
「いやしなびKPCライフサポート倶楽部」が始まっています。
ＫＰＣホームページからログインし、特別な優待内容をご覧ください。
●パソコンの場合は上のアドレスよりご登録してください。
●スマホからの場合は右のQRコードよりアクセスしてください。
●初回ログイン時にご利用の登録が必要です。※「いやしうぇぶショップ」への登録とは異なります。

発行●KPC （公財）京都中小企業振興センター 
京都市中京区蛸薬師通室町下ル山伏山町540番地 丸池藤井ビル5階
TEL：075-255-6655　FAX：075-255-6644
営業時間●AM9：00～PM5：30　休業日●土曜・日曜・祝日

毎月20日発行　発行部数 23,000部

●婚活バスツアー　●京都ええ店食べある記
●ハイキングサークル　●会社見学　
●KPC事務局からのお知らせ

ボウリング大会・フットサル大会、開催します！
●チケットあっ旋 京都ハンナリーズ、時代祭　他

コンテンツ

KPCホームページ「いやしうぇぶKPC」もご覧ください。
KPC 検索www.kpc.or.jp

～ライフサポート倶楽部～
岡崎カントリー倶楽部
メニューNo.002306

～ライフサポート倶楽部～
兵庫カンツリー倶楽部
メニューNo.002830

なび

京都ではたらく人々にライブな福利厚生を提案する会報誌　 vol.90

2 0 1 6
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今回のボウリング大会はスコアランキング形式です。所定の期間内に、ご近所のボウリング場で各自プレーしたスコアを
KPCまでご提出していただく方法ですので、ご自身の都合に合わせて参加することができます。またご提出いただいた
スコアはランキングにしてその都度発表いたします。再チャレンジOK！自己ベストでランキングに挑んでください。

〈参加手順〉参加希望者は、あらかじめ下記のエントリー用紙を期間内にKPCまでご提出ください。KPCより受付完了の連絡をいたし
ます。その後各自でゲームを行っていただき、そのスコアをKPCまでご提出ください（注意事項の①をご覧ください）。

KPC主催  第46回ボウリング大会

❶提出していただくスコア表の要件
・スコアに表示されているお名前がエント
リー氏名と一致すること。
・連続した３ゲームのスコアであること。
・実施日とボウリング場の名称が明記されて
いること。
・送付方法は郵送かFAX、もしくはスコアを写真
に撮ってメールに添付して送付してください。

❷ボウリング場について
・KPCから指定するボウリング場は
ありません。ご自身の都合のよい
ボウリング場を選んでゲームを
実施していただき、その結果のス
コアをKPCにお送りください。
・ゲーム代は各自で精算してくだ
さい。

❸近畿ブロック協議会スコアランキングについて
・第1ゲームと第2ゲームの合計でハンディなしの合計点、男女別にラン
キングを作成いたします。
・KPCが所属している(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンターの
近畿ブロック内の共同事業として、今回エントリーいただいた方全員のス
コアを提出いたします。近畿地区各団体で開催される大会を総合した結果
を踏まえて、成績優秀な方にはKPCランキングとは別の賞品をお送りさせ
ていただきます。※近畿ブロック協議会は、37自治体・会員総数約24万人の団体です。

注意事項

エントリー受付期間 ８月22日(月)～9月12日(月) 

表彰について ランキングをもとに、次の各賞を表彰し賞品を発表いたします。
個人戦 ： 優勝／準優勝／第３位／ブービー賞／HG賞  他、飛び賞あり
事業所対抗戦 ： 優勝／準優勝／第3位

スコア提出期間 9月1日(木)～10月31日(月)
参加資格 個人戦 ： KPC会員と家族／事業所対抗戦 ： ひとつの会員事業所にKPC会員４名で構成  ※個人戦とのダブルエントリー可能です。

定員 無制限
ルール 連続した３ゲームハンディ込のスコアを

ランキングいたします。  
※ハンディは１ゲームにつき、女性１５点、５０歳以上の方１０点

発表 応募されたランキングはKPCホームページにて逐一発表いたします。

近畿ブロック協議会
スコアランキング事業選考会兼

FAX

KPC主催 第46回ボウリング大会 兼 近畿ブロック協議会スコアランキング事業選考会エントリー用紙

※事業所対抗戦にエントリーされる方は、チーム編成欄に○をしてください（4名で1チームです）。
※「ランキングの表示名」は、ランキングを発表する際に使用しますので6文字程度で指定してください（ご記入のない場合は本名で発表させていただきます）。
※受付後、KPC事務局より連絡いたします。その後ゲームを始めてください。

企業番号 企業名 申込責任者

所在地

TEL

個人番号

〒

会員氏名 ランキング表示名
ランキング表示名

ご家族参加の記入欄
申込者名 年齢

はい　・　いいえ

性別

チームとして
参加されますか？

お申込みはKPCまで！  FAX：075-255-6644



ゴルフ場のご紹介
夏の暑さのピークも越え、少しずつ過ごしやすくなる季節が近づいてきました。今まで控えていた屋外の活動も再開できそうですね。
いやしなび KPCライフサポート倶楽部では、リゾートソリューション株式会社直営ゴルフ倶楽部で利用できる「リソル専用商品券」を

会員限定で発行しています（WEB 限定）。職場のゴルフコンペや気の合うご友人をお誘いのうえ、是非ご利用ください。

〈リゾートソリューション運営ゴルフ場一例〉

http://www.kpc.or.jp多数の提携先があります。詳しくは『いやしうぇぶKPC』へ！

ロ
グ
イ
ン

〈メニューの検索方法〉
いやしうぇぶKPCに
アクセス

KPC会員専用メニューから「いやしなび
KPCライフサポート倶楽部」にアクセス

会員番号・パスワードを
入力してログイン

メニューカテゴリーより
「ゴルフ」を選択

1 2 3 4

兵庫県／兵庫カンツリー倶楽部 愛知県／岡崎カントリー倶楽部
▼自然の地形を生かした歴史あるコース

兵庫県神戸市北区山田町原野字鹿見山109住所 愛知県岡崎市池金町字下北山2-39住所

▼四季折々の自然を感じ、心のままのゴルフを

10月16日（日）9：00～17：00予定（小雨決行 荒天中止）10月16日（日）9：00～17：00予定（小雨決行 荒天中止）10月16日（日）9：00～17：00予定（小雨決行 荒天中止）日程　●

フットサルスクエア京都南 京都市伏見区竹田青池町135（ふしみっとビル2F）フットサルスクエア京都南 京都市伏見区竹田青池町135（ふしみっとビル2F）フットサルスクエア京都南 京都市伏見区竹田青池町135（ふしみっとビル2F）会場　●

お申込み締切日：9月12日（月） 本誌掲載の「イベント・チケットお申込書にチーム代表者のお名前で
お申込みください。締切日以降、メンバー記入用紙をお送りいたします。

ビギナークラス（1チーム）　17,000円
ミックスクラス（1チーム）　5,000円

出場選手は5名ですが、試合中何度でも交代できますので
１チームは12名まで登録いただけます。

参 加 料

ビギナークラス（初心者を中心に構成されたチーム対象）：12チーム
ミックスクラス（お楽しみ重視チームの男女混成チーム対象）：12チーム
※規定チーム数に達し次第募集終了。※上級者のご出場はお控えください。

定 　 数

用具一式のレンタル（有償）もございます。事前にご相談ください。備 　 考

各クラス　優勝、準優勝、第3位を表彰します。
優勝チームへの副賞は、「とれたて野菜」を予定しております。

賞 　 品

・全試合7分ハーフで実施（ランニングタイム7-2-7）。
・予選リーグで勝ち点が並んだ場合は、得失点差、総得点、直接対決の勝敗、抽選の順で順位を決定。
・決勝トーナメントで同点の場合は延長戦なし。即時3名でのPK戦により勝敗を決定。
・女性のゴール（得点）は2点とする。PKの場合は１点。
・ミックスクラスは女性が試合中、常時1名以上出場していること。
・レッドカード退場者は、その後のゲームには出場できない。

大会方式（予定）

・1チーム5名以上12名以内とし、大会を通じて同一のメンバーで試合にのぞむこと。
・原則としてチームユニフォームを着用（ユニフォームがない場合はビブスを貸し出します）。
・サッカースパイクは使用不可。　・レガース（すね当て）の着用は必須。
・当日の事故、ケガ、盗難等については一切責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

注意事項

KPC会員またはその家族であること
（チームの方の個人名を登録いたしますので、KPCでのご登録がないと
出場できません）。

出場資格

日本フットサル連盟競技規則に準じる（一部大会ローカルルールあり）。競技方法

会社の仲間を集めてフットサルしましょう。応援メンバーの方々もぜひお越しください。

KPC主催KPC主催 第8回第8回enjoy!
フットサル大会



地下鉄東西線

特別展覧会 没後150年 坂本龍馬生誕300年 若冲の京都　KYOTOの若冲1 10月14日まで10月3日まで

　龍馬が亡くなっておよそ150年、近年発見された新資料を通じ
て龍馬のイメージを再構築し、幕末という時代に迫ります。

●会期：10月15日（土）～11月27日（日）
●会場：京都国立博物館 平成知新館（東山七条） 開館時間：9：30～18：00
※金曜日は20：00まで（入館は閉館の30分前まで） 休館：月曜日
※中学生以下無料。※障がい者の方とその介護者1名は無料（要証明）
※会期中、一部の作品は展示替を行います。

　数百万個のレゴ®ブロックと興奮のアトラク
ションで楽しさいっぱいの屋内プレイグラウン
ド。家族皆でレゴ®の世界を楽しみましょう。

1

（通常8,300円）7,500円S　席

宝塚歌劇花組公演
宝塚舞踊詩『雪華抄 』
トラジェディ・アラベスク

『 金色の砂漠』
●日時：11月 12日（土）11：00
 27日（日）11：00

12月　1日（木）11：00
 　9日（金）13：00
●会場：宝塚大劇場
●定数：各30枚 ●締切：9月6日

2

5 643 SKY青春指定席 
林修講演会とばんばひろふみトーク＆ライブ

（通常2,500円）1,100円全席指定

［第１部］やりた
い事とできる事
14：00～15：00

[第２部]ばんば
ひろふみトーク
＆ライブ
15：15～16：00

●日時：11月6日（日）14：00
●会場：京都テルサホール　●定数：20枚
●締切：9月12日 ※未就学児童のご入場はご遠慮ください

30周年記念島津亜矢コンサート2016
ありがとう～30年の想いを込めて～

（通常7,000円）6,000円S　席

バンベルク交響楽団

（通常16,000円）13,000円S　席

　伝統の音を守り続けている世界有数の
オーケストラと、本年89歳を迎える巨匠ブロ
ムシュテットによる『運命』と『ヴァイオリン協
奏曲』。崇高なるベートーヴェンの世界をお
届けします。
●日時：11月5日（土）16：00
●会場：京都コンサートホール大ホール
●定数：10枚　●締切：9月8日 

●日時：11月16日（水）
　14：00／18：00
●会場：ロームシアター
　京都メインホール
　（京都会館）
●定数：各20枚
●締切：9月12日 

©宝塚歌劇団 
明日海りお（前）・花乃まりあ

65

（当日1,300円）900円一　般

（当日1,100円）600円大学生

（当日800円）200円高校生

2

●会期：～2016年12月31日（土）
●会場：レゴランド・ディスカバリーセンター大阪
開館時間：10：00～19：00/20：00
（最終入場17：00/18：00）
※営業時間は季節・曜日によって異なります。ウェブサイト
　をご確認ください。
※大人の方のみお子様のみの入場はできません。

レゴランド・ディスカバリーセンター大阪 入場引換券 ひらかたパーク秋シーズン

9月30日まで没後50年 河井寛次郎展3 9月14日まで

9月9日まで12月20日まで

　～過去が咲いてゐる今、未来の蕾で一杯な今～
【構成】陶器作品を中心に約150点で構成します。
●会期：9月15日（木）～10月23日（日）
休館： 会期中無休 
●会場：美術館「えき」KYOTO
開館時間：10：00～20：00（入館は閉館30分前まで）

4

（当日2,300円）1,200円大人こども
（3歳以上）共通

みどり農園 秋の味覚めぐり チケット

11月24日まで

　野外でのBBQに「きのこごはん」それにお土産もついて、1日のんびり過ごせる観光農園
です。どちらかお好きなコースを指定してください。
●Aコース：ぶどう（ピオーネ・ロザリオ・マスカット）狩り　〈8月下旬～10月上旬〉
●Bコース：栗ひろい　〈9月上旬～10月中旬〉
●開館時間：10：00～17：00頃 期間中無休
※完全予約制です。下記までKPCチケットをご利用になる旨伝えてご予約ください。
※天候や数量の減少などで、期間中でも予告なく終了する場合があります。

（当日3,780円）2,900円大　人

（当日3,240円）2,000円小人（小学生） 

（当日4,400円）3,500円おとな
（中学生以上）

（当日2,600円）1,800円2歳～
未就学児

（当日3,800円）3,000円小学生

■お問い合わせ・ご予約先
京都府綴喜郡井手町多賀小払1

0774-82-2654 駐車場80台無料

©AKIHIRO SAGA
東進ハイスクール 
東進衛星予備校
現代文講師 林修

シニア世代の応援隊長
フォークシンガー
ばんばひろふみ

※お申込みは会員おひとり2公演2枚までとさせていただきます。

　伊藤若冲は、京都錦小路の青物問屋の長男として生まれました。本展
は、生誕300年を機に、その独自の世界観、優れた作品の数々が、18世
紀の京都だからこそ生まれたことを再確認する、京都と伊藤若冲の関わ
りをひもとく展覧会です。

●会期：10月4日（火）～12月4日（日） ●会場：京都市美術館 開館時間：9：00～17：00
※10月8日、9日は19：00まで開館（入場は閉館30分前まで）休館日：月曜日（但し、10月10日
　は開館）
※障がい者手帳等を提示の方
　と介助の方1名は無料。 
※小中生は土・日・祝日は無料。

（当日1,200円）800円一　般

（当日1,000円）600円大高生

（当日500円）200円中小生

　時代祭は葵祭、祇園祭とともに京都三大祭
の一つとして知られ、国内はもとより海外から
の観覧者も多く、沿道を埋め尽くします。山国
隊の奏する笛、太鼓の音色を先頭に約2,000
名・約２キロにわたる行列は順次、平安京の造
営された延暦時代にさかのぼります。

　このシーズンから始まるバスケット
ボールの統一リーグ「ソフトバンクB
リーグ」の京都ハンナリーズホーム
ゲームのチケットをあっ旋いたします。
昨年の成績はＴＫｂｊリーグレギュラー
シーズン・ウェスタンカンファレンス第1
位、続くファイナルでは残念ながら第4
位でしたが、新生統一リーグになっても
この勢いのままで初代チャンピオンを
目指します！

●会期：10月22日（土）雨天順延23日（日）
●会場：京都御苑（正午頃）、

御池通（午後12時50分頃）
平安神宮道（午後2時20分頃）

●定数：各席20枚
※順延に伴う払戻はいたしません。
※通過時刻はおよその時間です。
※行列出発・通過の30分前にはご入場ください。

締切：9月6日 時代祭 有料観覧席 締切：9月15日ソフトバンクBリーグ2016-2017シーズン
京都ハンナリーズ主催ゲーム ＜B1リーグ＞指定席チケット

※舞鶴・田辺のゲームは上記から200円引き。開幕戦（10/1と10/2）は特典付きで、上記料金に800円増。

©KYOTO HANNARYZ

（通常2,050円）1,500円全席指定
パンフレット付

4,000円コートサイドS
メインⅠ

4,000円コートサイドS
ベンチ

2,600円メイン指定席

2,200円ベンチ指定席 （通常3,000円）

（通常3,500円）

（通常5,000円）

（通常5,000円）

大阪エヴェッサ ハンナリーズアリーナ
琉球ゴールデンキングス ハンナリーズアリーナ
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ ハンナリーズアリーナ
シーホース三河 舞鶴文化公園体育館
滋賀レイクスターズ ハンナリーズアリーナ
秋田ノーザンパピネッツ ハンナリーズアリーナ
栃木ブレックス ハンナリーズアリーナ
レバンガ北海道 田辺中央体育館

10月 1日（土）18：00／ 2日（日）14：00
日程・試合開始時間 対戦相手 会 場

10月15日（土）18：00／16日（日）14：00
11月 5日（土）18：00／ 6日（日）14：00
11月19日（土）14：00／20日（日）14：00
11月26日（土）18：00／27日（日）14：00
12月 3日（土）18：00／ 4日（日）14：00
12月17日（土）18：00／18日（日）14：00
12月24日（土）14：00／25日（日）14：00
●料金：日程をご指定ください。コートサイドSはハンナリーズアリーナのみ。

●日時・会場：下記の8節16ゲームがあっ旋対象です。　●定数：各10枚

（当日   700円）300円高大生

（当日   900円）500円一　般

（当日   500円）200円小中生

●会期：9月10日（土）～11月27日（日）
●会場：ひらかたパーク
※期間中は休園日がございます。休園日および営業時間につきましては、
　ひらかたパークホームページでご確認ください。
　http://www.hirakatapark.co.jp/
※イベントホール入館は別途料金がかかります。

入園+フリーパス引換券

せっかしょう

こんじき

※障害者手帳等をお持ち
　の方は、ご本人と付添1
　名まで当日料金の半額。
※未就学児は無料。

河井寛次郎

ミニランド®

「灰釉筒描扁壺」 1953 年頃
（河井寛次郎記念館蔵）

百犬図　個人蔵　期間限定展示
11/15（火）～12/4（日）

坂本龍馬湿板写真 江戸時代
慶応二年（1866）または三年
（1867）　
高知県立歴史民俗資料館蔵

Ticket Information 随時あっ旋 （お申込みごとにあっ旋させていただきます。制限枚数等、裏面の注意事項をお読みください）

Ticket Information 予約あっ旋 （締切日まで受付し取りまとめて発注いたします。定数を超えると抽選となる場合もあります）



●日程：9月4日（日）  
●集合時間：8時20分
●集合場所：JR京都駅 中央改札口
●行程：約8ｋｍ 約5時間30分

一般向けコース
●準備物：弁当、水筒、雨具、

軽登山靴、手袋等各自持参
●交通費：約2,000円

●日程：10月2日（日）9：00～17：00終了予定　●集合場所：竹田駅前（西側）
●行程：竹田駅前発▶京都南ＩＣ▶ローザンベリー多和田▶多賀大社▶近江八幡▶京都東ＩＣ▶竹田駅着
●参加対象：結婚の意思がある未婚の会員または会員のご家族で20歳～40歳までの男女。
●定数：全体で40名（男性20名　女性20名）お申込み者多数の場合は抽選になります。
●参加料金：おひとり（男女とも） 7,000円　※動きやすいカジュアルな服装でお越しください。 

　若狭名物の鯖寿司を作りましょう。若
狭の海で水揚げされた新鮮な鯖を使っ
て作る鯖寿司は、１本そのままお持ち帰
り頂きます。昼食は若狭の食材が詰まっ
た若狭御膳をご用意。明治後期～昭和
初期の敦賀の町を再現した国内最大級
のジオラマ見学やお買い物も楽しみ。

若狭で鯖寿司作り体験と敦賀赤レンガ見学・若狭御膳の昼食
バスツアー　福井県　

●日程：10月10日（月・祝）　●集合時間：8時00分
●集合場所：京都駅八条口
●定数：30名（最少催行人数20名）　●締切：9月20日

●京都駅八条口（8：00）▶ＪＡ若狭ふれあい市場
（新鮮野菜のお買い物）▶御食国若狭おばま食文化館
（鯖寿司作り体験と見学）▶昼食▶敦賀赤レンガ▶日本
海さかな街（海産物のお買い物）▶京都（１９：００頃予定）

タイムスケジュール

7,800円会　　員

8,800円会員家族

9,800円会  員  外

小学生（家族・会員外とも） １，０００円引

　眼下に湖東平野と琵琶湖を展望し、
修行道の岩山を歩きます。

●JR京都駅（8：30発）▶米原行新快速▶
近江八幡駅（9：06着）▶近江鉄道 近江八幡
駅（9：12発）▶市辺駅▶阿賀神社▶船岡山
方葉公園▶十三仏参道口休憩舎▶岩戸山
▶十三仏▶小脇山▶箕作山▶太郎坊山▶
太郎坊宮▶太郎坊宮前駅 解散（15：00頃）

タイムスケジュール

滋賀県 太郎坊山
ハイキングサークル

初めてご参加の方のみ事務局までご連絡下さい。
お問合せは
こちらまで 075-255-6655

[ご注意]
●予約チケットは会員お1人様4枚まで。
　お申込み多数の場合は抽選となり、ご購入いただけない場合もございます。
※抽選となった場合は締切日以降約1週間後に当選者のみに連絡いたします。
　座席の指定・交換・キャンセルはできません。

●随時販売のチケットはあっ旋期間中はKPC事務局にて取扱いいたします。
枚数制限：会員お一人につき、映画鑑賞券は各チケット合計で月間5枚まで。映画以外のチケットは
　　　　　月間8枚まで。公演催事ごとに制限枚数を設けている場合はそちらを優先します。
●ご案内しているチケット等の金額は、補助金を差し引いた金額です。
●発送ご希望の場合、休前日は発送いたしません。また送付先は、事業所に限らせていただきます。

イベント・チケットお申込書 今月号掲載以外にも、常時あっ旋しているチケットがあります。詳細はKPCホームページをご参照ください。

企業番号

イベント／チケット名称 単　価 枚　数 ご希望日程が複数の
場合ご記入下さいご参加される会員名 ［　会員番号　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

所 在 地

イ ベ ン ト ・ チ ケ ッ ト 決 済 方 法 銀行振込
（事業所へ発送後）

コンビニ決済
（事業所へ発送後）※手数料120円／件

お 申 込
ご担当者名

企業名称
F A X

T E L

現　　金
（KPC事務局にて）

お申込み先：FAX＝075-255-6644　郵便＝〒604-8156京都市中京区蛸薬師通室町下ル山伏山町540番地 丸池藤井ビル5階

　ライブを観ながら食事ができる店「Ｍｏｄｅｒｎ　Ｔｉｍｅｓ」。おつまみからしっかりご飯まで、
手作りメニューが豊富です。ハーブが効いたチキンライスの「ふわとろオムライス」は絶品！
美味しい料理はもちろん、色んなジャンルの音楽も聴くことができ、行く度に色んな発見が
あるお店です！　　　
京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩3分　詳しくは http://mtimes.jp/

京都出身のピアノ弾き語りシンガーソング
ライター森ゆきこさんの、ＫＰＣ会員特約店
「食べ歩きレポート」第１６回目。
今月はいつもとちょっと違ってライブハウス
の「おかあちゃんのあったか料理」をお届け
します！

　バーベキューを楽しみながら出逢えるバスツアーを開催いたします。
滋賀県・近江八幡を訪れます。共同作業で盛り上がるBBQから始まって神社参拝・
旧街道散策と、楽しくコミュニケーションしていただけます。
今回ご応募される方は、大阪、奈良、兵庫、京都の各共済会団体の会員ご家族様です。

お店の食事レポートをもっと詳しくご覧になりたい方は、KPCホームページでご覧ください。　
http://www.kpc.or.jp

Modern Times
モダンタイムス

●有効期間：2016年10月末日まで
●入店時に必ずこのKPCのキリトリクーポンご利用の旨お伝えください。
●出演者によって、金額は異なります。

【特典】ライブチャージ ￥500 ＯＦＦ

会員番号 ー

切り取って店舗へご提出ください。

ご利用人数 名

京都市中京区木屋町三条上がる
エンパイヤビルB1
定休日：月（祝日除く）

店舗
情報

切り取り線

075-212-8385

婚活バスツアー 近江八幡へ幸せ探しの旅 締切：9月12日

取扱旅行社 スポニチプライム

取扱旅行社 アルファトラベル

野菜を収穫して、洗って切って、調理して。自然を感じる農園体
験型の新しいバーベキューです。食材の準備や共同作業する
ことで初対面同士でもコミュニケーションし易くなります。

ローザンベリー多和田

生命の親神様であることから「延命長寿・縁結び・厄除け」の神
様として信仰を集め、古くから「お多賀さん」の名で親しまれる
滋賀県第一の大社です。

多賀大社参拝

近江商人の豪商の館が立ち並ぶ街並みや、日牟禮ヴィレッジ
に八幡掘などデートスポットもたっぷり。

近江八幡を散策 

■他事業構成団体 ： （公財）大阪市勤労者福祉サービスセンター、（一財）奈良市総合財団勤労者福祉サービスセンター、
　岸和田市勤労者互助会、（公財）東大阪市産業創造勤労者支援機構、（公財）八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター、
　西宮市中小企業勤労者福祉共済、（公財）尼崎地域産業活性化機構

昼食ＢＢＱと園内の散策

縁結びの神社に参拝

グルメクーポン 京都ええ店食べある記




