
①事業所毎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２５日（水）必着（郵送・持参・ＦＡＸ可）
②締切後に助成決定者通知文をお送りします。（申込多数の場合は抽選）③助成決定者は、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２年２月１０日（月）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、人数分の合計助成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）

●対 象 者　   事業主及び会員
●募集人数　　2,800人　※申込多数の場合は抽選となります。
●助 成 額　　お一人上限 1,000円
　　　　　　　※2回接種を受けられても助成限度額は1,000円です。
●対象期間　　令和元年10月1日（火）～令和２年1月31日（金）
●申込締切　　令和元年9月2５日（水）必着
●提出期限　　令和２年２月１０日（月）必着（助成決定者の方）

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！

インフルエンザ予防接種助成のご案内 必ず事前に
お申込ください

領　収　書
令和元年１１月１１日          

様　　　　　　

　　　　　　　　 　　　3,000円

インフルエンザ予防接種代　　○○病院 　印

初!初!
穴吹学園ホール

（旧高松テルサ音楽ホール）

映画祭

みんなでスポーツを楽しみましょう！！♪

第５回第７回第７回 ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催

と　　き　令和元年１０月19日（土）　
と こ ろ　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

受　　付　午前7時45分～
スタート　午前8時30分～
対 象 者　事業主及び会員
料　　金　５,５00円（一般料金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。

競技方法　6インチプレース・Ｗペリア（順位は年長者上位）
募集人数　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。

表　　彰　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

申込方法　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。9月20日（金）必着
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。

と　　　き　令和元年１１月３日（日）※小雨決行
と　こ　ろ　香川県総合運動公園　多目的広場

（高松市生島町６１４）
受　　　付　午前9時～
ス タ ート　午前9時30分～
対　象　者　事業主・会員及びご家族の方（小学生以上）
募集チーム　4チーム以上（男女混合チーム可）
料　　　金　一人1,000円（昼食弁当つき・参加賞あり）
競 技 方 法　1チーム9～15名で構成。

9人制スローピッチルール。
審判はチーム持ち回り。
※5イニング　時間制限あり（1時間）

申 込 方 法　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
込下さい。9月30日（月）必着
後日、参加決定通知文を郵送します。

いくしま ソフトボール大会いくしま ソフトボール大会いくしま ソフトボール大会

フローリストみつばより
花と緑のギフト券500円を4名様にプレゼント！

と　　き

と　こ　ろ　
料　　金
申込締切

令和元年11月9日（土）
①10：00　②14：00
※いずれも30分前開場/全席自由席/上映時間99分

穴吹学園ホール（旧高松テルサ）　駐車場無料
500円（一般価格1,000円）
9月20日（金）※お一人様4枚まで「モリのいる場所」

出演：山﨑努、樹木希林ほか

初心者もベテランも集まれ！
ボールとバットは貸し出しますので
お気軽にご参加ください。
優勝チームにはトロフィーを贈呈!

カルチャー・フィットネス講座の受講場所が選べるようになりました!カルチャー・フィットネス講座の受講場所が選べるようになりました!
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と　　き　令和元年10月20日（日）10：00～　雨天中止
と  こ  ろ　ふきた好正果樹園（集合場所：北山公園〈坂出市青海町〉）

※北山公園はグーグルマップで検索してみてください。

料　　金　大人(中学生以上)　　　　　　1,500円（一般料金2,000円）
小人（3歳以下は無料 ※お持ち帰りはありません）1,000円（一般料金1,500円）

対 象 者　事業主・会員及びご家族の方
定　　員　30名
持 ち 物　軍手・濡れティッシュ・レジ袋（1～2枚）・水筒・タオル・帽子

動きやすい服装・汚れてもよい靴（傾斜地なのでスニーカーがオススメ！）

注　　意　園内にはトイレがありませんので、各自済ませてお越しください。
雨天、農作物生育不良など、やむを得ない状況にて中止する
場合がございます。アレルギーのある方は保護者の責任でご判
断頂きますようお願いいたします。

申込締切　9月20日（金）

ちぎったみかんのお持ち帰りお1人様あたり約２.５kg

と　 　 き：令和元年10月11日(金)
18：30～20：30（18：00受付開始）

と　こ　ろ：日本料理「錦」　※椅子席
高松市瓦町1－3－11　ロイヤルパークホテル高松2階

料　　　金：6,000円（一般価格 10,000円）
対　象　者：事業主・会員と配偶者及び高校生以上の子
定 　 　 員：30名程度
申込 締 切：9月20日（金）

メニューは、懐石料理全7～8品でお飲み物
はフリードリンクにてご用意いたします。

中国料理 桃花苑　美食会中国料理 桃花苑　美食会
毎回好評をいただいている一年に一度
だけの完全予約制特別ディナー。
厳選した極上素材の持ち味を活かして
スペシャルなお料理へと仕上げます。
身も心も満たされる贅沢な美食の
ひと時をお楽しみください。

と　　き　令和元年10月19日（土）
18：30開宴　18：00受付

と　こ　ろ　リーガホテルゼスト高松
中国料理 桃花苑（高松市古新町9-1 北側別館2階）

料　　金　フリードリンクなし 12,000円（一般価格15,000円）
フリードリンク付 14,000円（一般価格17,500円）
※フリードリンクは甕出し紹興酒、焼酎、ワイン、
　ビール、ソフトドリンクをご用意いたしております。

対 象 者　事業主・会員及びご家族の方
お問い合わせ　087-822-6556（桃花苑直通）
申込締切　9月20日（金）10名様限定

CINEMA TICKET（映画観賞チケット）後期販売

申
込
方
法

※ 結 婚 祝 金
※ 出 産 祝 金
※ 入 学 祝 金
死亡弔慰金 （会員）
※死亡弔慰金 （家族）
傷病見舞金 （業務外）
傷病見舞金 （業務上）
災  害  見  舞  金
奨 学 金

婚姻届受理証明書又は戸籍謄本（写し可）
出生届受理証明書, 子の戸籍謄本, 母子健康手帳（出生届出済証明欄）又は出生証明書（写し可）
就学通知書, 子の住民票, 子の戸籍謄本, 子の健康保険証, 生徒手帳（写し可）
戸籍（除籍）謄本（写し可）
死亡診断書, 埋葬許可証又は除籍謄本の写し及び被共済者の戸籍謄本の写し又は会葬御礼
医師の診断書（写し可） （入院期間が３０日に満たない場合は休業期間を証明できる書類）
上記に加え 事業主の業務上傷病証明書, 労災保険等請求書(写し可), 交通事故のときは事故証明書（写し可）
消防署長等の証明書（写し可）
在学証明書又は学生証（写し可）

必要添付書類 　(下記に加え,被共済者異動届と会員証の返却が必要な場合があります)給付種類

令和元年１０月末給付分より
【申請締切10月11日(金)】 給付金給付申請書の添付資料がかわります。給付金給付申請書の添付資料がかわります。給付金給付申請書の添付資料がかわります。

※の給付については令和元年１０月末給付分より添付書類が必要になります。（結婚・出産・入学祝金はいずれかを添付）

と　　き　令和元年11月16日(土)　雨天中止
受　付　  9：30～ 10：00
開会式　10：00～ 10：05
説明会　10：05～ 10：40
体験会　10：40～ 11：50
閉会式　11：50～ 12：00

と  こ  ろ　香川県総合運動公園（高松市生島町614）
フェニックス広場（芝生広場）

料　　金　大人　600円（一般価格1,200円）
小人　400円（一般価格1,000円）

募集内容　親子または兄弟（小学生）の2名～ 4名で1チーム
※競技は10名程度の混合チームで行います。
〈スポーツ鬼ごっこルール〉
http://amica.juno.weblife.me/sportsonigokko.website/rule.html
https://www.youtube.com/watch?v=foWaBFvUAY4

申込締切　9月30日(月)

ゆら早生みかん狩り体験ゆら早生みかん狩り体験ゆら早生みかん狩り体験

スポーツの秋！食欲の秋！楽しいイベント盛りだくさん♪

開業から28年、
「思いやりと気遣い」
「探究心」「五感」を
信条に日本料理「錦」
を支える

「錦」料理長

恵比須 敏美

写真はイメージです。

親子で新しい競技を楽しみませんか!
ルールは超簡単！！はじめての方でも大丈夫！！

体験会

親子でスポーツ鬼ごっこ！親子でスポーツ鬼ごっこ！親子でスポーツ鬼ごっこ！
ゆら早生みかんとは、和歌山県由良町で生まれ
た極早生（ごくわせ）みかんの新品種。通常の
極早生温州みかんに比べ小粒ながらも甘くてや
わらかく、とっても美味しいみかんです。

締切9月20日（金）
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オリーブハマチや三豊ナス、
讃岐三畜など旬の讃岐食材を、
錦ならではの調理法で仕上げました。
どうぞ心ゆくまでお楽しみください。

https://www.youtube.com/watch?v=foWaBFvUAY4http /www outub com/ tch?v oWa vUAY
申込締切 9月30日(月)9月月300日日(月月)

オリーブハマチや三豊ナス、
讃岐三畜など旬の讃岐食材を、
錦ならではの調理法で仕上げました

讃岐の秋を楽しむ晩餐会



①事業所毎に購入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。申込書は引換の際に必要ですので大切に保管してお
いてください。②お申込はお一人様年間２枚までです。前期で２枚購入された
方は、後期販売ではお申込できません。③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。
④引換えは、１０月24日（木）～１０月31日（木）の平日午前９時から午後６時
３０分まで、ウェルぱる高松事務局にて行います。郵送での対応はいたしかね
ます。ご了承ください。⑤引換えの際には、申込書と代金（つり銭のいらない
ようご準備ください）をお持ちください。

CINEMA TICKET（映画観賞チケット）後期販売CINEMA TICKET（映画観賞チケット）後期販売CINEMA TICKET（映画観賞チケット）後期販売
●料　　金　１枚７００円 （一般鑑賞料金１,８００円）
●有効期限　令和元年11月1日（金）～令和2年4月30日（木）

※期間内にご利用ください。
３Ｄ上映の場合、別途300円＋メガネ代100円が必要。

●枚　　数　お一人様２枚まで （年間お一人様２枚まで）
●申込締切　９月２５日（水）

申
込
方
法

申
込
方
法

給付金給付申請書の添付資料がかわります。給付金給付申請書の添付資料がかわります。

ゆら早生みかん狩り体験ゆら早生みかん狩り体験

芸術の秋♪映画や音楽、ミュージカルはいかがですか。

公演日時：令和元年12月1日（日）17：30開演
場　　所：ハイスタッフホール（観音寺市民会館）

大ホール
公演日時：令和元年12月4日（水）18：30開演
場　　所：レクザムホール（香川県県民ホール）

大ホール 
料　　金：6,500円（一般前売料金 8,800円）

※全席指定席　※S席のみ
※2歳以下入場不可

枚　　数：各30枚（お1人様2枚まで）

親子でスポーツ鬼ごっこ！親子でスポーツ鬼ごっこ！
浅利慶太追悼公演　　　　　　　ミュージカル『エビータ』
作曲家A・ロイド＝ウェバーと作詞家ティム・ライスのコンビによる最高傑作。
野心と情熱で大統領夫人へと駆け上がったエバ・ペロン。ひたむきな生き
ざまに迫る、鮮烈の浅利演出。

締切9月20日（金）締切9月20日（金）割引前売券の申込方法
①事業所毎に取りまとめ、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。②申込多数の場合はお一人様単位で
抽選し、結果を通知文でお知らせします。③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。④座席は、事
務局の方で指定させていただきます。ご了承ください。⑤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。

話題の最強ダイエット法「ゼロトレ」の石村友見さんを招いて楽しいお話と
客席でできる簡単な運動法を伺います。
公演日時：令和元年10月14日（月・祝）

14：00開演
場　　所：三豊市文化会館マリンウェーブ

マーガレットホール 
料　　金：一　般　　2,200円（一般前売料金 2,800円）

高校生以下　800円（一般前売料金 1,000円）　
※全席自由席

枚　　数：各30枚（お1人様2枚まで）

石村友見トーク＆レッスン

1986年にファミコンソフトとして発売された『ドラゴンクエストⅠ』から、社
会現象となった『ドラゴンクエストⅢ』までの楽曲を厳選し、オオサカ・シ
オン・ウインド・オーケストラの演奏でお届けします。

公演日時：令和元年10月14日（月・祝）16：00開演
場　　所：レクザムホール（香川県県民ホール）

大ホール 
料　　金：4,000円（一般前売料金 5,000円）

※全席指定席　※Ｓ席のみ　※未就学児入場不可

枚　　数：30枚（お1人様2枚まで）

ドラゴンクエストコンサートin香川
吹奏楽による「ドラゴンクエストⅠ～Ⅲ」

私たちは 新しい高齢者！New ビンテージ
デビューするのよ! !人生はRock'n Roll！そう！ It's Only Rock'n Roll！
各地で絶賛の嵐を巻き起こしたパワフルなロックショウをお見逃しなく！
主な出演者（敬称略）：中尾ミエ、尾藤イサオ、モト冬樹

公演日時：令和元年10月29日（火）18：30開演
場　　所：ハイスタッフホール（観音寺市民会館）

大ホール
料　　金：4,400円（一般前売料金 5,500円）

※全席指定席※未就学児入場不可

枚　　数：30枚（お1人様2枚まで）

男の哀愁、男の演歌を代表する山本譲二と河内音頭や浪曲等をベースに情
感を込めて歌う中村美律子。二人の数々のヒット曲とともに山本の切れ味
鋭いトークと中村の関西独自の話術に笑いを誘われる楽しいステージです。

公演日時：令和元年11月18日（月）
①12：30開演　②16：30開演

場　　所：ハイスタッフホール（観音寺市民会館）
大ホール 

料　　金：4,600円（一般前売料金 5,800円）
※全席指定席　※未就学児入場不可

枚　　数：各30枚（お1人様2枚まで）

上原ひろみ 
JAPAN TOUR 2019　“SPECTRUM”
10年ぶりソロピアノアルバムを携えて、待望の日本ツアーが決定！

公演日時：令和元年12月6日（金）19：00開演
場　　所：サンポートホール高松　大ホール 
料　　金：S席　5,600円

（一般前売料金 7,100円）
A席　4,800円
（一般前売料金 6,070円）　
※全席指定席　※未就学児入場不可

枚　　数：各30枚（お1人様2枚まで）

これまでのキャリアの中から満遍なくセレクトされた楽曲（ヒット曲、定番曲はもちろん、
あまりライブで演奏されなかったレアな曲まで）に存分にアレンジを加えながら披露して
いく“POPMAN’S CARNIVAL”の2度目となる全国ホールツアーの開催が決定！
公演日時：令和2年2月23日（日）17：00開演
場　　所：レクザムホール　大ホール  
料　　金：6,100円（一般前売料金 7,700円）

※全席指定席　※小学生以上の方はチケットが必要となります。　
※未就学児童のご入場は同行の保護者の方の座席の範囲内で、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。

枚　　数：30枚（お1人様2枚まで）

オリジナル・ミュージカル
「ザ・デイサービス・ショウ～ It's Only Rock'n Roll ～」

山本譲二 中村美律子 スペシャルコンサート

スキマスイッチ
TOUR2019-2020 POPMAN’S CARNIVAL vol.2

撮影：上原タカシ
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割引指定店が増えました！

お好みハウス　オタフク
広島出身の店主が焼く広島風お好み
焼き・関西風お好み焼き・鉄板焼き
…どれも絶品！月～金ランチタイムは
おにぎり・飲み物無料サービス！

Gourmet

※他の特典との併用不可

高松市茜町18-43
　 087－808－8183
　 11：30～14：00
　 17：00～21：00
　 水曜日
　 会員様と同伴者　会員証提示

特
典

お好み焼き・焼きそば
50円引き

お食事

初!

ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催 いくしま ソフトボール大会いくしま ソフトボール大会

フローリストみつばより
花と緑のギフト券500円を4名様にプレゼント！
フローリストみつばより
花と緑のギフト券500円を4名様にプレゼント！
少しずつ暑さが和らぎ、虫の声に秋の訪れを感じると、
お花の楽しみも増してまいります。
感謝の気持ちを贈るギフトに、ぜひフラワーギフトを
おためしください。

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！！

○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。

カルチャー・フィットネス講座の受講場所が選べるようになりました!カルチャー・フィットネス講座の受講場所が選べるようになりました!カルチャー・フィットネス講座の受講場所が選べるようになりました!
住所：高松市亀井10－10ソレイユ第一ビル３階
TEL：０８７－８３４－１５４５
フリーダイヤル有：０120－211－025

住所：高松市福岡町4丁目36番1号
TEL：０８７－８２２－０２１１

施設維持費
あり

今月の講座

●リビングカルチャーセンター

●高松カルチャーセンター

住所：高松市錦町1丁目4番37号モトリスビル５F
TEL：０８７－８１１－２３００

住所：高松市常磐町1－３－１
瓦町FLAG 10F

TEL：０８７－812－5060

四国新聞社文化教室へのお申込は、まずお電話ください！

対象者：事業主・会員及びその子

住所：高松市丸亀町８番地２３ 丸亀町グリーン東館3階
TEL：０８７－８１１－１７77
住所：木田郡三木町鹿伏310ベルシティ内
TEL：087－813－7115

住所：高松市屋島中町３７４－1
TEL：０８７－８０２－７３５０

高松本校

三 木 校

●高松市総合体育館
・K-POPコピーダンス教室

・ピアノレッスン夜クラス
・やさしい書写教室
・バーレスクダンス♪ 
・社交ダンス
・ブルースハープ
・ジュリアン先生のフランス語
・オリジナル押し花セミナー
・グラスアート

・ボイストレーニング＆ボーカル
・プリザーブドフラワーで作る仏花
・ハーモニカ

・バレエコアストレッチ
・将棋倶楽部
・はじめてのカービングレッスン

高松校

三木校

入会金あり

施設維持費
あり

施設維持費
あり

入会金あり

会員登録料あり

・さわやかハワイアンフラ（初級クラス）
・すてきなハワイアンフラ（上級クラス）
・ハワイアンフラ（インストラクターコース）第4金10時～
・ハワイアンフラ（インストラクターコース）第4金16時～
・ディジュリドゥ健康法
・心があたたまる絵手紙
・水彩・パステル・色鉛筆画
・水彩画を楽しむ
・はじめての油彩画
・描く楽しさを求めて日本画
・子どもの絵画造形教室（小学生）

・アロハ＆マハロ　ハワイアンフラ
・エンジョイハワイアンフラ（初級クラス）
・リフレッシュハワイアンフラ（初心者）
・ハワイアンフラ（インストラクターコース）第4金14時～
・ハワイアンフラ（インストラクターコース）第4土10時～
・はじめての絵手紙
・超初心者の為の絵画教室
・Night☆絵画教室
・はがき絵入門
・似顔絵の描き方
・子どもの絵画造形教室（園児）

・アフターファイブの筆ペン＆ペン習字
・漢方・薬膳カフェ
・太極拳
・健康麻雀
・創作新舞踊教室
・パリスタイルのフラワーアレンジメント
・トレース水彩色鉛筆画

●JEUGIAカルチャーセンター
・シニアの為の健康３Ｂ体操
・オートクチュール刺繍
・ベリーダンス入門
・Ｌｅｔ’ｓ大人の鍵ハモ
・キッズバトントワリング

・音読・朗読・暗誦講座
・いけばな嵯峨御流
・クラシックバレエ
・はじめてのフランス額装
・クラリネット・レッスン

高松市総合体育館

高松カルチャーセンター 四国新聞社文化教室

JEUGIAカルチャーセンター高松

リビングカルチャーセンター

屋島レクザムフィールド

◆◆プレゼント応募方法◆◆
官製ハガキに左下の応募券を貼り、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・ご要望などをご記入の上、下記の住所までお
送りください。
締切：9月20日（金）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

★応募券★
9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
　　ＴＥＬ（087）844-3516　ＦＡＸ（087）844-3524
　　　令和元年７月１日現在　
　　　事 業 所　　684社（うち０人事業所 7事業所）
　　　被共済者　８,427 人（会報誌上では会員と表示）
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