
ありがとうございます

新規加入事業所のご紹介
有限会社カールズジャパン　様
WEST　様
香川県市長会　様
株式会社カガワキーサービス　様

CULTURE
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！！

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！

穏やかな瀬戸内の島 を々見渡せ
る景色を堪能しながら、優雅な
ひとときをお過ごしください。

ギャラリーカフェ　シレーヌ
高松市玉藻町9-10　香川県県民ホール6F
087-823-2636
11：30～18：30（LO18：00）
※ホール催事が無い場合15：00まで
不定休（県民ホール休館日に準ずる）
会員及び同伴者　会員証提示
特 

典 全メニュー　5％割引 特 

典 全メニュー　5％割引
※他の特典との併用不可

ミュージアムで展示をご覧になっ
た後、ゆっくりのんびりとおくつ
ろぎください。

カフェポット　ミュゼ
高松市玉藻町5-5　香川県立ミュージアム1Ｆ
087-822-9722
9：00～17：00（LO16：30）
月曜日
（香川県立ミュージアム休館日に準ずる）
会員及び同伴者　会員証提示

※他の特典との併用不可

食べる 食べる

住所：高松市常磐町1-３-１瓦町FLAG 10F
TEL：０８７-812-5060

・阿波踊り（女踊り・男踊り）
・民謡舞踊

・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～
・フォークダンス
・藤間流日本舞踊

・カルメン健康体操
・クラシックバレエ
・合気道

施設維持費あり入会金あり

・俳句のつくりかた
・英会話（個人レッスン）
・嵯峨御流
・パッチワーク　火曜朝／木曜朝／金曜朝
・アートフラワー＆アンフォルメフラワー　火曜昼／水曜朝

・楽しい朗読
・前結び着付け教室
・池坊
・飾って楽しむ折り紙
・子ども俳句

・Interesting　English
・土曜日の生け花（新池坊）
・裏千家茶道教室　火曜朝／火曜昼／木曜夜／金曜朝／金曜昼／土曜昼
・やまもとえみこ監修のペーパーデコレーション
・子どもいけばな教室（新池坊）

JEUGIAカルチャーセンター

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

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

・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♪
・こつこつ貯筋 6/8～ 火曜10：00～（全4回）

・溝口　勲先生の楽しく弾こう♪ウクレレ
・ヨガ教室 6/18～ 金曜19：00～（全10回）

EVENT

うどん打ち体験！
＠中野うどん学校高松校

夏休みの思い出作りや自由研究にもおすすめ！
本格手打ちをうどんティーチャーズが教えてくれます。
うどん打ち体験の後には、自分たちで打ったうどんをお召し上がり
ください。7月27日（火）10：00～

（所要時間約100分）
中野うどん学校高松校
（高松市成合町8番地）　
800円（一般価格 1,760円）
うどん打ち体験＋自作うどん試食
卒業証書と掛け軸のプレゼント付き
約20名
※自作うどん以外の食事は別途料金

と き

と こ ろ

料 金

募集人数

親子でアート作品をつくろう！
アートワークショップin屋島［全2回］

芸術士®と一緒に、子どもたちの自由な発想や発見を表現する
親子ワークショップを初開催！
初日は『屋島』をテーマにモビール作り。はさみを使えるお子様なら
楽しく制作できます。
翌週は、屋島山上のすばらしい眺望の会場で、作品の仕上げと飾
り付けを。
その後、1週間程度作品が展示される予定です。

①制作　：7月10日（土）10：00～12：00
②仕上げ：7月17日（土）10：30～11：30
（会場の都合により②の日程が変更となる場合があります）

①穴吹学園ホール　高松市屋島西町2366-1
（せとうち観光専門職短期大学内）

②れいがん茶屋（屋島山上）
親子ペア１組　1,500円（一般価格 2,500円）
（一名追加 500円）材料費込
※②では別途駐車料金300円要　

5歳～小学4年生くらいまでの親子
10組予定
谷　由貴（芸術士®）
※協力　ＮＰＯ法人アーキペラゴ

と き

と こ ろ

料 金

対象年齢

募集人数

講 師

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。
ウェルぱる高松ホームページからもお申込いただけます。
申込多数の場合は会員毎に抽選し、結果を通知文でお
知らせします。

申込方法

申込締切　6月25日（金）

対 象 者
事業主・会員及びその家族

申込締切　6月18日（金）

対 象 者　事業主及び会員
TICKET 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。
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水と生命の物語を巡る「四国水族館」入館券 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。ここでしか体験できない感動体験の
数 が々あなたを非日常空間へ。

～令和3年12月31日（金）
四国水族館
（綾歌郡宇多津町浜一番丁4うたづ臨海公園内）
大人（高校生・16歳以上）1,700円（一般前売料金 2,200円）
400枚（お1人様2枚まで）

有効期限
場    所

料    金
枚    数 画像提供：四国水族館

芸術士®とは・・
　絵画・彫刻・パフォーマンス・デザイン・
工芸など、様々な分野で活動する作家。
芸術士®は、表現活動を通して、子どもた
ちの感性と創造の力を最大限に引き出す手
助けをします。

4 1

62021 No.3
R3.6.1発行

（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟
発行　ウェルぱる高松事務局
〒761-0113  高松市屋島西町2366番地1
ＴＥＬ （087）844-3516　ＦＡＸ （087）844-3524

令和3年4月1日現在
事 業 所　　678社（うち０人事業所7事業所）
被共済者　8,310人（会報誌上では会員と表示）

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



FOODFOOD 対 象 者　事業主及び会員 締切日までに、下記のウェルパル高松ホームページの申込
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。発送日の指定はできません。

「食の劇場」は、生産者と消費者のつなぎ役となり、地域の食材や食文化を発信し、
一人ひとりの幸せな食卓を提案する活動を行っています。
生産者の畑に足を運び、旬の香川県産食材をチョイスして、生産者と食材の情報
とともにお届けします。

IMA旬ボックスIMA旬ボックス共同購入もおすすめ！香川県内の生産者から直送

食の劇場
農業プロデューサー
岡本 裕介

申込方法

今月の今月の

香川県産「樹上完熟すもも」
3,000円（一般価格：4,500円　送料込）
6月中旬発送予定　※県外へは別途料金有
太陽をたっぷり浴びて樹の上で完熟した、濃厚な味の大玉すももを厳選して果樹園から直送！
食べ頃になって収穫したすももの爽やかな酸味と口いっぱいに広がる芳醇な香りは格別です！

内 容 量

申込締切

produced by

高松国際ホテル・リーガホテルゼスト高
松・ロイヤルパークホテル高松の各レスト
ランでご利用いただけます。
（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）

エステティックにも効果のあるカルシウ
ム・ナトリウム泉のバラエティー豊かな温
泉や、遠赤外線サウナ・海水露天風
呂のほか、プールやウォータースライダー
など家族でたっぷり楽しめます。

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。
当選発表は賞品の発送をもってかえさせて
いただきます）　

アンケートプレゼントキャンペーン
お好きなレストランを選べる
あなぶきホテルズレストラン
共通お食事券2,000円分 20名様

水着着用の温浴施設でのんびりと
クアタラソさぬき津田招待券 10名様1 2

3 4

5

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。

パーク入園+乗物を楽しめる
NEWレオマワールドフリーパス 4名様

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。

自由すぎる動物たちに会える動物園
しろとり動物園入園券 10名様

封を開け、カップに掛けてお湯を注ぐだ
けで本格珈琲を味わえるドリップパックを
6種類（フレンチミックス、ソフトミックス、
マタリ・モカ、マンデリン、キリマンジャロ、
ガテマラ）。自家焙煎珈琲専門店の味を
ご家庭でお楽しみください。

倉敷美観地区の歴史ある焙煎珈琲専門店
倉敷珈琲館ドリップパック6種セット 10名様

クアパーク津田　おまかせBBQプラン 津田の海をバックに開放
感溢れるＢＢＱパーティ。
「手ぶら」でＯＫ！
準備から後片付けまで
おまかせのＢＢＱプラン。
お飲み物はご自由に
お持ち込みください。
［割引券の発行となります。
ご利用時にお支払いくださ
い。］

アンケートフォーム

ビアガーデン
＆

ＢＢＱ特集 事業所毎に取りまとめ、別紙申込書によりウェルぱる高松事務局へＦＡＸをお願いします。
申込多数の場合は会員毎に抽選し、結果を通知文でお知らせします。

申込方法

斡旋枚数　各１００枚　お一人様２枚まで

2021 SUMMER

4,500円（一般価格：6,200円　送料込）
※県外へは別途料金有
三豊市粟島海洋記念公園ル・ポール粟島から瀬戸内の島の味覚を
活かしたオリジナルグルメを直送いたします♪
瀬戸内で獲れる「さぬき蛸（たこ）」を使ったコリッとした食感とピリリ
と辛味がアクセントの「粟島たこドライカレー」
食欲をそそるにんにくの風味に
讃岐らしい甘さと上品な鯛の旨味が溶け込む「鯛みそ」
粟島の味覚をご自宅でご堪能ください

瀬戸内・粟島からの贈り物「たこドライカレー４食と鯛みそ２袋セット」

申込締切　6月18日（金）対 象 者　事業主・会員及びその家族

～11月30日（火）　11：00～14：00
2日前17時までに要予約
クアパーク津田（さぬき市津田町松原地内）　
［基本プラン］
一般（中学生以上）　2,600円（一般価格 3,300円）
小学生　　　　　1,000円（一般価格 1,300円）
※ご予約は2名様より

期間・営業時間

会 場
料 金

7月1日（木）～9月30日（木）
18：00～20：30（水～土）要予約　
11：30～14：00（日・祝限定）　［定休日］ 月・火（祝日除く）
JRホテルクレメント高松　5階　ビアテラス
4,000円（一般前売価格 5,000円）

期間・営業時間

会 場
料 金

粟島の味覚をご自宅でご堪能ください

瀬戸内の離島でチームビルディング　「オリエンテーションプラン」
ル・ポール粟島では
企業様や学生の皆様へ研修・合宿などをサポートさせていただきます。
自然豊かで静かな粟島はチームビルディングにぴったり♪
特に西浜の「ビーチクリーン」や粟島に数多く生息する「ウミホタル」を通しての海洋環境への学習には
屈指のフィールド。オンラインでは感じられない環境の中での学びと遊びをお楽しみ下さい！

三豊市粟島海洋記念公園　ル・ポール粟島
〒769-1108 香川県三豊市詫間町粟島 1418-2
TEL　0875-84-7878 　FAX　0875-84-7877
ＨＰ　https://le-port.jp/　E-mail　info@le-port.jp

1.6kg箱（約400g×4パック）
6月7日（月）

香川県産「朝採れスイートコーン」
3,000円（一般価格：4,500円　送料込）
6月下旬発送予定　※県外へは別途料金有
「茹でるお湯を沸かしてから畑に収穫に出掛けよう」
そう言われるほど、スイートコーンは鮮度が命の野菜。 
一番甘くて粒が張った状態になっているコーンを朝陽が昇る前に収穫して農園から直送します！
内 容 量
申込締切

Ｌサイズ以上20本入り
6月11日（金）

JRホテルクレメント高松

5レストランフェアinクレメントテラス
開業20周年特別記念！館内５レストランのメニューが一堂に！

「館内５レストランの料理
を味わう」
をテーマに、和洋中レス
トランシェフが趣向を凝ら
し考案したメニューが集結！
また、日祝限定でランチ
営業も♪
［買取販売のため、チケット
申込み後のキャンセルは出
来ません。］

プラン参考価格
1ＤＡＹ　  5,000円～昼食付
2ＤＡＹ　14,000円～ 1泊4食付

ファイブ
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