平成 29年

豪華！
大満足の

三段重
2,200円

※写真は、三段重

三段重を10名様以上で
ちょっと
お手軽 二段重 1,700円
ご予約の方限定特典！
【ご利用時間】 10:00～21:00
①バスでの無料送迎
※完全予約制となっております。
②大浴場への日帰り入浴無料
ご利用の３日前までにお申込みください。
③宴会場利用無料 ※10時～14時限定
3時間まで
◆お茶、ジュース、ビール など
ドリンクのご予約も承ります。
④宴会場でのカラオケ使用料無料
◆ゴザの貸出もございます。

第3回

焼酎まつり

3/17

無料送迎
いたします！

（金）

※詳細はフロントまで

焼酎好きにはたまらない！約15種類の焼酎をご用意！
飲み比べをお楽しみください♪
ビールや
焼酎一例

●赤武者 ●半ぴどん ●赤江 ●熊本城

［会場］鳳凰の間 ［時間］18:30～
［料金］前売 男性3,200円/女性2,700円
当日 男性3,500円/女性3,000円
伊豫國アルテ・ガレリア春の特別企画
こども達の造形遊び教室

第7回 アトリエ若

ソフト
ドリンクも
飲み放題♪

前売券
好評販売中
※電話予約可

3/8（水）
～12（日）

軌跡展

こども時代に培われた感性との出会いは一生色褪せることはありません。
こどもたちとの視線の先に、そして感じている心に、
ぐっと五感のピントを合わせ、この遊びの軌跡をご覧ください。
入場
するともう、あなたもこどもたちと友達です。 宮崎和香
［時間］10:00～17:00 ［会場］市民ギャラリー（体育棟）

伊豫國アルテ・ガレリア春の特別企画

第36回
入場
無料

虹の会 絵画展

無料

3/14（火）
～19（日）

色鉛筆画、油絵を多数展示
［時間］10:00～17:00
総勢30名の作品をご覧ください。 ※初日は13:00開場
［会場］市民ギャラリー（体育棟）

最終日は15:00閉場

投稿 俳句の優秀作品［入選］
通るたび 見上げ好きよと 八重椿

曽根勝子 71歳

俳句・川柳
募集中！

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

※表示価格は全て税込です。

歓送迎会宴会プラン
選べる 盛合 4,000円/3,000円
コースは 会席 4,500円/3,500円
５種類！ もつ鍋コース 3,000円

120分 飲み放題
各コース ＋1,500円
＋700円
（ソフトドリンクのみ）

お得な６つの特典
①花束プレゼント ※
②送迎バス無料 ※
③当日の会議室料20％OFF

④入浴無料券進呈 ご利用日から
１週間有効
⑤カラオケ使用料無料
⑥宴会場備品貸出無料 ※

ご予約はフロントまで

4/23（日）

【３・４月限定】

（土）

春です！桜の下で楽しくお花見しましょう♪

3/11

お花見弁当

ウェルピア伊予

通信

いよのくに

3

月号

幹事さんも安心！
送迎から二次会・宿泊まで
ウェルピア伊予にぜ～んぶお任せ♪

※ご利用条件がございますので、詳細はお問い合わせください。ご希望の方はご予約ください。

第34回
なつかしの

歌声喫茶

3/12
（日）

時間 13:30～15:30（13:00開場）
会場 展望スカイラウンジ♪ ●早春賦 ●花 ●なごり雪
料金 1,000円 ドリンク・お菓子付 ●高校三年生 ●青春時代 他

♪

※完全前売りチケット制

※チケット好評販売中！

※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）

大人のための
出会い カフェ
パーティー

3 5

開催日： 月 日(日)
眺めのいい展望
開催時間：14時～17時 スカイラウンジで
初開催！
募集：40歳以上の
独身の男女各12名
参加費：男性3,000円/女性1,500円

※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。（軽食、ドリンク込）

1泊2食付宿泊プラン

おみやげ付で

い～よ

3/31（金）までの期間限定！

このお値段で
おみやげもついて
とってもお得♪

プラン

おみやげは選べる③コース

大人お一人様

7,000円

小学生6,500円

①海産物コース お好きなコースを
選んで予約時に
②山コース
お知らせください♪
③柑橘コース

チェックイン15:00～ チェックアウト～10:00
※年齢割引など他のサービスは適用外となります。※ご利用の際は、ご予約ください。

ウェルピア
伊予杯

第3回

テニス大会

雨天
中止

受付 8時～
3/26（日）小学生の部 【参加費】
1,000円 試合開始
※申込締切
4/ 2（日）中学生の部 （保険代込） 9時半～ 小学生の部
3/19

プレイ＆ステイ体験教室

参加無料

3/26（日）・4/2（日）開催

参加をご希望の方はお電話にてお申込みください

〒799-3105

①10:30～
②13:00～

中学生の部 3/26
フロントまでお申込みください

お気軽にご参加ください♪

《小学2年生以下対象》

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！

お料理食べ放題♪
ソフトドリンク
飲み放題♪

スーパーバイキング
３月のおすすめ料理

平日

菜の花は、緑黄色野菜！
鉄分が豊富で貧血
気味の方に効果的！

ひなあられ

など

を数量限定でご用意♪

※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、 ※タイムサービスでのご提供となります。
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。

食 の モ ニ タ ー募集

ウェルピア伊予杯

新 春

ゴルフコンペ

レ ス ト ラ ン 五 色 に て お食事をして
いただき、食後に調理スタッフと共に
ミーティングを行い、ご意見をお聞か
せいただける方を募集いたします。

春まつり

体育館休業のご案内

短期体操教室
期間:3/18（土）～3/20（月）

♪

対象：４歳～小学校低学年
料金：３日参加 5,000円
1日参加 2,000円
会場：ウェルホール

♪

♪

担当：橋本

生徒募集！

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！

〈コース〉

《初回体験無料》

新体操教室

広告
毎週月曜日

［時間］

各種教室開講中

Facebook

https://www.facebook.com/hugme2015/

BOOK
CAFE

わくわくおはなし会

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

●ヨガ●ピラティス●囲碁塾
●転ばん体操●ステップ運動
●いきいき麻雀●絵画教室

見学・無料体験受付中！

※時間など詳細はお問合せください。

問合せ：代表 竹田慶子 090-4782-1440

場所：ウェルピア伊予体育館

のいずれかをご利用のお客様
は、ワンドリンクのご注文
なしでもコンサートをご覧
いただけます♪

♪

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♪

※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。

スポーツ教室

3/19（日）13:30～14:00
5回参加すると
プレゼントが
もらえるよ♪

対象に「よみきかせ」をします。
絵本、紙芝居などお楽しみいっぱい！

♪

♪

毎月第3日曜日開催中！

参加無料 赤ちゃんから小学生を

♪ 毎週日曜日開催中 ♪

～ 3月の出演者＆演奏予定曲 ～

5日（夜）大萩 康喜（尺八）
古典本曲「本調」 他
12日 ※歌声喫茶開催のためお休み
19日（夜）秋川 啓（ギター）
冬木 ゆみ（ボーカル）
春よ、来い 他
26日（昼）ＭＡＭＩＫＯ（ピアノ）
スイートメモリーズ 他

お問合せ・お申し込みは

担当：橋本
お問合せ・お申し込みは
ARROWSスタジオ 084-982-8478

時間10:30～11:45（変更の可能性あり）

◎ジャズ、邦楽などの演奏を行っております。
ク
会場：本館1階 喫茶ラウンジ瀬戸
無料
リン 制
場
ド
ー
ン
入
◆昼の部 13：00～14：00（休憩有）
ワ ーダ
♪
オ
◆夜の部〈1部〉19：00～19：40
伊豫の湯、レストラン、宿泊
〈2部〉20：00～20：30 ♪

鉄棒・跳び箱・マット運動が
ぐんぐん上達する３日間！

毎月第２火曜日開催

【詳細に関するお問合せ・お申込みはこちらまで】

10:00～16:00

ロビーコンサート

レストラン五色をご利用のお客様に
クッキーをプレゼントします♪ ※数量限定

タッチケア（ベビーマッサージ）と
3/14
歌や絵本の遊びを中心に
毎月おやこで一緒に楽しみませんか？

with
会場: 体育館／屋外ピロティ
ハンドメイド 手づくりの雑貨や
マーケット おいしいものなどが大集合!!
in えひめ
約100店舗出店予定!!

3月13 日 以 降 の 体 育 館 の ご 予 約 に
関しましては、フロントまでお問合せ
ください。 ℡ 089-983-4500

＊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。

クッキー プレゼント

はぐみぃ

4/22（土）23（日）

2017

3月12日まで耐震補強工事の
ため体育館のご利用はできません。

3歳以上…10:00～10:50
小 学 生 …11:00～11:50

※ゴルフ練習場
にて販売

50円引き

ウェルピア 子育てひろば

お買い得！

プリペイドカード
5,000円⇒4,000円
３月限定 20 ％割引 10,000円 ⇒8,000円

ゴルフ
練習場

お気軽にご応募ください！

無料

3/14 限定

※3/1より申込受付スタート（クラブハウスまで）

お申込みは、フロントまで！ ※3/17締切

3/12（日） 会場：ウェルホール

ホワイトデー

（水）

喫茶ラウンジ
瀬 戸

（有効期限：Ｈ29年3月1日～31日）

（3歳以上）

3/22

（※毎月1日開催予定）

親子サーキット
運動体験会 参加

888円
小学生 780円
幼 児 380円
（65歳以上）

参加費：3,000円（プレイ費、昼食費は別途必要）

〈応募条件〉ウェルピア伊予を
良くしたい！と思っている方なら
どなたでもＯＫ ※毎回参加できる方

＊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。

高齢者

会場：松山ロイヤルゴルフ倶楽部

〈募集定員〉10名
〈期間〉4～6月までの3ヶ月間

（有効期限：Ｈ29年3月1日～31日）

【 料 金 】
大 人 999円

ひなまつり

100円引き

スーパー
バイキング

（ＯＳ14：00）

３/３は

●豆腐とカニカマの
たけのこは、カロリーが低く
風味揚げ
タンパク質を多く含むので
●新キャベツの浅漬け
ダイエットに効果的！

●たけのこの煮物

ARROWSスタジオ
084-982-8478

60 分間

90 分間

当日の入浴も
セットになって
とってもお得！

●菜の花の辛子和え

鯖に含まれる
ＥＰＡとＤＨＡは血中のコレステロールや
中性脂肪を減らす働きがあり血栓や動脈硬化が
原因の脳梗塞や心筋梗塞予防に効果的

ARROWS

切りとってウェルピア伊予へＧＯ!!

【営業時間】11:00～14:30

●焼塩サバ

春休み特別企画

お得なクーポンコーナー

土・日・祝日

【お得クーポン】【お得クーポン】

※表示価格は全て税込です。

レストラン五色 ランチタイム

広告

セレクト 生徒募集！
サッカーやバスケ、テニスなど様々な
スポーツを経験し巧みな体の使い方を
身に付けながら自分に合ったスポーツを
選んでいくスポーツ教室です。

～毎週土曜日開講（年43回）～
時間：14:00～15:30
対象：小学生（3年生～6年生）
場所：ウェルピア伊予
（種目によって会場が変わります）

見学・無料体験受付中！
問合せ：スポーツインターフェイス
下﨑 089-996-6601

スタッフ募集！正社員・契約社員
登用制度有
●フロント 常勤パート

1日8時間程度

●フロント 宿直パート

（深夜割増有）
20時半～翌8時半の間で8時間程度

●清掃パート（シフト制）8時～17時の間で4時間程度

※交通費支給 ※未経験者歓迎
※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

983-4583

3 月のイベントカレンダー
1(水） ●3月限定ゴルフプリペイドカード割引販売
5(日） ●大人のための出会いカフェパーティー
●ロビーコンサート（夜）

8(水） ●伊豫國アルテ・ガレリア春の特別企画
『第7回アトリエ若

軌跡展 』（～3/12）

11(土) ●お花見弁当販売開始（～4/23）
12(日) ●第34回なつかしの歌声喫茶
14(火) ●伊豫國アルテ・ガレリア春の特別企画
『第36回 虹の会 絵画展』（～3/19）
●レストラン五色 ホワイトデークッキープレゼント

17(金) ●第3回 焼酎まつり
19(日) ●わくわくおはなし会
●ロビーコンサート（夜）

22(水) ●ゴルフコンペ
26(日) ●ウェルピア伊予杯「第3回テニス大会」
●ロビーコンサート（昼）
※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

情報 大浴場 伊豫の湯 への当日入浴無料券 をプレゼント♪
得
知っ
◆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

