
「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　春の気配を探しに行こう！

京のいいとこコラム　節分に現る謎の覆面男

ビジネスに役立つ会計入門
コスト感覚養成講座
２月２３日（木）

旅とグルメの会
早春の嵐山
体験教室
おばんざい料理レッスン
京都ええ店食べある記
洋食屋キッチン 秀

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.95
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簿記検定／税理士／公認会計士／
中小企業診断士／ＦＰ／社会保険
労務士／宅建士／行政書士など各
種講座が、KPC会員なら入会金
10,000円免除＆受講料金
10%OFFになります。

一昨年、昨年と開催し好評だった「財務分析セミナー」のステップアップ講座を開催します !

業種・職種を問わずビジネスパーソンに不可欠な ”コスト感覚 ”。

今回はコスト感覚を鍛えるための「明日から使える実践知識」を伝授いたします。（社員研修としても是非ご活用ください！）

主催：ＫＰＣ

利益を
生み出す
利益を
生み出す

2017年

2月23日
会 場 ＴＡＣ京都校

定 数 50名（最少催行人数10名）
　　　（応募者多数の場合は抽選）

講 師
TAC中小企業診断士講座 

講師  西内裕次朗氏
お申込
締切日

2月8日（水）
KPCまでお申込みください。

会場の御案内

料 金 無料（1企業2名様まで）

19：00～21：00
木

プログラム

受講対象者

若手～中堅社員（職種不問）
●「費用対効果」の本質を理解したい方

●コスト感覚を高め、新企画や顧客提案に活用したい方

●効果的なコストのかけかたを知りたい方

・損益計算書でわかる利益とわからない利益

・利益計画を立てるために必要な考え方とは？

イントロダクション ～制度会計と管理会計の違い～

・費用の種類（変動費と固定費）

・コスト構造による利益への影響

コストの捉え方

・損益分岐点とは？

・正しい算出の方法と分析手法

損益分岐点分析

・目標利益を出すためにはどれだけの売上が必要？

・正しい計算方法とは？

利益計画の考え方

・利益計画をシミュレーションする

・予測データが変わると利益はどう変化する？

感度分析

ビジネスに役立つ会計入門 実践編

コスト感覚“ ”
養成講座

（2時間予定）

スキルアップサポート講座

内容に関するお問い合わせ：TAC株式会社 西日本法人営業部 畑本　TEL：06-6371-1075
はたもと



聖護院 お す す め ス ポ ッ トの

節分に現る謎の覆面男

しちふくや

七福家

京のいいとこ
コラム

v o l . 5 3

節
分といえば鬼。しかし、京都市左京区聖護院にある「須賀神社」の節分祭に現れる

のは覆面男です。白い布で顔を隠した彼らに近づくのは、参拝で訪れた女性たち。

覆面男たちから文のようなものを授かっています。彼らの正体は、懸想文売り。懸想文とは

ラブレターのようなもので、女性たちが求めていた文のようなものはお守りです。鏡台や

タンスの引き出しの中に入れると、良縁にも恵まれるといわれています。平安時代、文字が

書けた貴族たちが恋文の代筆業をしていたことがその始まりとか。記念撮影にも気軽に応じて

くれる懸想文売り。節分の際は彼らに会いに須賀神社へ出かけてみてはいかがでしょうか。

見立てに驚き、味を楽しむ
の決め手に鶏がらでとるダシや黒酢を使う上海家庭
料理の店。近くで働く人々が昼夜問わずよく訪れ、

その味に親しんでいます。卵と白飯を炒めた上に、雪に見
立てた卵白あんを乗せる『五目あんかけチャーハン』など、
ユニークな盛り付けが人気です。中でも特にインパクトが
あるのは、握り拳ほどの大きさを持つ『京都肉球』。この品、
夜ならいつでも、昼なら土日祝だけ注文可能です。

味
左京区聖護院山王町25-11
075-771-3833
11：30～15：00（L.O.14：30）
17：00～22：00（L.O.21：30）
水休
京阪本線「神宮丸太町」駅から徒歩10分
市バス「熊野神社前」バス停下車すぐ

けそうぶみう

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
「リゾート・トラベル」を選択

1 2 3 4

〈宿泊施設例〉その他施設料金等の詳細はいやしなびKPCを御覧ください。※宿泊料金は2016年10月～2017年3月のお一人様料金です。

三井ガーデンホテル京都四条
京都／四条

チサンイン姫路夢前橋
兵庫／姫路

ホテルフジタ奈良
奈良／奈良

尾道国際ホテル
広島／尾道No.260008 No.287176 No.290006 No.347002

★近隣おすすめスポット
嵐山（京都府京都市右京区） 姫路城（兵庫県姫路市） 吉野山（奈良県吉野町） 千光寺公園（広島県尾道市）

★近隣おすすめスポット ★近隣おすすめスポット ★近隣おすすめスポット
4,530円～13,500円 大人1～2名1室

素泊り 3,500円 ～ 6,500円 大人1～2名1室
素泊り 7,344円～15,336円 大人2～3名1室

朝食付 5,940円～13,284円 大人2～3名1室
朝食付

客室の一例 客室の一例 客室の一例

「春の気配」を探しに行こう！
四季の移り変わりのはっきりとした日本では、その土地土地の自然が千変万化の色彩を放ちます。

春ならではの美しい景観を楽しめる名所に足を運んでみませんか？
いやしなび KPC ライフサポート倶楽部では、名所近傍の宿を特別料金にて利用いただけます。

おでかけの後にはおすすめのお宿でゆったりとした時間をお過ごし下さい。

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！



1
選りすぐりの約９０点を展覧！
●会期：3月3日（金）～26日（日）
開館時間：午前１０時～午後８時　入場締切：午後7時30分
休館日：会期中無休
●会場：美術館「えき」KYOTO
●あっ旋期間：3月2日まで
※未就学児は無料。

（当日900円）400円一　般

（当日700円）300円高・大学生

（当日500円）200円小・中学生

（当日1,200円）600円一　般

（当日800円）400円大高生

（当日1,500円）900円一　般

（当日1,200円）700円大学生

（当日900円）400円高校生

32
　浄土真宗本願寺派と本山 本願寺が伝えて
きた貴重な法宝物と、華麗な王朝文化を彩る
多くの文化財を展覧。
●会期：3月4日（土）～6月11日（日）
●会場：龍谷大学 龍谷ミュージアム
　休館日：3/6、21、27  4/24  5/8、22  6/5
　開館時間：10：00～18：00（入館は17：30まで）
●あっ旋期間：3月3日まで

endless 山田正亮の絵画安野光雅の仕事 特別展「浄土真宗と本願寺の名宝Ⅱ」
―守り伝える美とおしえ― 4京都国立博物館開館120周年記念 特別展覧会

海北友松（かいほうゆうしょう）
●会期：4月11日（火）～5月21日（日）
●会場：京都国立博物館 会期中一部展示替
　前期：4/11～4/30　後期：5/2～5/21　休館日：月曜日
　開館時間：9:30～18:00
　※金・土曜日は20：00まで（入館は閉館の30分前まで）
●あっ旋期間：4月10日まで
※中学生以下、心身に障がいのある方と付添人1名は無料。
　（要証明）

（当日1,000円）500円一　般

（当日500円）200円大学生

5,000点近い作品から選りすぐった主要200点余
を、初公開の制作ノート群とともにご紹介します。
●会期：3月1日（水）～4月9日（日）
●会場：京都国立近代美術館
　休館日：月曜日 ※但し、3月20日は開館し、21日は休館
　開館時間：9：30～17：00（入館は閉館の30分前まで）
●あっ旋期間：2月28日まで
※心身に障がいのある方と付添人1名は無料（要証明）
※本料金でコレクション展もご覧いただけます

（通常5,200円）4,500円[10：30/13：30] 
S　席

（通常5,200円）4,000円[16：30]
S　席

1 2締切：2月9日 3

　ディズニー・ライブ ！ 「ミッキーのフォーエバーマジック ！ 」は、音楽とダンス、あっと驚く
マジックで魅せる超豪華版 ！ シンデレラ、白雪姫、アラジン、トイ・ストーリーの仲間たち、そ
して初登場のラプンツェル ！ さあ、扉を開いて魔法の世界を楽しみましょう。ミッキーたちが
繰り広げる夢のようなステージショーに、ぜひお越し下さい。

●日時：
　7月16日（日）／

17日（月・祝）
　各日10：30／

13：30／16：30
●会場：
　ロームシアター京都
メインホール

●定数：各20枚
※3歳以上は有料。2歳以下の
　お子様は、保護者1名につき
　1名まで入場無料。但し、お席
　が必要な方は有料。
※A席もございますが、S席の
　みのご案内です。

ディズニー・ライブ！
ミッキーのフォーエバーマジック！ HY カメールツアー!! 2017

Disney characters and artwork ©Disney, Disney/Pixar characters 
©Disney/Pixar

（税込）5,800円オール
スタンディング

●会場：KYOTO FANJ
京都市左京区上高野車地町101備前屋ビルB1F
●定数：20枚 ●締切：2月10日
※未就学児童のご入場はできません。
※整理番号順の入場になります。※ドリンク代金別途要。
 

●日時：
5月15日（月）
START 
19：00 

締切：2月20日

7,400円1枚＝8,100円分▶会員料金

会員おひとり10枚までご購入いただけます。
ご予約・お問い合わせは各館に直接お電話いただくか、
湯快リゾートホームページへ。

©新川直司・講談社

yukai-r.jp/

　湯快リゾートグループは、有名温泉地に26
館。湯快リゾート各館でのご宿泊・ご飲食の精
算にご利用いただけます。
●有効期間：平成29年12月31日
●定数：300名
※必ずご予約してください。※チェックインの際に必要で
すので、必ず事前にご準備してください。後日申告はでき
ません。※追加でお支払いはできますが、おつりは出ませ
ん。※入湯税には充当できません。
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（当日4,000円）2,500円全席指定

演目は当日の
お楽しみ。
●日時：
　6月3日（土）
　14：00
●会場：
　野洲文化
　ホール
●定数：20枚
●締切：2月8日

（通常3,600円）3,000円全席指定

●日時：6月24日（土）
14：00

●会場：文化パルク城陽
プラムホール

●定数：20枚
●締切：2月8日
※未就学児入場不可。

桂 米朝一門会　
南光 塩鯛 米團治 吉弥　6

（当日1,000円）600円全席指定
大学生以下

（当日2,900円）2,500円全席指定
一　般

●日時：
　3月4日（土）14：00
●会場：
　文化パルク城陽
　ふれあいホール
●定数：20枚
●締切：2月9日
※未就学児入場不可。

（通常2,000円）1,400円全席指定
学生（高校生以下）

（通常3,500円）2,800円全席指定
一　般

●日時：
　4月8日（土）
15：00
●会場：
　八幡市文化
　センター
　大ホール

●定数：20枚 ●締切：2月10日 ※未就学児不可。

A.ヴィヴァルディ「四季」全曲
延原武春＆テレマン室内オーケストラ

4 「四月は君の嘘」
クラシックコンサート２０１７ 5

桂 文珍　独演会7

宝塚大劇場 雪組公演

湯快リゾートグループ ご宿泊券　

（通常8,300円）7,500円全席指定

©宝塚歌劇団

かんぽ生命ドリームシアター
ミュージカル・コメディ『幕末太陽傳』
かんぽ生命ドリームシアター
Show Spirit 『Dramatic “S”!』
●日時：
　4月22日（土）11：00
 28日（金）13：00
　5月14日（日）11：00
 23日（火）11：00
●会場：宝塚大劇場
●定数：各30枚 ●締切：2月8日

ばくまつたいようでん

体験教室

家庭で活かせる京和食の技術を学びませんか。忙しい方でも簡単に作れて、健康的で、しかも美味しい！
そんな人気のおばんざいを作って味わえます。今までお料理に関心のなかった方も、いかがですか？

申込締切日：2月13日(月)

日 程 3月5日（日）11：00～14：00
3時間予定（食事・後片付け含む）

定 数 8名 最少催行2名
応募者多数の場合は抽選になります

料 金
KPC会員4,400円
（通常6,000円）
会員家族5,400円

会 場 京料理 すまや 京おばんざい教室
地下鉄「四条」、阪急「烏丸」駅からいずれも徒歩3分
京都市下京区東洞院綾小路下ル西側扇酒屋町284番地

※参加決定された方にはKPCより参加証とお振込み用紙をお送りいたします。
※料理写真はイメージです。

おばんざい料理レッスン

お申込みはKPCまで

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）

講師の藤田博子さん



　天女の羽衣伝説が残る余呉湖をラッセル
しながら、ゆっくりと平坦な雪道を楽しみま
す。わかさぎ釣り（公魚）でも、有名な所です。
●日程：2017年2月5日（日）  
●集合時間：午前7時45分
●集合場所：ＪＲ京都駅 中央改札口 集合
●行程：約7km 約4時間 一般向けコース
●準備物：冬山装備、カンジキ、ロングスパッツ、

軽アイゼン、ストック、弁当、
水筒、雨具、手袋等 各自持参

●交通費：約3,000円

●日程：2017年4月2日（日）
　（日程・時間は変更になる場合があります）  

●集合：トロッコ亀岡駅 10時10分
●定数：40名
　（最少催行人数10名、応募者多数の場合は抽選）

●備考：トロッコ亀岡駅までの交通費は含まれておりま
　せん。京都府北部方面からご集合の場合、JR同時発
　便ですと乗車料金の団体割引が適用される場合があり
　ますので、KPCまでお問い合わせください。

●JR京都駅（8：00発）▶山科駅▶米原
駅▶余呉駅（9：28）▶徒歩、余呉湖一周
6km途中休憩、昼食・・余呉駅（13：29）
▶近江塩津着▶乗換▶近江塩津（13：40
発）▶今津駅▶京都駅（14：58着）予定

コース
●トロッコ亀岡駅▶トロッコ列車▶ト
ロッコ嵯峨駅（11：01）▶徒歩約30分
▶「翠嵐ラグジュアリーコレクションホ
テル京都」にて昼食、解散（14：00頃）。

行　程
余呉湖
ハイキングサークル　滋賀県

[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

　四条通から新京極商店街の花遊小路アー
ケード部分にある「洋食屋キッチン秀」さん。
１階はカウンター・２階はテーブル席の落ち
着いた店内で、昔ながらの洋食をいただけ
るお店です。
阪急「河原町駅」から徒歩3分。

　今回は、春の嵐山へ向かう旅です。　
スタートは、トロッコ亀岡駅から嵯峨野観光列車に乗ってトロッコ嵯峨駅へ。旧山
陰本線からの桜を眺めながら嵐山へ向かいます。駅に着きましたら、それぞれで
散策していただき、「翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都」にて春らしさ
満開のランチをいただきます。

　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21回
目。今月は洋食屋キッチン秀さんです。

　旅行が好きで上質なお料理を食べたい会員の方にご参加いただきたい「旅とグ
ルメの会」を始めます。近郊の名所を訪ね、その地の旬のおいしいお料理を堪能し
ていただこうという趣向です。

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

洋食屋キッチン 秀

●有効期間：2017年3月31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。

【特典】コラボランチ
（ハンバーグ&エビクリームコロッケ、
サラダ、ご飯、スープ、デザート付）
￥1,350 ⇒￥1,000

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

京都市中京区新京極通四条上る
中之町565-10
〈営業時間〉11：30～21：00
〈定休日〉水曜日

店舗
情報

切り取り線

075-212-0772

旅とグルメの会  早春の嵐山

取扱：日本旅行　
※お申込みはKPC事務局まで
※料金のお支払いは旅行会社にお願いします
　（お振込みの場合は手数料が必要です）。

※小人の設定はありません。

4,500円会　　員

5,500円会員家族（大人）

6,500円一　　般（大人）

グルメクーポン 京都ええ店食べある記

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

締切：2月28日

翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都

トロッコ列車




