
『初恋　お父さん、チビがいなくなりました』

これは、50年一緒に過ごしてき
て初めてお互いの気持ちに向き合
うふたりに起こる、猫がくれた優
しい奇跡。「泣ける」「こんな夫
婦になれたら」と話題を呼んだ、
感動のホーム＆ラブストーリー。

と　　き：令和3年2月6日（土）
①10：00～　②14：00～

と こ ろ：穴吹学園ホール
（旧高松テルサ音楽ホール）

料　　金：500円（一般前売価格 1,000円）
全席自由席　上映時間105分
※お1人様4枚まで

申込締切：1月20日（水）

出演：倍賞千恵子 藤竜也 ほか

　新年明けましておめでとうございます。
　令和３年の新年に当たり、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、昨年は、世界中に感染が拡大した新型コロナウイルス感染症の影響により、市民
生活や社会経済活動に深刻な影響が生じた年となりました。現在、国を挙げて、新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止と社会経済活動の維持・回復との両立に向けて、各般の支援
策が講じられておりますが、本市におきましても、それを補完すべく独自の支援策を実施す
るとともに、本市経済をけん引する中小企業の育成・産業の振興に引き続き取り組んでまい
りたいと存じます。
　また、勤労者皆様方の福祉の増進を図るため、今後とも本事業を通じまして、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サービスが提供できます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３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。

高松市長　大 西 秀 人

謹 　賀 　新 　年謹 　賀 　新 　年

異 動 届　1月 7日（木）
給付申請　1月12日（火）

事務局よりお知らせ　1・2月の申請締切日は
異動届・給付申請ともに1月 2月

農業交流体験施設【香南アグ
リーム】での、ウィンナーの手作
り体験。出来たてのウィンナー
はその場で味わっていただけま
す。パン・サラダ・アイス付き。
どなたでも簡単にできる本格
ウィンナー作りを、一緒に楽しみ
ましょう。

と　　き　令和3年2月20日（土）10：00～
と こ ろ　香南アグリーム　高松市香南町岡１２７０-１３
料　　金　900円（一般料金 1,210円）
対 象 者　事業主・会員及びその家族
募集人数　30名
所要時間　約2時間（体験・食事・片付け含む）
申込締切　1月22日（金）

農場のハーブで作る

①津田の松原サービスエリア　様より
「讃岐だし醤油」200ml を
１名様にプレゼント

②津田の松原サービスエリア　様より
「UCC 珈琲豆 500g」を
１２名様にプレゼント

③クアタラソさぬき津田　様より

「クアタラソ ペアご招待券」を

２名様にプレゼント

ランチペアご招待券を

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

⑤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

「ランチペアご招待券」を

４名様にプレゼント

⑥JRホテルクレメント高松　様より
「ランチペアご招待券」を
1名様にプレゼント

⑦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

⑨ウェルぱる高松事務局　より
イオンシネマ映画観賞券
２枚セットを５名様に
１枚を８名様にプレゼント

食品・ 生活雑貨を８名様にプレゼント

⑧JAギフトセンターかがわトピカル　様より

体

手作りウィンナー体験
穴吹学園ホール 映画祭穴吹学園ホール 映画祭（旧高松テルサ音楽ホール）

2月8日（月）
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締切1月18日（月）締切1月18日（月）

①事業所ごとに取りまとめ、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。

木嶋真優　ヴァイオリン・リサイタル
「世界で最も優れた若手ヴァイオリニスト」巨匠ロストロポーヴィッチ。
凛とした気品と風格、世界が認めた実力、話題のヴァイオリニスト
木嶋真優コンサート。

公演日時：令和3年2月21日（日）
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：2,800円（一般前売料金 3,500円）
※全席指定席　※未就学児入場不可　
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策を講じた公演です。

枚　　数：20枚（お1人様2枚まで）

新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策を講じた公演です。

佐藤采香 ユーフォニアム・リサイタル
世界最大の金管楽器コンクール「リエクサ国際コンクール」で
日本人初の快挙となる優勝を受賞した新星が、2020年8月にスイス
から帰国し日本で本格始動。
公演日時：令和3年2月20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：1,600円（一般前売料金 2,000円）

※全席指定席　※未就学児入場不可　
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策を講じた公演です。

枚　　数：20枚（お1人様2枚まで）

伶以野（レイヤー）陽子 「屋島の舞とトークの夕べ」
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。

公演日時：①令和3年2月27日（土）18：00開演
②　　　　2月28日（日）12：00開演

場　　所：扇誉亭 ※全席指定席
（屋島山上：屋島東町1803-2）

料　　金：2,200円（一般前売料金 3,000円）
LaSalute料理・サル－テ特製わっぱ弁当スープ付き

枚　　数：各10枚（お1人様2枚まで）

ウェルぱる高松ゴルフコンペを開催ウェルぱる高松ゴルフコンペを開催ウェルぱる高松ゴルフコンペを開催
於：香川県総合運動公園　12月6日（日）

ウェルぱる高松ソフトボール大会を開催ウェルぱる高松ソフトボール大会を開催

今月のカルチャー・フィットネス講座
●JEUGIAカルチャーセンター

○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。

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！！

住所：高松市常磐町1－３－１瓦町FLAG 10F　TEL：０８７－812－5060

●高松カルチャーセンター
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：０120－211－025

・単語で楽しむ英会話
・短歌

・Nekoさんの朗読教室
・コーチングワークショップ
・話し方教室　コミュニケーションマナー

・四柱推命
・朗読を楽しみましょう
・話力・マナーアップ講座

・やまもとえみこ監修のペーパーデコレーション　水曜昼／土曜朝
・楽しい朗読
・ 三線（琉球古典音楽）
・太気挙　中国拳法　健康講座
・エンジョイハワイアンフラ（初級クラス）
・フラメンコ初級　木曜夜／土曜朝

・楽しみながら写真表現を学ぶ
・簡単ウクレレ塾（初心者）　火曜朝／木曜朝／土曜朝
・大人と子どものピアノ・声楽教室（個人）
・太気挙　中国拳法　武術講座
・マダムフラメンコ（超入門）
・フラメンコ（キッズクラス）

・写真レベルアップ講座
・簡単ウクレレ塾（経験者）　火曜朝／木曜朝／土曜朝
・免疫力UP！スロトレ太極拳
・日本剣術　基礎・健康・護身術
・フラメンコ入門　月２回／月３回

施設維持費あり入会金あり

●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　勲先生の楽しく弾こう♪ウクレレ
・こつこつ貯筋 火曜10：00～（全４回）

・溝口　勲先生のはじめてのフォークギター
・溝口　勲先生の思い出のヒットソングを歌って踊ろう！
・ヨガ教室（初級）金曜19：00～（全10回）

・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

施設維持費あり入会金あり

対象者：事業主・会員及びその子

割引前売券の申込方法
©TANKA

神戸では生演奏とともに黒毛和牛ステーキランチ、
アウトレットではショッピングなど、ご家族でお楽しみいただける日帰りバスツアーです。

有限会社エイトヒルズ・コーポレーション チーム
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締切1月18日（月）

優勝
柳原 永子さん
準優勝

氷上 雅登さん

第8回ウェルぱる高松ゴルフコンペを開催ウェルぱる高松ゴルフコンペを開催ウェルぱる高松ゴルフコンペを開催ウェルぱる高松ゴルフコンペを開催
於：香川県総合運動公園　12月6日（日）於：香川県総合運動公園　12月6日（日）

第6回ウェルぱる高松ソフトボール大会を開催ウェルぱる高松ソフトボール大会を開催ウェルぱる高松ソフトボール大会を開催

対 象 者　事業主及び会員
販 売 数　200箱　1月下旬に発送予定
申込方法　締切日までに、右記のQRコードの

申込フォームに入力いただくか、
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。

申込締切　1月15日（金）

「食の劇場」は、生産者と消費者のつなぎ役となり、地域の食材や食文化を発信し、
一人ひとりの幸せな食卓を提案する活動を行っています。生産者の畑に足を運び、
旬の香川県産食材をチョイスして、生産者と食材の情報とともにお届けします。

produced by

食の劇場
農業プロデューサー
岡本裕介

冬野菜の生産が盛んな香川県。穏やかな気候で育った採れたての旬の食材を
詰め合わせて生産者の畑から直送します！ 
小豆島産醤油をベースに農薬＆化学肥料を使わず育てた生姜とダイダイを合わ
せた「ジンジャーサラダドレッシング」もセットでお届け。生野菜サラダや和え
物でお楽しみください！ 
※写真はイメージです。詰め合わせ内容は７～１０品目を予定しています。
※天候や畑の事情によりセット内容は変更になります。

香川県の旬を味わう

申込フォーム

IMA旬ボックス今月の
共同購入もおすすめ！
香川県内の生産者から直送

於：アルファ津田カントリークラブ
10月31日（土）

神戸では生演奏とともに黒毛和牛ステーキランチ、
アウトレットではショッピングなど、ご家族でお楽しみいただける日帰りバスツアーです。

好評のウェルぱるバスツアー第二弾！淡路島最大の観光農園では６種類のいちご食べくらべをお楽しみください。
神戸では生演奏とともに黒毛和牛ステーキランチ、
アウトレットではショッピングなど、ご家族でお楽しみいただける日帰りバスツアーです。

「おまかせ旬の詰め合わせ食材
withドレッシング」
3,500円（一般価格：5,000円　送料込）

7：45 高松駅→8：00 穴吹学園ホール（旧高松テルサ）→9：45 淡路島フルーツ農園→
12：00 三田屋本店 やすらぎの郷 昼食→13：20 神戸三田プレミアムアウトレット→
16：10 かねふく めんたいパーク神戸三田→19：00 穴吹学園ホール→19：15 高松駅

行　程

出 発 日　令和3年2月27日（土）
お支払い実額　大　人　5,700円

旅行金額　　　　14,900円
・GoTo支援額　　　5,200円
・共済補助額　　　　4,000円
・地域共通クーポン　2,000円（出発日配布）

対　　象　事業主・会員及びその同伴家族
募集人数　60名
旅行企画・実施　㈱穴吹トラベル　　交　　通　貸し切り観光バス
申込締切　1月20日（水）
申込方法　事業所ごとにとりまとめ、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。

申込多数の場合はグループ単位で抽選し、結果を通知文でお知らせします。
キャンセルの際には、旅行会社の定める旅行条件が適用されます。
※政府の方針により、GoToトラベル事業内容変更の場合、料金が変動します。

ウェルぱる高松特別企画 ＧｏＴｏトラベル事業支援対象

好 ウ ぱ バ 第好 ウ ぱ バ 第 弾 島最大 観光 ち 食べ らべをお ださ淡路島最大 観光農園 種類 ちご食べ らべをお楽 ださ

淡路島いちご狩り＆神戸ステーキランチバスツアー

優勝 有限会社エイトヒルズ・コーポレーション チーム有限会社エイトヒルズ・コーポレーション チーム
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謹 　賀 　新 　年謹 　賀 　新 　年

さか枝うどん 春日店
高松市春日町1075
087-814-7200

特典

うどんを注文の方
ちくわ天ぷら1本サービス

※他の特典との併用不可

セルフうどんと言えば、さか枝と言わ
れる老舗うどん店。釜揚げうどんをか
け出汁で食す釜かけと、釜バター明太うどんも絶品です。
　 会員本人のみ　会員証提示

食べる

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
ランチで注文の方に

オーガニックコーヒー1杯無料

大地のミネラルいっぱいの元気野菜や自然の力が育む
旨みのこだわり自然派調味料などをシンプルに美味しく
いただける母めし健康食堂・カフェスペース。

※他の特典との併用不可

さぬき母めしカフェ 食べる

高松市香南町岡1270-13
087-808-8280
会員と同伴者5名まで　会員証提示

特典
ストレートパーマ 

￥25,000→￥15,000（40％割引）

東京・表参道のヘアサロン「SUNVALLEY」の
オープニングからスタイリストとして参加し、
数々の撮影やモデルを担当したHIRO氏の
ヘアサロンがオープン！

※他の特典との併用不可

An Bouffan 美容・健康

高松市仏生山町甲1390-1
087-888-5677
平日 9：00～21：00　土日祝 9：00～20：00
月・第3火曜日
会員と同伴者　会員証提示

さか枝うどん 南新町店
高松市南新町4-6
087-813-1501

さか枝製麺所 仏生山店
高松市仏生山町甲1362
087-814-7890

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

①津田の松原サービスエリア　様より①津田の松原サービスエリア　様より
「讃岐だし醤油」200ml を
１名様にプレゼント
「讃岐だし醤油」200ml を
１名様にプレゼント

②津田の松原サービスエリア　様より②津田の松原サービスエリア　様より
「UCC 珈琲豆 500g」を
１２名様にプレゼント
「UCC 珈琲豆 500g」を
１２名様にプレゼント

③クアタラソさぬき津田　様より③クアタラソさぬき津田　様より

「クアタラソ ペアご招待券」を

２名様にプレゼント

「クアタラソ ペアご招待券」を

２名様にプレゼント

ランチペアご招待券を

４名様にプレゼント

ランチペアご招待券を

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④リーガホテルゼスト高松［中国料理 桃花苑］　様より

⑤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⑤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

「ランチペアご招待券」を

４名様にプレゼント

「ランチペアご招待券」を

４名様にプレゼント
※瀬戸・桃煌・フィオーレのいずれかをお選びください

⑥JRホテルクレメント高松　様より⑥JRホテルクレメント高松　様より
「ランチペアご招待券」を
1名様にプレゼント
「ランチペアご招待券」を
1名様にプレゼント

⑦アルファ津田カントリークラブ　様より⑦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

1ラウンドプレー招待券を

2名様にプレゼント

※枚数は事務局にて決定し、
お引き渡しとなります。

⑨ウェルぱる高松事務局　より⑨ウェルぱる高松事務局　より
イオンシネマ映画観賞券
２枚セットを５名様に
１枚を８名様にプレゼント

イオンシネマ映画観賞券
２枚セットを５名様に
１枚を８名様にプレゼント

（海苔、日本茶、洗濯洗剤、今治タオル）
※商品は事務局にて決めさせていただきます
※ウェルぱる高松事務局でのお引き渡しとなります。

食品・ 生活雑貨を８名様にプレゼント食品・ 生活雑貨を８名様にプレゼント

⑧JAギフトセンターかがわトピカル　様より⑧JAギフトセンターかがわトピカル　様より

◆◆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（水）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。
〒761-0113　高松市屋島西町２３６６－１　ウェルぱる高松事務局

穴吹学園ホール 映画祭穴吹学園ホール 映画祭

本誌に掲載のイベントおよび講座などは、今後の新型コロナウイ
ルス感染症の拡大状況により変更や中止になる場合もあります。
詳細は随時ホームページでお知らせいたしますので、皆さまのご
理解とご協力をお願いします。
ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。

【ウェルぱる高松からのお知らせ】

※ウェルぱる高松事務局でのお引き渡しとなります。 ※ウェルぱる高松事務局でのお引き渡しとなります。

★応募券★
1・2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
　　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11月1日現在
　　　事 業 所　　667社（うち０人事業所7事業所）
　　　被共済者　8,404人（会報誌上では会員と表示）
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