
申込締切　7月20日（火）

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。
申込多数の場合はお一人様単位で抽選し、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。
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ハイスタッフホール周辺の地名「青柳
（あおやぎ）」にちなんで開催する「観
音寺青柳寄席」も今回で第３回目。
前回に引き続きテレビでおなじみの
人気落語家・立川志の輔師匠の
独演会です。
巧みな話術で引き付ける生の高座をお
楽しみに！

第３回観音寺青柳寄席「立川志の輔 独演会」

公演日時
場    所
料    金
枚    数

令和3年10月2日（土）14：00開演
ハイスタッフホール（観音寺市民会館）大ホール
3,500円（一般前売料金 4,200円）
20枚（お1人様2枚まで）
※全席指定席　※未就学児入場不可
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては席数の制限、
公演が中止・延期になる場合がございます。　　

公演日時
場    所

料    金
枚    数

全世界で興行収入記録更新中の
“ミュージカルの金字塔”
新たなキャストを迎えて進化し続ける
ミュージカル「レ・ミゼラブル」は、
“劇場で体験する、あの感動と興奮”
をお届けします。

ミュージカル「レ・ミゼラブル」

令和3年9月12日（日）13：00開演
フェスティバルホール
（大阪市北区中之島2-3-18）
S席　11,000円（一般前売料金 S席 14,500円）
10枚（お1人様2枚まで）
※全席指定席　※未就学児入場不可
※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する取り組みは
フェスティバルホールホームページをご確認ください

劇団四季「The Bridge ～歌の架け橋～」 「さあ、新しい物語をはじめよう。」
語り継ぐ、歌い継ぐ、踊り明かす。
ここに劇団四季のすべてがある。
数々のミュージカルを彩った珠玉
のナンバーにのせて、劇団四季
の「舞台への祈り」を贈る華や
かな新作ショウ。

令和3年8月27日（金）　18：30開演
ハイスタッフホール（観音寺市民会館）大ホール
S席　8,000円（一般前売料金 9,900円）
S席のみ30枚（お1人様2枚まで）
※全席指定席　※3歳以上有料（2歳以下入場不可）
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては席数の制限、
公演が中止・延期になる場合がございます。

公演日時
場    所
料    金
枚    数

（ｃ）荒井健

CULTURE
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FOOD
IMA旬ボックス今月の

TRAVEL

ウェルぱる高松特別企画

マスカット狩り＆松茸・黒毛和牛すき焼き食べ放題！！ バスツアー

EVENTEVENT

陶芸を体験してみよう
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）

9月1日・8日・22日（水）
19：00～21：00（全3回）
「ゆるり」（高松市牟礼町牟礼941-1）
※R11号線レディ薬局牟礼店裏　駐車場無料

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

事業主及び会員
10人程度
米田　祐
（光風会展工芸賞受賞）

と き

と こ ろ

料 金

対 象 者

募集人数

講 師

和三盆型抜き体験
独特の風味を持ち、上品な甘さと細やかな粒子、口どけの良さが自
慢の最高級の砂糖『和三盆』を繊細で美しい菓子木型を使って型
抜き。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。

大粒で甘いブルーベリーを食べ放
題＋125gのお持ち帰り（大人の
み）。低木なので小さなお子さまも
自分で摘み取り、そのまま食べる
ことができます。
摘みたてのフレッシュな味わいをお
楽しみください。

9月4日（土）
①13：00～　②15：00～
穴吹学園ホール
（せとうち観光専門職短期大学内）無料駐車場有

大　人　　1,200円（一般料金 2,000円）
中学生以下　800円（一般料金 1,500円）
事業主・会員及びその家族
各10人程度
上原あゆみ
（和三盆体験ルーム　豆花）

と き

と こ ろ

料 金

対 象 者

募集人数

講 師

大粒で甘いブルーベリーを食べ放題

『ブルーベリー狩り　割引利用券』

～9月上旬　9：00～15：00
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）
ブルーベリー工房　Patina
善通寺市与北町1829（善通寺市鉢伏山）

要予約（利用希望日の5日前まで）
当日は割引利用券を提示し、
代金をお支払いください。
中学生以上　800円（一般料金 1,200円）
4歳～小学生　400円（一般料金 600円）
事業主・会員及びその家族
100枚（お一人様4枚まで）

と き

と こ ろ

利用方法

料 金

対 象 者

枚 数

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　7月20日（火）

日　　程 　　　　 カリキュラム
粘土で形を作ります。（自由なもの）
削ったり、形を整えます。
上薬掛けをします。

9/1  （水）
9/8  （水）
9/22（水）

鉢伏ふれあい公園
鉢伏山
農園

鉢伏公園
看板

ふれあい公園
グラウンド

四国学院
大学

グラウンド
Ｐａｔｉｎａ
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イメージです。実際の商品とは多少異なります。

2



FOODFOOD 対 象 者　事業主及び会員
締切日までに、ウェルぱる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。

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

申込方法

今月の今月の

香川県産「ぶどう食べくらべセット」
３,５００円（一般価格：5,000円　送料込）
8月中旬発送予定　※県外へは別途料金有

数 量

内 容 量

50箱
１kg箱（約500g×2品種）

ウイルス遺伝子検査は、特に重要な6種のウイルス感染症に関するあなたの
「ウイルス感染が起きやすい関連遺伝子」と「重症化しやすい関連遺伝子」
を解析し、あなたにとってハイリスクのウイルス感染症を明らかにするとともに、
リスクを下げる「生活習慣」や摂るべき「食品」を提案するものです。

19,800円（一般価格 32,000円）ほか
ログインID：cs
ログインパスワード：zenpuku

ＱRコード●新型コロナウイルス
●HIV（エイズウイルス）
●Ｃ型肝炎ウイルス
●インフルエンザウイルス

●Ｂ型肝炎ウイルス
●ノロウイルス（※）
※ノロウイルスには重症化の
　説明はありません。

料　金

※所属サービスセンター名は【ウェルぱる高松】と
記入ください。

㈱サインポスト提　供
詳細・お申込は「全福センターホームページ」にて→

6項目
26遺伝子
（重複除く）

TRAVELTRAVEL
申込締切　7月20日（火）
対 象 者　事業主・会員及びその同伴家族

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。
※新型コロナウィルス感染拡大などの状況により、催行できない場合があります。
※最少催行人数に達しない場合は中止となります。

8：00 高松駅→8：15 穴吹学園ホール（せとうち観光専門職短期大学）→10：00 くぼ農園→
12：10 朝日堂 昼食→14：40～16：40 三井アウトレットパーク倉敷または倉敷美観地区→
18：00 穴吹学園ホール→18：15 高松駅

昼食1回

添乗員付き

行　程

令和3年9月12日（日）
大　 人　9,000円（一般価格 13,500円（税込価格））
小学生　7,000円（一般価格 11,000円（税込価格））
3歳以上　4,000円（一般価格 6,500円（税込価格））
60人
㈱穴吹トラベル
運行バス会社　四国中央観光バスまたは同等クラス

出 発 日

募集人数
旅行企画・実施
交 通

皆様からの熱いご要望にお応えし、ウェルぱるバスツアーを開催いたします！
今回は、岡山のくぼ農園で上品な甘さと高貴な香りで「ぶどうの女王」といわれる高級ぶどう【マスカットオブアレクサンドリア】
の食べ放題と、マスコミにも取り上げられる人気店「朝日堂」での松茸と岡山県産黒毛和牛食べ放題！
その後は選べるコースで三井アウトレットパーク倉敷にてショッピング、または倉敷美観地区の観光をお楽しみいただけます。

ウェルぱる高松特別企画

マスカット狩り＆松茸・黒毛和牛すき焼き食べ放題！！ バスツアー
ウェルぱる高松特別企画

マスカット狩り＆松茸・黒毛和牛すき焼き食べ放題！！ バスツアー

EVENT

［イメージ］ ［イメージ］

ぶどうの収穫に最も良い時間帯
は、香りや甘み成分が一番充実
している夜明け前。朝採れのぶ
どうを白系と黒系の食べくらべ
セット（シャインマスカット＆ブラッ
クビート）にして農園直送でお届
けします！

香川県産・梨「幸水」
5,0００円（一般価格：6,500円　送料込）
8月上～中旬発送予定　※県外へは別途料金有

数 量

内 容 量

50箱
1箱（化粧箱14個入り）

香川県内の有名な梨産地である
豊浜地区から、人気上昇中の
「幸水」をお届けします。みずみ
ずしく柔らかい果肉に果汁が多く
含まれ、酸味が少なく程よい甘
みを感じる大玉の幸水を農園直
送でお届けします！

申込締切　7月21日（水）

イメージです。実際の商品とは多少異なります。イメージです。実際の商品とは多少異なります。
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両想いのお相手を探せる結婚相
談所「ツヴァイ」
高松駅すぐの店舗で、両想い
のお相手を見つけてみませんか？

ツヴァイ高松
高松市寿町1-4-3　高松中央通りビル5階
087-811-9281
11：00～19：00
火・金
会員本人のみ　会員証提示

特 

典

「ご紹介コース」または
「ご紹介＋自由検索コース」

の入会初期費用
11,000円（税込）割引

※他の特典との併用不可

学ぶ・暮らす

TICKET

ウェルぱる高松事務局より
イオンシネマ映画鑑賞券（ACチケット）
１枚を10名様にプレゼント

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

・つるとラタンのバスケタリー
・超初心者の為の絵画教室

・やさしい水彩画
・水墨画入門
・アコーディオン

・和紙ちぎり絵
・小原流いけばな
・チェロの調べ

施設維持費あり入会金あり

・カワイ体育教室（幼児・児童）
・大人と子どものピアノ・声楽教室
・写真レベルアップ講座
・ゆったりピラティス
・エンジョイハワイアンフラ（初級クラス）
・ハワイアンフラ（インストラクターコース）

・子どもの絵画造形教室（園児・小学生）
・はじめよう！絵手紙　木曜朝／木曜夜
・アルコールインクアート
・吾妻流日舞教室
・すてきなハワイアンフラ（上級クラス）

・やさしい大正琴
・楽しみながら写真表現を学ぶ
・マイルドヨーガ
・アロハ＆マハロハワイアンフラ
・リフレッシュハワイアンフラ（初心者）

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　火曜10：00～12：00

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

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：7月20日（火）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

プレゼント応募方法

PRESENT

ウェルぱる高松×穴吹学園ホール　教養講座

「私たちの食とSDGs」
日　　時
会　　場

料 金
申込方法

講 師

申込締切

令和3年9月11日（土）10：00～
穴吹学園ホール
（せとうち観光専門職短期大学内）
無料
FAXまたはウェルぱる高松ホームページよりお申込ください。
※来場者には抽選で、農園直送の香川の農産物をプレゼント
食の劇場　代表　岡本裕介
「食の劇場」は、生産者と消費者のつなぎ役となり、
地域の生産者や農作物について情報発信し、
旬の食材の販売や田畑での体験交流イベントを通じて、
幸せな食卓を提案する活動を行っています。
9月10日（金）

SDGsの視点から、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
持続可能な農業と社会づくりを語り
ます。
私たちにとって身近な地元農産物を通
して、SDGsを考えてみましょう。

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】

★

★ 4

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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