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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。

入学祝金の申請には添付資料が必要です
令和２年４月末頃にお送りする入学祝金【小学校・中学校】の申請には
子の生年月日が記載された資料の提出が必要です※該当者のみ
【就学通知書、子の住民票・戸籍謄本・健康保険証・生徒手帳（写し可）などいずれか1点】

毎年
満員御礼

Strawberry Sweets Viking

in Grill Yashima

美味しいスイーツが心ゆくまで味わえる 、 食べ放 題のお得な時間 。
今年は 『 いちご 』 をテーマに 、 いちご尽くしのスイーツバイキングをお届け！
スイーツ以外にもパスタやサンドイッチの軽 食も！ソフトドリンク付きです 。

と

き ①令和２年3月28日
（土）14：00〜15：30
②令和２年3月29日
（日）14：00〜15：30
①②希望の日時をお選びください。
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 大人 3,300円（一般価格4,200円）（税サ込）
対 象 者 事業主・会員及びその家族
各5組10名様限定
お問い合わせ 087-831-1575（ぐりる屋島直通）
申込締切 3月13日
（金）

さぬきダイニングワークショップ

瀬戸内のおさかなときき酒ワークショップ
さぬき海の幸応援隊長が教えるおさかなワークショップと
2019年全国きき酒選手権団体3位、個人5位の実力を持つ当店店長のきき酒がコラボレーション！
また瀬戸内のおさかなを使った、日本酒によく合う特別な懐石料理も。
ぜひお気軽にご参加ください。

と
き 令和2年3月21日
（土）17：00 〜
と こ ろ 日本料理「錦」（高松市瓦町1-3-11 ロイヤルパークホテル高松2階）
料
金 ワークショップ、懐石料理、アルコール付き
8,000円（一般価格10,000円）
（税サ込）
対 象 者 事業主・会員及びその家族
さぬき海の幸応援隊長
お問い合わせ 087-823-2055（日本料理錦直通）
きき酒選手権香川県代表
申込締切 ３月１0日
（火）
西森夏樹先生
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日本料理錦店長
きき酒選手権香川県代表

末友敏郎

あなぶきホテルズ

歓送迎会プラン

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

婚活お花見パーティー
と
と

こ

3時間宴席料

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：3月19日
（木）
●会場は3ホテルからお選びいただけます。
料

10：30 ルポール讃岐集合 11：00 自己紹介

当日の
12：00 ランチタイム 13：00 栗林公園内をグループ散策
スケジュール

14：30 ルポール讃岐へ戻り飲み物・アンケート 15：00 解散

料

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

中央通りに面した

楽しめる、繁華街の中心

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
②思いをかたちに…
贈呈用花束をご用意 5,000円（税別）〜
③3010運動のご協力でお得に
宴会時の食べ残しを減らすための
キャンペーン「3010運動」にご協力で
お一人様100円引

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
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。

金：男性 2,000円（一般価格5,000円）
女性 1,000円（一般価格4,000円）
（ランチ・入園料含む）
参加対象者：45才までの独身男女の会員（再婚可）
定
員：30名（男性・女性各15名）
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：3月19日
（木）
主
催：ＮＰＯ団体かがわ結婚推進協会

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

住所：高松市亀井10−10ソレイユ第一ビル３階
・ディジュリドゥ健康法 第1・3水 AM/PM
・すてきなハワイアンフラ（上級）
・空手道
・嵯峨御流
・初心者向けかんたんウクレレ教室 火曜・木曜・土曜
・大人と子どものピアノ・声楽教室

●高松市総合体育館

・エンジョイハワイアンフラ（初級）
・ハワイアンフラ（インストラクターコース）金曜 AM/PM/夜 土曜 AM
・カワイ体育教室（幼児・児童クラス）
・前結び着付け教室
・尺八を楽しむ（個人）

入会金あり

住所：高松市常磐町1−３−１瓦町FLAG 10F

施設維持費あり

TEL：０８７−８３４−１５４５ フリーダイヤル有：０120−211−025

・脳活エクササイズ 月3回/月2回
・リフレッシュハワイアンフラ（初心者）
・Graceful Ballet
・池坊
・ウクレレ（個人）

●JEUGIAカルチャーセンター
・何でも学べる絵画教室
・和紙ちぎり絵
・かんたんシルバーアクセサリー
・糸紡ぎ講座

き：令和2年4月5日
（日）
11：00〜15：00 10：30受付開始
ろ：ルポール讃岐
（栗林公園北門徒歩3分）
高松市中野町23-23 ＴＥＬ 087-831-3330

施設維持費あり

TEL：０８７−812−5060

・細密画（ボタニカル・アート）
・元気に絵手紙
・デリカビーズ織り＆ステッチ 初等科

・水墨画
・つるとラタンのバスケタリー
・バルーンアート 初級

住所：高松市福岡町4丁目36番1号 TEL：０８７−８２２−０２１１

・第１期コリオスパイラル教室

・第１期K-POPコピーダンス教室

●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
・漢方・薬膳カフェ
・とっさの筆ペン&ペン習字（月・火・水クラス） ・とっさの筆ペン&ペン習字（水・夜クラス）
・アフターファイブの筆ペン&ペン習字
・やさしい書写（月・火・水クラス）
・漆講座
・易学
・太極拳
・絵手紙セミナー
・まる先生のフォークギター
・ローズウィンドウ教室
・和紙ちぎり絵教室
・糸つむぎ教室
・ラフター（笑い）ヨガ
・グラスアート
・タヒチアンダシス/スロータヒチアンダンス
三木校 住所：木田郡三木町鹿伏310ベルシティ内 TEL：087−813−7115
・肌色診断に基づく魅力分析メイク
・手のひら盆栽
！漆講座
・きんま・螺鈿（らでん）の技法を学ぼう！
・宝石鑑定士に学ぶ宝石の見分け方・入門クラス

・似顔絵
・ピラティスと体幹トレーニング

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。
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対象者：事業主及び会員

屋島山上天空のガーデンマルシェ特別企画
伶以野陽子「八島の舞とトークの夕べ」

劇団かかし座 影絵「ワンダー シャドウ ラボ」
影のスペシャリスト 劇団かかし座がおくる、ふしぎな シャドウ・エ
ンターテイメント！
！手影絵はどのように映し出しているのか。
会場を大きな実験室に見立て、楽しい影絵実験ショーを行います！

春の瀬戸内海。沈みゆく日輪が海原を赤く染めあげ屋島の戦いがはじ
まる。能の仕舞とトークを楽しむ特別企画。La Saluteの創作料理、ド
リンクと共にお楽しみください。この日は屋島山上でマルシェ同時開催！

公演日時：令和2年5月5日
（火・祝）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：一 般 1,600円
（一般前売料金 2,000円）
こども（4歳〜中学生） 800円
（一般前売料金 1,000円）

公演日時：令和2年3月21日
（土）18：00開演
場
所：扇誉亭（屋島山上：屋島東町1803-2）
料
金：2,000円
（一般前売料金 3,000円）
LaSalute料理・ワンドリンク付き
※全席自由席

※全席指定席
※4歳以上のお子様から入場可

枚
数：10枚（お1人様2枚まで）
申込締切：3月10日
（火）

枚

数：各20枚（お1人様2枚まで）

キテレツメンタルワールド
東京ゲゲゲイ歌劇団

藤田真央 ピアノ・リサイタル

昨年2019年6月、チャイコフスキー国際コンクールで第2位を受賞、
世界中に注目された藤田真央。受賞後四国初のピアノ・リサイタ
ダンスと音楽を駆使し、オリジナル表現を切り拓く東京ゲゲゲイ。
ルをハイスタッフホールで開催いたします。瑞々しい感性で奏でる
生バンドの演奏に乗って歌って踊る、ライブ感覚あふれるパフォー
熱狂のピアノを是非、この機会に。
マンス。この新世界、一度ハマればもう抜けられない！

公演日時：令和2年5月23日
（土）14：00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：一 般
2,800円
（一般前売料金 3,500円）
高校生以下 800円
（一般前売料金 1,000円）

公演日時：令和2年6月2日
（火）18：30開演
場
所：サンポートホール高松 大ホール
料
金：6,000円
（一般前売料金 7,500円）
※全席指定席
※大人1名につき3歳未満のお子様1名まで膝上に限り無料。
ただし、座席が必要な場合はご購入ください。

※全席指定席 ※未就学児入場不可

枚

枚

数：各30枚（お1人様2枚まで）

数：30枚（お1人様2枚まで）

coba
solo tour 2020 The Accordion

かりゆし58
ハイサイロード2020-バンドワゴン-

アコーディオニスト・作曲家、coba。数々の国際コンクールで優勝、以来、
ヨーロッパ各国でのCDリリース、チャート1位獲得など、 coba の名前と音
楽は国境を越え世界の音楽シーンに影響を与え続けている。アコーディオンの
イメージをポップミュージックの世界で大きく変えたその音楽に酔いしれよう。

沖縄音階にロック、レゲエなどのサウンドを取り入れた曲にストレー
トな歌詞を合わせた独自のバンドサウンドで幅広い人気を博す4人
組。その音楽をたっぷり体感してください。

公演日時：令和2年7月24日
（金）17：00開演
場
所：高松DIME
料
金：3,360円
（一般前売料金 4,200円）

公演日時：令和2年7月18日
（土）16：30開演
場
所：サンポートホール高松 第1小ホール
料
金：4,400円
（一般前売料金 5,500円）

※スタンディング
※6才以上チケット必要
※入場時、ドリンク代別途必要

※全席指定席
※未就学児入場不可

枚

枚

数：30枚（お1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3月19日（木）

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。

3月21日は屋島山上へ！夕陽も夜景も楽しもう♪
第２回

屋島山上天空の

テン
カール
マ ェ

県内大人気の食のお店やスイーツや珈琲、台湾小籠包から本格ピザまで（総勢約16店舗）
珈
本
足ツボマッサージやキャンドルナイトヨガやワークショップ♪見下ろす夜景も楽しもう！

日

時

令和2年３月２１日
（土）15：00〜20：00

会

場

屋島山上駐車場から南嶺遊歩道沿い
（ぐるっと約1,100m）
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第42回ウェルぱる高松ボウリング決勝大会開催しました！
１月１７日
（金）、太洋ボウルにて第４２回ウェルぱる高松
ボウリング決勝大会を開催しました。１１月の予選大会
総勢167名の中から、団体戦上位１０チーム、個人戦男
女２０名の方が今回の決勝大会に出場しました。
初対面の人とも、ストライクやスペアになれば拍手やハ
イタッチ！
！とても盛り上がりました 。今年も１１月に開催予
定ですので、ぜひご参加ください♪

団体戦

割引指定店が増えました！

個人戦男子 １ 位

１位

株式会社ユーミック
小河 慎介 様 中村 有志 様
鈴木 実 様

個人戦女子 １ 位

ナベプロセス株式会社
高嶋 裕樹 様

株式会社タクテック
髙畑 由佳 様

Welpal Takamatsu Presents
お食事

穴吹学園ホール

教室・会議室は利用規模
により選択できます。
駐車場は無料です。
会議時のお弁当の注文も
承ります。
（※事前の申込
が必要です）

特典

ホール・教室・会議室等の
利用料金5％割引
※他の特典との併用不可

香南楽湯営業再開時の利用料金変更について

・小人（小学生）

淡路牛一頭買いの店【牛

焼肉メニュー・アラカルト・
デザート・ドリンク等の全メニュー
ご利用金額総額の10％割引（１７時以降ご利用可）

※他の特典との併用不可

割引指定店よりお知らせ

令和２年３月１日
（日）
より
・大人（中学生以上65歳未満）

茜町店

高松市茜町1ｰ11
福茜町店】焼肉食べ放題
087ｰ873ｰ2129
や単品メニューも充実！
11：30〜15：30（L.O.14:30） 焼肉＆ステーキのランチ
17：00〜24：00（L.O.23:00） ビュッフェも開催中！
不定休
会員と同伴者６名まで
会員証提示

特典

高松市屋島西町2366ｰ1
087ｰ844ｰ3511
教室・会議室 9：00〜17：00
ホール
9：00〜22：00
12/29〜1/3
設備保守点検のため臨時休館あり
会員及び会員事業所 会員証提示

牛福

・天山閣なごみ春日店

630円→670円
300円→310円

・天山閣プラス郷東店
・天山閣丸亀田村店

なお、シニア（65歳以上）・障がい者（510円）、
幼児（無料）
については変更ありません。

・天山閣上吉田町

飲食代
5％割引→10％割引に変更
（食べ放題コース）
1組様1会計に付き1回

◆ ◆プレゼント応 募 方 法 ◆ ◆

協賛企業より
足専ラボ ゲルマニウム
足裏樹液シート３０枚組
を3名様にプレゼント

官製ハガキに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・要望などをご記
入のうえ、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：3月19日（木）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。

お休み前に貼って足の裏からリフレッシュ！

〒７６１ｰ０１１３ 高松市屋島西町２３６６ｰ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。

★
券
募 号
応 月
★ ３

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２年 1 月 1 日現在
事業所
683 社（うち０人事業所７事業所）
被共済者 8,414 人（会報誌上では会員と表示）
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