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募集内容等は，随時会報誌にて
お知らせします。

※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対象外にな
りますのでご了承ください。お申し込み時にご確認ください。

ウェルぱる高松の旅行企画には，
●事業主・被共済者のみのコース
●事業主・被共済者とご家族○名までのコースがあります。

ご家族の対象は，配偶者および第2親等の血族までです。
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今月の内容→上半期旅行の案内/チケット斡旋/カルチャー講座/高松ソウル便の案内/プレゼントコーナー/ほか
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酒の都「西条・酒蔵通り」と「音戸の瀬戸ドラマ館」「呉湾遊覧船」（広島県）酒の都「西条・酒蔵通り」と「音戸の瀬戸ドラマ館」「呉湾遊覧船」（広島県）

九州新幹線　２０１２おすすめコース　阿蘇 1泊 2日（熊本県）九州新幹線　２０１２おすすめコース　阿蘇 1泊 2日（熊本県）

高松市内 === 高松西ＩＣ === ＜瀬戸大橋・山陽道＞ === 西条ＩＣ ===

=== 吟醸酒のふる里・西条（現地ガイドの案内とともに酒蔵通り散策・蔵元見学） ===

=== 湯坂温泉（賀茂川荘にてご昼食）====== 清盛伝説の地・音戸の瀬戸（ドラマ館見学）===

～～呉湾観光遊覧船（音戸の瀬戸・ドック跡・呉基地を海上より）～～呉中央桟橋 ===

=== （お買物） === 呉ＩＣ === ＜山陽道・瀬戸大橋＞===高松西ＩＣ === 高松市内

●出 発 日  平成２４年６月２日(土)・３日(日)・４日(月)
●参 加 費  大人 ７，０００円　小人６，０００円　幼児５００円（食事なし）

　　　　　　　（参考：一般料金 ９，８００円）

●食　　事　昼食１回　夕食お弁当1回　　　
●添 乗 員　同行いたします
●対 象 者　事業主・被共済者および家族の方3名まで 
●募集人数　各日４４名様（最少催行人員２０名） 
●申込締切　４月２５日（水）申込み多数の場合は抽選になります。
     ※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込下さい。
●申込方法　ことでんバスまでＦＡＸにてお申し込み下さい。

●出 発 日  平成２４年６月１６日(土)～１７日(日)　１泊２日
●参 加 費  大人  ３９，０００円（おひとり様）
　　　　　　　（参考：一般料金 ５３，２１０円）
※宿泊は和室（４名１室）です。
　１名１室の場合は上記料金よりお１人様８,４００円増，２名１室の場合はお1人様4,200円増となります。
●食　　事　朝食　1回　昼食1回　夕食１回　　　
●添 乗 員　同行いたします
●対 象 者　事業主・被共済者の方 
●募集人数　４０名様（最少催行人員２０名） 
●申込締切　４月２５日（水）申込み多数の場合は抽選になります。
     ※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込下さい。
●申込方法　日本旅行までＦＡＸにてお申し込み下さい。

平清盛が切り開いたとされる音戸の瀬戸に大河ドラマに
あわせてドラマ館がオープン。
瀬戸内海の覇王・清盛の見果てぬ夢をご覧いただけます。

　●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

　●旅行企画 ・実施

　●お申込 ・ お問合せ先

株式会社日本旅行　観光課　担当／泉宮
営業時間 ：平日 10 ： 30 ～ 18 ： 00　（祝日は休業）

〒760-0026　香川県高松市磨屋町 2-8　リーフスクエア高松ビル 1階
観光庁長官登録旅行業　第２号　総合旅行業務取扱管理者 /曽我部友仁

ＦＡＸ　087-822-7380
ＴＥＬ　087-851-4981

湯坂温泉・賀茂川荘のお食事（イメージ）

呉湾観光遊覧船
音戸の瀬戸より乗船して、清盛の
伝説の海峡や呉基地・大和造船
ドック跡を海上よりご見学
（海自 OB さんの案内付での運行
予定です）

平成２３年３月５日オープン
昼食＝フリー

【6/1６(土 )】
高松駅 === 岡山駅 === ＜みずほ603号＞ ===熊本駅 === 熊本城 === 

=== 桜の馬場 === 阿蘇山 === 草千里 === 阿蘇内牧温泉 阿蘇プラザホテル（泊）

【6/17(日 )】
ホテル === 高千穂峡・天岩戸神社 === 熊本駅 === ＜みずほ604号＞ === 岡山駅 === 高松駅

８両編成・Ｎ７００系
２列シート＆２列シート（指定席）

８両編成・Ｎ７００系
２列シート＆２列シート（指定席）

展望露天風呂から
阿蘇の大自然のパノラマ

高千穂峡は約１２万年前と約９万年の２回
の阿蘇火山活動の際，噴出した溶岩流 (火
砕流 ) を五ヶ瀬川が侵食した侵食谷です。
上流の窓ノ瀬から下流の吐合間が中心で，
１９３４年１１月１０日五ヶ瀬川渓谷とし
て，名勝及び天然記念物に指定されました。

日本神話の中でもよく知られた天照
大御神のお隠れになった天岩戸開き，
あの天岩戸伝説を伝える神社です。

ホテル アジュール 汐の丸　様より
平日限定素泊り宿泊券を２名様にプレゼント

お店のＰＲをしませんか？

日帰り

１泊２日

（7：30）

（20：00頃）

（中学生以上） （４才～小学生） （３才以下）

（20：07）

（７：07）

ウェルぱる高松の旅行企画には，
●事業主・被共済者のみのコース
●事業主・被共済者とご家族○名までのコースがあります。

ご家族の対象は 配偶者および第2親等の血族までです

    ※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
●申込方法　日本旅行までＦＡＸにてお申し込み下

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 ◆第2親等の血族とは？ 平成２４年度ウェルぱる高松年間計画のお知らせ平成２４年度ウェルぱる高松年間計画のお知らせ平成２４年度ウェルぱる高松年間計画のお知らせ平成２４年度ウェルぱる高松年間計画のお知らせ平成２４年度ウェルぱる高松年間計画のお知らせ

祖父母

子

父母

本人兄弟姉妹 配偶者

・神戸フリープラン（日帰り）
・京都フリープラン（日帰り）
・紅葉の名所「帝釈峡」とぶどうの里「三次」・錦川清流線の旅（日帰り）
・紅葉の香嵐渓と「横蔵寺」「谷汲山華厳寺」と岡崎城天守閣，家康館（１泊２日）
・スカイツリーと東京名所めぐり（１泊２日）

旅行事業

・ボウリング大会（太洋ボウル）
イベント

・フィットネス講座
・料理教室
・テーブルマナー講座　ほか

カルチャー

・人間ドック利用助成
・歯科ドック利用助成
・インフルエンザ予防接種利用助成
・高松ソウル便補助　等

割引助成

※福利事業につきましては予定が変更になる場合があります。



販売チケット　回数チケット（１冊１１枚セット）
販売価格　大人(高校生以上) ６,０００円（一般販売価格　8,000円）
               小人(中学生以下) ３,０００円（一般販売価格　4,000円）
斡旋冊数　お１人様３冊まで
（香川県内で行われる、四国アイランドリーグplusの公式戦･
定期交流戦で観戦可能です。）
申込締切　４月２０日（金）

香川オリーブガイナーズ公式戦チケット販売

昨シーズンはたくさんのご声援ありがとうございました。 
今シーズン，元阪神の桜井選手はじめ多くの新戦力が加
わった新生ガイナーズの戦いが、4/8(日)にいよいよ開幕
します！ 
皆様お誘いあわせのうえ、球場にお越しください！

テレビやドラマで一度は聞いたことのある声の持ち主が一堂に
会すこの貴重な機会を，ぜひお見逃しなく！
出　　演：井上和彦，関智一，伊藤健太郎，神奈延年，
　　　　　堀江一眞，木内秀信　ほか　多数出演予定
公演日時：平成 24年５月１２日（土）　14：00開演
場　　所：アルファあなぶきホール　小ホール
斡旋料金：３，０００円（一般料金４,000 円）
　　　　　　　全席指定　未就学児童入場不可

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
申込締切：４月２０日（金）

歌に！トークに！声のドラマ！声優による声のエンターテイメント

声援団 エール。そして、わたしたちにできること。

「笑点」でもお馴染み春風亭昇太と、第二回玉藻寄席に登
場以来、皆様から再演の熱い声をいただいていた柳家花緑
が登場します！

公演日時：平成 24年５月１７日（木）　18：30開演
場　　所：アルファあなぶきホール　小ホール
斡旋料金：３，０００円（一般料金４,000 円）
　　　　　　　全席指定　未就学児童入場不可

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
申込締切：４月２０日（金）

第九回玉藻寄席

昇太・花緑　二人会
全世界で5000万枚セールスを記録，グラミー賞受賞の
ジャズ・トランぺッター！進化し続けるステージ，
“This is クリス・ボッティ！”待望の全国縦断ツアー決定！

公演日時：平成 24年 6月１２日（火）　19：00開演
場　　所：サンポートホール高松　大ホール
斡旋料金：S席　７，０００円（一般料金 9,000 円）
　　　　　　　Ｓ席指定　未就学児童入場不可

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
申込締切：４月２０日（金）

クリス・ボッティ　ジャパンツアー
2012 ＩＭＰＲＥＳＳＩＯＮＳ

デビュー40周年を迎える今なお，迫力のステージを魅せる
‘郷ひろみ’のコンサートが決定！

公演日時：平成 24年 6月２４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：６，０００円（一般 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

申込締切：４月２０日（金）

郷ひろみ
ＨＩＲＯＭＩ　ＧＯ　ＣＯＮＣＥＲＴ　ＴＯＵＲ “ＬＩＮＫ”

10 周年を迎え，ますます進化を続ける ORANGE RANGE の
ニューアルバム「NEO POP STANDARD」を引っさげた全国ツ
アーが決定！

公演日時：平成 24年７月１５日（日）　1７：30開演
場　　所：三木町文化交流プラザ
斡旋料金：４，５００円（一般５,５00円）
　　　　　　　全席指定
（小学生以上有料。未就学児童のご入場は同行の保護者の方の範囲内で，周りの
お客様のご迷惑にならないようにご覧いただくことを大前提とさせていただきます。）
斡旋枚数：２０枚（お1人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者
申込締切：４月２０日（金）

ＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥ
ＬＩＶＥ　ＴＯＵＲ０１２　～ＮＥＯ　ＰＯＰ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ～

人生とまっすぐに向き合いながら
その個性を開花させ，生きる喜びを
私たちに教えてくれる珠玉の作品を，
どうぞご期待ください。

公演日時：平成 24年７月２５日（水）　18：30開演
場　　所：アルファあなぶきホール　大ホール
斡旋料金：一般S席　７，０００円（一般 8,000 円）
　　　　　中学生以下Ｓ席　３，０００円（一般 4,000 円）
　　　　　　Ｓ席指定　３歳以上有料（２歳以下着席鑑賞は有料）

斡旋枚数：各３０枚（お1人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者
申込締切：４月２０日（金）

劇団四季ミュージカル
赤毛のアン

テケテケの夏がやってくる！パイプラインやダイヤモンドヘッ

ドなど，誰もが知っている名曲の数々をお楽しみ下さい。

公演日時：平成 24年８月１日（水）　1８：30開演

場　　所：アルファあなぶきホール　小ホール

斡旋料金：４，０００円（一般５,000 円）
　　　　　　全席指定

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

申込締切：４月２０日（金）

ベンチャーズ
来日50周年記念ベンチャーズジャパン・ツアー２０１２

撮影：荒井 健 「これまでの公演より」 



３

昭和を代表する文豪・井上靖の自伝的小説「わが母の記～花の下・
月の光・雪の面～」を元に静岡県伊豆・湯ヶ島・軽井沢の美しい日
本の風景を舞台に家族の絆を描いています。
　家族だからこそ，言えないことがある。家族だからこそ，許せな
いことがある。それでも，いつかきっと想いは伝わる。
ただ，愛し続けていればー。

本作は海外でも絶賛され，第３５回
モントリオール世界映画祭審査員特
別グランプリを受賞し世界中の観客
に温かな感動を届けています。

平成24年4月28日全国ロードショー
初めて知る、母の思い―
50年の時を経てつながる，家族のラブストーリー。

上映劇場：ワーナー・マイカル・シネマズ綾川
斡旋料金：９００円（一般前売り価格１，３００円）
斡旋枚数：お１人様２枚まで
対 象 者：事業主および被共済者
申込締切：４月２０日（金）

たとえ，すべて忘れてしまっても
きっと，愛だけが残る。

松竹映画　「わが母の記」

Ⓒ2012「わが母の記」製作委員会

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。

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。

前売り入場券割引斡旋の申込方法 カルチャー講座の申込方法

申込締切　4月20日（金） 申込締切　4月15日（日）

シンプルなのに，無限の広がりを感じ

させる水墨画の世界。筆の使い方から

線の引き方，水の含ませ方など，基本

から丁寧に教えてくれます。

開催日：平成24年7月13日～9月28日　隔週金曜日

　　　　18：30～20：30　全６回

受講料：４，５００円（一般料金６，０００円）

講　師：宮本　義隆

●対 象 者　事業主および被共済者の方およびその同伴家族の方１名様まで
●助成金額　事業主および被共済者の方１０，０００円・同伴家族の方５，０００円利用補助
●予定人員　３０名（共済会員人数で）になり次第終了（※申込み順）
●期　　間　平成２４年４月４日(水 )出発便から平成２５年３月５日(火 )帰着便まで
●条　　件　（１）高松―ソウル往復便を利用すること　（２）観光を目的とした旅行であること
●申請方法　旅行に行かれる共済会員の方は，事前に必ず，ウェルぱる高松事務局へお申し込みください (定員に達し
　　　　　　ている場合・事前のお申し込みがない場合は，助成が受けられませんのでご注意ください) 折り返し，補
　　　　　　助金申請書と請求書を郵送しますので，旅行終了後，所定の内容をご記入の上，渡航したことを証明できる
　　　　　　パスポートの写しと飛行機のチケットの半券のコピーを一緒に提出してください。申請者個人の口座へ助
　　　　　　成金を振込みいたします。なお，お一人様１回限りのご利用とさせていただきます。

ライフオーガナイズとは…
生活・人生・仕事などあらゆるものやコトを
計画的に準備･計画･整理することをいいます。
「時間に追われる生活やモノに溢れた生活・
空間を どうにかしたい！！！」というあなた。
この機会にぜひ参加してみてはいかが？
開催日：平成24年5月7日・６月４日　月曜日
　　　　9：30～12：30　全１回
受講料：２，５００円（一般料金3，15０円）
講　師：いずみ　なみか（マスターライフオーガナイザー）
※この講座は1day講座です。ご希望のお日にちをお選びください。

宮本義隆先生の水墨画教室 ライフオーガナイザー入門講座

「高松－ソウル便」利用補助のお知らせ



４

★応募券★
４月号

酒の都「西条・酒蔵通り」と「音戸の瀬戸ドラマ館」「呉湾遊覧船」（広島県）

九州新幹線　２０１２おすすめコース　阿蘇 1泊 2日（熊本県）

ホテル アジュール 汐の丸　様よりホテル アジュール 汐の丸　様より
平日限定素泊り宿泊券を２名様にプレゼント平日限定素泊り宿泊券を２名様にプレゼント
ホテル アジュール 汐の丸　様より
平日限定素泊り宿泊券を２名様にプレゼント

今治市郊外“湯ノ浦温泉”のリゾートホテル。

平成２４年３月３０日に“ホテルアジュール　汐の丸”

としてリニューアルオープン！！

露天風呂を新設し，料理自慢の宿として生まれ変わりました。

ホテル アジュール 汐の丸
〒799-1525
愛媛県今治市湯ノ浦３０番地
☎0898-47-0707　
http://www.hotel-ajour.jp

ご紹介くださった事業所が「福祉
共済ウェルぱる高松」に加入され
た場合，加入した事業所の従業員
数に応じて，紹介された方に
Iruca カードを進呈します。
ご説明には事務局がお伺いいた
します。

新規加入を希望する事業所を

従業者規模
１人～９人

１００人以上
３０人～９９人
１０人～２９人

Iruca カード
５,０００円相当

２２,０００円相当
１２,０００円相当
７,０００円相当

Iruca カードは，電車，バスだけでなく，登録店での
お買い物にもご利用できます。

◆◆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。
（左下欄の応募券を必ず貼付けてください。）
締切：４月２０日（金）必着
当選者は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

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２４年３月１日現在　
　　　　　　　事 業 所　　 ７９１社
　　　　　　　被共済者　７,９３８人

Ａｌｏｍａ＆リンパトリートメント　Ｒｏｏｍ　Ｓｈａｌａ　様
有限会社　海プランニング　様

ありがとうございます。

４月は出会いの季節♪この春からのフレッシュな新入
社員の姿に嬉しくなります。
今月号の目玉は，なんといっても旅行！日帰りコースで
は，平清盛のドラマ館や遊覧船を楽しめます。泊旅行は，
九州新幹線に乗って阿蘇に！もちろん温泉もあります。
同僚の方とゆっくりした時間を過ごしてみてはいかが
ですか？
そしてもう一つの目玉，高松ソウル便利用補助の申込が
始まりました。一度は行ってみたい場所，ソウルをお得
に思いっきり満喫してください。
今月号は，チケットも盛りだくさん！たくさんの方に利
用していただければと思っています。
新年度をむかえ，新しい気持ちで，たくさんの方に満足
していただけるように，継続して頑張っていきます。

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。

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？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？

できます。

・事業所・プレゼントコーナーでプレゼントコーナーで事業所・プレゼントコーナーで事業所・プレゼントコーナーで事業所・

ＰＲＥＳＥＮＴ募集！

新規加入事業所のご紹介

ご家族参加型の対象者について 平成２４年度ウェルぱる高松年間計画のお知らせ平成２４年度ウェルぱる高松年間計画のお知らせ


