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謹 賀 新 年
高松市長 大 西 秀 人

新年明けましておめでとうございます。
「令和」という新しい元号になって初めて迎えた新年にあたり、高松市中小企業勤労者福
祉共済事業「ウェルぱる高松」に加入の事業主並びに会員、御家族の皆様には、健やかに
輝かしい新春をお迎えのことと心からお喜び申しあげます。また、平素から、本市市政の推進
に格別の御理解と御協力を賜っておりますこと、厚く御礼申しあげます。
本事業は、昭和５１年に発足した中小企業のための公的な福祉共済事業として、
「ウェルぱ
る高松」の愛称で親しまれ、現在、約8,４００人の方々に加入いただいております。これもひと
えに会員の皆様の御支援、御協力の賜物と、心から感謝申しあげる次第でございます。
さて、昨年４月から、ワーク・ライフ・バランスや多様で柔軟な働き方の実現を目指して、有
給休暇取得の義務化などの企業の規模による段階的実施を定めた、いわゆる「働き方改革
関連法」が施行されております。また、現在、中小企業には適用されていない残業時間の上
限規制につきましても、本年４月から導入されるところでございます。

このような中、本市におきましては、本市経済を牽引する重要な役割を担う中小企業を支援し、勤労者皆様方の福祉の増
進を図るため、中小企業勤労者福祉共済制度に取り組んでおります。今後とも、ワーク・ライフ・バランスの促進に貢献し、本
市経済を支える中小企業に働く皆様に喜んでいただける制度になるよう努めてまいりますので、引き続き、格別の御高配を賜りま
すようお願い申しあげます。
最後に、迎えた令和２年が、皆様にとりまして幸多い素晴らしい年となりますよう心から祈念申しあげまして、年頭の御挨拶と
いたします。

１・２月の締切日が変わります！
１２月の締切日が変わります！
1月

給付金のお支払いが繰り上がるため、締切日が変更になります。
※お手数ですが、期日までに事務局必着でお願いいたします。

異動届
１月 8日（水）
給付申請 1月10日
（金）

ぐりる屋島日本料理賞味会

ぐりる屋島の
ライブクッキングセミナー
グ！
さぬきダイニン

〜早春の美味を味わう〜
寒さの中にも春の兆しが感じられるこの季節。
早春の新たな息吹を感じる料理の数々をお楽しみに。

ホテルの味がご家庭でも簡単に作れるクッキングセミナー。
ぐりる屋島のメニューでよく登場するオリーブ牛の一品などを皆さ
んの目の前で披露。また手に入りやすい材料でアレンジする方法
や知っておきたい調理のポイントなどもご紹介。セミナーの後は、
当日教わったメニューを含むスペシャルランチコースを味わえます。

と
き 令和2年2月1日
（土）11：00〜
と こ ろ 高松国際ホテルぐりる屋島
（高松市木太町2191-1）
料
金 2,600円
（一般価格3,350円）
（税サ込）
対 象 者 事業主・会員及びその家族
お問い合わせ 087-831-1575
（ぐりる屋島直通）
申込締切 １月20日
（月）
※料理教室ではございません。

異動届
2月 7日
（金）
給付申請 2月10日
（月）

２月

と
き 令和2年2月26日
（水）18：30開宴 18：00受付
と こ ろ 高松国際ホテルぐりる屋島
（高松市木太町2191-1）
料
金 12,000円（一般価格15,000円）
懐石料理、アルコール付
対 象 者 事業主・会員及びその家族
お問い合わせ 087-831-1575（ぐりる屋島直通）
高松国際ホテル
和食料理長
申込締切 １月20日
（月）
岡本 一久
仕入れ状況により厳選食材が変更になる場合がございます。予めご了承ください

厳選食材
・茨城県産 鮟鱇（あんこう）
の吊るし切り
冬を代表する味覚で、身はやわらかく淡白で上品な味わい。今回は目の前で豪快な包丁捌きを披露いたします。

・島根県産 越前がに
毎年皇室に献上される日本を代表する蟹。しっかりと引き締まった身と濃厚な味噌は絶品です。

・島根県産 のどぐろ
白身の高級魚と呼ばれ、中でも島根県産ののどぐろは脂乗りが最高と言われています。

高松国際ホテル
洋食総料理長
松原 勉

・高知県産 土佐あかうし
適度な脂肪がコクを醸し、ジューシーでやわらか。噛むほどに肉本来の旨みがじんわりと広がります。

・フランス産 フォアグラ
濃厚な旨みととろける舌触り。日本料理でどう調理されるかお楽しみに。
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あなぶきホテルズ

歓送迎会プラン 婚活バレンタインパーティー

お世話になったあの人に感謝を込めて、そして新たな出会いの語らいに・・・高松市
内を中心とした便利で使いやすいホテルネットワークと長年培ったおもてなしの心で、
皆様に最適なプランをご提案いたします。
料理（ブッフェ形式または大皿盛料理）+

2時間飲み放題

3時間宴席料

+

料
金： 15名様より お一人様 6,500円（一般価格7,000円）
（税サ込）
対 象 者：事業主及び会員
限定10組様
申込締切：1月20日
（月）
●会場は3ホテルからお選びいただけます。
大規模宴会にも対応
平面駐車場250台

二次会三次会と徹底的に
楽しめる、繁華街の中心

中央通りに面した
集いやすい立地

①高松国際ホテル

②ロイヤルパークホテル高松

③リーガホテルゼスト高松

●充実のオプション&特典
①ワンコインでお得！
プラス500円で飲み放題が3時間に
④宴の後もごゆっくり…
ご宿泊をベストレート（最低価格保証）でご用意

②思いをかたちに…
③感動的な演出を…
贈呈用花束をご用意 5,000円（税別）〜
液晶プロジェクター 30,000円（税別）や
スクリーン20,000円（税別）を貸出
⑤移動もラクラク
無料送迎バスをご用意 ※台数に限りがございます。

と

き：令和2年2月11日
き 令和2年2月11日
（祝・火）14：30〜17
30 1 ：00
14：00受付開始
と こ ろ：ミケイラ高松（高松市サンポート8-40）
ＴＥＬ 087-811-5357
料
金：男性 3,000円（一般価格6,000円）
女性 1,000円（一般価格4,000円）
参加対象者：45才までの独身男女の会員（再婚可）
申 込 方 法：ご本人様が直接ウェルぱる高松事務局（TEL：087-844-3516）へ
お電話ください。申込書の提出は必要ありませんので、お申込の
状況などが事業所に知らされることはありません。
☆お申込後に免許証又は保険証のコピーをご提出いただきます。
申 込 締 切：1月20日
（月）
主
催：さぬき婚活支援協議会

今月のカルチャー・フィットネス講座

対象者：事業主・会員及びその子

●高松カルチャーセンター

入会金あり

施設維持費あり

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
・ソフトヨーガ
・リフレッシュヨーガ
・アンチエイジングヨーガ
・リラクゼーションストレッチ
・マイルドヨーガ
・ゆったりピラティス
・空手道
・ストレッチ＋クラシカルメンテナンス
・実践！腸もみセラピーで免疫力UP☆
・Attractive Ballet
・クラシックバレエ入門
・クラシックバレエ入門（初心者）
・ちびっこ空手（年中〜）
・Attractive Ballet（＋トゥクラス）
・子ども空手道
・キッズバレエ（年少〜年長）
・キッズ空手 月曜
・キッズ空手 木曜
・ジュニアバレエ（小1 〜小6）

●JEUGIAカルチャーセンター

入会金あり

住所：高松市常磐町1−３−１瓦町FLAG 10F TEL：０８７−812−5060
・カワイ体育教室 幼児クラス
・心身を鍛える子ども合気道
・ママも一緒にフラダンス
・初めてのチアダンス
・ジュニアＴＡＰ
・キッズバトントワリング
・親子おりがみ教室

施設維持費あり

・スポーツチャンバラ
・ＨＩＰ ＨＯＰ
・子ども手あみレッスン

●屋島レクザムフィールドカルチャー教室 住所：高松市屋島中町３７４−1 TEL：０８７−８０２−７３５０
・溝口 勲先生のはじめてのフォークギター
・溝口 勲先生の夜の女性ボーカルバンド教室

・溝口 勲先生のフォークギターを楽しもう♪
・中井 里美先生のゼロから始めるパッチワーク教室

・溝口

勲先生の楽しく弾こう♪ウクレレ

●リビングカルチャーセンター

施設維持費あり

高松校 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
・やさしい書写教室 月・火・水曜 午前・午後クラス（各1・２・３週） ・アフターファイブの筆ペン＆ペン習字第１・２・３水曜
・漢方・薬膳カフェ
・美峰先生の「こども書き方教室」（月曜クラス） ・こどもプログラミング教室
・やさしい木彫り教室
・春杪先生の子ども書道＆硬筆教室
・モシッタ・KPOPDANCE
・情熱のフラメンコ
・ラッピング講座
・水墨画教室
・SERINA ◆ HIP-HOP
・一眼レフカメラセミナー
・マリウス先生のドイツ語会話
・タヒチアン／スロータヒチアンダンス
・バレエ・コア・ストレッチ
三木校 住所：木田郡三木町鹿伏310ベルシティ内 TEL：087−813−7115
・大人のための筆ペン＆ペン習字
・ボタニカルランプ
・純銀アクセサリークラフト
・表装
・健康お灸
・ピラティスと体幹トレーニング/月曜・木曜
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！！

○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。

高松テルサトレーニング室回数券をお持ちの皆様へ
高松テルサ閉館に伴い、同施設のトレーニング室回数券（有効期限な
しのものに限ります）をお持ちの場合は、平成31年4月から令和2年
3月までの間、次の施設のトレーニング室利用時に使用できますので、
御利用いただきますよう、お願い申しあげます。

（お問合せ先） 高松市創造都市推進局 産業経済部 産業振興課
電話087−839−2411

利用可能施設 高松市総合体育館（高松市福岡町4丁目36−1）
高松市牟礼総合体育館（高松市牟礼町牟礼152−10）
高松市香川総合体育館（高松市香川町川東下1917−1）
利用可能期間 平成31年4月1日から令和2年3月末日まで
利 用 方 法 施設利用時にお手持ちの高松テルサトレーニング室回数券を切り取らずにお出しください。
※利用可能施設の各利用料金の金額に関わらず、回数券1枚につき、1回の利用が可能
です。現金による払戻しはいたしません。
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対象者：事業主及び会員

穴吹学園ホール
映画祭
（旧高松テルサ音楽ホール）

「ゆずり葉の頃」出演：八千草薫
仲代達矢ほか

モスクワ国際映画祭で好評！やさしい視点に満ちた思いを貫く人生賛歌。

と

き

令和２年２月２日
（日）①10：00

と こ ろ
料
金
申込締切

穴吹学園ホール
（旧高松テルサ） 駐車場無料
500円（一般前売価格1,000円）
1月20日（月）※お一人様4枚まで

三味線コンサート〜雪月花の宴〜

牛田智大 ピアノ・リサイタル
日本人ピアニストとして最年少の12歳でCDデビュー。その後も国内外のオーケストラと共演を
重ね、第10回浜松国際ピアノコンクールでは第2位と変わらぬ快挙を続ける彼のピアノをお聞
き逃しなく！演奏予定曲：ポロネーズ第6番「英雄」（ショパン）、「舟歌」（ショパン）、ほか。

津軽三味線奏者・筒井茂広（香川県）、堀尾泰磨（愛媛県）の二人を中
心に佃川流玉すだれや俚奏楽（リソウガク）との共演をお聴きいただきます。

公演日時：令和2年2月23日
（日）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：800円（一般前売料金1,000円）

公演日時：令和2年2月15日
（土）14：00開演
場
所：レクザムホール（香川県県民ホール）
小ホール
料
金：3,200円
（一般前売料金 4,000円）
※全席指定席

枚

※全席自由席

観音寺特別公演

第9回サンポートホール高松デビューリサイタル

テレビでお馴染みの梅沢富美男率いる「梅沢富美男劇団」
！
芝居あり、歌あり、舞踊あり！ 何でもアリ のごった煮エンターテイメントをお届けします！
【第一部】 人情時代劇 【第二部】 梅沢富美男オンステージ 【第三部】 華の舞踊絵巻
ゲスト／門戸竜二 後見人／梅沢武生

一般公募から選考を経て、３/７（土）斎藤愛（ソプラノ）
・河西真緒（ヴァイオリン）
・３/８（日）
大久保かおり（クラリネット）・多田羅愛（ピアノ）がリサイタルデビューを飾ります。

公演日時：令和2年3月7日
（土）14：00開演
令和2年3月8日
（日）14：00開演
場
所：サンポートホール高松 4階 第１小ホール
料
金：800円（一般前売料金1,000円）

公演日時：令和2年3月7日（土）①14：00開演 ②17：30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：Ｓ席 4,800円（一般前売料金 6,000円）
Ａ席 4,400円（一般前売料金 5,500円）
※全席指定席

枚

※全席自由席 ※未就学児入場不可
※学生（高校生以下）は、無料です。
ただし、入場券が必要です。
サンポートホール高松プレイガイドでお求めください。

※未就学児入場不可

枚

数：①②公演それぞれ各30枚（お1人様2枚まで）

公演日時：令和2年4月26日
（日）千穐楽 15：30開演
午後の部「寿式三番叟（ことぶきしきさんばそう）」
「二代目松本白鸚・十代目松本幸四郎 襲名披露 口上」
「義賢最期（よしかたさいご）」
出演予定者 松本白鸚、松本幸四郎、中村雀右衛門、
中村鴈治郎 他
場
所：旧金毘羅大芝居（金丸座）
料
金：14,400円（一般観劇セット料金 19,200円）
※未就学児入場不可

数：各20枚（お1人様2枚まで）

ソナーポケット
Sonar Pocket Tour 2020

第36回「四国こんぴら歌舞伎大芝居」

枚

※未就学児入場不可

枚
数：30枚（お1人様2枚まで）
申込締切：1月15日
（水）

※未就学児入場不可

数：30枚（お1人様2枚まで）

梅沢富美男劇団

②14：00

※いずれも30分前開場/全席自由席/上映時間102分

共感度200％の稀代のラブソングマスター、ソナーポケット。「とにかく楽しい！とにかく気持ち
良い！そしてとにかく泣ける！」そんな音を届ける3人のメッセンジャー達の可能性は無限大！！

公演日時：令和2年5月16日
（土）18：00開演
場
所：サンポートホール高松 大ホール
料
金：5,400円（一般前売料金 6,800円）
※全席指定席
※3歳未満入場不可、3歳以上チケット必要。
※年齢や座席の要不要を問わず、
1名につき1枚のチケットが必要となります。

※お菓子のお土産付き

枚

数：３５枚（お一人様２枚まで）

数：30枚（お1人様2枚まで）

割引前売券の申込方法

締切1月20日（月）

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。

「第5回いくしまソフトボール大会」を開催しました！

第7回 ウェルぱる高松ゴルフコンペ開催しました！

11月3日
（日）
、2チーム26名の方
にご参加いただきました。
当日は天候にも恵まれ、笑い声の
絶えない楽しい時間を過ごしてい
ただけました。普段お仕事で大変
だと思いますが、スポーツを通じ
優 勝
て親睦を深め、職場の皆さんで
有限会社
楽しく汗をかいて気分転換してい エイトヒルズコーポレーション
ただければ、うれしく思います。
チーム

左から3位玉岡凌輔さま、1位上岡秀裕さま、2位工藤政人さま
10月19日
（土）
、アルファ津田
カントリークラブにて開催し、30名の方にご参加いただきました。
当日、朝は小雨が降り霧がかかっていましたが、徐々に晴れ間が
のぞき、気持ちのいいお天気に♪「楽しかった。もっと開催回数を
増やしてほしい」というお声もいただきました。
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割引指定店が増えました！

Welpal Takamatsu Presents

Setouchi Triennale Hotel

H

寿し×海鮮酒場

ホテル・旅館

酔灯屋

お食事

高松駅前で電車・フェリー・高速バスに便利な瀬戸内国際芸術ホテルです。

高松駅前で本格的なお寿司が食べられる海鮮居酒屋です。お寿司の他、カニ料理・ふぐ料理も豊富にとりあつかっております。

高松市西の丸町12−15 Next International Bldg
090−1170−8641
特典
15：00〜23：00
宿泊料金
不定期
10％割引
会員様と同伴者 会員証提示

高松市西の丸町13−7 3Ｆ
特典
087−822−1688
5,000円以上の飲食の場合
16：00〜23：00
（飲み放題・コースは除く）
日祝（連休の場合、最終日のみ休み）
会員様と同伴者 会員証提示 飲食代５％割引 ※他の特典との併用不可

※他の特典との併用不可

新春お年玉特別プレゼント
①旭屋 様より
スパークリングワインボトルを
３名様にプレゼント

②リーガホテルゼスト高松［リーガダイニング＆バー 時香］ 様より
ランチご招待券を
ペア２組４名様にプレゼント

旭屋

リーガダイニング＆バー時香 ※2日前までに要予約

〒760-0052

高松市瓦町１丁目９ー２５ ☎087ー836ー9101

〒760-0025 高松市古新町９−１ リーガホテルゼスト高松２F ☎087−822−3501

③ロイヤルパークホテル高松［日本料理「錦」］ 様より
ランチご招待券を
ペア２組４名様にプレゼント

④リーガホテルゼスト高松［中国料理 桃花苑］ 様より
ランチご招待券を
ペア２組４名様にプレゼント

日本料理「錦」 ※2日前までに要予約

中国料理 桃花苑 ※2日前までに要予約
〒760-0025 高松市古新町９−１ リーガホテルゼスト高松北側別館２F ☎087−822−6556

〒760-0052

高松市瓦町1−3−11 ☎087ー823ー2055

⑤一般財団法人室蘭市勤労者共済センター 様より
手作り木工細工を
1名様にプレゼント

⑥株式会社ジャパンビバレッジ 様より
BOSS 無糖ブラック 185g15本を
2名様にプレゼント

限りある資源の木を有効に使い作られています

がんばるあなたにホッと一息

⑦穴吹エンタープライズ株式会社 様より

⑧アルファ津田カントリークラブ 様より
1ラウンドプレー招待券を
2名様にプレゼント

ウォーキングポールを２名様にプレゼント

アルファ津田カントリークラブ

ウォーキングで体を動かし健康増進！

〒769-2323 さぬき市寒川町神前647-16 ☎0879−43−4141

⑨協賛企業 様より
足専ラボ ゲルマニウム足裏
樹液シート３０枚組を５名様にプレゼント

⑩DUKE 様より
MONSTER baSH2019
Tシャツ（M）2枚とバスタオルのセットを
3名様にプレゼント

お休み前に貼って足の裏からリフレッシュ！

モンバスに行けた人も行けなかった人も！

⑪世界最大級の水族館「海遊館」 様より
2020年版オリジナルカレンダー ・
卓上カレンダーのセットを３名様にプレゼント

⑫ウェルぱる高松事務局 より
ソイジョイ５本セットを2名様にプレゼント

海遊館

これを食べてお仕事がんばって！

〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1丁目1−10 ☎06−6576−5501

◆◆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（番号）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。（左下の応募券を貼付けてください）締切：１月２０日
（月）必着 ※当選者の発表は商品または引換券の発送をもってかえさせてい
ただきます。なお、①⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑫のプレゼントは事務局での引き換えになります。 〒761-0113 高松市屋島西町２３６６−１ ウェルぱる高松事務局

新規加入事業所のご紹介

有限会社

お申し込み、お問い合わせは下記へお願いします。

関元工務店 様
ありがとうございます。

★
券
募 号
応 2月
★ 1・
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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
運営時間：平日9：00〜18：30（土・日・祝及び12月29日から1月3日はお休み）
ＴＥＬ（087）844-3516 ＦＡＸ（087）844-3524
令和元年 11 月 1 日現在
事業所
686 社（うち０人事業所 7 事業所）
被共済者 ８,425 人（会報誌上では会員と表示）

