身
男女が気軽に語り合える会員限定のオンラインサロン（仮想シェアハウス）を企画しました。
「シェアハウス ぼっち」の特徴は、パソコン・スマホ等を通じて、家にいながら語学、コミュニ
ケーション、メイク、コーチングなどの専門家によるサークルを設け、各自が好きな場所で学び
ながら自然に知り合える環境が整っていることです。さらに、オンライン飲み会なども定期的に
開催し、希望者にはテレマッチングのサポートもあります。条件から入る出会いではなく、その
人のことを理解して気持ちから入る自然な出会いの環境を整えていきたいと思っています。
あなた様のご入居お待ちしています。 （マスター 脇 光雄）
申込方法

左記QRコードより直接ご本人が入居受付におすすみください。
その際に「ウェルぱる高松会員」と記載いただくと入居費用の最初の１か月（1,000円）が無料となります。
※サークル参加費やマッチングサービス費用は個人負担となります。

今月のカルチャー・フィットネス講座

対象者：事業主・会員及びその子

●JEUGIAカルチャーセンター

入会金あり

住所：高松市常磐町1−３−１瓦町FLAG 10F TEL：０８７−812−5060
・社交ダンス
・ＴＡＰ 〜リズムアーティスト〜
・シニアの為の健康３Ｂ体操
・マットピラティス
・女性のフォークダンス
・ゆる体操

施設維持費あり

・ZUMBAⓇ
・導引養生功
・優しいヨーガ健康教室

●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

●高松カルチャーセンター

・溝口 勲先生の楽しく弾こう♪ウクレレ

入会金あり

施設維持費あり

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
・吾妻流日舞教室
・楽しいハワイアンフラ
・すてきなハワイアンフラ（上級）
・クラシックバレエ入門
・Attractive Ballet（+トゥクラス）
・キッズバレエ（年少〜年長）
・子どもフラメンコ（〜小６）

・アロハ＆マハロ ハワイアンフラ
・優雅なハワイアンフラ
・さわやかハワイアンフラ（初級）
・エンジョイハワイアンフラ（初級）
・リフレッシュハワイアンフラ（初心者）・ハワイアンフラ（インストラクターコース）金曜朝/昼/夜・土曜朝
・クラシックバレエ入門（初心者）
・Attractive Ballet
・フラメンコ入門（タンゴを踊ろう）
・フラメンコ初級 木曜夜・土曜朝
・ジュニアバレエ（小１〜小６）
・Graceful Ballet

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！！
○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。
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割引指定店が増えました！

たくまシーマックス
三豊市詫間町詫間1338-165
0875-83-8311
9：30〜23：00
日・祝 9：30〜21：00
火曜日・年末年始
会員と同伴者 会員証提示

ル・ポール粟島

見る・遊ぶ

地域最大級の屋内運動施設（ス
ポーツクラブ）です。海が眺め
られる大浴場（露天風呂有り）
を完備しております。

H

泊まる

ゆったりと流れる島時間の中、
瀬戸内に沈む夕日や小鳥の声、
地元食材を使ったお料理をお楽
しみください。

三豊市詫間町粟島1418-2
0875-84-7878
施設にお問合せください
施設にお問合せください
会員と同伴者 会員証提示

特典

特典

一般都度利用料（全施設：ジム･プール・温浴）
通常1,500円→1,200円（税別）

Welpal Takamatsu Presents

宿泊基本料金10％割引
（GW・お盆・正月は除く）

※他の特典との併用不可

※他の特典との併用不可

今年度に限り特別に追加募集を実施！
！
令和2年度人間ドック利用補助（追加募集）のご案内
■補 助 金 額 上限 15,000円
■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）

必ず事前に
お申込ください。

■募 集 人 数 3０人（申込多数の場合抽選）
■申 込 方 法
１ 事業所毎に受診希望者をとりまとめ、7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。
※補助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」と「お知らせ文」をお送りします。
３ 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、補助の権利がなくなることがありますのでご注意ください。

令和2年度歯科ドック利用補助
（追加募集）のご案内
■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）
満４０歳以上の会員の方（事業主の方は利用できません）
精密コース・標準コース あわせて1０人（申込多数の場合抽選）

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。

■対 象 者
■募集人数
■申込方法
１ 事業所毎に受診希望者をとりまとめ、
7月２０日
（月）
までに｢歯科ドッグ申込予定者届」
標準コース
精密コース
を提出してください。
・問診・歯周病基本検査 ・問診・歯周病基本検査・唾液検査・口腔衛生指導
検査内容
２ 補助決定者に「歯科ドック利用補助申込書」と
・唾液検査・口腔衛生指導 ・パノラマＸ線撮影・フッ素塗布
「お知らせ文」をお送りします。
（検査費用６,５００円のところ）
（検査費用１３,０００円のところ）
３ 受診期限は令和３年２月28日（日）です。
本人負担額

２,４００円

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

４,８００円

【ウェルぱる高松からのお知らせ】
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。

新規加入事業所のご紹介

女木地区コミュニティ協議会

お申し込み、お問い合わせは下記へお願いします。

様

ありがとうございます。
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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５月１日現在
事業所
673 社（うち０人事業所６事業所）
被共済者 8,407 人（会報誌上では会員と表示）

