
住所：高松市屋島中町３７４-1　TEL：０８７-８０２-７３５０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 勲先生の思い出のヒットソングを歌って踊ろう！

・溝口 勲先生のフォークギターを楽しもう♪
・コツコツ貯筋　10：00～12：00（毎週火曜日）

CULTURECULTURE
対 象 者　
事業主・会員及びその子

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

・女性のための健康麻雀教室
・カルメン健康体操
・産後ケアクラス

・夕暮れからのペン習字・書道
・あみもの講座・初級
・60歳からのリトミック～音楽に合わせて脳トレしましょう～

・水墨画入門
・唐手道教室
・すもーるすてっぷ教室～幼児右脳教室

施設維持費あり入会金あり

・クラシックバレエ入門
・Attractive Ballet（+トゥクラス）
・HIPHOP超入門
・ジュニアバレエ
・HIPHOP KIDS
・はじめよう！絵手紙　木曜朝／木曜夜

・クラシックバレエ入門（初心者）
・リラクゼーションストレッチ
・吾妻流日舞教室
・Graceful Ballet
・水彩のような和紙ちぎり絵
・はがき絵入門

・Attractive Ballet
・ストレッチ+クラシカルメンテナンス
・キッズバレエ
・HIPHOP LITTLE KIDS
・楽しい水彩・色鉛筆画

・溝口 勲先生の楽しく弾こう♪ウクレレ
・ヨガ教室　19：00～20：00（毎週金曜日）

JEUGIAカルチャーセンター

住所：高松市亀井町10-10ソレイユ第一ビル３階　
TEL：０８７-８３４-１５４５　フリーダイヤル：０120-211-025

施設維持費あり入会金あり高松カルチャーセンター

令和2年度高松市中小企業勤労者福祉共済事業の収支決算状況について

12月の締切日が変わります！ 給付金のお支払日が繰り上がるため
締切日が変更になります

郵便物配送の都合により、申請書類の届出の提出期限が

※提出期限内に届出書類が到着しない場合、翌月処理となる可能性がございますのでご了承ください

異動届・給付申請ともに 12月9日（木）必着

当日消印有効→ となります当 日 必 着
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被共済者　8,233人（会報誌上では会員と表示）



GOURMET

高松国際ホテルの
テイクアウト

あなぶきホテルズ
おせち料理

ウェルぱる会員証提示で500円→300円
※先着200名限定

申込締切　12月20日（月）

対 象 者　事業主及び会員

TICKETTICKET 割引前売券の申込方法
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。
ウェルぱる高松HP申込フォームからもお申込できます。
申込多数の場合は会員単位で抽選し、結果を通知文でお知らせします。
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。
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。

1

2
3
4

現在、大阪・なんばグランド花月を
中心に、個性豊かな漫才師たちが
その話芸を披露し、切磋琢磨して
います。そんな本気の漫才が高松
にやってきて、お客様に真剣勝負
を挑みます！！
〔出演〕中田カウス
　　　　若手漫才師５組（ミキ 他）

漫才のDENDO 全国ツアー in 高松
令和4年1月23日（日）　14：00開演
サンポートホール高松　3階　大ホール
一　般　　　2,800円（一般前売料金 3,500円）
高校生以下　2,000円（一般前売料金 2,500円）
各30枚（お1人様2枚まで）
※全席指定席　※未就学児入場不可

と き
と こ ろ
料    金

枚    数

森麻季＆錦織健　デュオ・リサイタル
アメイジング・ソングス　～愛と煌めきを歌にのせて～

令和4年1月30日（日）　14：00開演
レクザムホール（香川県県民ホール）　小ホール
5,000円（一般前売料金 6,300円）
30枚（お1人様2枚まで）
※全席指定席　※未就学児入場不可

と き
と こ ろ
料    金
枚    数

泣いてもOK！歌ってもOK！演奏中の出入りOK！
演奏：丸亀シティーフィルハーモニックオーケストラ
演奏曲：ラデツキー行進曲、
アイネ・クライネ・ナハトムジーク、ふるさとの四季、
アンパンマン、ドラえもん、パプリカ、紅蓮華ほか
※演奏曲は変更になる可能性がありますのであらかじめ
ご了承ください。
※本公演は新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため関係する各種ガイドラインに基づいて実施します。

0歳からのコンサート
令和4年2月27日（日）　14：00開演
丸亀市綾歌総合文化会館　大ホール
一　般　　　　800円（一般前売料金 1,000円）
3歳から小学生　400円（一般前売料金  500円）
各30枚（お1人様2枚まで）
※全席自由席

と き
と こ ろ
料    金

枚    数

アイレックスにアートなサーカスがやってきた！空中芸、
ジャグリング、一輪車にシルホイール。ぐるりと囲む
客席で迫力の舞台を間近で満喫できます！
出演：瀬戸内サーカスファクトリー
※本公演は新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため関係する各種ガイドラインに基づいて実施します。

瀬戸内サーカスファクトリー シルク・アイレックス
令和4年2月23日（水・祝）　14：00開演
丸亀市綾歌総合文化会館　大ホール
一　般　　1,200円（一般前売料金 1,500円）
中学生以下　800円（一般前売料金 1,000円）
各30枚（お1人様2枚まで）
※全席自由席

と き
と こ ろ
料    金

枚    数

サンポートホール高松に笑いの渦が
巻き起こります！
ざこば・南光・米團治と一門の若手
を交えて『桂米朝一門会』をサンポート
ホール高松で開催。見ごたえあり！
聴きごたえあり！おなじみの顔ぶれで
大いに笑っていただきます！！
どうぞご期待ください！

オペラ界の華！人気・実力を
兼ね備えたエンターテナー、
森麻季と錦織健による「夢
の」ジョイント・コンサート！
普段のそれぞれのリサイタル
とはひと味違うプログラムを、
2人の楽しいトークと共にたっ
ぷりお愉しみ下さい。

 落語　米朝一門会
令和4年2月5日（土）　14：00開演
サンポートホール高松　3階　大ホール
一　般　　　3,000円（一般前売料金 3,800円）
高校生以下　2,400円（一般前売料金 3,000円）
各30枚（お1人様2枚まで）
※全席指定席　※未就学児入場不可

と き
と こ ろ
料    金

枚    数
桂ざこば 桂南光

（c）大八木宏武(都恋堂）

令和4年1月15日（土）10：00～16：00
穴吹学園ホール（せとうち観光専門職短期大学内）
入場無料（映画鑑賞料のみ当日500円）

と き
と こ ろ
料 金

申込不要

フードトラック大集合！ハンドメイドマルシェ、キッズダンスもあるよ！

今話題のSDGｓを身近に感じ、楽しい１日を過ごしませんか？

世界から食糧廃棄をなくす旅。
キッチン付き廃油カーでヨーロッパ
を巡り廃棄食材料理を届けるエン
タメ・ロードムービー。

地元香川の農業の魅力を発信して
いる「食の劇場」代表岡本裕介
さんがSDGsの視点から、持続可
能な農業と社会づくりを語ります。

ＳＤＧs映画祭
「0円キッチン」　13：00～

講演会
「私たちの食とＳＤＧs」　15：00～

香川の農産物
プレゼントの抽選あり

（c）Yuji_Hori
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FOOD

12月5日（日）15：00～17：30　14：40受付開始
ミケイラ（高松市サンポート8-40）
男性　3,000円（一般価格 6,000円）（税込）
女性　　500円（一般価格 3,500円）（税込）
事業主及び会員（40才までの独身男女）
ご本人様が直接ウェルぱる高松事務局（TEL：087-844-3516）へお電話ください。
申込書の提出は必要ありませんので、お申込の状況などが事業所に知らされることはありません。
☆お申込後に免許証又は保険証のコピーをご提出いただきます。
12月3日（金）16：00までにお電話ください。

と き
と こ ろ
料 金

対 象 者
申込方法

申込締切

ウェルぱる婚活　X’mas Party

EVENTEVENT 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。
ウェルぱる高松HP申込フォームからもお申込できます。
申込多数の場合は会員単位で抽選し、結果を通知文でお知らせします。

申込方法

農業交流体験施設［香南アグリーム］での、ウィンナーの手作り体験。
出来たてのウィンナーはその場で味わっていただけます。パン・サラダ・
ドリンク・アイス付き。
どなたでも簡単にできる本格ウィンナー作りを、一緒に楽しみましょう。令和4年1月22日（土）10：00～

香南アグリーム（高松市香南町岡1270-13）
900円（一般価格 1,210円）（税込）
事業主・会員及びその家族
30名
約2時間（体験・食事・片付け含む）
12月20日（月）必着

と き
と こ ろ
料 金
対 象 者
募集人数
所要時間
申込締切

手作りウィンナー体験

ぐりる屋島のX’masディナー 県産食材とフランス食材がコラボする［ぐりる屋島］ならではの
クリスマスディナー。２日間だけの限定メニューでお届け。華やかな
聖夜を彩るコース料理でとっておきの時間をプレゼントいたします。
（※メニューはホームページにて公開中）12月24日（金）・25日（土）2日間限定

18：00～
高松国際ホテル　ぐりる屋島
（高松市木太町2191-1 高松国際ホテル本館1階）
9,000円（一般価格 12,000円）（税サ込）
事業主・会員及びその家族　ご利用は2名様以上
12月10日（金）必着

と き

と こ ろ

料 金
対 象 者
申込締切

ヤギのえさやり体験もできるよ！

プレゼント交換をしますので1,000円程度の
プレゼントをご用意ください。
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FOODFOOD 対 象 者
事業主及び会員 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。

ウェルぱる高松HPの申込フォームからもお申込できます。
発送日の指定はできません
1人様各2箱まで申込可能
申込多数の場合は会員単位で抽選し、結果を通知文でお知らせします。

申込方法

申込締切
12月7日（火）

香川県産「さぬきキウイっこ®」 香川県産「温州みかん」

ウェルぱる高松の事業について、アンケートにお答えいただいた会員様から抽選で、上記のプレゼントを進呈します。
こちらのQRコードよりご参加ください。1会員につき1回の応募のみ有効。

アンケートフォーム

毎年完売する人気のおせち料理。和食・洋食・中国料
理と多彩な料理の数々がご家族皆様の賑わいと笑顔に
代わりますように。心と技を尽くした逸品おせち料理です。
お渡し日時：12月31日（金）　10：00～15：00
お渡し場所：高松国際ホテル

フランス産のビターなチョコレートムースと爽やかな
オレンジムースが相性抜群。全体にさっぱりと軽
い味わいで大人なクリスマスにぴったりです。
お渡し日時：12月24日（金）または25日（土）　11：30～20：00
お渡し場所：高松国際ホテルぐりる屋島

【あなぶきホテルズおせち料理】
和洋中おせち三段重 33,000円（税込）相当 1名様1

香川でお馴染みの「しっぽくうどん」をご自宅で手軽
に楽しめるよう即席カップタイプにしました。
これからの寒い季節にぴったり！
熱々のうどんを食べて身体の芯から温まってください。
お渡し日時：12月20日（月）～24日（金）
お渡し場所：ウェルぱる高松事務局

香川県東部、さぬき市にあるイルカふれあい施設
です。豊かな『里海』でイルカとゆったりと触れ合って
非日常的な体験を日本ドルフィンセンターでお過ごし
ください。
一緒に泳ぐプログラムも大人気です！

ジューシーで甘く深い香りを持つ「さぬきひめ」を贅
沢に並べたスクエア型ケーキ。子どもから大人まで
楽しめる王道の生クリームケーキに仕上げました。
お渡し日時：12月24日（金）または25日（土）　11：30～20：00
お渡し場所：高松国際ホテルぐりる屋島

【高松国際ホテル「ぐりる屋島」】
さぬきひめのホワイトクリスマス 4,500（税込）相当 3名様2

【高松国際ホテル「ぐりる屋島」】
ショコラ・オランジュ 4,500円（税込）相当 3名様3

【津田SA】
しっぽくうどん 2個セット5名様4

園内を自由に歩き回り、人と距離が近くのびのび
暮らす動物たちの様子から「自由すぎる動物園」
と呼ばれるしろとり動物園で、動物たちとの触れ合
いをお楽しみください。

しろとり動物園入園券 5名様7

中四国最大級テーマパーク。最高時速75kmで
疾走するジェットコースターや地上59ｍを舞う空中
ブランコ、大観覧車やゴーカートなど全22種のア
トラクションやパレードや3Dプロジェクションマッピ
ング等のショーも充実。

レオマリゾートフリーパス券 5名様6

日本ドルフィンセンター入場チケット 5名様８

　　　　　3,000円
（一般価格：4,200円）送料込
　　　　　50箱
糖度が非常に高い香川県のオリジナ
ルキウイ「さぬきキウイっこ®」。皮が
薄いのが特徴で、手で半分に割って
つまみ出してパクっと食べられます。
一般に多く流通するヘイワードと比べて
糖度が非常に高く、酸味と甘さのバラ
ンスが良好です。キウイ特有のヒリヒリ
する刺激もほとんど無く、小さいお子様
にもオススメです。
※品質優先のため機械によるサイズ分け
はせず大小混合でお送りします。

「食の劇場」は、新鮮な食材の提供や農作業体験を通して、つくる人とた
べる人をつなぐ活動をしています。採れたての新鮮な旬の食材を生産者
の情報と共にお届けします。

produced by

　　　　　2,500円
（一般価格：3,400円）送料込
　　　　　50箱
100種以上の品種がある甘くて濃厚
な風味の温州みかん。
香川県ならではの温暖な気候のもと
たっぷり日差しを浴び育ったみかんは、
内皮が薄く食べやすく甘味と酸味の
バランスがよいと好評です。
※品種は宮川早生を予定していますが
時期や天候によって変わることがあります。
※品質優先のため機械によるサイズ分けは
せず大小混合でお送りします。

食の劇場
農業プロデューサー
岡本 裕介

販 売 数 販 売 数

1.7kg箱 5kg箱

12月下旬発送

あなぶきホテルズレストラン共通お食事券 2,000円分 5名様5
高松国際ホテルぐりる屋島、ロイヤルパークホテル
高松日本料理錦、リーガホテルゼスト高松中国料
理桃花苑で使えるお食事券です。（状況により、
店舗の休業や営業時間短縮の場合があります。
事前にご予約のうえご利用ください）

EVENT

1 4～　 はお渡し日時と場所の指定があります 5 ８～　 は事業所へ郵送いたします

年末アンケートプレゼントキャンペーン

①～④については受取日時・場所をご確認のうえ、ご応募ください。当選者のみご連絡いたします。　
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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。
ウェルぱる高松HP申込フォームからもお申込できます。
申込多数の場合は会員単位で抽選し、結果を通知文でお知らせします。

申込方法

毎年多くのお客様にご好評いただいておりますあなぶきホテルズのおせち料理。
厳選した食材、美しい盛り付けなど細部にまでこだわったおせち料理です。
皆様の笑顔と一年の健康を願いながら、私たちが心を込め技を尽くした逸品おせちをどうぞお愉しみください。

GOURMETGOURMET
申込締切　12月14日（火）
対 象 者　事業主・会員及びその家族

有効期限　～令和4年２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）割引優待券は事業所へ郵送します。

利用方法
店舗へ直接ご予約のうえ、ご利用時に割引優待券を提示し、代金をお支払いください。

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

高松国際ホテルの高松国際ホテルの
テイクアウトテイクアウト
①ビーフカレー　

昨年好評いただいたステーキ重が再販。
オリーブ牛の希少部位フィレとウデを食
べ比べ。肉本来の旨みと甘みを堪能で
きます。西洋わさびと和風ソースふたつ
の味わいをお愉しみください。

ホロホロ溶ける牛肉が魅力の特製カ
レー。スパイスのピリッとした辛さがやみ
つきになります。おいでまいのサフランラ
イスとの相性も抜群です。季節の野菜
とともにお召し上がりください。

丸ごと一尾を炭火で焼き上げた逸品。
白焼きにした後、蒸し、再び焼き上げた
関東風の焼き方で、ふわっと柔らかい
食感に仕上げました。長年継ぎ足した
秘伝のタレでどうぞ。

800円（税込）
（通常1,000円（税込）のところ）
［火水曜限定］

料 金
限定数 30
お1人様2枚まで

限定数 30
お1人様2枚まで

限定数 30
お1人様2枚まで

②オリーブ牛ステーキ重

料 金 2,400円（税込）
（通常3,000円（税込）のところ）
［火水曜限定］

料 金 29,000円（一般価格33,000円）（税込）

個数限定 30個

④一色産鰻炭火焼き重

料 金 2,400円（税込）
（通常3,000円（税込）のところ）
［木金土日曜限定］

あなぶきホテルズ
おせち料理
あなぶきホテルズ
おせち料理

詳しくは

<和洋３段重>4～5人前
内寸（１重あたり）約20㎝×20㎝×5㎝
消費期限／2022年1月1日（土・祝）

和洋おせち三段重

12月31日（金）10：00～15：00に
高松国際ホテルで受取可能な方限定

※宅配はありません

炭火で焼いたオリーブ地鶏は甘みと旨み
が増し香り高い仕上がりに。玉葱や人
参など野菜とともに、濃厚な味わいが魅
力のオリーブエッグで包み込みました。オ
リーブ地鶏とオリーブエッグの夢の饗宴
で食す親子丼をお愉しみください。

限定数 30
お1人様2枚まで

③オリーブ地鶏炭火親子丼

料 金 800円（税込）
（通常1,000円（税込）のところ）
［木金土日曜限定］

TICKET

あなぶきホテルズ おせち

お渡し時間　11：30～16：00
前日15：00までの要予約（月曜定休を除く）
　年末年始　　　　　　　　　　　は
　テイクアウトの販売をお休みします。
高松国際ホテル ぐりる屋島（高松市木太町2191-1）

12/22（水）～1/4（火）
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ありがとうございます

新規加入事業所のご紹介

香川県で最安値に
挑戦！
創業80周年を迎
える呉服店です。

美しいきもの 糸しょう
高松市常磐町1丁目6-9 1F
0120-075-291
11：00～19：00
水曜日・隔週火曜日
会員及び同伴者　会員証提示

買　う

「あなたを大切に想う、たくさんの人に
かこまれて」・・・ブライダル・振袖・
七五三・ベビーフォトなど、人生の節
目のお祝い写真ならおまかせください！

カジュアルフォトスタジオ home
高松市常磐町1丁目6-9 2F
0120-377-729
9：00～18：00
水曜日
会員及び同伴者　会員証提示

特 

典

特 

典

フレーム・アルバム・
プリント等の
商品代金　5％OFF

特 

典
髪飾り商品代金
10％OFF

※他の特典との併用不可

古典から流行りの柄まで何でもそろって
いる振袖専門店です！
振袖のレンタル・販売ほか、髪飾りや
小物の単品販売も行っています。

振袖専門店 いちのや
高松市片原町1-10 1F
0120-875-291
10：30～19：00
火曜日
会員本人のみ　会員証提示

※他の特典との併用不可

学ぶ・暮らす 買　う

有限会社　屋島レイガンホテル　様

CULTURE

管理費
12,007,316

給付事業費
43,630,000

福利事業費
35,193,884

基金積立金
22,575,000

繰越金
5,343,340

給付事業費
13,520,000

福利事業費
35,193,884

基金積立金
16,390,776

繰越金
5,343,340

［単位：円］

掛金収入
70,448,000

基金繰入金
30,110,000

繰越金
6,182,992 財産収入等

2,271
市の一般会計
からの繰入金
12,006,277

　令和2年度高松市中小企業勤労者福祉共済事業の収支決算状況を掲載いたします。これからも、皆様に喜んでいただける充実
したサービスを実現できるよう、共に歩んでまいりたいと思っております。事業の運営にご理解とご協力をお願いいたします。

令和2年度高松市中小企業勤労者福祉共済事業の収支決算状況について令和2年度高松市中小企業勤労者福祉共済事業の収支決算状況について

【収入についての説明】
　収入総額のうち、59.3％が掛金収入
です。
　基金繰入金は、給付事業費の財源と
なります。繰越金は、令和元年度からの
繰越金であり、令和2年度に基金に積み
立てました。

【支出についての説明】
　管理費は、職員給与費、管理事務費など
です。給付事業費は掛金収入と基金繰入金
を、福利事業費は掛金収入を財源として運用
しています。
　基金には、掛金の残額のほか、財産収入、
前年度繰越金を積み立てます。

【掛金の使途についての説明】
　皆様からお預かりした掛金は、給付事業、
福利事業を通じて還元しています。
　令和2年度は掛金の23.2％が基金に積み
立てられていますが、基金からの繰入金（取
崩額）は、給付金のうち、永年勤続慰労金、
退職せん別金の財源となります。

 

収入総額118,749,540円 支出総額118,749,540円 掛金収入総額70,448,000円

基金の状況 
増減 

左の内訳 
積立額 取崩額

△7,535,000円 

令和元年度末
現在高 

令和2年度末
現在高 

22,575,000円 30,110,000円 115,747,659円123,282,659円

きもの丸洗いクリーニングの
ご利用1回につき
きもの防虫シート（550円の品）を
1個プレゼント ※他の特典との併用不可

毎日、8種類のクラフトビールを楽しめる
お店！朝挽きの新鮮な鶏素材を大将自ら
1本1本串を打ち、備長炭で焼き上げた
焼鳥は一度食べたら忘れられない絶品！！

美味しいお肉と鉄板料理の店 間宮商店２
高松市御坊町2-1 荻田ビル1F
080-4375-8423
日～木　　　18：00～翌3：00
金・土・祝前日 18：00～翌5：00
無休 
会員及び同伴者　会員証提示

食べる

特 

典

ウェルぱる高松の会員であることを
告げて電話予約し、入店時に会員証を
提示した方の飲食代　10％割引 ※他の特典との併用不可
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お申し込み・お問い合わせ
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

（087）844-3516 （087）844-3524
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