
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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YouTubeチャンネル登録者数が10万～30万人、動画 単体の再生回数が数
百万回超えの、みやけん、 ジェイコブ・コーラー、ヒビキpiano、難波大が出演。
次世代のライブを肌で感じてください！！

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」開催決定！

令和4年5月22日（日）　14：00開演
穴吹学園ホール（せとうち観光専門職短期大学内） 
3,000円（一般前売料金 3,800円）
※全席指定　※未就学児入場不可
各30枚（お1人様4枚まで）

と き
と こ ろ
料    金

枚 数

申込締切　4月20日（水）

入学祝金（小学校・中学校）の申請には添付書類が必要です。

各種申請書類はウェルぱる高松HPからダウンロードできます。

〔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

四国村からのお知らせ 令和4年4月11日（月）～4月15日（金）は
新エントランス棟OPEN準備のため臨時休業いたします。

対象者には　　　　　　ごろに申請書をお送りします。令和4年4月末
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。
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CULTURE

GOURMETGOURMET
申込締切　4月15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

ロイヤルパークホテル高松　2F日本料理 錦（高松市瓦町1-3-11）
①ランチ懐石「錦」

JRホテルクレメント高松　2F中国料理「桃煌」（高松市浜ノ町1-1）
②うまいもんランチ

JRホテルクレメント高松　1Fカフェ＆レストラン「ヴァン」（高松市浜ノ町1-1）
③アフタヌーンティーセット

有効期間　～令和4年6月30日（木）

有効期間　～令和4年6月30日（木）

限定数 30

限定数 30

限定数 30

3,200円（一般価格 4,074円）
●お1人様3枚まで
●平日限定
●2日前までの要予約

料    金

香川県産食材をふんだんに使用し、香りや食
感など素材の持つ美味しさを最大限に引き出
した日本料理 錦ならではの春の懐石料理をご
用意いたしました。ご家族やご友人とぜひご利
用ください。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により
営業内容が変更する場合がございます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解の
ほどよろしくお願い申し上げます。

旬のフルーツや食材を使用した
多彩なスイーツを優雅に楽しめる
大人気メニュー。
メニューの詳細はホテルHPまで
https://www.jrclement.co.jp/
takamatsu/restaurant/vent/
v_sweets/

2,900円（一般価格 3,630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　※2名様からのご利用となります。

料    金

有効期間　～令和4年6月30日（木）

2,600円（一般価格 3,300円）
●お1人様3枚まで
●食材入荷状況により内容が変更になる場合があります。
●要予約

料    金

地産地消食材を使用した香川の魅力をまるごと味わえる贅沢ランチです。
メニューの詳細はホテルHPまで
https://www.jrclement.co.jp/
takamatsu/restaurant/chinese/
c_lunch/

香川県の西と東で活動しているおやじバンドの熱いステージをお見逃しなく！
出演：浪漫ファイブ・京極テリーズ

令和4年5月22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
800円（一般前売料金 1,000円）
30枚（お1人様2枚まで）
※全席自由

と き
と こ ろ
料    金
枚 数

観音寺市ふるさと応援特別大使～音を観るまちアンバサダー～を務めるヴァ
イオリニストの古澤巖が
インスト・ユニット
「TSUKEMEN」とタッグ
を組んだ、その名も
「品川カルテット」。
彼らが「マリーノ」「メン
デルスゾーン」の世界に
皆さまをご招待いたし
ます。

東西おやじバンドバトル!!

令和4年6月5日（日）　18：00開演
ハイスタッフホール　大ホール
4,400円（一般前売料金 5,500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

TAIRIK プロデュース

古澤巖の品川カルテット　Gala² Concert

TRAVEL

写真はストロベリーアフタヌーンティーセット
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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

・そろばん・あんざん教室（大人＆こども）
・こどものクラシックバレエ（小学生コース）
・ママも一緒にフラダンス

・楽しい子どものための書道教室
・子ども書道・硬筆（月2回）
・小学生からの子ども絵画教室（3年生～）

・キッズバトントワリング
・こどものクラシックバレエ（幼児コース）
・音色で楽しむヴァイオリン・ジュニア

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）
・溝口 勲先生のフォークギターを楽しもう♪

・ヨガ教室　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

JEUGIAカルチャーセンター

・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
・ジュニアフラメンコ
・子どもの絵画造形教室（園児・小学生）
・フラメンコ入門　毎週／月2回

・楽しい水彩・色鉛筆画
・はじめての油彩画
・やさしい書道教室（ボールペン・筆ペン・かな書道）
・子どもフラメンコ
・子ども書道教室（毛筆・硬筆）
・フラメンコ初級　木曜夜／土曜朝

・水彩画を楽しむ
・似顔絵の描き方
・アルコールインクアート
・カワイ体育教室（幼児・児童）
・マダムフラメンコ（超入門）
・花のある暮らし（新池坊）

・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！

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

GOURMET

旅行補助制度のご案内
事業主・会員及びその同伴家族（配偶者及び２親等までの血族）３名まで
泊 旅 行 本人 3,000円／同伴家族（３名まで） 1,500円
日帰り旅行 本人 2,000円／同伴家族（３名まで） 1,000円
※旅行代金が補助額に満たない場合は実費のみの補助。
令和4年4月1日（金）出発便から令和5年2月28日（火）帰着便まで
泊・日帰り旅行　各150（※申込先着順）
※事業主・会員1人につき泊旅行・日帰り旅行、年間各1回申請可能。
旅行主催者により、一般に広く募集される「募集型企画旅行」であること

対 象 者
補 助 額

期　　間
予 定 数

利用条件

申請方法

※クレジットカードで支払った場合、会員本人の旅行代金であることを証明できる明細等が必要。
　金融機関で直接振込した場合は「振替金領収証」もしくは「ご利用明細」。※いずれも写し可

旅行会社が訪問地やルート期間、旅行代金などを決めて販売し、参加者をつ
のり実施するもの。一般的に「パッケージツアー」「パック旅行」といわれるもの。

※旅行者の希望に応じて旅行会社が企画するオーダーメイドツアーや、旅行者が企画する個
人旅行（航空券やホテルの宿泊予約などを旅行会社へ依頼する等）については対象外。

募集型企画旅行とは

①「旅行補助利用申込書」の提出（ウェルぱる高松ＨＰからもダウンロードできます）
旅行前に必ずウェルぱる高松事務局へ申込書を提出してください。
補助決定後に事務局より「旅行補助利用報告兼請求書」を郵送します。
※定員に達している場合もしくは事前申込みがない場合、補助が受けられませんのでご注意ください。

旅行前に

旅行後

後日、ウェルぱる高松事務局から個人口座へお振込みいたします。

②「旅行補助利用報告兼請求書」の提出
旅行後１カ月以内に、旅行補助利用報告兼請求書と★の書類を提出してください。

この間に準備するもの
★領収書　★旅行計画書　★同伴家族がいる場合、それを証明できるもの

配偶者および2親等までの血族

祖父母

父 母

本 人 兄弟姉妹配偶者

子

孫

対象となる同伴家族とは…

TRAVELTRAVEL
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ありがとうございます。

様あべ社会保険労務士事務所

新規加入事業所のご紹介

TICKET

用

者
人数
方法

高松の魚市場から直接仕入
れた新鮮なお魚を使った料理
が自慢です！オススメは藁焼き
たたき、冷酒の飲み比べなど。
ドリンクメニューも豊富！！

KAJI PLA DINING
高松市鍛冶屋町4-1 フェスタ2ビル2F
087-880-7750
11：30～14：00
17：00～23：00（LO 22：00）
不定休（基本は日曜日・第1・3水曜日）
会員及び同伴者　会員証提示

食べる

※他の特典との併用不可 ※他の特典との併用不可

日本初の黒毛オリーブ牛専門店！
厳選されたオリーブ牛を店主自らの目利きで信
頼ある農家から一頭買付け。血統・月齢・
脂質を厳選し、オリーブ牛の中でも安心・安
全・安定した最高のお肉にこだわっています。

オリーブ牛専門店 ステーキハウス一牛
高松市太田下町2306
087-880-5009（前日までに要予約）
平　日 11：30～15：00（LO 14：00）

17：30～23：00（LO 22：00）
土日祝 11：00～15：00（LO 14：00）

17：00～23：00（LO 22：00）
火曜日・不定休
会員及び同伴者　会員証提示

食べる

PRESENT
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：4月20日（水）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

特 

典
ドリンク全品 10％割引
（冷酒4合ボトルは除く）

特 

典
オリーブ牛づくしコース
定価8,778円→5,478円

HEALTHHEALTH 必ず事前にお申込ください

令和4年度人間ドック利用補助のご案内

１　事業所毎に受診希望者をとりまとめ、4月２０日（水）までに｢歯科ドッグ申込予定者届」を提出してください。なお、お申込み多数の場合は抽選となります。
※別途記載の高松市歯科医師会に加入している医療機関に限ります。 

２　補助決定者に「歯科ドック利用補助申込書」を送付します。受け取り後「高松市歯科医師会員医療機関」へ電話等で直接歯科ドック（精密又は標準コース）
の予約を行ってください。その際「高松市中小企業勤労者福祉共済会員」であることを申し出てください。

３　予約完了後、「歯科ドック利用補助申込書」に必要事項を記入し、ウェルぱる高松事務局へ提出してください。
事務局にて受付後「歯科ドック利用あっせん書」を送付します（※返送には4～5日を要します）ので、受診の際、直接医療機関に提出してください。

４　本人負担額を直接医療機関へお支払いください。
５　受診期限は令和5年２月28日（火）です。 

令和4年度歯科ドック利用補助のご案内

歯科ドックは、お口の中を検査して病気を早期発見するだけではなく、 
一生涯自分の歯で快適に食事ができるよう手助けします。 是非ご利用ください。

満３５歳以上の会員の方（事業主の方は利用できません）
15０人

１　事業所毎に受診希望者をとりまとめ、4月２０日（水）までに｢人間ドック申込予定者届」を提出してください。なお、お申込み多数の場合は抽選となります。
※補助の対象は契約医療機関に限ります。別紙申込書の裏面をご確認ください。

２　補助決定者に「人間ドック利用補助申込書」を送付しますので、受け取り後、電話等で直接いずれかの指定医療機関へ人間ドックの予約を行ってください。
その際「高松市中小企業勤労者福祉共済会員」であることを申し出てください。

３　予約完了後、「人間ドック利用補助申込書」に必要事項を記入し、ウェルぱる高松事務局へ提出してください。
事務局にて受付後「人間ドック利用あっせん書」を送付します（※返送には４～5日を要します）ので、受診の際、直接医療機関に提出してください。

４　本人負担の利用料金（一般料金［ドック診断料］から福祉共済補助額１５,０００円を差引いた金額）を、受診当日直接医療機関へお支払いください。
５　受診期限は令和5年２月28日（火）です。補助決定者は、必ず本年１０月末までに予約を行ってください。
予約が出来なかった場合、受診資格がなくなることがありますのでご注意ください。

６　抽選の場合、151番目以降の方にキャンセル待ち番号をお知らせします。

対 象 者
募集人数
申込方法

費 用

対 象 者
募集人数
申込方法

【精密コース】本人負担額  ４,８００円（検査費用 １３,０００円のところ）
【標準コース】本人負担額  ２,４００円（検査費用   ６,５００円のところ）
満４０歳以上の会員の方（事業主の方は利用できません）
精密コース・標準コース　あわせて3０人　

！

株式会社 武部様より
地産地消を盛り上げるJA香川県との共同企画商品
LOVE 米（5kg）を5名様にプレゼント

検査内容 本人負担額

・問診・歯周病基本検査
・唾液検査・口腔衛生指導

（検査費用６,５００円のところ）
２,４００円

標　準
コース

（検査費用１３,０００円のところ）
４,８００円

・問診・歯周病基本検査
・唾液検査・口腔衛生指導
・パノラマＸ線撮影・フッ素塗布

精　密
コース

★
応
募
券
★

4月
号 4

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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