
申込締切　9月17日（金）

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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レコード大賞に輝いた「君がいるだけで」をはじめ、「Shake　Hip！」
「浪漫飛行」など今なお歌い継がれ、聴き継がれる名曲を送り出すと
ともに、音楽をベースにしたエンターテインメントの神髄を届けてくれる
米米CLUB。
ライブの楽しさを追求してきた
そのパフォーマンスで、
楽しさに満ちたステージを
披露いたします。

米米CLUB
「a K2C ENTERTAINMENT TOUR 2021 ～大芸術祭～」

公演日時
場    所
料    金
枚    数

令和3年10月16日（土）18：00開演
レクザムホール　大ホール
7,400円（一般前売料金 9,350円）
30枚（お1人様2枚まで）
※全席指定席
※小学生以上有料（小学生未満で座席が必要な場合、有料） 
※新型コロナウイルス感染拡大状況により席数の制限や、
公演中止・延期の場合がございます。

公演日時
場    所
料    金
枚    数

中村勘九郎、中村七之助を中心に、中村屋一門が毎年行う全国巡
業公演、それが 錦秋 特別
公演です。歌舞伎座のある
東京をはじめ、歌舞伎を見る
事が出来る劇場は全国でも
限られています。
それならば 「自分たちが全国
各地に足を運び 、たくさんの
方に歌舞伎を見てもらおう」
と ､兄弟ふたりを中心とした
全国巡業の特別公演が始ま
りました。

中村勘九郎　中村七之助
錦秋特別公演2021

令和3年10月17日（日）11：30開演／15：30開演
レクザムホール　大ホール
S席　7,000円（一般前売料金 S席 8,800円）
各20枚（お1人様2枚まで）
※Ｓ席のみ　※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り席数の制限や、
公演中止・延期の場合がございます。

鈴木大介ギターリサイタル
～不朽の名作映画の音楽から“アルハンブラの思い出”まで～

作曲家の武満徹から「今まで聴いた
ことがないようなギタリスト」と評されて
以来、新しい音楽家として注目され続
けている鈴木大介が、不朽の名作映
画音楽やギターの名曲をお届けします。

令和3年10月3日（日）　14：00開演
三豊市文化会館マリンウェーブ　マーガレットホール
一　般　　　2,000円（一般前売料金 3,000円）
高校生以下　　800円（一般前売料金 1,500円）
各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り席数の制限や、
公演中止・延期の場合がございます。

公演日時
場    所
料    金

枚    数

CULTURE

申込締切　9月15日（水）

1

（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7月1日現在
事 業 所　　666社（うち０人事業所7事業所）
被共済者　8,362人（会報誌上では会員と表示）
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昼食1回 添乗員付き

令和3年11月13日（土）
大　 人　14,000円（一般価格 18,500円（税込価格））
小学生　  9,000円（一般価格 13,000円（税込価格））
60人
㈱穴吹トラベル
貸し切り観光バス（三豊中央観光バス又は同等クラス）

出 発 日

募集人数
旅行企画・実施
交 通

テレビでおなじみの三遊亭小遊三が
三木町にやってくる。
歯切れのいい江戸落語で客席をぐい
ぐい引き込みます。
実力派の名人芸をたっぷりお楽しみく
ださい。

三遊亭小遊三独演会

公演日時
場    所
料    金
枚    数

令和3年11月23日（火・祝）14：00開演
三木町文化交流プラザ　メタホール
2,800円（一般前売料金 3,500円）
30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り席数の制限や、
公演中止・延期の場合がございます。

公演日時
場    所
料    金
枚    数

大変お待たせいたしました！
昨年延期されていた「梅沢富美男劇
団 観音寺特別公演」開催です！
芝居あり、歌あり、舞踊あり！
グレードアップした“何でもアリ”のごっ
た煮エンターテイメントをお楽しみくだ
さい☆

梅沢富美男劇団　観音寺特別公演

令和3年11月27日（土）　①13：30開演　②17：30開演
ハイスタッフホール（観音寺市民会館）　大ホール
S席　4,800円（一般前売料金 S席 6,000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
※新型コロナウイルス感染拡大状況により席数の制限や、
公演中止・延期の場合がございます。

GOURMET

HEALTH

TRAVELTRAVEL
申込締切　9月24日（金）
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。

令和3年10月23日（土）
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
7：45～　　　　　　8：30～
5,500円（一般価格 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。
6インチプレース・Ｗペリア（順位は年長者上位）

と き
と こ ろ

受 付
料 金

競技方法

スタート

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。
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

募集人数

表 彰

第9回ウェルぱる高松ゴルフコンペ

対 象 者　事業主及び会員
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。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。

申込方法

SPORTSSPORTS 申込締切　9月22日（水）

ウェルぱる高松特別企画
名旅館「三朝温泉 万翆楼」で食す蟹フルコース会席バスツアー
ウェルぱる高松特別企画
名旅館「三朝温泉 万翆楼」で食す蟹フルコース会席バスツアー翆
2021年7月オープンの地域の自然や文化を生かした新しい観光施設「GREENable HIRUZEN」と、三朝温泉の
老舗旅館で、冬の日本海を代表する味覚の王様「豪華蟹づくし会席」をご堪能いただきます。
日本海のうまいものが大集合の「道の駅ポート赤碕」でお土産もゆっくりお選びください。

7：30 高松駅→7：45 穴吹学園ホール（せとうち観光専門職短期大学内）→10：15 GREENable HIRUZEN→
12：30 三朝温泉 万翆楼 昼食→15：00 道の駅ポート赤碕→19：00 穴吹学園ホール→19：15 高松駅

行　程

旅館温泉 入浴付き
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GOURMETGOURMET
申込締切　9月17日（金）
対 象 者　事業主・会員及びその家族

有効期限　～令和３年12月20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
各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。 
※価格は全て税込

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

人気のアフタヌーンティーが全面リニューアル。
7種類の季節のオードブルが付いてランチ風に
アレンジ。
もちろんケーキやマカロン、ムースなどたくさんの
スイーツも。
贅沢なランチタイムを存分にお楽しみください。

［火・水・木曜日ランチタイム限定］

ぐりる屋島　（高松市木太町2191-1 高松国際ホテル本館1階）

①高松国際ホテルのミールキットレシピ～シェフの作り方ガイド付き～
「オリーブ牛とフォアグラのソテー
　　　　　ロッシーニ風トリュフソース」　

料理長直伝のテクニックを動画で見な
がら、ご自宅でホテルの味に挑戦。
フォアグラやトリュフ、オリーブ牛を使って
「さぬきフレンチ」スタイルに仕上げましょう。
※ミールキットの食材は真空パックでお
渡しいたします。
※調理時間は約30～40分を要します。

香川の旬を取り入れた「讃岐瀬戸内
チャイニーズ」のレストラン 中国料理桃
花苑の人気ランチコース。
メニューは月替わり。
詳しくは公式ホームページをご確認くだ
さい。

4,000円（通常6,000円のところ）2人前
●お渡し場所　高松国際ホテル ぐりる屋島
●お渡し３日前までに要予約　●月曜定休

料 金 テイクアウト

限定数 50

限定数 50

限定数 50

HEALTHHEALTH 必ず事前にお申込ください

インフルエンザ予防接種補助のご案内
事業主及び会員
2,800人（申込多数の場合は抽選）
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。
令和3年１０月１日（金）～令和4年１月31日（月）
令和3年９月21日（火）必着
令和4年２月１０日（木）必着（補助決定者のみ）

！

９月11日（土）実施予定でしたが、新型コロナウイルスの
感染状況を鑑み、開催を延期いたします。
代替の日程につきましては、決まり次第改めてご案内させて
いただきます。ご了承ください。

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21日（火）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4年2月10日（木）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

TRAVEL

SPORTS
（見本）

領　収　書
令和３年１１月１１日          

様　　　　　　

　　　　　　　　 　　　3,000円

インフルエンザ予防接種代　　○○病院 　

ウェルぱる高松特別企画
名旅館「三朝温泉 万翆楼」で食す蟹フルコース会席バスツアー

対 象 者
募集人数
補 助 額

対象期間
申込締切
提出期限
申込方法

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！

ぐりる屋島　（高松市木太町2191-1 高松国際ホテル本館1階）
②アフタヌーンティー ～オードブル付き～

2,000円（通常2,800円のところ）
●お1人様3枚まで
●前日15時までに要予約
●月曜定休

料 金

中国料理 桃花苑（高松市古新町9-1リーガホテルゼスト高松北側別館2階）
③桃花苑ランチコース

2,800円（通常3,600円のところ）
●お1人様3枚まで（ご利用は2名様より）
●2日前までに要予約 
●月曜定休

料 金

印

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」について
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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

北海道直送の新鮮なラム肉や
名物の「ラムチョップ」を楽し
めるお店♪クセが少なく初めて
の方でも食べやすいのは、お肉
が新鮮だからこそ！こだわりの生
ラム肉の旨味と甘み、ジューシー
な味わいを是非ご堪能ください。

ラムチョップと生ラムのお店　羊小屋
高松市瓦町2丁目10-7　吉田ビル202
087-813-3149　※予約優先
平　日　16：00～22：00
土日祝　12：00～15：00/16：00～22：00
無休　※新型コロナウイルス感染症の拡大により変更の場合有り
会員及び同伴者　会員証提示

特 

典 料理全般　5％割引
※他の特典との併用不可

食べる

TICKET

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

・姓名判断を学ぼう
・やさしい囲碁

・骨盤底筋体操からの体幹トレーニング
・わくわくハッピーヒーリング塩絵教室
・詩吟を楽しむ

・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）
・大人向けそろばんトレーニング
・藤間流日本舞踊

施設維持費あり入会金あり

・カワイ体育教室（幼児・児童）
・やさしい大正琴
・水彩画を楽しむ
・舞台朗読・語り
・アルコールインクアート
・土曜日の生け花（新池坊）

・子どもの絵画造形教室（園児・小学生）
・大人と子どものピアノ・声楽教室
・はじめての油彩画
・楽しみながら写真表現を学ぶ
・マイルドヨーガ
・茶道教室（裏千家）

・歌謡教室＆ヴォイストレーニング
・はじめよう！絵手紙　木曜朝／木曜夜
・似顔絵の描き方
・写真レベルアップ講座
・ゆったりピラティス

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

１枚 700円 （一般鑑賞料金 1,800円）
令和3年11月1日（月）～令和4年4月30日（土）
※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】
お一人様２枚まで （年間お一人様２枚まで）
9月17日（金）

イオンシネマ映画鑑賞券（ACチケット）後期販売
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。
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。
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。
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。

料 金
有効期間

枚 数
申込締切

お申込について
1

2

3

4

詳しくは

10・11月
号で！2021年12月12日（日）開催決定！！

・土曜日の生け花（新池坊） ・茶道教室（裏千家）

010
ウェルぱる高松 eスポーツ大会

髙嶋司法書士事務所　様
株式会社ライトリンク　様
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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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