handmade market
in EHIME

ハンドメイドマーケット

11 月
4 日 .5日

2017年

（土） （日）

10:00～16:00

選べるコースは２種類

２日間で
約150ブース

県内外の作家さんとの
会話を楽しみながら
手づくりの作品に
出店予定
ふれあうことができます。

11/5(日)

愛媛交響楽団員による
13:00～
アンサンブルコンサート 《本館喫茶》
※イベント内容は、変更させていただく場合が
ございますので、あらかじめご了承ください。

11 月

みかん採りお疲れさま 平日＆日曜日
限定
宿泊プラン 10名様以上のご利用でお得♪
1泊2食付で
なんと!!

5,000 円

①1,800円
②2,500円

面倒な炭起こしや後片付けは不要！
焼いて食べるだけの楽々BBQ！

10/31

（火）まで
ガーデン
バーベキュー ◆予約制

選べる２コース

①2,500円
②3,500円

飲み放題や
オプションメニューも
ご用意しています！

※土曜・祝前日はご利用いただけません。※年齢割引は適用外となります。
※ご利用の際は、ご予約ください。※チェックイン15:00～／チェックアウト～10:00

忘年会宴会プラン

団体様は
無料送迎
いたします！

体育施設2時間半額券
プレゼントなど
特典あります！

●宴会場室料無料
●カラオケ使用料無料
●無料送迎サービス

今年の忘年会はウェルピア伊予で！

飲み放題や
オプション
メニューも
ございます！

11/11

スポーツ施設利用半額！無料送迎などご利用特典有！
※5名様以上にて3日前までにご予約ください。

こ そ あ ど 展

(土)

スタート

「こ」れも、「そ」れも、
11/14（火）
「あ」れも、「ど」れも…
24（金）
そんな言葉遊びように私たち3人
それぞれの手仕事を集めてみました。
いろんな皆さんがいろんな感性でご覧ください。

5,000

第38回
なつかしの

その他、無料送迎など
特典あります！

会場：市民ギャラリー（体育棟）
入場無料
時間：10時～18時（最終日は15時まで）

ご予約・お問い合わせはフロントまで

歌声喫茶

♪

11/23
（木・祝）

♪

【時間】13:30～15:30 （13時開場） みんなで楽しく
歌いましょう！
【会場】展望スカイラウンジ
【料金】1,000円 ドリンク・お菓子付
●紅葉 ●旅愁 ●風
チケットはフロントにて販売中！

♪

●君といつまでも 他

※参加をご希望のお客様は、必ず前売り券をお買い求めください。（電話予約も承ります）

ちょっと
眺めのいい展望
大人の
スカイラウンジで カフェ
大人の
ための カフェ
開催！
出会い パーティー 出会い パーティー

11 19

開 催 日：
月
日(日)
開催時間：14:00～17:00
募
集：40歳以上の
独身の男女各12名
（軽食、ドリンク込）

※表示価格は全て税込です。

12 10

開 催 日：
月
日(日)
開催時間：14:00～17:00
募
集：30～50歳までの
※10/10より
独身の男女各12名
受付開始

参加費：男性3,000円/女性1,000円

TOSHI×宮崎和香×勇春菜

伊豫國アルテ・ガレリア秋の特別展

●会席 ●盛合 ●鍋会席
さん
幹事 ク♪
ラ
飲み放題込のポッキリパック
円～
ラク
30名様以上でご利用の方に
バイキングペア招待券プレゼント

いよのくに

農家のみなさま！お待たせしました！

◆予約制
2名様より

通信

ウェルピア伊予の
屋台も出店！！

（火）まで

10名様以上で
ご利用の場合は
3日前までに
ご予約ください

手づくりの雑貨をはじめ、
衣類や布小物、木工品、陶器、
ガラス細工、おいしいもの
などが大集合！

ロビーコンサート特別編

いもたき 10/31

平 成 二 十 九 年 十 ・十 一 月 号

2017 with

体育館
屋外ピロティ

秋まつり

会場

※半数以下の場合開催を中止する
場合がございます。
※お申込み多数の場合は抽選となり
ます。あらかじめご了承ください。

伊豫國アルテ・ガレリア主催

第6回 いよっ子

写生大会

参加無料

【開催日】10月28日(土) ※雨天時は、翌29日に順延
入賞目指し
て
【時間】9時～15時 【会場】ウェルピア伊予内
がんばろう
！
【対象】幼児～小学生【賞】優秀作品に賞状と記念品を授与
お問合せは、伊豫國アルテ・ガレリア事務局

TEL983-4500 （ウェルピア伊予内）

参加作品展示 11/3 (金）～12 (日）
市民ギャラリー（体育棟） 10:00～17:00

いよし市民総合文化祭

ウェルピア伊予
にて開催！

0回
第1
＆ ふるさとフェスティバル

10月28日

30日

イベント盛りだくさん♪
※詳細に関するお問合せは、伊予市社会教育課まで 983-4051
土

月

投稿 俳句の優秀作品［入選］

俳句・川柳 募集中！

◆あさがおと ほおふくらませ にらめっこ
◆ねつかれず せなかにバツの 水着あと

みかん

8歳

新岡 樹

9歳

フロントロビーに投稿ＢＯＸを設置しています！ ◎優秀作品は、 伊豫國通信へ
掲載させていただきます。
お気軽にご投稿ください♪

平成29年度より、伊豫國通信の発行が2ヶ月毎になりました。
〒799-3105

愛媛県伊予市下三谷1761-1

TEL 089-983-4500

FAX 089-983-5729

http://welpiaiyo.jp/
管理運営：指定管理者

Fun Space 株式会社

メルマガ会員募集中！

レストラン五色 ランチタイム

【お得クーポン】【お得クーポン】【お得クーポン】

切りとってウェルピア伊予へＧＯ!!

100円引き スーパーバイキング

スーパー
バイキング

10
100
11

（有効期限：Ｈ29年10月1日～10月31日）
＊本チケットをお持ちいただくと、スーパーバ
イキングを5名様まで100円引きいたします。
＊他のメニューには、ご利用いただけません。
＊他の割引との併用はできません。

スーパー
バイキング

●レンコンのしそ風味和え

円引き

＊本チケットをお持ちいただくと、スーパーバ
イキングを5名様まで100円引きいたします。
＊他のメニューには、ご利用いただけません。
＊他の割引との併用はできません。

50円引き

（有効期限：Ｈ29年10月1日～11月30日）
＊本チケットをお持ちいただくと、喫茶にて
5名様まで、50円引きいたします。
＊他の割引との併用はできません。

わくわくおはなし会

13:30～14:00

～スタッフ募集～

①～③
正社員/契約社員/常勤パート…1日8時間程度
パート/アルバイト…1日4時間程度
④パート…20時半～翌8時半（夜間割増手当有）
⑤パート…8時～22時の間で5時間（交替制）

※時給などの詳細はお問合せください。
※面接をご希望の方は、電話連絡の上、
履歴書(写真貼付)をご持参ください。

担当:総務
エルピススポーツアカデミー

983-4583
広告

生徒募集！

サッカー教室の生徒を
募集しています。
運動が苦手でも大丈夫！
一緒に楽しくサッカーしませんか？

毎週土曜日

サッカー教室

10

29

（日 ）

お申込み、
詳細のお問合せは
フロントまで

楽しいイベント
盛りだくさん♪

ゴルフコンペ

見学・無料体験受付中！
問合せ：エルピススポーツアカデミー
089-964-3500

フォークソングライブ
なつかしのフォークソングを
たっぷりとお届けします！

広告
毎週月曜日

10

15(日)
20(金)
22(日)
28(土)

幼児・・・・・・17:00～
小学生・・・・・18:10～
小中選手育成・・19:10～

場所：ウェルピア伊予体育館

見学・無料体験受付中！
問合せ：代表 竹田慶子 090-4782-1440

5日（昼）秋まつり特別編
♪
愛媛交響楽団員による
アンサンブルコンサート
12日（夜）HIROSHI&S 3（JAZZ）
I remember Clifford 他
19日 ※おはなし会開催のためお休み
26日（夜）冨田あや子とJAZZの旅
Around
The World 他

♪

♪

♪

※出演者、演奏予定曲は予告なく変更させて
いただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

ご覧いただいた後は、大浴場〈伊豫の湯〉への入浴が無料になります♪

●ロビーコンサート（夜）
●第10回いよし文化祭＆
ふるさとフェスティバル（～10/30）
●第6回いよっ子写生大会

●いもたき（最終日）

1(水） ●みかん採りお疲れさま
宿泊プラン（～11/30）

♪

1日（昼）戸田 冬子（フルート）
情熱大陸 他
8日（夜）堀 裕司（ピアノ）
Time After Time 他
15日 ※おはなし会開催のためお休み
22日（夜）片山 慈（津軽三味線）
津軽じょんがら節曲弾き 他
29日 ※伊予市文化祭のためお休み

●ウェルピア伊予杯 ゴルフコンペ

31(火) ●ガーデンバーベキュー（最終日）

◎ジャズ、邦楽などの演奏を行っております。
料
会場：本館1階 喫茶ラウンジ瀬戸
ク
ン
♪ 入場無
リ 制
◆昼の部 13：00～14：00（休憩有）
ド ー
ン
ワ ーダ
◆夜の部〈1部〉19：00～19：40
オ
♪
〈2部〉20：00～20：30 ♪
～11月の出演者＆演奏予定曲～

●わくわくおはなし会

ハロウィンお菓子プレゼント

♪

～10月の出演者＆演奏予定曲～

好評開講中！

29(日) ●レストラン五色

4(土） ●秋まつり2017 with
hand made market in EHIME（～11/5）

11

月

〈コース〉

竹田RG新体操教室の
生徒を募集しています。
リズムに合わせて体を
動かしてみませんか？ボール・ロープ
などを使って楽しくレッスンしています！

10/5(木)

1(日） ●ロビーコンサート（昼）
8(日） ●ロビーコンサート（夜）

毎週日曜日開催中

♪

20

（金）

ウェルピア伊予 イベントカレンダー

お申し込みはフロントまで

ロビーコンサート♪

10
／

●ヨガ（火曜/金曜） ●転ばん体操（月曜）
●ピラティス（木曜）●いきいき麻雀（木曜）
●囲碁塾（金曜・土曜）●絵画教室（火曜）
●ウェルピア 子育てひろば はぐみぃ（毎月第２火曜）

月

［時間］

18:30スタート！

数量限定

第 19 回ウェルピア伊予杯

11/1より受付スタート

［会 場］銀河の間

12/9（土）

お菓子をプレゼント!!

各種教室開講中

クリスマスファミリーパーティー2017
18:30～21:00

とスタッフに言ってね♪

※お申込み・お問い合わせは、クラブハウスまで

実施期間： 9／1（金）～3／24（土）
対象：18歳以上の伊予市民

12/16（土）開催決定！

お菓子をくれなきゃ
いたずらしちゃうぞ!

参加者全員に賞品あります！

2018 年

抽選会は、
毎月25日に行います！

レストラン五色へ食事に行こう!!

会場…松山ロイヤルゴルフ倶楽部
参加費…3,000 円（競技費・昼食代別） 申込締切

ウォーキングや教室に参加して
宿泊券や健康グッズが当たる
抽選会に応募しよう！
2017 年

（65歳以上）

ハロウィン前の10/29に
レストラン五色でお食事を
してくれたお子さまに

［会場］ウェルホール ［料金］前売 1,000円（当日 1,200円）※ワンドリンク込

場所：ウェルピア伊予 WIGC

生徒募集！

★ハロウィン企画★

『 健幸 Fun Club 』

伊豫國ライブ vol.35

［対象］3歳～小学6年生
幼児・・・15:00～16:00
小学生・・15:00～17:00

新体操教室

赤ちゃんから小学生を
対象に「よみきかせ」をします。
絵本や紙芝居などお楽しみに～♪

888円
小学生 780円
幼 児 380円
高齢者

（3歳以上）

Fun Space㈱主催 健康増進事業開催中！

①接客 ②調理 ③ フ ロ ン ト
④ナイトフロント ⑤ゴルフ練習場受付

※交通費支給 ※未経験者歓迎

参加
無料

毎月第3日曜日開催中！

10/15、
11/19

【 料 金 】
大 人 999円

当日の入浴も
セットになって
とってもお得！

※食材等の都合によりメニューの内容を予告なく変更させていただく場合がございますので、
予めご了承ください。おすすめの他にも和洋様々なメニューをご用意しております。

60 分間
（ＯＳ14：00）

しいたけに含まれるエリタデニンは血中の
コレステロール量を低下させる作用があり
動脈硬化の予防が期待できます。

●きのこご飯
●ゆずそば など

土・日・祝日

90 分間

●焼椎茸と白菜のポン酢和え

●大根とイカの煮物
●栗ご飯 など

BOOK
CAFE

平日

【営業時間】11:00～14:30

11月のおすすめ

レンコンにはビタミンCが多く含まれており
疲労回復・美肌効果・風邪の予防・発ガン物質の
抑制などの効果が期待できます。

（有効期限：Ｈ29年11月1日～11月30日）

喫茶ラウンジ
瀬 戸

6月のおすすめ
10
月のおすすめ

お料理食べ放題♪
ソフトドリンク
飲み放題♪

※表示価格は全て税込です。

お得なクーポンコーナー

5(日） ●ロビーコンサート秋まつり特別編（昼）
11(土) ●忘新年会宴会プラン（～1/31）
12(日) ●ロビーコンサート（夜）
14(火) ●伊豫國アルテ・ガレリア秋の特別企画
「こそあど展」（～11/24）

19(日) ●大人のための出会いカフェパーティー
23(木) ●第38回なつかしの歌声喫茶
26(日) ●ロビーコンサート（夜）
※予定は変更になる場合がございますので、御了承ください。

下記施設をご利用いただくと

報 大浴場 伊豫の湯 への当日入浴無料券 をプレゼント♪
得情
っ
知
◆レストラン五色にてお食事をされた方、お一人様につき１枚
◆喫茶ラウンジ瀬戸、ゴルフ練習場喫茶ご利用500円毎に１枚
◆体育施設ご利用500円毎に１枚 ◆ゴルフ練習をされた方、お一人様につき１枚

