
入学祝金（小学校・中学校）の申請には添付書類が必要です。

各種申請書類は3月中旬ごろウェルぱる高松HPにて掲載します。

対象者には令和4年4月末ごろに申請書をお送りします。
子の生年月日が記載された資料を添えてご提出ください。

〔就学通知書、子の住民票、戸籍謄本、健康保険証、生徒手帳など〕※コピー可

　　　　　　　一部を除き　　　　します。申請書の押印を 原則廃止
給付申請書【委任状欄】の【委任者（被共済者）】の押印は必要です。ご注意ください！

令和4年4月申請分【7日締切の異動届・12日締切の給付申請】から
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R4.3.1発行

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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令和4年5月28日（土）　12：30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　※4歳以上入場可（チケットが必要になります）※膝上でのご観劇はできません
3月18日（金）

と き
と こ ろ
料    金
枚 数

申込締切

ロンドン・オリヴィエ賞9部門ノミネート、トニー賞7部門
ノミネートされ日本でも愛された超大作ミュージカル
の日本再演！

人気テレビ番組でおなじみ、俳句の夏井いつき先生
が観音寺にやって来ます！
俳句ってどうやって作ればいいの？そんな疑問も
スパッと解決！夏井先生が５分で１句作るコツを伝授
いたします。
きっとあなたも俳句の世界が好きになる♪
新型コロナ感染拡大状況によっては中止・延期に
なる場合がございます。

夏井いつき　句会ライブ

ミュージカル「メリー・ポピンズ」

令和4年4月10日（日）　14：00開演
ハイスタッフホール　大ホール
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
3月15日（火）

と き
と こ ろ
料    金
枚 数

申込締切
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（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4年1月1日現在
事 業 所　　661社（うち０人事業所6事業所）
被共済者　8,231人（会報誌上では会員と表示）



テイクアウト

EVENTGOURMETGOURMET
申込締切　3月18日（金）
対 象 者　事業主・会員及びその家族

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。
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

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）
①ランチコース Nature（ナチュール）

ＪＲホテルクレメント高松　日本料理「瀬戸」（高松市浜ノ町1-1）
②ランチ 彩り弁当

高松国際ホテルぐりる屋島（高松市木太町2191-1）
③お花見弁当

TRAVEL

ウェルぱる高松特別企画　淡路島イチゴ狩り&神戸ステーキランチツアー

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

・クラシックバレエ
・やさしいオカリナ
・ジュニアTAP

・ゆる体操
・楽しくフラダンス
・のり歌謡教室（カラオケ）

・癒しの気功術
・あみもの講座・初級
・心身を鍛える子ども合気道

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
・コツコツ貯筋　10：00～12：00（毎週月曜日） ・ヨガ教室　19：00～20：00（毎週金曜日）

JEUGIAカルチャーセンター

・はじめてのオカリナ
・大人と子どものピアノ・声楽教室
・アルコールインクアート
・【美文字】ペン＆筆ぺん
・夜の字活講座（ペン＆筆ぺん＆ボールペン）
・子ども書道教室（毛筆・硬筆）

・ウクレレ（個人）
・おいしく食べて、人生を豊かに
・漢字書道と実用書
・字活女子部（ペン＆筆ぺん＆ボールペン）
・やさしい書道教室（ボールペン・筆ペン・かな書道）

・ギター（個人）
・花のある暮らし（新池坊）
・かな書道（実用書・硬筆）　火曜夜/土曜朝
・はじめての美・文字（ペン＆筆ぺん＆ボールペン）
・子どもの書道（硬筆・毛筆）　火曜夜/土曜朝

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

有効期間　令和4年4月1日（金）～令和4年5月31日（火）

有効期間　令和4年4月1日（金）～令和4年5月31日（火）

限定数 30

限定数 30

限定数 30

2,400円（一般価格 3,060円）
●お1人様3枚まで
●時期により内容が異なります。
●要予約

料    金

季節の食材を使用し素材を生かした逸品をはじめ、女性に嬉しい見た目も色
鮮やかなデザート盛り合わせもお楽しみいただけるコース。
メニューの詳細は
ホテル公式ＨＰまで
https://www.jrclement.co.jp/takamatsu/
restaurant/fiore/f_lunch/
※テイクアウトではありません。

2,300円（一般価格 2,950円）
●お1人様3枚まで
●時期により内容が異なります。
●要予約

料    金

有効期間　令和4年4月1日（金）～令和4年4月30日（土）

2,400円（一般価格 3,000円）
●お1人様3枚まで
●前日15：00までの要予約
【金・土・日曜日限定】

料    金

季節の食材を彩り鮮やかに詰め込んだお弁当。
メニューの詳細は
ホテル公式ＨＰまで
https://www.jrclement.co.jp/takamatsu/
s_lunch/
※テイクアウトではありません。

蓋を開けると溢れんばかりの春の味覚が
２０種類以上入った彩り豊かな三段重。
毎年好評です。三段目は海鮮たっぷり
花咲きちらし寿司（写真左）と、桜海老
の香りと風味が美味しさを増す桜海老の
炊き込みごはん（写真右）からお選び
いただけます。

３段目はどちらかをお選びいただけます。
詳しくは ぐりる屋島
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EVENTEVENT 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。
申込多数の場合は会員単位で抽選し（※新入社員向け研修は事業所単位での抽選）、結果を
通知文でお知らせします。

申込方法

接遇マナー研修内容　
１．オリエンテーション
２．ステップ -１　【ビジネスマナーのレベルアップ】（知識編）
３．ステップ -２　【ビジネスマナーのレベルアップ】（実践編）
４．振り返りとまとめ

職場のコミュニケーション研修内容　
１．オリエンテーション
２．Part-１　【コミュニケーションスキルのレベルアップ①】

（情報の発信編）
３．Part-２　【コミュニケーションスキルのレベルアップ②】

（情報の受信編）
４．Part-３　【仕事の進め方のレベルアップ】

（ＰＤＣＡサイクルを回す）
５．振り返りとまとめ

「接遇マナー研修」
令和4年3月29日（火）
9：00～17：00（昼休憩1時間）
3階 視聴覚室

「職場のコミュニケーション研修」
令和4年4月7日（木）
9：00～17：00（昼休憩1時間）
ホールリハーサル室

せとうち観光専門職短期大学
（高松市屋島西町2366-1）
各回1人　8,000円（税込）お弁当付き
事業主・会員及び加入事業所の新入社員
ジョータツ株式会社　研修家　山本　敏也
各20～30名
3月10日（木）必着

と き

と こ ろ

料 金
対 象 者
講 師
募集人数
申込締切

新入社員向け研修

GOURMET
事業主様必見！！

TRAVELTRAVEL
申込締切　3月18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。　※料金は全て税込です。

昼食1回
添乗員付き

令和4年4月16日（土）
大　人　 　 　 8,880円（一般価格 12,880円）
小学生（高学年）　7,880円（一般価格 11,880円）
小学生（低学年）　7,000円（一般価格 11,000円）
40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　淡路島イチゴ狩り&神戸ステーキランチツアーウェルぱる高松特別企画　淡路島イチゴ狩り&神戸ステーキランチツアー

行　程 07：45 高松駅 → 08：00 穴吹学園ホール（せとうち観光専門職短期大学内） → 
09：45 淡路島フルーツ農園 → 11：30 ビフテキの力ワムラ神戸本店 → 
13：30 神戸三田プレミアム・アウトレット → 16：10 かねふくめんたいパーク神戸三田 → 
19：00 穴吹学園ホール（せとうち観光専門職短期大学内）  → 19：15 高松駅CULTURE
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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

日々の学習から大学入試（小論・
二次対策）まで、幅広く対応！
予備校も備える高松市中心部の
学習塾です。随時体験受付中！！

赤門塾
高松市常磐町2丁目13-5　南海プライウッドビル
087-837-3440
10：00～22：00
日・祝
会員とその家族および同伴者
（同伴者については同時入塾であれば対象）　会員証提示
特 典 入塾初月の受講料10％割引

学ぶ・暮らす

株式会社あさひ介護サービス　様
ネットワークシステム株式会社　様

官製ハガキに①プレゼント記号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・要望などを
ご記入のうえ、左下の応募券を貼付し下記の住所までお送り
ください。※複数の応募や家族名での応募は無効となります。
締切：3月18日（金）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

ウェルぱる高松事務局よりプレゼント

第44回ウェルぱる高松ボウリング大会を開催しました！

トロフィー贈呈の様子

左から
3位　 徳田　哲也 様
優勝　橋谷　浩行 様
2位　 福田　将史 様
ナベプロセス株式会

優勝　井出　往代 様
株式会社太洋木材市場

今回も新型コロナウィルス
感染拡大を避けるため、
フリータイムコンペを実施。

個人戦男子 個人戦女子

今年度のご愛顧に感謝をこめて♥

ウェルぱる高松事務局でのお引き渡しとなります。

中四国初！3台のグランドピアノ（フルコン）で奏でる

「YouTuber ストリートピアニスト
　　　　　音楽ホールライブ2022」
配信チケット　　　　　30名様

C

3,000円分（500円×6枚）
　　　　　　　　　　　50名様

全国共通お食事券
　　　　「ジェフグルメカード」
A 1,000円分（500円×2枚）

　　　　　　　　　　100名様B

しっぽくうどん 2個セット　 1名様Ｄ

※このステッカー掲載店で利用できます。

全国35,000店舗の加盟店でご利用可能
有効期限なし
店内飲食の他「お持ち帰り」にもご利用可能

コロナ禍でも、スマホ・パソコンで
　　安心安全にコンサートを楽しめます！

令和4年5月22日（日）14時より視聴可能

今話題のストリートピアノを弾くピアノYouTuberのライブを
配信で楽しめるチケットです！
チャンネル登録者数が10万～30万人、動画単体の再
生回数は数百万回を優に超える【みやけん、ジェイコブ・
コーラー、ヒビキpiano、難波大】が出演。

お問合せは穴吹学園ホールまで

TICKET

★

★ 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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