
　新年明けましておめでとうございます。
　令和４年の新年に当たり、高松市中小企業勤労者福祉共済事業に加入の事業主並びに会員、御家族の
皆様方には、健やかに輝かしい新春をお迎えのことと心からお喜び申しあげます。また、平素から、本市市
政の推進に格別の御理解と御協力を賜っておりますこと、厚く御礼申しあげます。
　さて、一昨年より続く新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う社会経済への深刻な影響により、中小
企業を取り巻く環境は、より一層、厳しいものとなっていることと存じます。
　こうした状況の中、本市におきましても、本市経済をけん引する中小企業に対する独自の支援策を実施し
てまいりましたが、企業を支えるのは、そこに働く従業員であり、厳しい経営環境を乗り越えていくためにも、
勤労者の福祉向上を図ることが、より重要となっているものと存じます。
　「ウェルぱる高松」の愛称で親しまれている本事業は、中小企業のための公的な福祉共済事業として昭和
５１年に発足し、現在、約８,２００人の方々に加入いただいております。
　今後におきましても、本市経済を支える中小企業と、そこに働く従業員及びその御家族の皆様方に喜んでいただける福利厚生サービス
を積極的に提供し、１人でも多くの皆様の支えとなるよう取り組んでまいりたいと存じますので、引き続き、格別の御高配を賜りますようお願
い申しあげます。
　最後に、迎えた令和４年が、皆様にとりまして幸多い素晴らしい年となりますよう心から祈念申しあげまして、年頭の御挨拶といたします。

高松市長　大 西 秀 人
謹 　賀 　新 　年謹 　賀 　新 　年

CULTURE

申請の締切日はこちら事務局よりお知らせ
【2月】異動届・給付申請ともに
2月9日（水）必着

【1月】異動届 給付申請
1月7日（金）必着 1月12日（水）必着

　　　　　3,500円（一般価格：5,000円）送料込　　　　　　50箱
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。

販 売 数1.7kg箱

FOODFOOD 対 象 者
事業主及び会員 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の申込フォームからもお申込できます。
発送日の指定はできません　　　　　　　　　　 お1人様2箱まで

※香川県外への発送は別途送料500円必要
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

申込締切
1月31日（月）

3月中旬以降発送

「季節の野菜セットwithオリーブオイル」
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 今月の今月の
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世界でオンリーワンのミュージカル落語！4館共同開催！三遊亭究斗独演会
令和4年2月19日（土）　ハイスタッフホール

2月20日（日）　美馬市地域交流センターミライズ
2月26日（土）　せとうち観光専門職短期大学内

穴吹学園ホール
2月27日（日）　三豊市文化会館マリンウェーブ

いずれも開演14：00

とき・ところ 一　般　　　1,600円
（一般前売料金 2,000円）
中学生以下　　800円
（一般前売料金 1,000円）
各50枚（お1人様4枚まで）
※全席自由　※未就学児入場不可

料    金

枚    数

ミュージカル
『笑う男　The Eternal Love－永遠の愛一』

令和4年3月12日（土）　13：00開演
梅田芸術劇場メインホール
S席　11,000円（一般前売料金 14,000円）
20枚（お1人様2枚まで）
※S席のみ　※未就学児入場不可

と き
と こ ろ
料    金
枚    数

【出演者】
辻井伸行 三浦文彰
ニール・トムソン指揮 読売日本交響楽団
【予定曲目】
三浦文彰（ヴァイオリン）
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
辻井伸行（ピアノ）
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番
※止むを得ない事情により出演者・曲目・曲順
が変更となる場合がございます。

辻井伸行×三浦文彰  究極の協奏曲 コンサート
令和4年4月2日（土）　18：00開演
レクザムホール（香川県県民ホール）
S席　9,600円（一般前売料金 12,000円）
30枚（お1人様2枚まで）
※S席のみ　※未就学児入場不可

と き
と こ ろ
料    金
枚    数

『レ・ミゼラブル』のヴィクトル・ユゴーが自身の最高
傑作と評した不朽の小説をミュージカル化

２０２１年10月ポーランド・ワルシャワにて開催された「第１８回ショパン国際
ピアノコンクール」第４位入賞！いま、最も聴きたい、注目度Ｎｏ.1ピアニスト。

新型コロナウイルス
感染拡大状況によって
は座席の制限、公演
が中止・延期になる
場合がございます。

小林愛実　ピアノ・リサイタル
令和4年3月12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
一　般　　　3,200円（一般前売料金 4,000円）
大学生以下　1,600円（一般前売料金 2,000円）
30枚（お1人様2枚まで）
※全席指定　※未就学児入場不可

と き
と こ ろ
料    金

枚    数

 (c) Yuji Hori

TRAVEL

ウェルぱる高松特別企画　冬の味覚！！下関ふぐ会席

GOURMET

（c）Darek Golik／Chopin Institute（c）Makoto Nakagawa
ロイヤルパークホテル高松 日本料理 錦　懐石「讃岐」

申込締切　1月20日（木）
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。
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太平洋をめぐる海の旅を楽しんでいただける海遊館。世界最大の魚である
ジンベエザメをはじめ、約620種30,000点の様 な々生き物たちに出会えます。
入場規制を行っております。
当日窓口で
時間指定券に
お引換ください。

事前予約不可

世界最大級の水族館「海遊館」　入館引換券
令和4年2月1日（火）～5月31日（火）
除外日：4月29日（金・祝）～5月5日（木・祝）
海遊館（大阪府大阪市港区海岸通1-1-10）
おとな（16歳以上又は高校生以上）　1,700円（一般料金 2,400円）
こども（小・中学生）　　　　　700円（一般料金 1,200円）
幼 児（3歳以上）　　　　　 300円（一般料金   600円）
50枚（お1人様4枚まで）

有効期限

と こ ろ
料    金

枚    数 転売不可

最高のソリスト！最高のオーケストラ！そして最高の名曲！

地を訪れ、志を感じ、技を知る。
本当の讃岐を体感する合同展示会。
期間中、アーティザン（職人）とアーティストが
共創した作品展示を行います。
他様々なイベントも実施します。

SANUKI ReMIX Exhibition
令和4年1月22日（土）・23日（日）　
10：00～20：00　19：30最終入場（20：00閉館）
玉藻公園　披雲閣
500円（一般前売料金 1,000円）
※大人・子供同額、2歳以下無料　※史跡高松城跡玉藻公園への入場料が別途必要
各40枚（お1人様2枚まで）　　　　　1月11日（火）

と き

と こ ろ
料    金

枚 数 申込締切

詳しくはこちらまで　ＳＡＮＵＫＩ ReMIX公式HP
http://s-remix.jp

［生きている談志、進化する志らく］
バラエティー番組や、コメンテーターとしても活躍中
の人気落語家 立川志らく。
立川談志の狂気とイリュージョンの世界を志らく
独特の手法で表現し、聴く者をぐいぐいと引き込ん
でいく、渾身の高座にご期待ください！

第十九回玉藻寄席　立川志らく独演会
令和4年3月4日（金）　19：00開演
レクザムホール（香川県県民ホール）　小ホール
3,300円（一般前売料金 4,200円）
30枚（お1人様2枚まで）
※全席指定　※未就学児入場不可

と き
と こ ろ
料    金
枚    数

※混雑や待ち時間が発生する場合がございます。

※チケット１枚につきいずれか1公演をご鑑賞いただけます。
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TRAVELTRAVEL
申込締切　1月20日（木）
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。　※料金は全て税込です。

昼食1回
添乗員付き

令和4年2月6日（日）
大　人　16,000円（一般価格 21,600円）
小学生　12,000円（一般価格 16,400円）
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
料 金

募集人数
旅行企画・実施

交 通

ウェルぱる高松特別企画　冬の味覚！！下関ふぐ会席ウェルぱる高松特別企画　冬の味覚！！下関ふぐ会席
創業120余年の老舗ふく料理専門店「下関 春帆楼本店」で伝統の味と巧の技をお楽しみください。
その後は「赤間神宮」と「市立しものせき水族館［海響館］」での観光と、シーサイドモール「カモンワーフ」
「唐戸市場」でのお買い物をお楽しみいただけます。

行　程

GOURMETGOURMET
申込締切　1月20日（木）
対 象 者　事業主・会員及びその家族

有効期限　～令和4年3月25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。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 券を提示 代金支払

細部までこだわり美しく仕上げた、
全8品の逸品をお楽しみいただける
フレンチコース。
メニューの詳細はホテル公式HPまで
https://www.jrclement.co.jp/takamatsu/restaurant/fiore/

ご自宅でシェフの味を気軽に
味わえる三種類、和・洋・中
のテイクアウトBOXをご用意♪
その他のテイクアウト詳細は
ホテル公式HPまで
JRホテルクレメント高松公式サイト 
https://www.jrclement.co.jp/takamatsu/takeout/

テイクアウト

限定数 50

限定数 100

ＪＲホテルクレメント高松　レストラン「フィオーレ」（高松市浜ノ町 1-1）
②ディナーコース Les îles（レジール）

ＪＲホテルクレメント高松（高松市浜ノ町 1-1）
①おうちdeクレメント（和・洋・中 3種）

5,200円（一般価格 6,620円）
●お1人様3枚まで
●要予約

2,800円（一般価格 3,500円）
●お1人様3枚まで
●2日前までに要予約
●予約受注時間　10：00～18：00
●引き渡し時間　11：00～19：00

第９回ウェルぱる高松ゴルフコンペを開催
10/23（土）於：アルファ津田カントリークラブ

左から 準優勝 川口隆志さん　優勝　山口大輔さん　３位 筒井俊樹さん 熊野精治さん
ホールインワン賞！

料 金
利用時間

8,100円（一般価格 10,186円）
夜席17：00～22：00（L.O 21：00）／月曜定休

ロイヤルパークホテル高松 日本料理 錦　懐石「讃岐」ロイヤルパークホテル高松 日本料理 錦　懐石「讃岐」

2021年11月より営業を再開いたしました。
休業中は皆様から多くの応援をいただき感謝しております。
今後も心を込めた料理とおもてなしでお待ちしておりますので変わらぬご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

今回は、豊かな山海に恵まれた香川県ならではの「冬の味覚」をきめ細やかな感性で活かす懐石料理をご用意いたしました。
ご家族やご友人をお誘いのうえ、どうぞご利用ください。

オードブルBOX（洋食）・日本料理BOX・中国料理BOX
からお選びください。時期により内容が異なります。

〈2～3人前 1段 21.0㎝×21.0㎝〉
オードブルBOX 日本料理BOX 中国料理BOX

料    金

料    金

TICKET

※写真はイメージです。

06：20 穴吹学園ホール（せとうち観光専門職短期大学内） → 
06：30 高松駅 → 12：30 下関 春帆楼本店 → 13：40 赤間神宮 → 
14：10 カモンワーフ・唐戸市場 → 15：10 市立しものせき水族館【海響館】 → 
21：05 高松駅 → 21：15 穴吹学園ホール（せとうち観光専門職短期大学内）

3



謹 　賀 　新 　年謹 　賀 　新 　年

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

・フラワーデザイン
・手あみレッスン
・音色で楽しむヴァイオリン（個人指導）

・つまみ細工
・かんたんシルバーアクセサリー
・細密画（ボタニカル・アート）

・ミニ着物・和裁
・かな書道と実用の書
・アコーディオン（個人指導）

施設維持費あり入会金あり

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
・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♪
・コツコツ貯筋　10：00～12：00（毎週月曜日）

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

JEUGIAカルチャーセンター

・花のある暮らし（新池坊）
・池坊
・ウクレレ（個人）
・大人と子どものピアノ・声楽教室
・ジュニアフラメンコ
・フラメンコ初級　木曜夜／土曜朝

・土曜日の生け花（新池坊）
・フラワーアレンジメント　月曜夜／水曜朝
・ギター（個人）
・楽しい水彩・色鉛筆画
・マダムフラメンコ（超入門）

・嵯峨御流
・はじめてのオカリナ
・楽しく歌おう！（クラシック～映画音楽）
・子どもフラメンコ
・フラメンコ入門　毎週／月2回

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

たまねぎチップス２袋を
15名様にプレゼント

◆◆プレゼント応募方法◆◆
官製ハガキに①希望のプレゼント名（番号）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・ご要望などを
ご記入の上、下記の住所までお送りください。
（左下の応募券を貼付けてください）
締切：１月20日（木）必着
※当選者の発表は商品または引換券の発送をもってかえさせていただきます。
〒761-0113　高松市屋島西町２３６６－１　ウェルぱる高松事務局

※ウェルぱる高松事務局でのお引き渡しとなります。

津田の松原サービスエリア　様より6

生活雑貨を5名様にプレゼント
（ハンカチ、手ぬぐい、風呂敷）
※商品は事務所にて決めさせていただきます。
※ウェルぱる高松事務局でのお引き渡しとなります。

津田の松原サービスエリア　様より7

クアタラソ ペアご招待券を
２名様にプレゼント

クアタラソさぬき津田　様より3

ランチペアご招待券を
４名様にプレゼント

リーガホテルゼスト高松［中国料理 桃花苑］　様より2

ランチペアご招待券を
1名様にプレゼント
※瀬戸・桃煌・フィオーレのいずれかをお選びください。

JRホテルクレメント高松　様より1

1ラウンドプレー招待券を
2名様にプレゼント

アルファ津田カントリークラブ　様より4

食品・日用品を5名様にプレゼント
（食用油、洗濯洗剤、タオル）
※商品は事務局にて決めさせていただきます。
※ウェルぱる高松事務局でのお引き渡しとなります。

JAギフトセンターかがわトピカル　様より8

イオンシネマ映画観賞券１枚を
８名様にプレゼント

ウェルぱる高松事務局　より5

令和4年4月1日より申請書の押印が一部不要になります
詳細については、3月号会報誌・ＨＰ等でお知らせします。

FOOD

IMA旬ボックス今月の

★

★ 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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