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神戸市立須磨海浜水族園　様より
ご招待券を５組１０名様にプレゼント

四国キヤンテイーン株式会社　様より
コカコーラ社製品「綾鷹」２８０ｍｌペット
１ケース（２４本入り）を２名様にプレゼント

有限会社たかまつ楽器　様より
青い鳥音楽教室のオリジナルバッグ（Ｍサイズ）を
１０名様にプレゼント

らく楽福祉会グループ　様より
ラクちゃんＢＯＸティッシュ（5個入）を１０名様にプレゼント

学校法人　寺井幼稚園　様より
ラクちゃんキーホルダーを５名様にプレゼント

灘の酒蔵“白鶴酒造資料館”と神戸日帰りプラン灘の酒蔵“白鶴酒造資料館”と神戸日帰りプラン（兵庫県）（兵庫県）灘の酒蔵“白鶴酒造資料館”と神戸日帰りプラン灘の酒蔵“白鶴酒造資料館”と神戸日帰りプラン（兵庫県）（兵庫県）灘の酒蔵“白鶴酒造資料館”と神戸日帰りプラン灘の酒蔵“白鶴酒造資料館”と神戸日帰りプラン（兵庫県）（兵庫県）灘の酒蔵“白鶴酒造資料館”と神戸日帰りプラン（兵庫県）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンユニバーサル・スタジオ・ジャパンと
南紀白浜アドベンチャーワールドの旅南紀白浜アドベンチャーワールドの旅（大阪府・和歌山県）（大阪府・和歌山県）
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンユニバーサル・スタジオ・ジャパンと
南紀白浜アドベンチャーワールドの旅南紀白浜アドベンチャーワールドの旅（大阪府・和歌山県）（大阪府・和歌山県）
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンユニバーサル・スタジオ・ジャパンと
南紀白浜アドベンチャーワールドの旅南紀白浜アドベンチャーワールドの旅（大阪府・和歌山県）（大阪府・和歌山県）
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと
南紀白浜アドベンチャーワールドの旅（大阪府・和歌山県）

高松テルサトレーニング割引券斡旋高松テルサトレーニング割引券斡旋 ●場　　所　高松テルサ１階トレーニング室　※駐車場無料
●利用時間　９：００から２１：００まで（時間制限なし）
●斡旋冊数　５０冊（なくなり次第終了）お一人様２冊まで
●申込締切　７月２０日（日）なんと！

春日　===　ＪＲ高松駅　===　高松中央 IC　===　淡路南PA　===　白鶴酒造資料館　===

三ノ宮　===　ＩＫＥＡ神戸店　===　三ノ宮　===明石大橋===　室津PA　===　高松中央IC

===　ＪＲ高松駅　===　春日

●出 発 日  平成２６年９月２０日(土)・２１日(日)・２２日(月)
●参 加 費  お一人様 ２,５００円（１席年齢に関係なくお一人様２,５００円になります。）
　　　　　　　　　※バスガイドは付きません。添乗員が同行いたします。
●対 象 者　事業主・被共済者及び家族の方3名まで
　　　　　　　※同伴家族の対象者は、配偶者及び第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　７月２５日（金）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　屋島観光バスまでＦＡＸにてお申し込み下さい。
     　　　　　　　　※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。

●出 発 日  平成２６年１０月４日(土)～５日(日)　１泊２日
●参 加 費  大人  ３９,８００円（参考：一般料金 ５１,４００円）
　　※宿泊は和室（４名１室です）、３名１室の場合お一人２,２００円ＵＰ・２名１室の場合お一人４,４００円ＵＰ
　　※高校生以下の方については別途申込書をご覧下さい。 
●食　　事　朝食 １回　夕食 ２回（２日目は弁当）
●対 象 者　事業主・被共済者の方及び家族の方３名まで
     　　　　　　　　※同伴家族の対象者は、配偶者及び第２親等の血族になります。
●募集人数　４０名様程度（最少催行人員３０名） 
●申込締切　７月２５日（金）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　高松商運までＦＡＸにてお申し込み下さい。
     　　　　　　　　※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。

１泊１泊
２日２日
１泊１泊
２日２日
１泊
２日
１泊
２日

日帰り日帰り日帰り日帰り日帰り日帰り日帰り日帰り日帰り日帰り日帰り日帰り

　●旅行企画 ・ 実施

　●お申込 ・ お問合せ先

屋島観光バス株式会社　　担当／木村
営業時間 ： 平日 ・ 土曜日 9:00 ～ 17:00（日祝休み）
〒760-0101　香川県高松市春日町１６９０-２
香川県知事登録旅行業第 2-121 号　国内旅行業務取扱管理者／佐藤　猛

ＦＡＸ　087-843-8555
ＴＥＬ　087-843-4355

　●旅行企画 ・ 実施

　●お申込 ・ お問合せ先

高松商運株式会社　　担当／大倉

〒７６０-００１９　高松市サンポート１ｰ１　高松港旅客ターミナルビル８階

観光庁長官登録旅行業第２６３号 JATA 正会員 　取扱管理者 / 矢野　太哉

ＦＡＸ　087-851-2233
ＴＥＬ　087-822-2323
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この資料館は実際に清酒醸造に使われていた建物を改
造して開設されました。昔の酒づくりの工程を実際に使
われていた道具類や昭和初期の貴重な映像で再現して
います。きき酒も無料で楽しめます。

ＪＲ高松駅　===　高松中央ＩＣ　===　津田の松原ＳＡ　===　≪明石海峡大橋≫　===

===　ユニバーサルシティＩＣ　===　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン　===

ユニバーサルシティＩＣ　===　南紀田辺ＩＣ　===　白浜温泉

旅館　===　とれとれ市場南紀白浜　===　南紀白浜アドベンチャーワールド　===　

南紀田辺ＩＣ===　和歌山港　～～(フェリー)～～　徳島港(弁当)===　鳴門ＩＣ　===

津田の松原ＳＡ　===　高松中央ＩＣ　===　ＪＲ高松駅

白鶴酒造資料館

神戸市内を走る“シティーループ”や“ポート
ライナー”で移動も楽々。異人館、ハーバーラ
ンド、ポートアイランドへの移動も簡単です。
南京町で中華を楽しむのもいいですね。

三ノ宮

ポートアイランドにあります。輸入家
具や雑貨など豊富に取り揃えていま
す。ポートライナーで三ノ
宮と連絡しています。日本
でただひとつのコーヒー専
門の博物館「ＵＣＣコーヒー
博物館」も近くにあります。

ＩＫＥＡ神戸店

海・陸・空の動物たち、自然とふれあ
えるテーマパークです。

１０月４日
(土)

１０月５日
(日)

南紀白浜アドベンチャーワールド

お部屋からその美しい
白砂の名勝『白良浜』
と碧い海が眺められる!!

白良荘グランドホテル

自由散策自由散策自由散策

ワールドクラスのエンター
テイメントを集めたテーマ
パークです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。



①事業所ごとに取りまとめ、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又は郵送
にてお申込下さい。　②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、受講料をお振込み又はご持参ください。

２

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又は郵送でお申込ください。　
②受講対象者は、すべて事業主及び被共済者です。　
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、受講料をお振込み又はご持参ください。

カルチャー講座の申込方法 締切 ７月１５日（火）締切 ７月１５日（火）締切 ７月１５日（火）
締切 ７月２０日（日）

開催日：平成２６年７月２４日（木）
　　　　１０：３０～１２：００　全１回
受講料：２,５００円（一般料金３,０００円）
準備物：ゆかた一式【・肌襦袢・フェイスタオル３本・ゆかた
・帯・腰紐３～４本・コーリンベルト・伊達締め・襟芯（あればお
持ち下さい。なくても可）・帯板】
講　師：川西　美子
ご自分のゆかた、帯、小物一式をお持ち下さい。お手持ちの物を使っ
てお教えしますので、教材販売などはありません。

着物着付体験教室
　　　～ゆかたを着てみましょう♪～

木木

陶芸を体験してみよう陶芸を体験してみよう陶芸を体験してみよう陶芸を体験してみよう
粘土１キロで，何を作ってもかまいません。

自分だけのオリジナルな作品で，陶芸を楽しみましょう♪
初心者の方も大歓迎！※１キロの目安（湯のみ２コと小物１コ）

粘土１キロで，何を作ってもかまいません。粘土１キロで，何を作ってもかまいません。
自分だけのオリジナルな作品で，陶芸を楽しみましょう♪自分だけのオリジナルな作品で，陶芸を楽しみましょう♪
初心者の方も大歓迎！初心者の方も大歓迎！※１キロの目安（湯のみ２コと小物１コ）※１キロの目安（湯のみ２コと小物１コ）

粘土１キロで，何を作ってもかまいません。
自分だけのオリジナルな作品で，陶芸を楽しみましょう♪
初心者の方も大歓迎！※１キロの目安（湯のみ２コと小物１コ）

日　　程

９/４（水）

９/１１（水）

９/２５（水）

カリキュラム

粘土で形を作ります。（自由なもの）

削ったり，形を整えます。

上薬掛けをします。

●日　　　時　平成２５年９月４日･１１日･２５日（水）
　　　　　　　１９：００～２１：００　（全３回）
●会　　　場　「ゆるり」高松市牟礼町牟礼９４１ー１
　　　　　　　※R１１号線レディ薬局牟礼店裏　　駐車場無料
●受　講　料　一人あたり　２,５００円
 　　　　　　　(一般料金４，０００円 )　※粘土１キロ分すべて材料費込
●受講対象者　事業主および被共済者の方 
●募 集 人 数　１６人程度
●講　　　師　米田　祐（光風会展工芸賞受賞，個展開催活躍中）
●申込み締切　７月２０日（土）必着

陶芸を体験してみよう陶芸を体験してみよう陶芸を体験してみよう陶芸を体験してみよう陶芸を体験してみよう陶芸を体験してみよう
粘土１キロで，何を作ってもかまいません。

自分だけのオリジナルな作品で，陶芸を楽しみましょう♪
初心者の方も大歓迎！※１キロの目安（湯のみ２コと小物１コ）

粘土１キロで，何を作ってもかまいません。粘土１キロで，何を作ってもかまいません。
自分だけのオリジナルな作品で，陶芸を楽しみましょう♪自分だけのオリジナルな作品で，陶芸を楽しみましょう♪
初心者の方も大歓迎！初心者の方も大歓迎！※１キロの目安（湯のみ２コと小物１コ）※１キロの目安（湯のみ２コと小物１コ）

粘土１キロで，何を作ってもかまいません。
自分だけのオリジナルな作品で，陶芸を楽しみましょう♪
初心者の方も大歓迎！※１キロの目安（湯のみ２コと小物１コ）

日　　程

９/３（水）

９/１０（水）

９/２４（水）

　　　　 カリキュラム

粘土で形を作ります。（自由なもの）

削ったり，形を整えます。

上薬掛けをします。

●日　　　時　平成２６年９月３日･１０日･２４日（水）
　　　　　　　１９：００～２１：００　（全３回）
●会　　　場　「ゆるり」高松市牟礼町牟礼９４１ー１
　　　　　　　※R１１号線レディ薬局牟礼店裏　　駐車場無料
●受　講　料　一人あたり　２,５００円
 　　　　　　　(一般料金４，０００円 )　※粘土１キロ分すべて材料費込
●受講対象者　事業主および被共済者の方 
●募 集 人 数　１６人程度
●講　　　師　米田　祐（光風会展工芸賞受賞，個展開催活躍中）
●申込み締切　７月２０日（日）必着

●日　　　時　平成２６年８月９日（土）
　　　　　　　１０：００～１１：３０（全１回）
●会　　　場　さぬき麺業体験道場
　　　　　　　　　（高松市松並町９３３－１）

●受　講　料　一人あたり　７００円（７歳～）
　　　　　　　　　　（一般料金　１，０８０円）
　※４歳～６歳…保護者とのペアで９００円（うどん代のみなら２００円）
　※３歳未満…無料
●受講対象者　事業主・被共済者及びその家族の方 
●募 集 人 数　８０名程度
●講　　　師　香川　政明（さぬき麺業㈱代表取締役社長）
●申込み締切　７月１５日（火）必着
　　　　　　　　　　※多数の場合は抽選になります。

9/24・10/1・10/29
はお休みです。

8/16・9/27
はお休みです。

開催日：平成２６年８月２１日～１０月９日（木）

　　　　１９：４５～２１：１５　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）

木木 トレーニング＆エアロで－２kg!?

開催日：平成２６年８月２３日～１０月１１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）

トレーニング＆エアロで－２kg!?土土

土土

※講師等の都合により日程・回数は変更になる可能性がございます。
　それによる会員様の金額は変動しない場合がありますので予めご了承ください。

開催日：平成２６年８月９日～１０月１８日（土）
　　　　１０：３０～１２：００　全９回
受講料：２２,５００円（一般料金２７,０００円）
準備物：着物一式【・足袋・肌襦袢・フェイスタオル３本・長襦袢・
着物（一重・合せのどちらでも可）・帯（できれば名古屋帯）・帯揚げ・
帯締め・腰紐４～５本・コーリンベルト・伊達締め・帯枕・襟芯・帯板】
講　師：川西　美子
ご自分の着物、帯、小物一式をお持ち下さい。お手持ちの物を使っ
てお教えしますので、教材販売などはありません。

着物着付体験教室

木水水

開催日：平成２６年９月３日～１１月１９日（水）

　　　　１９：００～２０：３０　全９回

受講料：１０,０００円（一般料金１３,５００円）

講　師：佐藤　春杪

大人の美文字マスター講座
NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

手打ちうどん体験道場手打ちうどん体験道場手打ちうどん体験道場手打ちうどん体験道場手打ちうどん体験道場手打ちうどん体験道場手打ちうどん体験道場手打ちうどん体験道場
讃岐の風土が培った伝統の味　さぬきうどんを、皆さんで作ってみませんか？
小さなお子様も大歓迎！家族みんなで参加できる「楽しく」「美味しい」イベントです♪

作ったうどんはその
場で茹でて試食会！

一生懸命作ったうど
んは格別の味です♪

さらに！讃岐うどん御土産付き！

「うどん体験」「うどん体験」
申込方法申込方法

「うどん体験」
申込方法

体験後には修了証書がもらえちゃう！
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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又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。

MISIA LAWSON presents Misia Candle Night
柔らかなキャンドル灯と愛と平和の祈りを込めたMISIA の歌声につつまれ、大切
なものに想いを馳せる。ある人は愛を、ある人は家族を、ある人は平和を。それが
Misia Candle Night です。

公演日時：平成２６年８月９日（土）　１９：００開演
場　　所：さぬき市野外音楽広場テアトロン
斡旋料金：７,５００円（一般前売料金 ９,８００円）
　※S席のみ　※全席指定席　※未就学児入場不可
　※学割あり。公演当日、中学生/高校生は学生証を、小学生は年齢を
　　証明できるもの提示で￥1,000キャッシュバック。キャッシュバッ
　　クは当日会場に来られた方に限ります。

斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主及び被共済者の方

嘉門達夫 スペシャルＬＩＶＥ in 讃岐 2014
昨年デビュー３０周年を、今年は生誕５５周年を迎え、替え唄や歌ネタもますます冴えわたり、４/３０には
アルバム「GO!GO!COME ON!!」を発売。『鼻から牛乳』『アホが見るブタのケツ』もさらに進化。ファミリー
で楽しめるライブは他にない！「フットワークの軽い貫禄のない５０代」バク進中。ぜひ生で体感しよう！

公演日時：①平成２６年９月７日（日）　１４：００開演
　　　　　②平成２６年９月８日（月）　１９：００開演
場　　所：①三豊市文化会館マリンウェーブ　②高松テルサホール
斡旋料金：各２,５００円（一般前売料金 ３,６００円）
　　　　　　　※全席指定席
斡旋枚数：各３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主及び被共済者の方

丸亀　爆笑２０１４
テレビでおなじみのお笑いの方々で秋の一日を楽しくお過ごしください。
出演：ナイツ、スギちゃん、バイきんぐ、コウメ太夫、うしろシティ　他 

公演日時：平成２６年９月２１日（日）　
　　　　　①１回目　１２：００　②２回目　１５：００
場　　所：丸亀市民会館
斡旋料金：２,０００円（一般前売料金 ３,２００円）
　　　　　　　※全席指定席　※３歳以上有料
斡旋枚数：各３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主及び被共済者の方

山下洋輔×大倉正之助　ジャズピアノと大鼓によるスーパーセッション
ついに実現！ヨーロッパやアメリカでも活躍する JAZZ ピアニスト“山下洋輔”。
かたや重要無形文化財総合認定保持者・気鋭の能楽師“大倉正之助”。二人の巨匠
が火花を散らす！最高に熱い魂のセッション！

公演日時：平成２６年９月２８日（日）　１４：００開演
場　　所：サンポートホール高松　大ホール
斡旋料金：３,０００円（一般前売料金 ４,０００円）
　　　　　　　※全席指定席　※未就学児入場不可
斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主及び被共済者の方

情熱のフラメンコ
アリシア＆ネストルフラメンコ舞踊団による本場のショーをお楽しみください。

公演日時：平成２６年１２月２日（火）　１９：００開演
場　　所：丸亀市綾歌総合文化会館（アイレックス）
斡旋料金：２,５００円（一般前売料金 ３,８００円）
　　　　　　　※全席指定席　※未就学児入場不可

斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主及び被共済者の方

ピーターズ　レヴュー／愛の讃歌　越路吹雪を慕って
毎年恒例の松竹・夏の全国公演。平成２６年度は特別企画として生誕９０年となる越
路吹雪を敬愛する二人、水谷八重子と池畑慎之介☆が登場します！　　　　　　　
【第一部】　活気溢れるピーターのステージ「ピーターズ　レヴュー」　　　　　　　
【第二部】　越路吹雪を慕っていた二人による「愛の讃歌　越路吹雪を慕って」

公演日時：平成２６年９月１１日（木）　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：６,５００円（一般前売料金 ８,２００円）
　　　　　　　※全席指定席　※未就学児入場不可
斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主及び被共済者の方

ＫＪＯ　第13回定期演奏会
県内の子ども達で結成されたＫＪＯ（かがわジュニア・フィルハーモニック・オー
ケストラ）による、毎年恒例の定期演奏会。毎年新しいことにチャレンジし続ける
ＫＪＯ。今年も素晴らしい演奏を期待できます！
【指揮】山本祐ノ介　【プログラム】シューベルト：交響曲第７番「未完成」、ドヴォルザーク：交響曲第８番

公演日時：平成２６年８月３１日（日）　１４：００開演
場　　所：アルファあなぶきホール　大ホール
斡旋料金：１,０００円（一般前売料金 １,５００円）
　　　　　　　※全席自由席　※２歳以下入場不可
斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主及び被共済者の方

締切 ７月１５日（火）
締切 ７月２０日（日）締切 ７月２０日（日）締切 ７月２０日（日）前売り入場券割引斡旋の申込方法

木

aiko Love Like Pop vol.17
思わずキュンとなる歌詞に共感し、キュートなスタイルに憧れる女性が続出！
ハッピーになれるコンサートは毎回チケットがソールドアウト。ファンから愛さ
れ続ける aiko の２年ぶりとなる香川公演は必見です！

公演日時：平成２６年９月２３日（火・祝）　１８：００開演
場　　所：アルファあなぶきホール　大ホール
斡旋料金：４,５００円（一般前売料金 ６,３００円）
　※全席指定席　※未就学児入場不可　※小学生以上有料
斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主及び被共済者の方

～左手のピアニズム～　舘野泉　ピアノ・リサイタル
奇跡のピアニストが織り成す命の音楽。脳出血により右半身不随になるも、２年後に
「左手のピアニスト」として復帰を遂げた舘野泉。その感動ストーリーはあらゆるメ
ディアに取り上げられ、注目されるとともに新しい音楽世界を切り開いています。

公演日時：平成２６年９月２３日（火・祝）　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（一般前売料金 ４,２００円）
　　　　　　　※全席指定席　※未就学児入場不可
斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主及び被共済者の方

川中美幸コンサート２０１４
今も日本の歌謡界において輝き続ける川中美幸のコンサートをお楽しみください。

公演日時：平成２６年１０月４日（土）
　　　　　昼の部＝１４：００　夜の部＝１８：００
場　　所：丸亀市綾歌総合文化会館（アイレックス）
斡旋料金：５,０００円（一般前売料金 ６,５００円）
　　　　　　　※全席指定席　※未就学児入場不可

斡旋枚数：各３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主及び被共済者の方

粘土１キロで，何を作ってもかまいません。
自分だけのオリジナルな作品で，陶芸を楽しみましょう♪
初心者の方も大歓迎！※１キロの目安（湯のみ２コと小物１コ）

陶芸を体験してみよう陶芸を体験してみよう
粘土１キロで，何を作ってもかまいません。

自分だけのオリジナルな作品で，陶芸を楽しみましょう♪
初心者の方も大歓迎！※１キロの目安（湯のみ２コと小物１コ）

木 土

土

木水
NEW

NEW

手打ちうどん体験道場手打ちうどん体験道場手打ちうどん体験道場

「うどん体験」
申込方法



４

★応募券★

★応募券★
７･８月号

７･８月号

★応募券★
７･８月号

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２６年６月１日現在　
　　　　　　　事 業 所　　 ７７９社
　　　　　　　被共済者　８,０５５人

W e l p a l   T a k a m a t s u   P r e s e n t s
割引指定店が増えました！

特
典

Ru -Ga  h a i r
高松市松縄町１０５３－２１
　 ０８７ー８１３ー５５７１
　 ９：００～１９：００（予約制）
　 月曜、第１・３日曜
　 会員様とご家族様　会員証提示

※他の特典との併用不可

施術全般

新規加入事業所のご紹介
様

様

様

ありがとうございます。

あ な ぶ き パ ー ト ナ ー 株 式 会 社

有 限 会 社 中 條 商 事

Ｒ ｕ － Ｇ ａ ｈ a i r

神戸市立須磨海浜水族園神戸市立須磨海浜水族園　様より　様より
ご招待券をご招待券を５組１０名様５組１０名様にプレゼントにプレゼント
神戸市立須磨海浜水族園　様より
ご招待券を５組１０名様にプレゼント

神戸市立須磨海浜水族園
〒654-0049　兵庫県神戸市須磨区若宮町１ー３－５
☎０７８ー７３１ー７３０１  http://www.sumasui.jp
営業時間：９時～１７時（入園は閉園の１時間前まで）夏休みは２０時まで
　　　　　　※１１月～２月の水曜日２月に工事休園あり　

四国キヤンテイーン株式会社　様より四国キヤンテイーン株式会社　様より
コカコーラ社製品「綾鷹」２８０ｍｌペットコカコーラ社製品「綾鷹」２８０ｍｌペット
１ケース１ケース（２４本入り）（２４本入り）を２名２名様にプレゼントにプレゼント

四国キヤンテイーン株式会社　様より
コカコーラ社製品「綾鷹」２８０ｍｌペット
１ケース（２４本入り）を２名様にプレゼント

四国キヤンテイーン株式会社

有限会社たかまつ楽器　様より有限会社たかまつ楽器　様より
青い鳥音楽教室のオリジナルバッグ青い鳥音楽教室のオリジナルバッグ（Ｍサイズ）（Ｍサイズ）を
１０名１０名様にプレゼントにプレゼント

有限会社たかまつ楽器　様より
青い鳥音楽教室のオリジナルバッグ（Ｍサイズ）を
１０名様にプレゼント

らく楽福祉会グループ　様よりらく楽福祉会グループ　様より
ラクちゃんＢＯＸティッシュラクちゃんＢＯＸティッシュ（5個入）（5個入）を１０名１０名様にプレゼントにプレゼント
らく楽福祉会グループ　様より
ラクちゃんＢＯＸティッシュ（5個入）を１０名様にプレゼント

有限会社たかまつ楽器
〒761-8071　高松市伏石町２０６２－５
☎０８７ー８６６ー５７５７

らく楽福祉会グループ
〒761-8061　高松市室町１９０３ー４
☎０８７ー８６８ー７００１

女性スタッフのみの美容室です。
炭酸プチヘッドスパ1,080円も
大人気のメニューです。ぜひ癒さ
れに来てください♪

美容院

◆◆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。　（左下の応募券を必ず貼付けてください。）
締切：７月２５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ｰ０１１３　高松市屋島西町２３６６ｰ１　ウェルぱる高松事務局

洗練と温もり、そして完璧。独創のフルライン・ベンディング・サービス。人の真ん中に、

いつも 『キヤンテイーン』　ビジネスやくらしを支える最良の空間をめざして、 最適なサ

ポートプランをご提案します。

今夏も須磨海水浴場でイルカたちが泳ぎます！今年は、 より深く海

の環境を学びイルカ達と触れ合えるプログラムが加わります＜要予

約＞。須磨の海を泳ぐイルカたちに、ぜひ会いに来てください。　

高松市花園町に住宅型有料老人ホーム 『グループリビングらく楽花園』 がオープンしまし

た。県下最大級９５の個室。お風呂はすべて温泉水。１Ｆにはデイサービスを併設します。

是非一度ご見学にお越し下さい♪【高松市花園町１-１-５（観光通沿い　香川日産横）】

学校法人　寺井幼稚園　様より学校法人　寺井幼稚園　様より
ラクちゃんキーホルダーラクちゃんキーホルダーを５名５名様にプレゼントにプレゼント
学校法人　寺井幼稚園　様より
ラクちゃんキーホルダーを５名様にプレゼント
学校法人　寺井幼稚園　様より
ラクちゃんキーホルダーを５名様にプレゼント

学校法人　寺井幼稚園
〒761-8085　高松市寺井町１３６９ー４
☎０８７ー８８５ー２０３８

寺井幼稚園では、 「英語・漢字・運動・音楽」などの特色ある活動に力を入れています。

特に英語教室では、外国人講師による授業や、グアムへの短期留学を実施しており、幼

年期の語学教育としてご好評をいただいています。是非、一度ご見学にお越し下さい。

「どこにもない音楽教室みつけた！！」 青い鳥音楽教室はひとりひと

りの個性を大切にする個人のレッスン。オーダーメイドのカリキュラム

で楽しく質の高いレッスンをしています。コースはピアノ、 フルート、

ヴァイオリン、ヴォーカル、ドラム、ソルフェージュ、受験指導と多彩♪

夏到来です。
今回は家族で参加をしていただける企画が
盛りだくさんあります。
楽しい夏の思い出を作りましょう♪

灘の酒蔵“白鶴酒造資料館”と神戸日帰りプラン（兵庫県）灘の酒蔵“白鶴酒造資料館”と神戸日帰りプラン（兵庫県）灘の酒蔵“白鶴酒造資料館”と神戸日帰りプラン（兵庫県）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと
南紀白浜アドベンチャーワールドの旅（大阪府・和歌山県）
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと
南紀白浜アドベンチャーワールドの旅（大阪府・和歌山県）
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと
南紀白浜アドベンチャーワールドの旅（大阪府・和歌山県）

回数券（12枚綴り）
一般価格 4,200 円

↓

（１回あたり１８３円）

毎月指定日には， トレーナーがあなたにあったプログラムやマシンの使い方など

運動に関することは何でも相談にのってくれます。

高松テルサトレーニング割引券斡旋高松テルサトレーニング割引券斡旋高松テルサトレーニング割引券斡旋高松テルサトレーニング割引券斡旋高松テルサトレーニング割引券斡旋高松テルサトレーニング割引券斡旋

別紙申込書によりウェルぱる高松事務局へ
FAXまたは郵送でお願いします。
トレーナー相談日は，
高松テルサHP　http://www.t-terrsa.jpを
検索してください。

●場　　所　高松テルサ１階トレーニング室　※駐車場無料●場　　所　高松テルサ１階トレーニング室　※駐車場無料
●利用時間　９：００から２１：００まで●利用時間　９：００から２１：００まで（時間制限なし）（時間制限なし）

●斡旋冊数　５０冊●斡旋冊数　５０冊（なくなり次第終了）（なくなり次第終了）お一人様２冊までお一人様２冊まで
●申込締切　７月２０日（日）●申込締切　７月２０日（日）

●場　　所　高松テルサ１階トレーニング室　※駐車場無料
●利用時間　９：００から２１：００まで（時間制限なし）
●斡旋冊数　５０冊（なくなり次第終了）お一人様２冊まで
●申込締切　７月２０日（日）

お申込み方法

なんと！なんと！

（一部対象外）

１泊
２日
１泊
２日

日帰り日帰り日帰り日帰り日帰り

１０％割引

＜ルーガ　ヘアー＞

【期間】７/１～８/３１まで

自由散策


