
対 象 者　事業主及び会員

TICKETTICKET 割引前売券の申込方法

※料金は全て税込です。

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

フジコ・ヘミング with N響メンバーの仲間たち
指揮：マリオ・コシック

令和5年1月3日（火）　15：00開演
レクザムホール（香川県県民ホール）　大ホール
7,800円（一般前売料金 9,800円）
30枚（お1人様2枚まで）
※S席のみ　※未就学児入場不可
12月8日（木）

と き
と こ ろ
料    金
枚 数

申込締切

【出演者】
フジコ・ヘミング N響メンバー 指揮：マリオ・コシック
【予定曲目】
ヴィヴァルディ：四季
（ヴァイオリン独奏：永峰高志）
モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番
リスト：ラ・カンパネラ
（独奏：フジコ・ヘミング）
※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
※ご来場前にはサンライズプロモーション東京のＨＰ （https://sunrisetokyo.com/）
　より最新情報のご確認をお願いいたします

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

異動届・給付申請ともに 12月8日（木）必着

令和3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

古澤巖 GALA2 CONCERT
「ヴァイオリンの昼と夜」

令和5年1月15日（日）　18：00開演
ハイスタッフホール（観音寺市民会館）　大ホール
4,000円（一般前売料金 5,000円）
20枚（お1人様2枚まで）
※全席指定　※未就学児入場不可
12月12日（月）

と き
と こ ろ
料    金
枚 数

申込締切

2023年最初のクラシック公演を飾るのはハイス
タッフホールの地元・観音寺市「ふるさと応援
特別大使」をつとめるヴァイオリニスト古澤巖！
ガラコンサートならぬ「ガラガラコンサート」と銘
打つ当公演は、１席おきにご着席いただく贅沢
さ。古澤巖が奏でるストラディバリウスの音色を
じっくりとご堪能ください！

4000マイルズ～旅立ちの時～

令和5年1月15日（日）　13：00開演
レクザムホール（香川県県民ホール）　大ホール
8,800円（一般前売料金 11,000円）
20枚（お1人様2枚まで）
※全席指定　※未就学児入場不可
12月12日（月）

と き
と こ ろ
料    金
枚 数

申込締切

大学生レオと祖母のヴェラが、長い時を経て再
会することでふれ合う、祖母が生きた時代、孫が
生きる未来。それぞれ行き場を失っていた人生を
果たして取り戻すことができるのか。
【出演者】岡本圭人、森川葵、瀬戸さおり、
　　　　 高畑淳子

製作：東宝
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CULTURE

古今亭菊之丞・桃月庵白酒　二人会

令和5年2月5日（日）　14：00開演
三木町文化交流プラザ　メタホール
2,000円（一般前売料金 2,500円）
30枚（お1人様2枚まで）
※全席指定　※未就学児入場不可
12月20日（火）

と き
と こ ろ
料    金
枚 数

応募締切

NHK大河ドラマ「いだて
ん」の落語監修・江戸
ことば指導も務めた最も
江戸・明治を感じさせる
噺家、古今亭菊之丞と
愛嬌あるルックスで独自
の爆笑噺を生み出し続け
る桃月庵白酒、今注目の
２人の話芸をご覧あれ。

EVENTEVENT 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。

申込方法

ART Afternoon Tea Salon
アートアフタヌーンティーサロン

令和5年1月14日（土）　第1部 10：00～　第2部 13：00～
せとうち観光専門職短期大学
お1人様　3,500円（一般価格 4,400円）（税込）
※アートワークショップ参加費
　アフタヌーンティーセット
　ソフトドリンク飲み放題付
事業主・会員及びその家族
各5名
12月20日（火）

と き
と こ ろ
料 金

対 象 者
募集人数
応募締切

アート×スイーツのコラボイベント開催。
ホールの大きなガラスに作品を描く参加型アートワークショップの後
に、高松国際ホテル柿澤シェフパティシエがアートをイメージして制作
したアフタヌーンティーセットを味わう限
定サロン開催。
オードブルと10種以上のスイーツを楽
しめるアフタヌーンティーをゆったりとお
楽しみください。

ぐりる屋島のXmasディナー

令和4年12月24日（土）・25日（日）　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）
お1人様　9,600円（一般価格 12,000円）（税サ込）
事業主・会員及びその家族
各10名程度
12月9日（金）

と き
と こ ろ

料 金
対 象 者
募集人数
応募締切

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）

ご利用は2名様以上

ピザ焼き体験 農村地域の生活に触れ合うことができる農業交流体験施設の香
南アグリーム。
ピザ生地から作り、トマトソースと季節の野菜をのせて焼きます。
仲の良いグループやご家族
で楽しみませんか？

令和5年2月4日（土）10：30～12：30
香南アグリーム（高松市香南町岡1270-13）
お1人様　1,000円（一般価格 1,320円）（税込）
 ※アイス、ドリンク付き
事業主・会員及びその家族
エプロン、三角巾（バンダナ等）、スリッパ
30名
12月20日（火）

と き
と こ ろ
料 金

対 象 者
持 ち 物
募集人数
応募締切

音楽の絵本　FESTIVAL BAND
令和5年1月29日（日）　14：00開演
ハイスタッフホール（観音寺市民会館）　大ホール
一　般　　2,800円（一般前売料金 3,500円）
大学生以下　800円（一般前売料金 1,000円）
小学生以下　400円（一般前売料金 　500円）
各30枚（お1人様2枚まで）
※全席指定　※0歳より入場可　※2歳まで膝上観賞無料（大人１人
につき1名まで お席が必要な場合有料）　※3歳以上有料
12月20日（火）

と き
と こ ろ
料    金

枚 数

申込締切

演奏者は全員動物たち！
まじめでしっかり者のオカピを中心に個性豊かな動物たちが集まって結成され
たズーラシアンブラスと四つ子のキツネによるサックス四重奏団・サキソ
フォックスが観音寺に
集結します！
大人から小さいお子
様まで楽しめる大迫
力のブラスサウンドを
お楽しみください♪ (c)SUPERKIDS

ヤギのえさやり体験もできるよ！
仲の良いグループやご家家族グループやご家家族家
でで楽しみままませんか？

artist 金  孝妍
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FOOD

STUDY

GOURMETGOURMET
対 象 者
事業主・会員及びその家族

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に代金を添えてお支払いください。 
※料金は全て税込です。
ご利用の流れ 直接予約 ご利用食事券発行 券を添えて代金支払

クアパーク津田　（さぬき市津田町松原敷地内）　ＴＥＬ：0879-42-2521
祝い膳

有効期間　～令和5年2月28日（火）

限定数 304,800円（一般価格 6,000円）
●お1人様2枚まで
●5日前までの要予約（大晦日、元旦は受注制限あり）
●お渡し時間9：30～19：00
12月16日（金）

料    金

申込締切

年末年始のおせち料理、
お祝い事、記念日など、
お1人様ずつに盛りつけ
された20品目を超える
「祝い膳」で慶祝の時を。

料    金

申込締切

JRホテルクレメント高松　20Fレストラン「フィオーレ」
クリスマスコース

有効期間　～令和4年12月25日（日） 

限定数 1012,000円（一般価格 15,000円）
●お1人様2枚まで
●3日前までの要予約
●定休日：月曜日 ※12月19日（月）は営業
12月9日（金）

JRホテルクレメント高松の心躍
るクリスマスディナー、期間限
定でお届け。
とびきり素敵なクリスマスをお
過ごしください。
※メニューの詳細はホテルHP
まで
https://www.jrclement.co.jp/
takamatsu/fiore/f_dinner/

令和5年1月21（土）・22（日）
香川ファイブアローズ VS 越谷アルファーズ
令和5年1月28（土）・29（日）
香川ファイブアローズ VS バンビシャス奈良
高松市総合体育館
2階席
大　人　　　 1,400円（一般前売料金 1,800円）
ジュニア（3歳～15歳）　600円（一般前売料金   800円）
各日程15名程度

と き

と こ ろ
席 種
料    金

募集人数

2022-23 SEASON　B.LEAGUE 香川ファイブアローズ観戦

申込締切　12月20日（火）

SPORTSSPORTS 割引前売券の申込方法

※料金は全て税込です。

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対 象 者　事業主・会員及びその家族

プロバスケットボールリーグ「Bリーグ」のB2西地
区所属。昨年は初の地区優勝を果たし、B1昇
格まであと1勝と迫るも、惜しくも昇格ならず。
今シーズンこそ悲願のB1昇格を果たし、香川県
内を盛り上げることを目指す！迫力満点のバスケ観
戦をぜひ試合会場で！！

第10回ウェルぱる高松
ゴルフコンペを開催

10/22（土）於：アルファ津田カントリークラブ
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香川県産「さぬきキウイっこ®」 香川県産「温州みかん」
　　　　　3,600円
（一般価格：4,500円）
　　　　　先着30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。

　　　　　2,800円
（一般価格：3,600円）
　　　　　先着30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」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

販 売 数

発 送 日 発 送 日

販 売 数

1箱 1.7kg 1箱 5kg

FOODFOOD
対 象 者　事業主及び会員
申込締切　12月7日（水）

天候や気候により収穫時期の
変動があるため、発送日及び
お届け日（平日や土日）の指定は
できません。

申込方法
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。
お1人様1箱限り、お届け先は県内のみ

生産性向上支援訓練（IT業務改善）補助制度のご案内
事業主及び会員
1コースにつき1,000円（年間お1人様3回まで）
受講をご希望の方は、申込書にてポリテクセンター香川へ直接お申込ください。
事業主からの指示によらない個人受講はできません。
※すでに満員となっている場合がございます
受講が決定しましたらウェルぱる高松事務局までご連絡ください。
「受講証明書」と「補助利用報告書兼請求書」をウェルぱる高松事務局へ
1ヶ月以内に提出してください。
後日、補助額を事業所の口座へお振込いたします。
※「受講証明書」の発行にはポリテクセンター香川へ［証明書発行申請書］の提出が必要

STUDYSTUDY

対 象 者
補 助 額

受講前に
受講後に

補助対象コース　一覧 受講料1名　一般価格　2,200円（税込）
詳細は右側QRコードよりホームページをご覧ください。

効率よく分析するためのデータ集計

ピボットテーブルを活用したデータ分析

表計算ソフトを活用した業務改善

業務に役立つ表計算ソフトの関数活用

表計算ソフトを活用した業務改善【東かがわ市】

合同会社あづまーる
（香川県高松市川島東町880番地）

株式会社穴吹カレッジサービス
（香川県高松市錦町1丁目6-8JICCAビル3F）

有限会社フロンティアパソコンスクール
（香川県高松市松島町3-4-5大山ビル2F）

有限会社フロンティアパソコンスクール
（香川県高松市松島町3-4-5大山ビル2F）

合同会社あづまーる　東かがわ会場
（香川県東かがわ市三本松1118-1）

No.109

No.110

No.111

No.112

No.113

Excel 中級

Excel 中級

Excel 初級

Excel 中級

Excel 初級

1月24日（火）

1月25日（水）

2月 3日（金）

2月10日（金）

2月20日（月）

1月10日（火）

1月11日（水）

1月20日（金）

1月27日（金）

2月 6日（月）

コース№ コース名 分野 実施日 申込締切 実施会場

GOURMET
ご利用の流れ
FAX申込（12/7締切） 注文確定FAX返信 お支払い（12/8締切） 発送

SPORTS

12月中旬～ 発 送 日 12月中旬～

ウェルぱる事務局へ
ご連絡

受講後書類提出

補助金振込

ポリテクセンター香川へ
お申込
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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またはQRコードよりHP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！！

・カヌレキャンドルを作ろう！
・ゆったりフラダンス
・初めてのゆったりヨガ
・－5歳若返る！姿勢美人になる講座
・青春ポップスを歌って踊ろう
・ヨガ教室

・くらしを彩る　フラワーアレンジ
・旬を味わう料理教室
・英語で遊ぼう！
・ズンビーニ　親子レッスン
・ウクレレ入門教室

・薬膳料理
・和紙アート
・足指力測定と体に効く歩き方講座
・「太極拳」入門講座
・高齢者向け　歌声喫茶

高松市仏生山交流センター「ふらっと仏生山」 住所：高松市仏生山町甲218-1
TEL：087-889-6555

・（1DAY資格講座）整理収納教育士認定講座 ・（1DAY資格講座）発達支援教育士認定講座 ・（1DAY資格講座）整理収納アドバイザー2級認定講座

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

施設維持費あり
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
・コツコツ貯筋　10：00～12：00（毎週月曜日）
・溝口 勲先生のフォークギターを楽しもう♪

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

・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！

・はじめよう！絵手紙　木曜朝／木曜夜
・はがき絵入門
・描く楽しさを求めて日本画
・子どもの絵画造形教室（園児・小学生）
・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）

・楽しい水彩・色鉛筆画
・はじめての油彩画
・バトントワリング
・空手道
・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）　金曜朝・昼・夕方／土曜朝

・水彩画を楽しむ
・似顔絵の描き方
・子ども空手道
・吾妻流日舞教室
・すてきなハワイアンフラ（上級クラス）
・アルゼンチンタンゴ　月曜昼／火曜昼／火曜夜／木曜昼

施設維持費あり入会金あり住所：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

高松カルチャーセンター

EVENT

ウェルぱる高松事務局より
　おもしろハッピー落語会のチケット（ペア）を5組に、
　入浴剤を3名にプレゼント

PRESENT 官製ハガキに①プレゼント名②事業所（加入者）番号、会員番号、
郵便番号、住所、会員氏名、電話番号③ウェルぱる高松に対する
ご意見・ご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。
（6ページ左下の応募券を必ず貼付けてください）
締切：12月20日（火）必着
当選者の発表は通知文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

ジュージヤ

A
B    は事務局

でのお渡しです（　　　）B
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ありがとうございます。

株式会社グランミッシュ　　　　　様
合同会社 ANEW PLANNING　様

新規加入事業所のご紹介

TICKET

アオアヲナルトリゾート 泊まるH

徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛16-45
088-687-2580
10：00～18：00（予約受付）
無休
会員と同伴者　会員証提示

ヤマダホームズ高松展示場
高松市春日町 217-3
087-843-8998
10：00～20：00
水曜日
会員と家族　会員証提示

宿泊基本料
10％割引

特 

典

工事請負金額の
3％割引

特 

典
工事請負金額の
3％割引

特 

典

管理費
10,601,701

給付事業費
42,210,000

福利事業費
34,335,554

基金積立金
23,870,000

繰越金
3,423,300

給付事業費
13,140,000

福利事業費
34,335,554

基金積立金
18,524,346

繰越金
3,423,300

［単位：円］

掛金収入
69,423,200

基金繰入金
29,070,000

繰越金
5,343,340 財産収入等

2,781
市の一般会計
からの繰入金
10,601,234

　令和3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
したサービスの実現を目指し、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3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3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、60.6％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2年度からの繰
越金であり、令和3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3年度は掛金の26.6％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114,440,555円 支出総額114,440,555円 掛金収入総額69,423,200円

基金の状況 
増減 

左の内訳 
積立額 取崩額

△5,200,000円 

令和2年度末
現在高 

令和3年度末
現在高 

23,870,000円 29,070,000円 110,547,659円115,747,659円

瀬戸内海国立公園内に位置する南
国風リゾートホテル。
鳴門の渦潮や大塚国際美術館まで
は至近距離です。

※他の特典との併用不可

ヤマダホームズ高松シエスタ21展示場 学ぶ・暮らす学ぶ・暮らす

高松市伏石町2122-1高松総合住宅展示場「シエスタ21」内
087-866-7555
10：00～18：00
水曜日
会員と家族　会員証提示

※他の特典との併用不可

「暮らしまるごと」を提案するヤマダ
ホールディングスグループの総合ハウス
メーカーです。今年で創業71周年を
迎えました。

★

★ 6

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

（087）844-3516 （087）844-3524
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