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たのしいイベント盛りだくさん！
みんな！！待ってるよ♪

豪華！大満足の

三段重

2,200円

二段重

1,700円

桜の下で、楽しくお花見しましょう♪

（木）まで

お花見弁当

いよのくに

通信

ウェルピア伊予

4/30

5月5日
（火）

10:00～15:00

◆白バイ・パトカー車両展示
入場無料
◆屋台／手作りマーケット
《雨天決行》
◆子どもお茶会 ◆あかちゃん広場
※一部有料及び
◆出張遊びのステーション
雨天時中止の
イベント有
◆こどもサッカー教室
◆こどもテニス教室
◆新体操演技披露 ◆ポニー乗馬体験
◆バギーカートラジコン体験
◆なぞときウォークラリー など
時間などの詳細は、フロントまでお問合せください。

※イベント内容は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

三段重を10名様以上でご予約の方には、
無料送迎や宴会場利用料無料
などの限定特典がございます！

『フリーマーケット』

出店者募集！※12区画限定 （約1.5×1.5ｍ）

※詳細はお問合せください。

夜桜も楽しめます♪

第 53 回

※完全予約制となっております。
ご利用の３日前までにお申込みください。

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バーベキュー！

［時間］13:30～15:30（13:00開場）
楽しく
みんなで ょう！
［会場］展望スカイラウンジ
歌いまし
［料金］1,000円 ※完全前売りチケット制（ドリンク・お菓子付）

予約制

① 2,600円
② 3,600円

※5名様以上にて５日前
までにご予約ください
Fun Space㈱主催 健康増進事業

健幸 Fun Club

5月限定 新緑の宴会プラン
＊＊＊飲み放題込のらくらくプラン＊＊＊

※写真はイメージです。

会席料理…5,500円/6,600円/8,800円
盛合料理…5,500円/6,600円

スポーツ施設利用半額
無料送迎 など
ご利用特典あり★

新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う
対応についてのご案内 （3 月 27 日現在）

オプションメニューも
ご用意しています♪
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！

休館日の 6月9日(火)～6月11日(木)までの３日間
ご案内 施設設備点検のため休館させていただきます。
※詳細は、次号にてご案内いたします。

平素より、ウェルピア伊予をご利用いただき誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染防止と安全確保のため、4 月 9 日までレストラン
バイキングの休止、4 月末までのイベントの開催を中止いたしております。
何卒、お客様のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※今後、状況に応じて随時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。
中止イベント一覧

実施期間：2020年 4/1～ 2021年 3／24 抽選会は、毎月25日開催
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

※表示価格は全て税込です。

※お問合せ、ご予約はフロントまで

4 月限定 歓送迎会宴会プラン

無料送迎など特典有！

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♪

選べる２コース

プラス1,600円で
2時間飲み放題！

♪

※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。（電話予約可）

4/1（水） 11/30（月）

（※お一人様の料金です）

歌声喫茶♪ 5/31（日）

なつかしの

ガーデンバーベキュー

お子様料金 1,600円

お申し込みは
フロントまで

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止する場合がございます。

【ご利用時間】 10:00～21:00

※写真は、三段重

1区画 500円

◆第 1 回ウェルピア伊予杯
◆第 37 回いよし花まつり
テニストーナメント
（4 月 18 日、19 日）
（4 月 4 日、5 日、12 日）
◆ウェルピア伊予春まつり 2020
◆わくわくおはなし会（4 月 19 日）
with handmade market in EHIME
◆ロビーコンサート（4 月中）
（4 月 25 日、26 日）
※5 月以降に開催のイベントに関しましても、状況に応じて中止する場合がございます。

〒799-3105

愛媛県伊予市下三谷1761-1

TEL 089-983-4500

FAX 089-983-5729

https://welpiaiyo.jp/
管理運営：指定管理者

Fun Space 株式会社

公式instagram
フォローお願いします！

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
4月のおすすめ

5月のおすすめ
●たまねぎの天婦羅

伊予市と松山大学と伊予農業高校が
コラボしてメニューを考案！

5／1 0

切りとってウェルピア伊予へＧＯ!!

60 分間

＊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。

【 料 金 】
大 人 999円
高齢者 888円
（65歳以上）

小学生
幼 児

量
お母さん（女性）に ※ 数
限定
ささやかですが
プレゼントを差し上げます♪

（3歳以上）

スーパー
バイキング

780円
380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。

※ランチタイムのみ

～スーパーバイキングの営業再開についてのご案内～

※交通費支給
※未経験者歓迎

① フロント

急募

［時間］8時～22時の間で8時間
［時給］790～1,000円

5/17

◆パート ［日給］ 8,000円

［時間］6時～23時の間で4～6時間
［時給］790～1,000円

◆パート・アルバイト
［時間］6時～23時の間で4～6時間
［時給] 790～850円

③設 備

毎月第3日曜日開催中！

募！⑤ ベッドメイク

急

◆常勤（フルタイムパート）

※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］

◆常勤（フルタイムパート）

総務 城戸

［時間］9時～18時
［時給] 800～1,000円

期間：6月末頃～9月初旬

5／20

ゴルフコンペ
※競技費、昼食費は別途必要

員に
参加者全
！
有
品
賞

1組目…9時スタート予定
※表彰は、ウェルピア伊予にて行います。

お申込みはクラブハウスまで

5/8
締切

ウェルピア伊予 イベントカレンダー

4

1(水） ●ガーデンバーベキュー

30(木) ●歓送迎会宴会プラン（最終日）
●お花見弁当販売（最終日）

5

3(日） ●ロビーコンサート（昼）
5(火） ●こどもまつり2020

月

●ロビーコンサート（夜）
●わくわくおはなし会

20(水) ●第24回ウェルピア伊予杯ゴルフコンペ
24(日) ●ロビーコンサート（夜）
31(日) ●第53回なつかしの歌声喫茶
※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。

4 月より再開いたします。教室ごとに日程が異なりますので
フロントまでお問合せいただくか、HP にてご確認ください。

ロビーコンサート♪

② 6/14（日）

春

4月のロビーコンサートは
中止させていただきます
※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。

毎週日曜日開催中
♪ ♪

日帰り保養
平日の10時～15時限定
入浴とお料理がセットになった
お得なパックプランです！
最大５時間ゆっくりと！
カラオケも楽しめます！

●湯悠コース
…3,300円
●湯快コース
…2,200円

※詳細はお問合せください。

得
知っ報
情

～ 5月の出演者＆演奏予定曲 ～
3日（昼）戸田 冬子（フルート）♪
まちがいさがし 他
10日（夜）HIROSHI＆S 3（JAZZ）
ダニー・ボーイ 他
♪
17日 ※お休み
24日（夜）J I R O S （ギター弾語）
傘がない 他
31日 ※お休み

♪

お食事とお風呂の

※お申し込みは、フロントまで
【協力】武智写真館

’

♪

参加費：1,300円（全２回）

フォトレッスン

♪

～ 4月の出演者＆演奏予定曲 ～

花やみどりに囲まれた敷地内で
写真撮影を楽しみませんか？

13:00 ～ 16:00

◎ジャズ、邦楽などの演奏を行っております。
無料
会場：本館1階 喫茶ラウンジ瀬戸
ク
場
ン
♪
リ
入
◆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 ♪

無料送迎も
いたします

17(日) ●フォトセミナー2020春

フォトゼミ＆撮影会

※体験は、一部教室を除きます
※お申し込みはフロントまで

スポーツ教室

広告

エルピススポーツアカデミー

広告

サッカー教室
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？

［対象］3歳～小学6年生
幼児・・・15:00～16:00
小学生・・15:00～17:00
場所：ウェルピア伊予 WIGC

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

新体操教室

広告

セレクト 生徒募集！ 生徒募集！

バスケ、テニス、サッカーなど様々な
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～
時間：①14:00～15:30
②15:30～17:00
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）
体験料
1,000円

見学・体験受付中！

問合せ：スポーツインターフェイス
下﨑 089-950-4745

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♪

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〉

10(日) ●レストラン五色 母の日プレゼント

見学・体験無料！

毎週月曜日

月

営業スタート（～11/30）

13:00 ～ 16:00

好評開講中！

［時間］

[会場]高原ゴルフ倶楽部
[参加費]3,000円

（水）

5/17（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。

毎週土曜日

※詳細はお問合せください。

第24回 ウェルピア伊予杯

①

50円引き

●ヨガ（火曜/金曜） ●転ばん体操（月曜）
●ピラティス（金曜）●絵画教室（火曜）
毎月第2
●囲碁塾（金曜・土曜）●はぐみぃ( 火曜日 )

フォトセミナー 2020

089-983-4583

夏期プールアルバイト募集

参加
無料

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！

◆パート・アルバイト

［時間］9:30～15:30の間4～6時間
17:00～20:00※終了次第
［時給］790円～850円

13:30～14:00

4/19 はお休みさせていただきます。

［時間］18:00～翌9:00（内休憩7時間）

② ホールスタッフ（接客）

監視/売店/受付

わくわくおはなし会

！ ④ 設備（夜間）

◆常勤（フルタイムパート）

各種教室

ＢＯＯＫ ＣＡＦＥ

喫茶ラウンジ
瀬 戸

（有効期限：2020年4月1日～5月31日）

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、3月7日から営業を休止しておりましたが、 4 月 9 日より営業を再開
させていただく予定です。これまで以上に衛生面には十分注意し営業いたしますので、お客様にも手洗い、消毒等の
ご協力をお願いいたします。また、状況に応じて再度休止させていただく場合もございますので予めご了承ください。

～スタッフ募集～

円引き

（有効期限：2020年5月1日～5月31日）

毎週水曜定休

※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。

４
100
５

（有効期限：2020年4月1日～4月30日）

（ＯＳ14：00）

限定

100円引き

スーパー
バイキング

11:00～14:30
【営業時間】

●白身魚のマヨネーズ焼き 母の日プレゼント
●蕗の山椒煮 など
レストランご利用の

※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。

お得なクーポンコーナー

土・日・祝日

90 分間

当日の入浴も
セットになって
とってもお得！

たまねぎに含まれるケルセチンは
ポリフェノールの一種で、紫外線から
肌を守り、シミやシワを防ぐ効果が
あるといわれています。

●びわ葉ちゃきこみご飯
●揚げ茄子のかつお香味だれ
●たけのこの天婦羅
●さごしの焼物 など

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。

