
①事業所ごとに接種予定者を取りまとめ、別紙申込書にてウェルぱる高松事務局へお申込ください。※９月２3日（水）必着（郵送・持参・ＦＡＸ可）
②締切後に補助決定者通知文をお送りします。（申込多数の場合は抽選）③補助決定者は、対象期間内に各自　医療機関にて接種し、「インフルエンザ
予防接種代」「接種日」「接種者名」「金額」「医療機関名」「領収印」記載・押印のある領収書を発行してもらい、事業所に提出してください。④事業所
単位で取りまとめ、領収書（コピー可）・申込書をウェルぱる高松事務局へ提出してください。※令和3年２月１０日（水）必着　※添付書類・必要事項に不
備があるものは受付できません。⑤事務局で確認後、人数分の合計補助額を事業所の給付金振込口座にお振込します。※各事業所１回のみ給付

（見本）

●対 象 者　   事業主及び会員
●募集人数　　2,800人　※申込多数の場合は抽選となります。
●補 助 額　　お一人上限 1,000円
　　　　　　　※2回接種を受けられても補助限度額は1,000円です。
●対象期間　　令和２年１０月１日（木）～令和３年１月31日（日）
●申込締切　　令和２年９月23日（水）必着
●提出期限　　令和３年２月１０日（水）必着（補助決定者のみ）

インフルエンザの予防接種は、発病の防止だけではなく、
実際に感染したときの重症化の防止にも有効です。
流行に備えて早めに受けましょう！

インフルエンザ予防接種補助のご案内 必ず事前に
お申込ください

領　収　書
令和元年１１月１１日          

様　　　　　　

　　　　　　　　 　　　3,000円

インフルエンザ予防接種代　　○○病院 　印

締切9月18日（金）

GoToトラベル事業支援対象

出 発 日　令和2年11月14日（土）
お支払い実額　お1人様　9,000円

旅行代金お1人様　19,400円
・GOTO支援額　 　 6,700円
・共済補助額　　　　3,700円
・地域共通クーポン　3,000円（出発日配布）

対　　象　事業主・会員及びその同伴家族
交　　通　貸し切り観光バス
旅行企画・実施　株式会社穴吹トラベル
申込締切　9月28日（月）
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）
＊＊支援金の受領についてのご注意＊＊
国からの支援金はお客様に対して支給されるものですが、こちらのツアーでは穴
吹トラベルが、支援金を代理受領致します。お客様には「お支払実額」をお支払
いただきます。また、お取消の際は旅行代金を基準として所定の取消料を申し受
けます。支援金の代理受領について、ご了承のうえお申し込みください。
※最少催行人数に達しない場合は中止となります。

「足立美術館」の鑑賞後は、鳥取皆生温泉にてこの時期だけの旬の美味
「蟹づくし会席（フルコース）」を心ゆくまでご堪能ください。

ご家族や親しい友人だけで希望日時を貸し切りにできるプライベート空間。
風通しがよく、換気ができる快
適な船内。
近いのに今まで知らなかった
「瀬戸の都 高松」の魅力的な
スポットをお楽しみください。
男木島の漁師 浜口さんの絶品
漁師めしや地ダコの丸焼きなど
海鮮BBQもご用意しています。
（飲物・追加の食べ物持込ＯＫ）

3時間のプチ旅行　小型クルーザー貸し切りプラン

6：30高松駅→6：40穴吹学園ホール（旧高松テルサ）→
10：00足立美術館→12：10芙蓉別館「蟹づくし会席」→
14：30境港おさかなセンター→15：30お菓子の壽城→
19：00穴吹学園ホール→19：10高松駅 高松港（発）→長崎の鼻→檀ノ浦→庵治漁港→四国最北端の岬→

無人島群→男木島→高松港（着）

申込・問い合わせ
東交トラベル株式会社　ＴＥＬ.087-821-1119

行　　程

行　　程

期　　間　～令和3年2月28日（日）
出発場所　サンポート高松（高松港第2浮桟橋）
旅行代金　大　人（中学生以上）

7,000円（一般価格9,000円）　
小　人（4歳以上） 
4,500円（一般価6,500円）
※5名様以上でお申込みください

申込締切　令和2年10月31日（土）
申込方法　・旅行会社へ直接お電話でお申込みください

・お申込みの際に、「ウェルぱる高松会員」である
ことと、「事業所名」をお伝えください
・キャンセルの際には、各旅行会社の定める旅行
条件が適用されます

皆生温泉 蟹づくしバスツアー

海遊館30周年特別入館ご招待券を
ペア1組様にプレゼント！

男木島上陸

瀬戸内海青空ピクニック

1

（一社）
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と　　　き　令和2年10月17日（土）
昼の部　12：00～　夜の部　18：30～

と　こ　ろ　日本料理　錦
ロイヤルパークホテル高松２階　高松市瓦町1-3-11

料　　　金　お料理のみ　　　6,000円（一般料金10,000円）税サ込　
お料理+フリードリンク　8,000円（一般料金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　各部15名
申 込 締 切　9月23日（水）
※昼の部と夜の部の料理内容は同じです。

第8回第8回ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催
と　　き　令和２年１０月３１日（土）　
と こ ろ　アルファ津田カントリークラブ(さぬき市寒川町神前647ｰ16)　ＴＥＬ0879ｰ43ｰ4141
受　　付　7：45～
スタート　8：30～
対 象 者　事業主及び会員
料　　金　５,５00円（一般料金9,070円）※プレー代・昼食費（1,200円）を含みます。

個人的買い物は、各自で精算してください。
競技方法　6インチプレース・Ｗペリア（順位は年長者上位）
募集人数　50名（申込多数の場合抽選）

お一人のお申込も受付します。その際は他の人との組合せになります。
表　　彰　プレー終了後、コンペルームにて表彰式を行います。

【個人】優勝・準優勝・3位他順位賞／ＢＢ賞・ニアピン賞・ドラコン賞
申込方法　事業所毎に参加希望者を取りまとめ、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。

9月23日（水）必着
申込多数の場合は組単位で抽選し、後日、参加決定通知文を郵送します。

日本料理 錦 讃岐の秋を楽しむ晩餐会
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！

「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

と　　　き　令和2年10月24日（土）
①13：30～　②15：30～

と　こ　ろ　穴吹学園ホール（旧高松テルサ）
無料駐車場有

料　　　金　大　人　　1,000円（一般料金2,000円）
中学生以下　500円（一般料金1,500円）

対　象　者　事業主、会員及びその家族
募 集 人 数　各部10名程度
所 要 時 間　約1時間
講　　　師　『和三盆体験ルーム　豆花』　上原あゆみ さん　
申 込 締 切　9月18日（金）

今こそ地元の文化に親しみましょう。繊細で美しい菓子木型を使った和三盆型抜き体験はお子様でも気軽に体
験できます。コロナ退散の願いを込め、疫病を鎮めるとされる妖怪「アマビエ」やお好きな花鳥風月の木型で
作る和三盆は、体験後にお持ち帰りいただけます。

和三盆型抜き体験 アマビエ和三盆を作ろう和三盆型抜き体験 アマビエ和三盆を作ろう

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】

イオンシネマ映画鑑賞券（ACチケット）後期販売
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ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催

お食事券割引販売

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）

5,000円（通常8,200円のところ）
あたたかな地元の心で育まれた
讃岐の幸いっぱいのフランス料理フルコース
メニューは、ホームページをご確認ください
●限定数　50枚　お1人様2枚まで
●2日前までに要予約

旭屋　（高松市瓦町 1丁目9-25）

4,500円（通常7,370円のところ）
前菜3種・温前菜・スープ・魚料理・肉料理・デザート
季節の味わいをじっくりお楽しみいただけるフルコースです
●限定数　50枚　お1人様2枚まで
●2日前までに要予約

ＪＲホテルクレメント高松（高松市浜ノ町 1-1）

2,300円（通常3,000円のところ）
コンセプトは“おうちdeクレメント” 
ご自宅でシェフの味をお気軽に味わえるオードブルセット 
西洋料理・日本料理・中国料理・おつまみからお選びください
時季により内容が異なります
お料理各種／【2～3人前】≪1段：21.0cm×21.0cm≫
●限定数　100枚　お1人様2枚まで　　●要予約

さぬきフレンチディナーフルコース

旭屋おまかせコース

テイクアウトオードブル

ぐりる屋島　（高松国際ホテル　高松市木太町2191-1）

6,000円（通常9,300円のところ）
素材の旨味を最大限に活かした、
旬の味わいを愉しめる彩り豊かな逸品の数々
こだわりの和スイーツもひそかな人気です
●限定数　50枚　お1人様2枚まで
●要予約

※価格は全て税込です。

懐石料理　華（はな）

●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）　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。　
対　　象　事業主・会員及びその家族
申込締切　9月18日（金）　　有効期間　令和2年10月1日（木）～令和3年2月28日（日）

和三盆型抜き体験 アマビエ和三盆を作ろう

●料　　金　１枚７００円 （一般鑑賞料金１,８００円）
●有効期間　令和2年11月1日（日）～令和3年4月30日（金）

※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）

●申込締切　９月17日（木）

イオンシネマ映画鑑賞券（ACチケット）後期販売イオンシネマ映画鑑賞券（ACチケット）後期販売イオンシネマ映画鑑賞券（ACチケット）後期販売
①申込書裏面の「映画観賞券のお申込方法」を
ご確認のうえ、お申込ください。
②事業所ごとに購入希望者を取りまとめ、申込書
にてウェルぱる高松事務局へＦＡＸまたは郵送で
お申込ください。
③前期で2枚購入された方は、後期販売ではお申
込できません。
④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。
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締切9月18日（金）締切9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。

プロの演奏家が届ける0歳からの「えらべるこどものコンサート」
赤ちゃんからおとなまで楽しんでいただけるコンサート。ベビー連れでの劇場デビューとして！幼児・
小学生のマナーの勉強としても！ご家族やお友達と一緒にお越しください。

公演日時：令和2年10月10日（土）
①11：00開演「クラシックはじめまして！」
②14：00開演「クラシックをたのしもう！」

場　　所：レクザムホール（香川県県民ホール）
小ホール

料　　金：おやこペア　700円（一般前売料金 1,000円）
※全席指定席　※0歳から入場可。
※3歳未満のお子様は膝上無料、お席を確保される場合はこども料金必要。

枚　　数：30枚（お1人様2枚まで）

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　フリーダイヤル有：０120－211－025

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！

・水彩画
・つるとラタン
・プリザーブド＆アーティフィシャルフラワー

新規加入事業所のご紹介新規加入事業所のご紹介

ありがとうございます。

様株式会社加藤技建

対象者：事業主及び会員

・元気に絵手紙
・シルバーアクセサリー
・ちぎり絵

・水墨画
・バルーンアート
・楽しい筆文字

・リフレッシュヨーガ
・マイルドヨーガ
・ストレッチ＋クラシカルメンテナンス
・楽しく歌おう！（クラシック～映画音楽）
・フルートを楽しむ（個人）
・大人と子どものピアノ・声楽教室（個人）

・アンチエイジングヨーガ
・ゆったりピラティス
・初心者向けかんたんウクレレ教室　火曜朝／木曜朝／土曜朝
・歌謡教室＆ヴォイストレーニング
・尺八を楽しむ（個人）
・琴（個人レッスン）

・ソフトヨーガ
・リラクゼーションストレッチ
・ウクレレ（個人）
・ジャズレッスン【サックス他】（個人）
・ギター＆曲作りを楽しもう！（個人）

施設維持費あり入会金あり

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

【三越・片原町駅スグ】
有名店での豊富な経験や知識
と高技術！髪や頭皮に優しいこ
だわりの薬剤使用！！
あなたのなりたいを叶えます。

美容室　Lino

特
典

※他の特典との併用不可

美容・健康

高松市片原町2-9　三谷ビル1F
087-822-5811
平日9：00～最終受付19：00
土日9：00～最終受付18：00
（時間外あり　要相談）
月曜日・第3火曜日
会員と同伴者2名　会員証提示
全メニュー　　　技術料金から20％割引
　　　　　　　　（一部 除外あり）
カット 　￥4,500→￥3,600（税別）
カット＋カラー ￥10,500→￥8,400（税別）
カット＋パーマ ￥11,000→￥8,800（税別）

海遊館30周年特別入館ご招待券を
ペア1組様にプレゼント！
海遊館30周年特別入館ご招待券を
ペア1組様にプレゼント！

◆◆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：9月23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

★応募券★
９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 7月１日現在
　　　事 業 所　　669社（うち０人事業所６事業所）
　　　被共済者　8,429 人（会報誌上では会員と表示）
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