
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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国内外の主要オーケストラをはじめ、世界的コ
ンダクターのチョン・ミョンフンや世界的テノー
ル歌手のホセ・カレーラスなどと共演している
高松市出身のヴァイオリニスト川井郁子による
ヴァイオリンリサイタル。

川井郁子ヴァイオリンリサイタル

令和4年10月8日（土）　14：00開演
丸亀市綾歌総合文化会館（アイレックス）
一　般　　　1,600円（一般前売料金 2,000円）
学生（高校生以下）　　800円（一般前売料金 1,000円）
20枚（お1人様2枚まで）
※全席自由　※3歳以上有料
※未就学児をお連れのお客様は、親子室をご利用ください。
9月15日（木）

と き
と こ ろ
料    金

枚 数

申込締切

令和4年10月29日（土）　15：00開演
ハイスタッフホール（観音寺市民会館）　大ホール
3,200円（一般前売料金 4,000円）
30枚（お1人様2枚まで）
※全席指定
※未就学児の入場はご遠慮ください
9月20日（火）

と き
と こ ろ
料    金
枚 数

申込締切

“名フィル”の愛称で親しまれ、日本のプロ・オーケストラとして確固たる地位
を築いている名古屋フィルハーモニー交響楽団の観音寺特別公演！！
ブラームス：交響曲第1番ハ短調作品68　など演奏予定
指揮：キンボー・イシイ、フルート/名フィル首席奏者：大久保成美、
ハープ：山崎祐介

事務局よりお知らせ 異動届・給付申請ともに 9月8日（木）必着
9月の締切日が変わります！

CULTURE

今最も注目を集めている若手実力派トップアーティストが協演！
抜きん出たテクニックで常に進化し続ける3人が創り出す、情熱のステージ。
サクソフォン×バンドネオン×ピアノの音色をお楽しみください。

上野耕平×三浦一馬×山中惇史
トリオコンサート

令和4年10月8日（土）　14：00開演
レクザムホール（香川県県民ホール）　小ホール
3,900円（一般前売料金 4,900円）
20枚（お1人様2枚まで）
※全席指定
※未就学児入場不可
9月9日（金）

と き
と こ ろ
料    金
枚 数

申込締切

名古屋フィルハーモニー交響楽団　観音寺特別公演
Orchestra Caravan　～オーケストラと心に響くひとときを～

©Toshinori Iida ©Takafumi Ueno
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GOURMET

TRAVELTRAVEL
申込締切　9月20日（火）
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。
※新型コロナウイルス感染症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4年11月26日（土）
大　 人　 　 13,000円（一般価格 18,700円（税込））
小学生（蟹会席）　　 12,500円（一般価格 18,300円（税込））
小学生（お子様用会席）　  9,500円（一般価格 13,500円（税込））
幼児（お子様ランチ）　  2,000円（一般価格 3,000円（税込））
幼児（お食事なし）　　  700円（一般価格 1,000円（税込））
30人
㈱穴吹トラベル
運行バス会社　四国中央観光バスまたは同等クラス

出 発 日
料 金

募集人数
旅行企画・実施
交 通

昼食１回
添乗員付き

  7：45　高松駅
  8：00　穴吹学園ホール（せとうち観光専門職短期大学）
11：30～12：30　鳥取砂丘会館
12：30～13：00　砂丘カフェ＆鳥取砂丘
13：10～14：00　砂の美術館
14：20～15：00　鳥取港海鮮市場かろいち
19：00　穴吹学園ホール（せとうち観光専門職短期大学）
19：15　高松駅

行　程

ウェルぱる高松特別企画 冬の味覚　豪華カニ会席と鳥取砂丘ウェルぱる高松特別企画 冬の味覚　豪華カニ会席と鳥取砂丘

令和4年10月22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～
6,500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
スタート
料 金

競技方法

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10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20日（火）

HEALTH

「中村獅童のHow to かぶき」　歌舞伎
ならではの表現方法や約束事を分かりや
すくお話します。
絵本「あらしのよるに一人語り」　オオカ
ミとヤギのふしぎな友情を描いた名作絵
本を中村獅童が朗読します。

令和４年度松竹特別巡業

令和4年11月12日（土）　13：30開演
丸亀市綾歌総合文化会館（アイレックス）
一　般　　　4,000円（一般前売料金 5,000円）
学生（高校生以下）　1,600円（一般前売料金 2,000円）
20枚（お1人様2枚まで）
※全席指定　※3歳以上有料
※未就学児をお連れのお客様は、親子室をご利用ください。
9月20日（火）

と き
と こ ろ
料    金

枚 数

申込締切

ユニークな視点から時代に斬り込む作品で人
気の漫画家・三田紀房に生み出された本作が
今秋待望の舞台化！戦艦大和建造の是非をめ
ぐって繰り広げられる、息もつかせぬ攻防戦。
前代未聞の頭脳戦がここに始まる！

アルキメデスの大戦

令和4年10月30日（日）　14：00開演
レクザムホール（香川県県民ホール）  大ホール
7,300円（一般前売料金 9,200円）
20枚（お1人様2枚まで）
※全席指定
※未就学児入場不可
9月20日（火）

と き
と こ ろ
料    金
枚 数

申込締切

［イメージ］

製作：東宝
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GOURMETGOURMET
申込締切　9月20日（火）
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

TRAVEL

ウェルぱる高松特別企画 冬の味覚　豪華カニ会席と鳥取砂丘

SPORTS

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4年１０月１日（土）～令和5年１月31日（火）
令和4年９月20日（火）必着
令和5年２月１０日（金）必着（補助決定者のみ）

！

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20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5年2月10日（金）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

（見本）

領　収　書
令和４年１１月１１日          

様　　　　　　

　　　　　　　　 　　　3,000円

インフルエンザ予防接種代　　○○病院 　

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！

印

ウェルぱる高松事務局　welpal@anabuki-enter.co.jp
※紹介謝礼の対象は高松市中小企業勤労者福祉共済事業の加入者（事業主及び被共済者）のみです。

をご紹介ください！高松市中小企業勤労者福祉共済事業

5,000円
7,000円
12,000円
22,000円

加入従業員数
1人～ 9人
10人～ 29人
30人～ 99人
100人以上

紹介先事業所が加入すると加入従業員数に応じた下記の金額相当を個人に進呈します。

①必要事項をメールにてウェルぱる高松事務局へお知らせください。
②事務局が紹介先へご説明させていただきます。
③紹介事業所が加入し、最初の掛金が納付されましたら謝礼品を進呈します。

Quoカード
○紹介先事業所名、住所、
　電話番号、ご担当者名
○あなたの事業所名、氏名、
　電話番号

必ずご記載ください
加入できる事業所は・・・
高松市内に主たる事業所を有する中小企業等（商店・医院・保育
所・個人事務所も含む）で、従業員（家族従業者を含む）が 1人
以上300人以下の事業所。

POINT

POINT 高松市の福祉共済は・・・
従業員一人あたりの掛金は月額700円！（入会金不要）
各種給付金やバラエティに富んだ福利事業など、従業員の福利厚生が
充実します。

リーガホテルゼスト高松２F　炭火焼き＆燻製ダイニング時香（高松市古新町9-1）
時香ランチ

有効期間　令和4年11月30日（水）

限定数 301,500円（一般価格 1,900円）
サラダバー・スープバー・メイン料理・ライス・デザート付
●お1人様3枚まで
●要予約

料    金

長年にわたり地元の人々からご愛顧いただい
たリーガホテルゼスト高松の時香が、2022
年8月4日に肉料理を存分に堪能いただく炭
火焼きと燻製のレストランとしてリニューアル。
遠赤外線でじっくり焼き上げたお肉をメインに
ランチはミニコース仕立てで。サラダとスープ
はバイキングスタイルです。ぜひご家族・ご
友人とお越しください。
※メニューは週替わりです。
詳しくはホームページをご確認ください。
https://www.rihga-takamatsu.co.jp/restaurant/
jikou/

イオンシネマ映画鑑賞券の後期販売は10・11月号で
ご案内しますお知らせ

※写真はイメージです
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ありがとうございます。

株式会社四国ライス　様

新規加入事業所のご紹介

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。
（左下の応募券を必ず貼付けてください）
締切：9月20日（火）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

ウェルぱる高松事務局より
SDGs映画祭　共通鑑賞券（ペア）を
15組にプレゼント

PRESENT プレゼント応募方法

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！！

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

・八房流　椅子に座って南京玉すだれ
・初めてのチアダンス
・子どものそろばん・あんざん教室

・はじめてのフラダンス教室
・リフレッシュヨガ
・kids唐手道教室

・人を引き寄せるコラム講座
・呼吸とヨガ
・大人向けそろばんトレーニング

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（水曜コース）13：30～14：30（毎週水曜日）

JEUGIAカルチャーセンター

・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）
・子どもいけばな教室（新池坊）
・土曜日の生け花（新池坊）
・裏千家茶道教室　木曜夜/金曜昼/土曜昼

・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
・花と遊ぼう！花育ひろば
・嵯峨御流
・羊毛フェルトの干支飾りを作ろう（3回コース）

・【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）
・花のある暮らし（新池坊）
・池坊

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

・英語って楽しい！
　10/16・30、11/6・20、12/4・18　※2歳～小学2年生対象
・旬を味わう料理教室
　10/2、11/6、12/4
・美脚トレーニング
　10/13・27、11/10・24、12/8・22
・－5歳若返る！姿勢美人になる講座
　10/4・11・18・25、11/1・8・15・22・29、12/6・13・20・27
・青春ポップスを歌って踊ろう！！
　10月～12月　毎週金曜日
・ズンビーニ親子レッスン
　10/1・11/5・12/3

・子連れママヨガ
　10/17、11/21、12/19　※対象年齢：未就園児まで
・肩こり・首こりほぐしヨガ
　10/10・16、11/14・20、12/12・18
・まだ間に合う！今年中に片付けられる
　人になるレッスン　11/6
・「太極拳」入門講座
　10/1・15、11/5・19、12/3・17
・高齢者向け歌声喫茶
　10月～12月　毎週金曜日

・クリスマスキャンドルを作ろう！
　11/26
・和紙アート
　10/1、11/5、12/3
・暮らしを彩るフラワーアレンジ
　10/11、11/8、12/13
・ゆったりフラダンス
　10/4・18、11/1・15、12/6・20
・ウクレレ入門教室
　10月～12月　第1・3水曜日
・薬膳料理教室
　12/1

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

詳しくは

10・11月
号で！

NT プレゼント応募方法

2022年12月3日（土）開催決定！！
詳
00

0：00～12：00（毎週月曜日） ・ヨガ（水曜コース）13：30～14：30（毎週水曜日）

110102022年12月3日（土）開催決定！！
ウェルぱる高松 eスポーツ大会

★

★ 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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