
「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 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　

答えて当てよう いいとこクイズ

旅とグルメの会

ハイキングサークル

京都ええ店食べある記

KPC主催 みんなでハイキング 

大文字山へ行こう！
10月29日㊐　実施

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.103
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10月 29日日開催日　● 午前8時  集合時間　●

京都市営地下鉄 東西線 蹴上駅集合場所　●

会員・会員家族（大人子供とも）・・・

会員外（大人子供とも）  ・・・・・・・
2,000円
2,500円

参加料金

約7ｋｍ／約3時間  一般向けコース全行程

●少雨決行、荒天の場合は中止いたします。　
●健康に不安のある方はご遠慮ください。
●参加者には事前に請求書と開催要項をお送りいたします。
●お食事のみの参加はお断りしております。

備　考

水筒、雨具、軽登山靴、手袋、行動食 等装　備

80 名（最少催行人数 20 名）定数より多い場合は抽選とします。定　数

大文字山（466m）は、京都盆地の東山三十六峰の山のひとつです。
京都の市街からよく見える大文字。
その火床からも京都市街を見渡すことができます。
さらに今回は山頂まで登ります。大展望を楽しみましょう。
街中から近く割と歩きやすいコースですが、油断は禁物です。
装備はキチッとして臨みましょう。

お申込み締切日：10月12日木 本誌内のお申込み用紙でお申込みください。

❶蹴上駅
　　⬇
❷疎水大明宮橋
　　⬇
❸日向大神宮
　　⬇
❹天の岩戸
　　⬇
❺七福思案処
　　⬇
❻若王子墓地分岐

　　⬇
❼大文字山分岐
　　⬇
❽大文字山三角点（466m）
　　⬇
❾大文字山火床
　　⬇
10登山口
　　⬇
11霊鑑寺
　　⬇
12ホテル平安の森京都
　にて昼食、解散

ハイキング
コース

み
ん
なでハイキング

京都市街を一望できる
大文字山へ行こう！

＿ KPC主催 ＿



答えて当てよう いいとこクイズ！

皆様からのご意見は各種事業に反映させていただきます。

応
募
資
格

応
募
方
法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

●メール≪推奨≫
KPCモバイルサービス会員の方：
URL（毎月のメールに記載）からご応募ください

●FAX（075-255-6644）
専用のお申込用紙に必要項目と　❶クイズ
の答え　❷希望商品　❸KPCへのご意見　
を記入しお送りください※会員登録がまだの方は kpc@posh.jp に空メールを送り登録手続きをお願いします。

※会員登録するとモバイルサイト限定の賞品にも応募可能です。

受付締切
10月4日（水）

〈メンバーズナビログイン方法〉
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
利用したいサービスを選択

1 2 3 4

※一部紹介

ヒント：紅葉で有名です

Qこの庭園のある
お寺の名前は？ 酒の肴に最高の姿めしの素と味噌セットです。

〈姿めしの素と味噌セット(常温保存)〉
・のどぐろ姿めしの素２合（３～４人前）
   （のどぐろ２尾、調味料液440ｇ）
・のどぐろ味噌120ｇ
※画像はイメージです。当選者には事務局より
　お届け先を伺います。（渡辺水産様より発送）

※有効期限：約5カ月
※画像はイメージです。当選者には事務局
　よりチケットをお届けいたします。有効
　期限内に、事前にご予約の上、ご利用
　ください。

ペア
1組様

のどぐろ
No.2ルミナス神戸2

サンセットクルーズ
No.1

1名様

5名様

5名様

30名様QUOカード500円分No.5ジンベイザメぬいぐるみ
約45㎝のビッグサイズ

No.4

No.3
ハタハタ
一夜干し500ｇ（冷凍）
日本海で育ったハタハタは脂のりが良いの
で焼いた時にジュワ～っと口に溢れます。
※画像はイメージです。当選者には事務局より
　お届け先を伺います。（渡辺水産様より発送）

メンバーズナビリニューアルのご案内
8 月 21日より、会員専用ポータルサイト「メンバーズナビ」をリニューアルしました！

デザインを一新し、さらに使いやすくなった「いやしなび KPCライフサポート倶楽部」をぜひご利用ください。

http://www.kpc.or.jp詳しくはいやしなびKPCへ！
多数の提携先があります

※会員特典内容は
変更となる場合が
ございます。
※ご利用方法等は、
いやしなびKPCを
ご覧ください。

会員番号（16桁）と
パスワードについて
は、こちらのQ R
コードを読み取って
ご覧ください▼

リニューアル
内　容

会
員
番
号（
16
桁
）と

パ
ス
ワ
ー
ド
で
ロ
グ
イ
ン

2017年11月30日までに新メンバーズナビにログインし、会員情報登録をして下さった方の中から、
抽選で5名様に「ホテルリソル」ペア無料宿泊券をプレゼントします！！

※当選者へのチケットの発送をもって、当選結果の発表とさせていただきます。

①ログイン画面をシンプルに。ログイン後にポップアップ表示されていた
　「お知らせ」もトップページに表示、操作が快適に！
②検索機能が大幅パワーアップ！周辺検索で宿泊も遊びも一緒に検索可能。
③宿泊は、6ヶ月前からのオンライン予約が可能に！

①ログイン画面をシンプルに。ログイン後にポップアップ表示されていた
　「お知らせ」もトップページに表示、操作が快適に！
②検索機能が大幅パワーアップ！周辺検索で宿泊も遊びも一緒に検索可能。
③宿泊は、6ヶ月前からのオンライン予約が可能に！

※リニューアル後、初めてログインの際自動的に「会員情報登録・変更」ページが表示されます。
　登録情報が追加となったため改めて必須事項の登録を行ってください。会員番号（16桁）とパスワードは変わりません。



京都市受託事業「観光関連産業安定雇用促進事業」関連セミナー
11月27日（月） 14：00～16：00
会場：京都府立総合社会福祉会館 
　　　ハートピア京都 第5会議室

定員：40名　参加料：無料

●京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅下車　
　5番出口（地下鉄連絡通路にて連結）
●京都市バス、京都バス、JRバス「烏丸丸太町」
　バス停下車　烏丸通り沿い南へ

社会保険労務士法人ミライガ
代表社員   藤井 恵介 氏
社会保険労務士法人ミライガ
代表社員   藤井 恵介 氏
京都大学卒業後、大手企業の人事部
で勤務。経営者のためのホワイト企
業化をサポートする社会保険労務士
として独立。企業での経験と豊富な
知識をベースとしたアドバイスは「そ
の手があったか」「自社の身の丈にあ
わせてくれるので実行しやすい」と多
数の経営者から好評を得ている。

講師プロフィール講師プロフィール

お申込み・お問合せはKPCまでお申込み・お問合せはKPCまで
お申込み締切日：11月17日 ※定員に達し次第締め切ります。

政府による「働き方改革」の実現に向けて、様々な取り組みをスタートさせる企業が出てきて
おり、その対応として長時間労働の削減はもちろん、より柔軟な労務管理、多様な働き方への
対応が重要になっています。本セミナーでは、働き方改革への対応をベースに、これからの人
材難を乗り越えられる企業づくりを学ぶことができます。

▶働き方改革とは　▶働き方改革の3つの課題とその対応策
▶働き方改革を色濃く反映した助成金内 容

（通常2,100円）1,800円

（通常　400円）200円中小生

鈴鹿サーキット モートピアパスポート

▶有効期間：～2018年3月31日㊏
　営業時間：午前10時～午後8時（最終入館時間19時）
　季節により時間が変更になる場合がございます。
　年中無休。但し、年に1回臨時休業がございます。
▶場所：ニフレル
　大阪府吹田市千里万博公園2-1 EXPOCITY内ニフレル
▶アクセス
　電車でお越しの方：大阪モノレール万博記念公園駅から徒歩2分
　バスでお越しの方：エキスポシティ前停留所から徒歩2分
　お車でお越しの方：名神高速道路・近畿自動車道の吹田IC、
　中国自動車道の中国吹田ICよりお越しください。
▶お問い合わせ：TEL 0570-022060

當る戌歳吉例顔見世興行 東西合同大歌舞伎

SKY青春指定席
草野仁講演会とアマデウス大西のトーク＆ピアノ演奏

EGO-WRAPPIN' live tour 
"ニューロマンサー 黄金色の夢奏家たち 2"

▶有効期間：～2018年2月28日㊌
▶会場：鈴鹿サーキット ▶定数：合計100枚

（通常2,000円）1,100円全席指定

（通常20,000円）18,000円一等席　

　人と車の理想郷を提案するのりものゆう
えんち、鈴鹿サーキットのモートピア。楽しい
アトラクションがいっぱい！家族みんなで、楽
しみ方いろいろ。

二フレル入館券

　万博公園で会える。生きてるミュージアム
“ニフレル”。NIFRELの語源にもなった「感性
にふれる」をコンセプトに今までにない新たな
ジャンルの施設として、子供から大人まで、あ
らゆる人の感性を刺激し、豊かにします。

（通常　900円）400円大高生

（通常3,240円）2,000円小人(小学生)

（通常3,780円）2,900円大　人

（通常1,300円）700円一　般

　近代日本絵画をわかりやすく紹介します。
▶会期：10月3日㊋～12月3日㊐
　休館日：月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）
　開室時間：10：00～18：00／金曜日は19：30まで（入場
　は閉室の30分前まで）
▶会場：京都文化博物館
※身障者手帳等をお持ちの方と付添の方１名は無料
　（要証明）

10月2日まで

締切：10月9日

締切：10月11日

▶日時：12月10日㊐13：30～16：00（開場１２：３０）
▶定数：20枚　▶会場：京都テルサホール ※小学生以上はチケットが必要になります。※未就学児童は保護

者同伴の上、膝上に限り入場無料。座席が必要な場合は有料。※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

※写真はイメージです。

アマデウス音楽院
付属笑学校 校長
アマデウス大西

ＴＶキャスター 
草野 仁

〔第1部〕「音楽と笑
顔に勝るクスリな
し」13：30～14：40
〔第2部〕「いつも
チャレンジ精神で」
15：00～16：00

　じっくり見入って聴
いて頂くことがテー
マのツアー！普段とは
また一味違った貴重
なライブになります。
お見逃しなく！！

（当日2,700円）1,500円全席指定

締切：10月3日

▶日時：10月19日㊍17時開演、24日㊋19時開演
▶会場：よしもと祇園花月 ▶定数：各公演20枚

［出演者］
19日：酒井藍、
若井みどり、
Mr.オクレ 他
24日：諸見里大
介、池乃めだか、
桑原和男 他

（当日7,000円）
（前売6,500円）6,000円全席指定

締切：10月6日
▶日時：11月25日㊏１５時開演 ▶定数：20枚
▶会場：金剛能楽堂

［出演者］（予定）茂山
千作、茂山七五三、茂
山あきら、茂山千三
郎、茂山千五郎、茂山
宗彦、茂山茂、茂山逸
平、茂山童司 ほか

［演目］「鬼ケ宿（おにがやど）」「二人大名（ふたり
だいみょう）」「狐狗狸噺（こくりばなし）」

（通常6,000円）5,400円全席指定

締切：10月9日
▶日時：11月11日㊏18：00　▶定数：20枚
▶会場：ロームシアター京都 メインホール

（通常　600円）300円幼児(3歳以上)

（通常1,000円）700円こども(小・中学生)

（通常1,900円）1,500円大人
(16歳以上または高校生以上)

岡本神草の時代展絵画の愉しみ、画家のたくらみ
-日本近代絵画との出会い-　
ウッドワン美術館コレクション

（通常　500円）200円大学生

（通常1,000円）500円一　般

　大正デカダンスの時勢に楔を打ち込んだ
天才日本画家、初の大規模回顧展！
▶会期：11月1日㊌～12月10日㊐
　営業時間：9：30～17：00
　※金・土曜日は20：00まで（入館は閉館の３０分前まで）
▶会場：京都国立近代美術館
※心身に障がいのある方と付添者1名は無料（入館の際に
　証明できるものをご提示下さい）。
※本料金でコレクション展もご覧いただけます。

10月31日まで

1 2

54茂山狂言・笑の収穫祭２０１７ よるよる新喜劇3 6

1 2

4

3 みどり農園 野外BBQ+きのこごはん+お土産付

6 関西サイクルスポーツセンター 「入場料と味覚狩り」 セット券5

2018年3月19日まで

（通常　400円）200円中小生

（通常　700円）400円大高生

（通常1,100円）700円一　般　

第69回 正倉院展
　今年は聖武天皇にゆかりのある大理石製の
尺八「玉尺八（ぎょくのしゃくはち）」ほか５８件の宝物
（うち初出陳10件）が展示されます。
▶会期：10月28日㊏～11月13日㊊ 会期中無休 
　開館時間：午前9時～午後6時 ※金、土、日、祝日（10月
　28日・29日、11月3日・4日・5日・10日・11日・12日）は
　午後8時まで ※入館は閉館の30分前まで
▶会場：奈良国立博物館

　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。
▶有効期間：Cコース・柿＋みかん狩り 10月中旬～12月上旬
▶場所：みどり農園 営業時間：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。

■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

12月1日まで

10月27日まで

（通常1,2０0円）600円こども(3歳～小学生)

（通常1,800円）900円おとな(中学生以上)

　関西サイクル
スポーツセンター
入場券と隣接する
フルーツランド天
野山の味覚狩り
引換券のセット券
です。

▶有効期間：開催中～11月26日㊐ 定休日：火曜日
　ぶどう狩り 開催中～10月中旬（ぶどうなくなり次第終了）／みかん狩り 10月上旬～11月26日

▶場所：関西サイクルスポーツセンター
　　　　平日/10：00～17：00 土日祝/9：30～17：30（11月は17：00まで）
　　　　フルーツランド天野山 9：00～17：00　

11月23日まで

▶日時：12月1日㊎11：00／4日㊊16：00
　　　　　　6日㊌11：00／8日㊎16：00
▶会場：ロームシアター京都 
▶定数：各公演10

　京の師走の風物詩が京都を代表する文化
の街、岡崎にて初開催。東西の人気俳優の豪
華競演にご期待下さい！
中村橋之助改め 八代目 中村芝翫 襲名披露

締切：10月10日 （通常3,300円）2,800円子ども(小学生）

（通常4,300円）3,700円大人(中学生以上)

幼児
(3歳以上未就学児）

人材難の時代を見据えた企業の取組み
～中小企業の働き方改革への対応～

※チケットは10月末からお届けとなります。※施設点検の為、
１・２月に休業日がございます。WEB等でご確認下さい。

緑瑠璃十二曲長坏（みどりるりのじゅうにきょくちょうはい）

※障害者手帳をお持ちの方
　（介護者1名を含む）は無料です。©NIFREL

予約あっ旋チケット（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）

随時あっ旋チケット（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）



少し涼しくなった初秋に、清滝川に沿って北
山西都コース88～94、西山コース1～15を
散策します。
●日程：10月1日㊐ ●集合時間：午前8時15分
●集合場所：ＪＲバス京都駅（ＪＲ３）乗り場
●行程：約10km 約5時間 一般向きコース
●装備：昼食、水筒、雨具、軽登山靴、手袋等
●交通費：約750円

●ＪＲバス京都駅（8：30発）▶山城高
尾、周山行▶槇ノ尾(9：20)▶指月橋
▶錦雲溪▶清滝▶落合▶六丁峠▶
鳥居本▶嵯峨野めぐり▶嵐山

コース

京の自然を歩く、京都一周トレイル③ 高雄～嵐山
ハイキングサークル

[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

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

　『創作厨房　菜花亭』は７月にリ
ニューアルオープン。中華ベースにア
レンジした創作料理店です。ランチ定
食はどれもボリュームたっぷり！夜は
宴会コースもあり、観光客や会社帰り
の方に人気の店舗です。

　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27回目。今月は京都駅
から徒歩5分、京都タワービル北
新館にある『菜花亭』さんです。

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

創作厨房 菜花亭

【特典】らーめん定食 ￥800➡￥500
利用可能時間11：30～16：00

京都市下京区東塩小路町721-1 
京都タワービル北新館1・3F
【営業時間】ランチ11:30～16:00
月～土ディナー16：00～翌1：00（L.O.24：30）
日・祝日ディナー16：00～23：30（L.O.23：00）
【定休日】年中無休

店舗
情報

切り取り線

075-217-0500

グルメクーポン 京都ええ店食べある記

●有効期間：2017年11月30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。

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

※お料理はイメージです。

締切：10月16日

●日程：11月11日㊏ ●集合時間：15：45
●集合場所：京都市営地下鉄・太秦天神川駅
●定数：30名 ※参加者多数の場合は抽選となります。
　　　　　　　　予めご了承ください。

●料金：会員・家族＝8,900円
　　　　会員外＝11,900円（通常料金）
※送迎代、お食事代、拝観料は料金に含まれています。

●地下鉄・太秦天神川駅1番出口（16：
00発）▶JR花園駅前（16：10発）▶高
雄・もみぢ家16：30着、神護寺ライト
アップ（17：00～19：00）、夕食（もみぢ
御膳）18：00～、もみぢ家20：30発▶JR
花園駅前（20：50頃）▶地下鉄・太秦天
神川駅1番出口（21：00頃）

コース

　今回は、一面の紅葉に彩られる高雄に出かけます。ライトアップに映える荘厳
な神護寺の夜間拝観をお楽しみいただけます。店舗に到着後は、神護寺のライト
アップをご堪能されるもよし、早々に引き上げて「もみぢ御膳」に舌鼓を打つも
よし。その時の様子で秋の夜長をお楽しみください。

第3回 旅とグルメの会  
錦秋の高雄 ライトアップされた神護寺の拝観

申込締切日は10月3日火

取扱：日本旅行　
※お申し込みはKPC事務局まで。料金のお支払いは
　旅行会社にお願いいたします。（お振込の場合は手数
　料がかかります。またコンビニ払いはありません）

●対象：KPC会員本人　
●定数：100名
●有効期間：平成30年11月末まで
●利用方法：専用の申込書でKPCまでお申込ください。
　お申込みいただいた方には深草ゴルフよりカードが
　送られます。
　※更新の方には、別途手続き完了ハガキが送られます。

深草ゴルフ 京都市山科区勧修寺南大日町１６２
TEL：075-571-3696　営業時間：早朝7時より深夜0時まで

入場料　▶平日108円引き
　　　　　土日祝216円引き
ボール代▶平日108円引き
　　　　　土日祝216円引き（50球）

これからゴルフを始める方は
ぜひお申込ください。

友の会
年会費を
KPCが負担
いたします

新規深草ゴルフ友の会 　　 会員募集！！
自然がいっぱい、気分爽快




