平成３０年
３１年

忘新年会宴会プラン
幹事さんの味方！楽ラクパック♪ Ｈ31年1月31日(木)まで

5,000円～

題込

飲み放

※各コース飲み放題を除くことも可能ですのでご相談ください。

フォーク
12/9（日） ソング
18:30スタート！ ライブ
♪

7,000 円 /6,000 円 /5,000 円

※ワンドリンク込
前売チケット好評販売中！

出演：リセッツ

♪

ゲスト出演：夕☆ta

協力：スタジオOWL

♪

おいしいお料理も
ご用意しています♪

●びっくりマジックショー
●ポイスピニングショー
●ビンゴ大会（大人限定）
●サンタさんから
こどもたちへプレゼント

予約制

展望スカイラウンジ 7:00～8:00
入場料 大人 1,100円
子ども 500円

※お申し込みは、フロントまで

体育棟13:30～

大浴場 伊豫の湯が

ゆず湯

1/20
（日）

【日帰り入浴】

11:00～23:00
【入浴料】
大人 500円/子ども 300円

売店にて凧を販売しています。

投稿 俳句の優秀作品［入選］ 俳句・川柳 募集中！
◆オレンジの 隕石みたいな どてかぼちゃ
◆背をもたせ 無心の椅子に 秋を待つ

フロントロビーに
投稿ＢＯＸを設置
福岡きづな 7歳 しています！
お気軽にご投稿
村上邦子 79歳
ください♪

10回分の料金で11回入浴できる
お得な回数券も販売しています♪
毎月1・14日は100円引き♪

年末年始の営業及び時間変更のご案内

みんなで楽しく
歌いましょう！

[時間]13:30～15:30（13:00開場） [料金]1,000円（ドリンク・お菓子付）
※参加をご希望のお客様は、必ず前売り券を
♪
[会場] 展望スカイラウンジ
お買い求めください。（電話予約も承ります）

に♪

ゆっくりつかって
あったまろう！

つきたてのおもちを
お召し上がり 数量
いただけます♪ 限定
※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。

参加でもOKです！

12/22は、冬至です！

1日～3日までいこいの広場を開放！

1F喫茶 10:00～13:00 体験料 300円＋材料費

※表示価格は全て税込です。

参加費：1,200円（全２回） どちらか1日の

いこいの広場で凧揚げしませんか？

砥部焼絵付体験

歌声喫茶

15:00 ～ 17:00 ●プリンター体験

もちつき大会

フロント前
11:30～

《2日》 自分だけの作品を作ろう！

なつかしの

② 12/24（月・振） ●フォトレッスン

新年もウェルピア伊予で
楽しもう！

獅子舞

※お申し込みは、フロントまで

●フォトゼミ
15:00 ～ 17:00 ●撮影会

（※ドリンクは別料金です。）

宮下獅子舞
保存会の
みなさんによる

（ワンドリンク込）

① 12/2（日）

参加無料

初日の出観賞会

第45回 ♪

自然に囲まれた敷地内で写真撮影を楽しみませんか？

大 人 3,500円
小学生 1,500円
幼 児 1,000円

2019 お正月イベント

《元日》

自動エントリーされます♪

フォトセミナー 2018
2018冬
冬

楽しいイベント盛りだくさん！

※参加をご希望の方は、お電話にてご予約ください。

わくわく抽選会 に

協力：武智写真館

［受付 17:30〜］

20名様以上でご利用の幹事様は

※ご予約、詳細に関するお問い合わせはフロントまで！

︻料 金︼

18:00-20:30

①10名様以上で
送迎バス無料
②カラオケ無料
③入浴無料
④会場使用料
３時間無料
⑤当日の会議室料
20％OFF

宿泊券やディナー券が当たる！

◆盛合コース◆鍋会席コース
◆プレミアムふぐ会席コース

クリスマスファミリーパーティー2018

12/16（sun）

さらに！

なつかしの
［会場］ウェルホール
フォークソングを
［料金］前売 1,000円
たっぷりとお届けします！
（当日 1,200円）

♪

各種お料理＋２時間飲み放題

◆会席コース

IYONOKUNI
LIVE vol.38

【特典】

通信

ウェルピア伊予

いよのくに

1
・
12

宴会も宿泊も送迎もお任せ！

月号

【ゴルフ練習場】

【レストラン五色】

2018年 12月31日(月)
早朝セルフ営業 6時～ 8時
クラブハウス
8時～18時

12月31日(月)
～1月3日(木)の４日間、
スーパーバイキングを
お休みさせていただきます。

1月1日(火)
早朝セルフ営業 6時～10時
クラブハウス 10時～19時半
2019年

※喫茶コーナーのオーダー
ストップは、閉店１時間前です。

※その他の施設などは、通常通り営業させていただきます。

◎優秀作品は、伊豫國通信へ掲載させていただきます。

〒799-3105

※スーパーバイキングを除いた
メニューでの営業とさせて
いただきます。

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！

スーパーバイキング

お料理食べ放題♪
ソフトドリンク
飲み放題♪

1月のおすすめ

●イカの唐揚げ
●伊予市産 焼しいたけ

●アンコウの唐揚げ

90 分間

など

●筑前煮
●梅そば

12/31～1/3までスーパーバイキングをお休みさせていただきます。

60 分間

①フロント
◆常勤（フルタイムパート）
［時間］8時～22時の間で8時間

[時給]
780～1,000円

＊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。

888円
小学生 780円
幼 児 380円

スーパー
バイキング

（65歳以上）

［時間］6時～23時の間で8時間

[時給]
780～1,000円

◆パート・アルバイト
［時間］6時～22時の間で4～6時間

[時給]
764～850円

③調理

（有効期限：Ｈ31年1月4日～1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。

（3歳以上）

［時間］6時～22時の間で8時間

[時給]
770～1,000円

◆パート・アルバイト

[時給]
［時間］9時～22時の間で4～6時間 764～850円

◆洗い場パート・アルバイト
［時間］20時～24時

[時給]
955円（深夜手当含）

④設備
◆常勤（フルタイムパート）
［時間］9時～18時

[時給]
800～1,000円

※交通費支給 ※未経験者歓迎 担当:総務
※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。

983-4583

ウェルピア伊予 イベントカレンダー
2(日） ●フォトセミナー2018 冬
●ロビーコンサート（夜）

9(日） ●IYONOKUNI LIVE vol.38
「フォークソングライブ」
●ロビーコンサート（昼）

月

16(日) ●わくわくおはなし会
●クリスマスファミリーパーティー2018

22(土) ●冬至 大浴場伊豫の湯〝ゆず湯″
23(日) ●ロビーコンサート（昼）
24(月) ●フォトセミナー2018 冬
30(日) ●ロビーコンサート（夜）

50円引き

（有効期限：Ｈ30年12月1日～H31年1月31日）

第7回 新春囲碁大会

＊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。

【開催日時】平成31年2月10日(日)
レストラン五色にてお食事を
9時～16時（受付：8時半～9時）
していただき、ご意見を
【会
場】ウェルホール（体育棟）
お聞かせいただける方を
（※毎月1日開催予定）
募集します。
【参 加 料】1,000円 ※昼食をご希望の方は別途500円にて承ります。
〈募集定員〉10名
【申
込】1月25日までに、指定の申込用紙に
ご記入の上、囲碁塾事務局までご提出ください。 〈期間〉1～3月

初日の出観賞会、獅子舞、もちつき大会

2(水） ●お正月イベント 砥部焼絵付体験
6(日） ●ロビーコンサート（昼）
●ウェルピア伊予杯
少年サッカー大会（～1/14）

20(日) ●第45回なつかしの歌声喫茶
●わくわくおはなし会

27(日) ●ロビーコンサート（夜）
31(木) ●忘新年会プラン（最終日）
※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。

〈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

【競技内容】個人戦
【競技方法】1グループ4名によるリーグ戦（予定）
【表
彰】優勝・準優勝を表彰（副賞有）
※詳細に関するお問合せは、囲碁塾事務局まで TEL983-4500
Fun Space㈱主催

健康増進事業

健幸 Fun Club

ウォーキングや教室に参加して
バイキング券や健康グッズ等が
当たる抽選会に応募しよう！
2018 年

抽選会は、
毎月25日開催

送迎バス運転手募集中

参加
無料

毎月第3日曜日開催中！

20 ％割引

12/16、1/20

5,000円 ⇒4,000円
10,000円 ⇒8,000円

赤ちゃんから小学生を対象に
「よみきかせ」をします。
絵本、紙芝居などお楽しみ
いっぱい！ 13:30～14:00

※ゴルフ練習場クラブハウスにて販売

※条件など詳細に関しては
お問い合せください。

♪ ♪
◎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
♪ 入場無
ン
リ
◆昼の部 13：00～14：00（休憩有）
ド ー制
ン
◆夜の部〈1部〉19：00～19：40
ワ ーダ
オ
♪
♪
〈2部〉20：00～20：30

♪

～1月の出演者＆演奏予定曲～

♪

6日（昼）園 祥節（箏）
2日（夜）HIROSHI&S 3（JAZZ）
四季の日本古謡 他
ホワイトクリスマス 他
13日（夜）秋川 啓 他（フルート等）
9日（昼）泉 恵子（朗読）
千の風 他
泉 博之（ギター） ♪
♪
20日 ※おはなし会開催のためお休み
わすれられないおくりもの 他
27日（夜）水口 政章（ギター）
16日 ※イベント開催のためお休み
夢の途中 他
23日（昼）戸田 冬子（フルート）
クリスマスメドレー
※出演者、演奏予定曲は予告なく変更
30日（夜）JIRO’
s（ギター）
させていただく場合がございますので
安奈 他
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♪

得
知っ報
情

BOOK CAFE

12月
限定

ロビーコンサート♪毎週日曜日開催中

～12月の出演者＆演奏予定曲～

お申込みは
フロント
まで！

わくわく
プリペイド
カード がお買得！ おはなし会

2019 年

実施期間：4／1（日）～3／24（日）
対象：18歳以上の伊予市民
※お申込み、詳細の
お問合せはフロントまで

ゴルフ練習場

12/15
締切

※なるべく毎回参加できる方

下記施設をご利用いただくと

大浴場 伊豫の湯への

当日入浴無料券 をプレゼント♪

各種教室開講中 見学・体験
無料
●ヨガ ●ピラティス ●囲碁塾
●転ばん体操 ●いきいき麻雀 ●絵画
こども
●ウェルピア
子育てひろば はぐみぃ ● スポーツ教室 セレクト
※体験は、一部教室を除きます。※お申し込みはフロントまで。

新体操教室
生徒募集！

広告

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〉

月

13(日) ●ロビーコンサート（夜）

までの3ヶ月間

※12/20より申込開始。申込用紙はフロントにご用意しております。

毎週月曜日

1(火） ●お正月イベント

1

伊豫國囲碁塾主催 ウェルピア伊予杯

喫茶ラウンジ
瀬 戸

（※1月のみ4日開催）

◆常勤（フルタイムパート）

12

円引き

食のモニター 募集

②ホールスタッ フ（接客）
◆常勤（フルタイムパート）

12
100
1

（有効期限：Ｈ30年12月1日～12月30日）

※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。

～スタッフ募集～

100円引き

スーパー
バイキング

高齢者

当日の
入浴も
セットになって
とってもお得！

など

切りとってウェルピア伊予へＧＯ!!

【 料 金 】
大 人 999円

アンコウの身の大半は水分で構成されているため
低カロリー食材としてダイエット食として人気

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されます

お得なクーポンコーナー

土・日・祝日

【営業時間】11:00～14:30 （ＯＳ14：00）

12月のおすすめ

●ちりめんご飯

平日

【お得クーポン】【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

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

体育施設利用者限定
当日入浴割引サービス

◆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

◆体育施設ご利用の方は、
割引料金の300円にて
ご入浴いただけます。

