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　●旅行企画 ・実施

　●お申込 ・ お問合せ先

ことでんバス株式会社　観光課　担当／岸
営業時間 ：平日 9 ： 00 ～ 17 ： 00　　土日祝 9 ： 00 ～ 13 ： 00

〒760-0065　香川県高松市朝日町 4丁目 1番 63 号
香川県知事登録旅行業第 2-110 号　総合旅行業務取扱管理者 /岸真一郎

ＦＡＸ　087-822-9605
ＴＥＬ　087-851-3320

ご家族参加型の対象者についてご家族参加型の対象者について

日帰り日帰り日帰り日帰り日帰り日帰り日帰り

本人 子 孫父母祖父母

兄弟姉妹

配偶者

ご家族の対象は、配偶者および第２親等の血族までです。

大阪日帰りバスフリープラン！大阪日帰りバスフリープラン！大阪日帰りバスフリープラン！大阪日帰りバスフリープラン！大阪日帰りバスフリープラン！大阪日帰りバスフリープラン！

●出 発 日　平成２５年７月２７日（土）・２８日（日）・２９日 (月 )
●参 加 費　お一人様３,０００円
　　　　　　　　（１席年齢に関係なくお一人様３,０００円になります。）

●対 象 者　事業主・被共済者および家族の方（同伴家族の方３名まで）
　　　　　　※同伴家族の対象者は，配偶者および第２親等の血族になります。
　　　　　　※片道のみの利用はできません。
●募集人数　各日４０名様程度（最少催行人員２０名）　
●申込締切　５月２５日（土）申込多数の場合は抽選となります。
　　　　　　※詳しい旅行条件を記載した書面をお渡ししますのでご請求ご確認の上
　　　　　　お申し込みください。
●申込方法　ことでんバスまでＦＡＸにてお申込みください。申込多
　　　　　　数の場合は抽選となります。参加が決まり次第，旅行会社
　　　　　　から通知文を郵送いたします。

■受診対象者　３５歳以上の被共済者の方（事業主の方は利用できません）
■募 集 人 数　１００人　※契約医療機関名は，別紙申込書の裏面に記載しています。
■１万５千円助成
１　事業所毎に受診希望者をとりまとめ， ５月２０日 (月 )までに｢人間ドック申込予定者届」を提出してください。
　　※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　助成決定者に「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、速やかに電話等で、直接何れかの指定医療機関へ人間ドック利用の予約を 
　　してください。なお，この際に高松市中小企業勤労者福祉共済事業の受診である旨を申し出てください。なお，申込み多数の場合は抽選となります。
３　予約ができましたら，「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 (高松テルサ )までご返送ください。受診日まで
　　に，「人間ドック利用斡旋書」を送付しますので、受診の際、直接医療機関にご持参ください。
４　本人負担額は，一般料金から福祉共済補助額（１万５千円）を差し引き，受診当日直接医療機関へお支払いください。
５　利用期限は，平成２６年２月２８日ですが，必ず本年１０月末までに予約をお取りください。予約が取れない場合は，受診の意思がなくなっ
　　たとみなすことがありますのでご注意ください。
６　抽選になった場合，１０１番目以降の方には，キャンセル待ち番号をお知らせします。

今までの歯科医院の利用法では歯を守ることができませ
んでした。予防型の歯科医療はデンタルドック(歯科ドッ
ク）です。会員皆様の健康を ( お口のすみずみまで現状
を確認して ) 計画的に健康的歯科治療を薦める制度です。
是非ご利用ください。

■費　　用　　【精密コース】ご本人負担額４,８００円（検査費用１３,０００円のところ）
　　　　　　　【標準コース】ご本人負担額２,４００円（検査費用　６,５００円のところ）　　
■対 象 者　   満４０歳以上の被共済者の方（事業主の方は利用できません）　　　　　　　　　
■募集人数　　精密コース・標準コース　あわせて１００人　　　　　　　　　　　　　　　　　
■申込方法
１　事業所毎に受診希望者をとりまとめ，５月２０日 (月 )までに｢歯科ドッグ申込予定者届」を提出してください。
２　予定者届を出された方に「歯科ドック利用申込書」を送付します。到着後，別紙の「歯科ドック指定医療機関」へ速やかに電話等で，「歯科ドック」
　　（精密コースまたは，標準コース）の予約をしてください。申込時に高松市中小企業勤労者福祉共済事業の受診である旨を申し出てください。
　　なお，お申込み多数の場合は抽選とさせていただきます。
３　予約ができましたら，「歯科ドック利用申込書」に必要事項を記入し，ウェルぱる高松事務局(高松テルサ)までご返送ください。受診日までに，「歯
　　科ドック受診票」を送付しますので、受診の際，直接医療機関窓口にご持参ください。
４　本人負担額のみを当日，受診医療機関 (歯科 )へお支払いください。
５　利用期限は，平成２６年２月２８日までです。 

検査内容

自己負担額

・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

（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

標準コース 精密コース

注）高松市歯科医師会に加入
している医療機関に限ります。
※別紙申込書の裏面に記載。

人間ドックの利用助成のご案内

歯科ドックの利用助成のご案内

※配偶者の父母・祖父母・甥姪
は対象外になります。
　なお，事業主・および被共済者
のみのコースはご家族は対象外
になりますのでご了承ください。
　お申込み時にご注意ください。

◆配偶者および第２親等の血族って？

高松中央公園 ===＜明石海峡大橋・阪神高速＞=== 大阪駅周辺

大阪駅周辺 ===＜阪神高速・明石海峡大橋＞=== 高松中央公園

7:30発 １０:30頃着

18:00発 21:３0 頃着

瀬戸内国際芸術祭2013 作品鑑賞パスポート
夏シーズンパスポート前売引換券

ワーナーマイカルパスポート前期販売

帰日帰日帰日日日日日帰日帰

ご家族参加型の対ご家族参加ご家族参加型の対

事業所被共済者名簿（平成２５年５月１日現在）は，ご依
頼のある事業様に送付させていただきます。ご必要な
事業所は事務局までご連絡ください。発送は５月２０日
以降になります。

篠山 紀信 篠山 紀信

【大阪フリータイム　たっぷり約7時間30分】
ショッピングやグルメ・観光を自分流にお楽しみください。

財団法人大阪観光コンベンション協会財団法人大阪観光コンベンション協会ｃ財団法人大阪観光コンベンション協会ｃ
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締切 ５月１５日（水）

開催日：平成２５年８月５日～１２月９日（月）

　　　　１８：３０～１９：３０　全１４回

受講料：８,０００円（一般料金１２,０００円）

講　師：山野井　真知子（香川ヨーガ道友会）

山野井先生のやさしいヨーガ月月

金

火

スポーツ・健康

木

開催日：平成２５年７月３１日～１１月２０日（水）

　　　　１９：４５～２１：１５　全１４回

受講料：１０,０００円（一般料金１４,０００円）

講　師：吉田　直子（香川ヨーガ道友会）

吉田先生のリカバリーヨーガ

木

水水

開催日：平成２５年８月７日～１１月２０日（水）

　　　　１９：３０～２０：３０　全１２回

受講料：８,０００円（一般料金１０,８００円）

講　師：田村　夏子（わけべのりこフラスタジオ認定講師）

わけべのりこハワイアンダンス教室水水

開催日：平成２５年８月９日～１１月２２日（金）

　　　　１８：４５～１９：４５　全１４回

受講料：８,０００円（一般料金１２,０００円）

講　師：藤田　摩理（フィットネスラボたかまつ）

藤田先生のシェイプサルサダンス木 金金

開催日：平成２５年８月９日～１１月２２日（金）

　　　　１５：００～１６：００　全１４回

受講料：８,０００円（一般料金１２,０００円）

講　師：松本　ゆかり（FTP認定マットピラティス資格者）

松本先生の金曜ピラティス金金

開催日：平成２５年６月２４日～９月９日（月）

　　　　１９：３０～２０：３０　全１０回

受講料：８,０００円（一般料金１２,０００円）

講　師：藤田　摩理（ジャイロキネシス認定講師）

藤田先生のジャイロキネシスヨガ月月

開催日：平成２５年６月２４日～９月９日（月）

　　　　２０：４５～２１：３０　全１０回

受講料：７,０００円（一般料金９,０００円）

講　師：藤田　摩理（フィットネスラボたかまつ）

藤田先生のシェイプサルサダンス入門月月

開催日：平成２５年８月２４日～１１月３０日（土）

　　　　１３：１５～１４：４５　全１４回

受講料：１０,０００円（一般料金１４,０００円）

講　師：中村　幸子（自力整体ナビゲーター）

中村先生の自力整体土土

開催日：平成２５年７月２３日～１０月２９日（火）

　　　　１８：４５～１９：４５　全１４回

受講料：８,０００円（一般料金１２,０００円）

講　師：野村　英津子

野村先生のダイエットエアロ火火

開催日：平成２５年７月２３日～１０月２９日（火）

　　　　２０：００～２１：００　全１４回

受講料：８,０００円（一般料金１２,０００円）

講　師：松本　ゆかり（日本エアロビック協会認定資格者）

松本先生のシェイプエアロ初級火火

開催日：平成２５年８月６日～１１月１２日（火）

　　　　２０：００～２１：００　全１４回

受講料：８,０００円（一般料金１２,０００円）

講　師：顧　惠芳

顧先生の美♡エクササイズ火火

開催日：平成２５年７月２３日～１０月２９日（火）

　　　　１０：００～１１：３０　全１４回

受講料：１０,０００円（一般料金１４,０００円）

講　師：吉田　直子

吉田先生の女子力ＵＰ塾★～理想のからだづくり～火火

木水

木

開催日：平成２５年８月９日～１１月２２日（金）

　　　　２０：００～２１：００　全１４回

受講料：８,０００円（一般料金１２,０００円）

講　師：藤田　摩理（FTPアドバイスインストラクター）

藤田先生のピラティス＆ボディシェイプ金金

開催日：平成２５年８月１０日～１１月１６日（土）

　　　　１８：４５～１９：４５　全１４回

受講料：８,０００円（一般料金１２,０００円）

講　師：松本　ゆかり（FTP認定マットピラティス資格者）

松本先生の土曜ピラティス土土

土

土土

木

開催日：平成２５年８月４日～１１月１７日（日）

　　　　１０：００～１１：３０　全１４回

受講料：１０,０００円（一般料金１４,０００円）

講　師：久本　もり子（骨盤・骨格エクササイズマスターインストラクター）

久本先生のペルビックストレッチ日日

木

木木

木曜コース：平成２５年６月１３日～８月１日（木）
　　　　　　２０：００～２１：３０　全８回
土曜コース：平成２５年６月１５日～８月３日（土）
　　　　　　１０：００～１１：３０　全８回
受講料：７,０００円（一般料金９,６００円）
講　師：稲谷　早苗（(財)日本体育施設協会認定トレーニング指導士）

筋トレ＆エアロビクスで－２㎏ !?

木水

プレゼントコーナーで事業所・お店のＰＲをしませんか？

株式会社武部　様より
がいにうまげな香川米 4kg を５名様にプレゼント

大日商事株式会社　様より
輝く美しさをサポートするシーア美容シリーズ３点セットを３名様にプレゼント

ＰＲＥＳＥＮＴ募集！

検  索

NEW
NEW
NEW

NEW

うどん県それだけじゃないお米もうまいけん（県）!
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①事業所毎に取りまとめ，締切日を確認の上，別紙申込書によりウェル 
　ぱる高松事務局へ FAXまたは郵送でお申込ください。
②受講対象者は，すべて事業主および被共済者です。
③申込み多数の場合は，お一人様単位で抽選し，結果をお知らせします。
④受講が決まり次第，【受講決定のお知らせ兼受講料納入のお願い】文書
　を郵送しますので，受講料をお振込みまたはご持参ください。

カルチャー講座の申込方法 締切 ５月１５日（水）締切 ５月１５日（水）締切 ５月１５日（水）

月

開催日：平成２５年７月１２日～９月２７日（金）
　　　　１８：３０～２０：３０　全６回　第２･第４金曜日
受講料：５,０００（一般料金７,０００円）
講　師：宮本　義龍

宮本先生の水墨色彩画教室金金

開催日：平成２５年７月２日～９月２４日（火）
　　　　１９：００～２０：３０　全１０回
受講料：７,５００円（一般料金１０,０００円）
講　師：Ａｎｄｙ  Ｏｒｏｓｚ（RSA/ケンブリッジ認定外国語教員免許取得）

開催日：平成２５年７月６日～９月２１日（土）
　　　　１４：００～１６：００　全１０回
受講料：７,０００円（一般料金１０,０００円）
　　　　　　※材料費別途：２,５００円～３,０００円
講　師：中井　里美（パッチワークコーディネータ）

A n d y ' s  E n g l i s h  C l a s s火火

文化・教養

開催日：平成２５年７月１１日・８月８日・９月１２日（木）
　　　　１９：３０～２１：００　全３回
受講料：６,２００円（一般料金９,０００円）
講　師：山下　アキ（気学講師･笑学メンタリング講師）

笑ってアッ氣学～笑顔って簡単♪～木木

木

水

水

木 金金

月

月

土

火

火

♡火

火

木

開催日：平成２５年７月１０日～９月１８日（水）
　　　　１９：００～２０：３０　全１０回
受講料：７,０００円（一般料金１０,０００円）
　　　　　　※教材費別途：２,５００円程度
講　師：顧　惠芳（中国上海出身）

顧先生のみんなの中国語～入門コース～水水

木金 土

中井先生のゼロからはじめるパッチワーク講座土土

土

木日

開催日：平成２５年７月４日～９月１９日（木）
　　　　１９：００～２０：３０　全１０回
受講料：７,０００円（一般料金１０,０００円）
　　　　　　※教材費別途：２,５００円程度
講　師：顧　惠芳（中国上海出身）

顧先生のみんなの中国語～会話コース～木木

木

木 中高年から始めるらくらくピアノ水水

◆◆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上，下記の
住所までお送りください。
（最終頁左下の応募券を必ず貼付けてください。）
締切：５月２５日（土）必着　
当選者は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

事業所のＰＲ広告をさせていただきます。
約８，０００人を抱える会員様に届くため，販売促進や利益向
上・事業所のイメージアップ　につなげられます。当企画は福
利厚生サービスや地域産業・経済の発展を目的としています。
【プレゼント商品】
約５，０００円相当以上の商品を提供していただきます。（事業
所のオリジナル商品には限りません。図書券・商品券・ビール
券なども可）　※ウェルぱる高松への掲載料金は無料です。

JAで検査されたひのひかりを中心とした
香川県産のブレンド！
お手頃価格でかなりうまいけん！食べてみて！

輝く美しさをサポートするシーア美容シ
リーズ３点セットをプレゼントします。
シーア美容クリーム 100g＋シーアモ
イスチャークリアソープ 80g＋シー
アＵＶサンプロテクトスプレー（ＳＰ
Ｆ ５０＋　ＰＡ＋＋＋）60g

株式会社　武 部
〒761ｰ0321 香川県高松市前田西町 785ｰ12
☎０８７ｰ８４７ｰ６７６７
http://takebe.p-kit .com/

プレゼントコーナーで事業所・お店のＰＲをしませんか？プレゼントコーナーで事業所・お店のＰＲをしませんか？プレゼントコーナーで事業所・お店のＰＲをしませんか？プレゼントコーナーで事業所・お店のＰＲをしませんか？

株式会社武部　様より株式会社武部　様より
がいにうまげな香川米 4kgがいにうまげな香川米 4kg を５名様にプレゼントを５名様にプレゼント
株式会社武部　様より
がいにうまげな香川米 4kg を５名様にプレゼント

大日商事株式会社
〒535ｰ0002 大阪府大阪市旭区大宮 4ｰ18ｰ18
☎０６ｰ６９５２ｰ７０１５
http://www.dai-nichi .com

大日商事株式会社　様より大日商事株式会社　様より
輝く美しさをサポートするシーア美容シリーズ３点セット輝く美しさをサポートするシーア美容シリーズ３点セットを３名様にプレゼントを３名様にプレゼント
大日商事株式会社　様より
輝く美しさをサポートするシーア美容シリーズ３点セットを３名様にプレゼント

ＰＲＥＳＥＮＴ募集！ＰＲＥＳＥＮＴ募集！ＰＲＥＳＥＮＴ募集！ＰＲＥＳＥＮＴ募集！ＰＲＥＳＥＮＴ募集！

検  索検  索検  索お米は武部

NEW

NEW
NEW
NEW

うどん県それだけじゃないお米もうまいけん（県）!うどん県それだけじゃないうどん県それだけじゃないお米お米もうまいもうまいけん（県）!けん（県）!うどん県それだけじゃないお米もうまいけん（県）!

　

開催日：平成２５年７月３日～９月１８日（水）
　　　　１３：３０～１５：００　全６回　第１･第３水曜日
受講料：９,０００円（一般料金１２,６００円）
　　　　　　※テキスト代：別途 １,４７０円
講　師：臼井　智美（全日本らくらくピアノ　  協会認定講師）



４

新規加入事業所のご紹介
★応募券★

★応募券★
５月号

★応募券★
５月号

様
様

ありがとうございます。

岡 山 空 調 シ ス テ ム 株 式 会 社
東 交 ト ラ ベ ル 株 式 会 社

「ＤＥＡＲサンポート店」の閉店に伴い，割引提携が廃止になりま
した。ご了承ください。他店は引続き提携になります。よろしく
お願いいたします。

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 (高松テルサ内 )
　　ウェルぱる高松事務局  http://www.t-terrsa.jp
　　〒761-0113  高松市屋島西町 2366 番地 1
　　ＴＥＬ(087)844-3516　ＦＡＸ(087)844-3524
　　　平成２５年４月１日現在　
　　　　　　　事 業 所　　 ７８３社
　　　　　　　被共済者　７,９４６人

大阪日帰りバスフリープラン！大阪日帰りバスフリープラン！

●販売価格　１枚７００円（一般販売価格１,８００円）
●有効期限　平成２５年６月１日（土）～１１月３０日（土）
　　　　 　    ※有効期限を過ぎますとご利用できませんので，ご注意ください。
　　　　 　    　３Ｄ上映につきましては別途３００円必要になります。
●斡旋枚数　お一人様２枚まで（年間お一人様2枚まで）
　　　　    　　 ※今回2枚お申し込みの方は，後期ではお申込できませんのでご注意ください。
●申込締切　５月１５日（水）必着

①事業所毎に取りまとめ，締切日を確認の上，別紙申込書によりウェルぱる高松事務局へFAXまたは郵送でお申込ください。
②申込み多数の場合は，お一人様単位で抽選し，結果をお知らせします。
③購入が決まりましたら，通知文を郵送します。　※購入の決定後は，買取販売のためキャンセルができませんのでご注意ください。
④当選者の座席指定は，事務局の方で決めさせていただきます。ご了承の上，お申込みください。
⑤当選通知文が届きましたら，郵送ご希望の方は，期日までに，チケット代金と発送料３００円を足した金額を事務局までお振込ください。
　（振込手数料は会員様ご負担になります。）※通常どおりテルサでの引換えも可能です。
⑥郵送ご希望の方は，振込金額を確認後，チケットを事業所へお送りします。

瀬戸内国際芸術祭2013 作品鑑賞パスポート瀬戸内国際芸術祭2013 作品鑑賞パスポート
夏シーズンパスポート前売引換券夏シーズンパスポート前売引換券

瀬戸内国際芸術祭2013 作品鑑賞パスポート
夏シーズンパスポート前売引換券

ＳＴＡＲＤＵＳＴ　ＲＥＶＵＥ郷　ひろみ　DISCO THE QUE TOUR  2013 “LET’S GROOVE”郷　ひろみ　DISCO THE QUE TOUR  2013 “LET’S GROOVE” ＳＴＡＲＤＵＳＴ　ＲＥＶＵＥ

公演日時：平成２５年７月１４日（日）１７：３０ 開演
場　　所：アルファあなぶきホール大ホール
斡旋料金：５,５００円（一般前売料金 ７,０００円）
　　　　　　 ※全席指定　※3歳未満入場不可。3歳以上有料。
斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者の方
申込締切：５月２０日（月）必着

いつもでも輝き続けるエンターティナー，郷ひろみの香川公演は必見！！
HIROMI GO DISCO THE QUE TOUR 2013 “LET'S GROOVE” 公演日時：平成２５年７月２７日（土）１６：３０ 開演

場　　所：さぬき市野外音楽広場テアトロン
斡旋料金：５,０００円（一般前売料金 ６,５００円）
　　　　　　 ※指定席のみ取り扱います　※未就学児入場不可
　　　　　　 ※小学生以上有料　※雨天決行/荒天時翌日順延
斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者の方
申込締切：５月２０日（月）必着

2 年ぶりとなる，聖地テアトロンでの野外公演が開催決定！！

前売り入場券割引斡旋の申込方法

①事業所毎に購入希望者を取りまとめ，５月１５日（水）必着で，別紙申
込書によりウェルぱる高松事務局へ FAX または郵送でお申込くださ
い。申込書は引換の際に必要になりますので，必ずコピーを取って控え
を保管しておいてください。
②「ワーナーマイカルパスポート」申し込みはお一人様年間２枚までで
す。今回２枚利用された方は，後期販売ではお申込できませんのでご注
意ください。
③お申込された枚数については，いずれも買取販売のためキャンセルが
できませんのでご注意ください。
④引換期間は，６月１日（土）～６月８日（土）の午前９時から午後６時３
０分までです。
⑤引換場所は，高松テルサ 1階ウェルぱる高松事務局です。（高松市屋
島西町 2366 番地１）
⑥引換の際には，お申し込み分お金額を，つり銭のいらないよう現金で
お持ちください。あわせて，申込書のお控えを必ずご持参ください。

「ワーナーマイカルパスポート」申込方法

●有効期間：平成２５年７月２０日（土）～平成２５年９月１日（日）
●斡旋料金：３,５００円（一般前売料金 ４,０００円）
●斡旋枚数：５０枚（お１人様２枚まで）
●対 象 者：事業主および被共済者の方
●申込締切：５月２０日（月）必着

ワーナーマイカルパスポート前期販売ワーナーマイカルパスポート前期販売ワーナーマイカルパスポート前期販売

※高校生区分は斡旋いたしません。ご了承ください。
※作品鑑賞パスポートは１枚につき持参人１名様のみ有効です。
※地中美術館・豊島美術館は，パスポート提示により，別途１，０００円
　で入館できます。その他一部，別途料金が必要となる作品・施設があ
　ります。
※会期中に作品施設により休館日を設けている場合があります。

事業所被共済者名簿（平成２５年５月１日現在）は，ご依事業所被共済者名簿（平成２５年５月１日現在）は，ご依
頼のある事業所様に送付させていただきます。ご必要頼のある事業所様に送付させていただきます。ご必要
な事業所は事務局までご連絡ください。発送は５月２０な事業所は事務局までご連絡ください。発送は５月２０
日以降になります。日以降になります。

事業所被共済者名簿（平成２５年５月１日現在）は，ご依
頼のある事業所様に送付させていただきます。ご必要
な事業所は事務局までご連絡ください。発送は５月２０
日以降になります。

財団法人大阪観光コンベンション協会ｃ


