
締切3月19日（金）締切3月19日（金） を除くを除く

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。

割引前売券の申込方法

ウェルぱる高松事務局よりお知らせ

該当者には令和3年4月末頃に申請書をお送りします。子の生年月日が記載された資料
［就学通知書、子の住民票・戸籍謄本・健康保険証・生徒手帳（写し可）　いずれか1点］を添えてご提出ください。

豪華絢爛、空前絶後、アクションとスペクタクルとカルトの世界が融合
した壮絶、壮大な一大エンターテインメントが今ここに再び甦る！

公演日時：令和3年6月6日（日）11：00開演
場　　所：新歌舞伎座

（大阪市天王寺区上本町6丁目5-13）
料　　金：12,000円

（一般前売料金 14,500円）
※S席のみ
※未就学児入場不可　

枚　　数：10枚（お1人様2枚まで）

「魔界転生」

演出　宮本亞門　演劇「画狂人 北斎」三豊市文化会館マリンウェーブ開館20周年記念事業
「林家木久扇・木久蔵・コタ　親子・孫　三代落語会」

日本テレビ系列「笑点」出演で、芸能生活60周年を迎え
た林家木久扇と、その息子と孫にあたる木久蔵、コタ親子
による、親子・孫 三代の落語家がそろい踏み。一門の林
家けい木も加えた、心温まるファミリー寄席です。

公演日時：令和3年3月21日（日）14：00開演
場　　所：マリンウェーブ　マーガレットホール
料　　金：3,000円（一般前売料金 3,500円）

※全席指定席　※未就学児入場不可　

枚　　数：20枚（お1人様2枚まで）
申込締切：3月8日（月）

鈴木雅之
masayuki suzuki taste of martini tour 2020/21
～ALL TIME ROCK 'N' ROLL～

1980年シャネルズとしてメジャーデビュー以降、
ミリオンヒットを連発し続けている「ラヴソングの王様」こと鈴木雅之の
コンサートツアーが決定！
公演日時：令和3年6月19日（土）18：00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：7,000円（一般前売料金 8,800円）

※全席指定席　※３歳未満入場不可。３歳以上チケット必要。
※必ず鈴木雅之HPにて「コンサート開催についてのガイドライン＆
ご来場者へのお願い」をご確認・ご了承の上お申込ください。　

枚　　数：30枚（お1人様2枚まで）

葛飾北斎の大ファンであった宮本亞門が北斎の一生を舞台演劇として上
演した作品。出演は升毅、黒谷友香、平野良、陳内将など個性派が揃う。

公演日時：令和3年3月31日（水）
19：00開演

場　　所：レクザムホール（香川県県民ホール）
小ホール

料　　金：6,300円
（一般前売料金 7,800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）
応募締切：3月15日（月）

夏川りみ
コンサートツアー２０２１ ～あかり～

沖縄県石垣島出身。2001年、3rdシングル『涙そうそう』が大ヒット。彼女の歌
声には人を癒す力がある。南国の夜にキラメく大きな星の様に、強く、やさしく、
あたたかい。今、彼女の歌声は沖縄からアジアのみならず世界へと広がっている。
公演日時：令和3年4月25日（日） 

①14：30開演　②17：30開演
場　　所：レクザムホール（香川県県民ホール）　小ホール
料　　金：一　般　5,500円（一般前売料金  6,800円）

小・中学生　1,600円（一般前売料金  2,000円）
※全席指定席　※未就学児は保護者1名につき
1名膝上無料、座席が必要な場合は要チケット。

枚　　数：各３0枚（お1人様2枚まで）

圧巻のステージ！空前絶後のピアノコンサート！
感動！興奮！熱狂！～超人気のステージがやってくる！

公演日時：令和3年4月25日（日）15：00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：6,400円（一般前売料金 8,000円）

※全席指定席　※未就学児入場不可　
※止むを得ない事情により曲目・曲順が
変更となる場合がございます。
※今後の情勢により当初販売をしてなかった
空席を追加販売する可能性がございます。

枚　　数：30枚（お1人様2枚まで） (C)Yuji Hori
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JAギフトセンター
かがわトピカル　様より
『洗濯用洗剤』を
2名様にプレゼント！

入学祝金（小学校・中学校）の申請には添付資料が必要です

※各公演は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じて実施します。
対象者：事業主及び会員

辻井伸行 加古隆 レ･フレール THE PIANIST！6
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あなたのステージ発表会

今回は、新型コロナウィルス感染拡大を避けるため、初のフリータイムコンペで実施。
期間中に2ゲーム投球したスコアで順位を決定しました。優勝者はこちら！

株式会社ユーミック
中村　有志 様

穴吹エンタープライズ株式会社
宮武　尚子 様

音響・照明・舞台設備付きの音楽ホールのステージをあなたに提供します。
演奏、歌、ダンスなどを披露したい！という出演者を募集しています。
と　　き　令和3年4月25日（日）10：00～16：00　観覧無料
と  こ  ろ　穴吹学園ホール（旧高松テルサ音楽ホール）　
参 加 料　１組　2,500円（一般価格3,000円）　10分以内
対 象 者　事業主・会員及びその家族
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。
申込締切　3月22日（月）

本格的な音楽ホールのステージに立ちませんか

18年にわたりNHKが記録したドキュメンタリー、待望の映画化
花を咲かせてふるさとを山に
還したい
山あいの段々畑に花を植え
続けた夫婦と小さな村の物語

と　　き　令和3年5月15日（土）　①10:00～　②14:00～
と  こ  ろ　穴吹学園ホール（旧高松テルサ音楽ホール）
料　　金　500円（一般前売価格　1,000円）

全席自由　上映時間112分　※お1人様4枚まで

申込締切　4月15日（木）

『花のあとさき
　　ムツばあさんの歩いた道』

穴吹学園ホール映画祭（旧高松テルサ音楽ホール）

個人戦男子

優　　勝

個人戦女子

優　　勝

ボウリング大会

ご参加の皆さま

アンケートにご協力

お願いします。

3/10まで

第43回ウェルぱる高松ボウリング大会を開催しました！

神戸では生演奏とともに黒毛和牛ステーキランチ、
アウトレットではショッピングなど、ご家族でお楽しみいただける日帰りバスツアーです。

好評のウェルぱるバスツアー第二弾！淡路島最大の観光農園では６種類のいちご食べくらべをお楽しみください。
神戸では生演奏とともに黒毛和牛ステーキランチ、
アウトレットではショッピングなど、ご家族でお楽しみいただける日帰りバスツアーです。

7：45 高松駅→8：00 穴吹学園ホール（旧高松テルサ）→9：45 淡路島フルーツ農園→
12：00 三田屋本店 やすらぎの郷 昼食→13：20 神戸三田プレミアムアウトレット→
16：10 かねふく めんたいパーク神戸三田→19：00 穴吹学園ホール→19：15 高松駅

行　程

出 発 日　令和3年4月11日（日）
お支払い実額　大　人　6,300円

旅行金額　　　　17,300円
・GoTo支援額　　　6,000円
・共済補助額　　　　5,000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
募集人数　60名
旅行企画・実施　㈱穴吹トラベル　　交　　通　貸し切り観光バス
申込締切　3月22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。

申込多数の場合はグループ単位で抽選し、結果を通知文でお知らせします。キャンセルの際には、旅行会社の定める旅行条件が適用されます。
※政府の方針により、GoToトラベル事業内容変更の場合、料金が変動します。

日程延期のため再募集！ ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

淡路島いちご狩り＆神戸ステーキランチバスツアー
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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

・キッズバトントワリング
・こどものクラシックバレエ(3才～ )
・子どもピアノでハッピー

・楽しい子どものための書道教室
・子どものそろばん・あんざん教室
・こどものクラシックバレエ(7才～ )
・ママも一緒にフラダンス

・子ども手あみレッスン
・子ども書道・硬筆
・音色で楽しむバイオリン　ジュニア

・空手道
・ソフトヨーガ
・リラクゼーションストレッチ
・クラシックバレエ入門(初心者)
・楽しく歌おう！（クラシック～映画音楽）
・キッズバレエ（年少～年長）

・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
・Attractive Ballet
・歌謡教室＆ヴォイストレーニング
・ジュニアバレエ（小１～小６）

・アンチエイジングヨーガ
・ゆったりピラティス
・クラシックバレエ入門
・Attractive Ballet（＋トゥクラス）
・子ども空手道
・Graceful Ballet

施設維持費あり入会金あり

●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

・こつこつ貯筋　火曜10:00～（全4回） ・ヨガ教室（初級）金曜19:00～（全4回）

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

販売価格　1枚　8,500円（ギフトカード正価11,000円）
・劇団四季で上演されるすべての演目でご利用いただけます。
・予約は各自インターネット（SHIKI ONLINE TICKET）、
　または劇団四季のチケットボックス（一部を除く）からとなります。
・観覧料が不足の場合は追加料金でご覧になれます。
・余った残高は期限内ならご利用いただけます。　・おつりはでません。
詳しくは劇団四季公式ホームページからご確認下さい。

有効期間　予約日が令和5年12月31日（日）の予約分まで
枚　　数　お一人様2枚まで　　
対　　象　事業主及び会員
申込締切　3月19日（金）
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。

神戸では生演奏とともに黒毛和牛ステーキランチ、
アウトレットではショッピングなど、ご家族でお楽しみいただける日帰りバスツアーです。

対 象 者　事業主及び会員
販 売 数　200箱　3月下旬に発送予定
申込方法　締切日までに、右記のQRコードの申込フォームに

入力いただくか、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。

申込締切　3月12日（金）

穏やかな気候で育った採れたての旬の食材を詰め合わせて生産者の畑から直送！
収穫が始まったばかりの香川県産アスパラガス「さぬきのめざめ」も入ります。今回は、香
川県・多度津産100％エキストラバージンオリーブオイル「蒼のダイヤ」をセットでお届け。
生野菜の和え物、炒め物など、香川県の旬をお楽しみください！
※写真はイメージです。詰め合わせ内容は７～１０品目を予定しています。
※天候や畑の事情によりセット内容は変更になります。

申込フォーム

「季節の野菜セットwithオリーブオイル」

枚 8 500

お好きな演目・ご都合のよい日を選べて、
ご予約いただける劇団四季ギフトカード 
“感動体験”の共有は、忘れられない一生の思い出に

IMA旬ボックス今月の共同購入もおすすめ！香川県内の生産者から直送共

3,500円
（一般価格：5,000円　送料込）
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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！

締切3月19日（金） を除く

宿泊基本料金
10％割引

（連休・繁忙日除く）

児島デニム、倉敷帆布、水島ガラス、あなただけの逸品を探しにお越し
ください。倉敷とお客様を繋ぐきっかけをご提供いたします。

※他の特典との併用不可

ロイヤルパークホテル倉敷 泊まるH

岡山県倉敷市阿知2丁目6-7
086-436-8500
会員と同伴者　会員証提示

KAMAAGE UDON！
自分で茹でる釜揚げうどん体験
実施中です！

※他の特典との併用不可

Café de UDON 食べる

高松市西の丸町12-15
Next International Bldg
087-813-1851
不定期　※事前にご予約をお願いします
不定休
会員と同伴者　会員証提示

高松市の住宅街にある猫カフェです。ゴー
ジャスな北欧の森の猫さんたちが明るい吹き
抜けの店内でのびのびと過ごしています。も
ふもふ長毛ニャンズのお部屋で心和む静か
な時間を過ごし
てみませんか？

※他の特典との併用不可

猫カフェ　森の猫Pato’s Cafe 食べる

高松市木太町5023-3
087-802-7668
平日　12：00～18：00
土日祝11：00～19：00
月曜日、第2・第4金曜日
会員と同伴者　会員証提示

キッズカートスクール
初回講習2,000円（税込）　10％割引

※サーキット走行料金別途必要

4才～12才までの子供対象のカート体験
会を行っています。カート専用のサー
キットでカートに乗ることができます。子
供のレベルに合わせた丁寧なレクチャー
で、最終的には一人で走行できるような
流れです。　※事前予約制

※他の特典との併用不可

合同会社AKAZA 見る・遊ぶ

綾歌郡綾川町畑田2371-9
090-7436-5758
9：00～18：00
木曜日
会員本人のみ　会員証提示

たも屋　三条店

うどんを注文の方
ちくわ天ぷら1本サービス

※他の特典との併用不可

たも屋は2020年7月に勅使店を直営店にして、全5店
舗となりました。
何といっても、ウリは豊富なトッピング！もちろん、うど
んや出汁へのこだわりは、創業時から変わらず「安定の
味」を目指しております。全店共通で8時から11時まで
（道場は10時から11時30分）天ぷら1品サービスの
「太っ腹大作戦」も継続して実施中！

　 会員本人のみ　会員証提示

食べるたも屋　勅使店
高松市三条町316-1
087-802-8844
8：00～15：00
1/1

高松市勅使町1199-13
087-813-7950
8：00～15：00
1/1

おばあちゃんの笑顔あふれるお店です♪
メインのお好み焼は絶品です。500円
から800円と、お安くさせていただいて
おりますので、是非おためしください！
※お持ち帰りもできます

※他の特典との併用不可

お好み焼＆鉄板焼　子ねこ 食べる

高松市牟礼町大町1388-2
090-7578-6462
16：00～22：00
月曜日
会員と同伴者　会員証提示

特　典

1 2

◆◆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：3月19日（金）必着　当選者の発表は引換券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

特　典

ご来店の方に
ウェルカムティーをサービス

特　典

60分以上ご利用の方
150円のドリンクを1杯サービス

特　典
特　典

ドリンク代
（アルコール・ソフトドリンク）

　50円引き

特　典

JAギフトセンター
かがわトピカル　様より
『洗濯用洗剤』を
2名様にプレゼント！

JAギフトセンター
かがわトピカル　様より
『洗濯用洗剤』を
2名様にプレゼント！
※ウェルぱる高松事務局でのお引き渡しとなります。

★応募券★
3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3年1月1日現在
　　　事 業 所　　661社（うち０人事業所7事業所）
　　　被共済者　8,359人（会報誌上では会員と表示）
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