
「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　

自分磨き、春から始めてみませんか？

京のいいとこコラム　

京都にある日本●●の発祥

KPC設立50周年記念大会

第43回ソフトボール大会 開催
バス＆ウォーク
桜の武田尾廃線ウォークとランチビュッフェ
京都ええ店食べある記
真打 英多朗

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.96
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TEL 075-211-3511　営業時間 10：30～18：30（水曜日定休）
問い合わせ  h-shimiz@kyoto-terauchi.com（担当清水）

アストロン　プレザージュ　ルキア  他

SEIKOSEIKO
スタートタイム フェアスタートタイム フェアスタートタイム フェアスタートタイム フェア
平成29年２月２０日（月）～３月３１日（金）

ＫＰＣ会員証ご提示で
１５％ＯＦＦ～

ＫＰＣ会員証ご提示で
１５％ＯＦＦ～

参加資格 KPC 登録会員事業所であること。レクレーション保険の加入に
関わりますので、事前に参加選手のお名前をご登録いただきます。
出場は登録済みの選手に限ります。

定　数 16チーム 協　力 京都府ソフトボール協会

試合方法 試合時間１時間10分、７回まで。５回７点差の場合は
コールドとします。

KPCスポーツセンター球場　●
[南丹市園部町　京都縦貫自動車道　園部ICより車で３分]

決勝は2次予選を勝ち抜いたチームで行います。

第 　 回43第 　 回43

お申込み締切日：3月20日（月） 専用のお申込用紙でお申込ください。

KPC会員のみの場合 ≫ 1チーム 7,000円
KPC会員以外（上限4名まで） ≫  1チーム 12,000円参加料

優勝チームには、京都市長表彰状、優勝記念楯及び副賞を贈呈いたします。

会社の仲間を集めてチームを作りましょう！ソフトボールを通じて
チームの結束力を高め、他のチームとも交流を深めましょう。
応援にもぜひお越しください。

4/22（土）日程　●

雨天予備日 5/13（土）
今回初出場及び昨年未勝利チーム

第１次予選

KPC
主催 
KPC
主催 

公益財団法人京都中小企業振興センター
設立50周年記念大会

5/21（日）
第2次予選

昨年度決勝進出チーム及び
昨年予選１回戦勝ち抜きチーム
   +第１次予選通過チーム
雨天予備日 5/28（日）



映画に ま つ わ る ス ポ ッ ト

京都にある日本●●の発祥

きっさ はぎ

喫茶 萩

京のいいとこ
コラム

v o l . 5 4

京
都は木屋町にある京都電燈株式会社の中庭。京都生まれ、京都育ちの実業

家・稲畑勝太郎は、ある実験に取り組んでいました。試行錯誤を繰り返し、

周囲の協力を得て、彼は日本初の実験に成功。そのことを伝える立札にはこうありま

す。「日本映画発祥の地」。この立札は今、会社跡地に建てられた元・立誠小学校前

にあります。稲畑氏は、リュミエール兄弟が発明した映写機「シネマトグラフ」で、

映画試写を日本で初めて成功させました。この映写機は、稲畑氏がフランス留学中、

リュミエールの兄と同級生だったよしみで手に入れたもの。実験の成功はスクリーン

だけではなく、日本映画のはじまりも明るく照らすこととなりました。

映画人も愛した味
のハンバーガーが誕生したのは今から約50年前。
まだ、ハンバーガーが珍しかった当時、海外で

味わったおいしさを知ってもらおうと現店主のお姉さんが
はじめました。特製バンズの中には、手ごねミンチのパティ
とソースのかかった新鮮野菜。その素朴な味は、世代を問
わず親しまれています。店は太秦の撮影所近くにある大映
通り商店街の一角。店内には役者さんのサインもずらり。

萩

右京区太秦多薮町15-24
075-861-9244
8：30～17：00
第2・4・5日休
嵐電嵐山本線・北野線
「帷子ノ辻」駅から徒歩3分

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
「まなぶ」を選択

1 2 3 4

〈メニュー例〉※会員特典内容は変更となる場合がございます。※その他の詳細はいやしなびKPCを御覧ください。

ユーキャン
No.650521趣味・カルチャー

★会員特典

お支払金額の10％が
リソルポイントとして
貯まります。

資格の大原
No.650111資格取得

★会員特典

受講料5％割引

マガジンサポート倶楽部(雑誌年間購読)
No.650510ビジネス誌購読

★会員特典

年間購読料割引
オリジナルグッズなど
のプレゼント

LEC東京リーガルマインド
No.650113資格取得

★会員特典

受講料20％割引

ＣＯＣＯ塾
No.650251語学

★会員特典

入会金無料！
（通常32,400円)

パソコンスクール アビバ
No.650414パソコン

★会員特典

・入学金 無料
  （通常21,600円／税込）
・受講料 10％割引 

自分磨き、春から始めてみませんか？
春は始まりの季節。新しい一歩を踏み出すには絶好の機会です。

いやしなび KPC ライフサポート倶楽部では、自分磨きをサポートする数々のメニューを特別料金にて利用いただけます。
新しい自分を発見するスキルアップや生涯学習にチャレンジしてみませんか？

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！
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（当日1,000円）500円高大生

（当日1,500円）900円一　般

（当日500円）200円小中生

（当日1,000円）500円大高生

（当日1,400円）900円一　般

（当日500円）200円中小生

1
　フランスからの初来日作品を含む合計約140点を通して、
マティスとルオーの友情の秘密に立体的に迫ります。
●会期：4月4日（火）～5月28日（日）休館日：4月10日・17日・24日・5月8日
開場時間：火～金/10：00～20：00　月・土・日・祝/10：00～18：00（入館は閉館の30
分前まで）（ただし5月3日（水・祝）～7日（日）は午後8時まで開館時間を延長）
●会場：あべのハルカス美術館 
※障がい者および介護者1名は当日料金の半額。

　2017年春、慶派誕生の地で功匠仏師 祈りの快作、一堂
集結！
●会期：4月8日（土）～6月4日（日） 
●会場：奈良国立博物館
休館日：月曜日 ※但し、5月1日（月）は開館 
※本展観覧券で名品館（なら仏像館・青銅器館）もご覧いただけます。
※障がい者手帳をお持ちの方（介護者1名を含む）は無料。

（当日3,800円）3,100円小学生

（当日4,400円）3,500円おとな
（中学生以上）

（当日2,600円）2,200円2歳～
未就学児

●有効期間：3月4日（土）～6月25日（日） 
期間中の休園日、営業時間については、ひらかたパーク
のホームページでご確認ください。
www.hirakatapark.co.jp
●あっ旋期間：6月23日まで

（当日1,100円）700円大学生

（当日1,500円）900円一　般

（当日600円）300円高校生

●会期：4月29日（土・祝）～8月6日（日） 
●会場：京都国立近代美術館 休館日：月曜日
※但し、6月13日、7月18日は休館、7月17日は開館。開場時
間：9：30～17：00※金曜日は20：00まで（入館は閉館の30分
前まで）
※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）
●あっ旋期間：4月28日までまで

　みんなの大好きな「はたらくクルマ」が大集合！ 
どんなクルマが活躍しているか見に行こう！
●会期：4月27日（木）～5月7日（日）
●会場：大阪南港ＡＴＣホール
開館時間：10：00～16：30（最終入場は16：00）
※期間中1回入場・入場記念１台限り有効。※２歳以下無料。
※障がい者手帳をお持ちの方１名に対し、「介護者１名に限り、無料」。

マティスとルオー　―友情50年の物語―トミカ博 in OSAKA 4月25日まで

4月7日まで

4月3日まで

特別展 快慶 日本人を魅了した仏のかたち 4 5技を極める ―ヴァン クリーフ＆アーペル
ハイジュエリーと日本の工芸

ひらかたパーク
入園+フリーパス引換券

8

（通常4,320円）3,900円全席指定

立川談春 独演会 2017
　ジャズ・クラリネットの
巨星。米寿を迎えた彼を
祝う特別なステージ！
［出演］北村英治スーパー
カルテット 他
●日時：4月8日（土）17：00
●会場：
　ザ・シンフォニーホール
●定数：10枚 
●締切：3月3日

北村英治 米寿記念コンサート7

1 2 締切：3月2日オリックス・バファローズ 
京セラドーム大阪　内野・外野自由席[前半戦][後半戦]

3

締切：3月3日

締切：3月2日阪神甲子園球場 タイガース公式戦 チケット

1,000円自由席1席

　京セラドーム大阪で行われるオリックス戦のお好
きな試合にご利用いただけます。内野・外野の自由
席にて観戦できるチケットです。
●チケット対象日程：前半戦／開幕戦から7月9日

後半戦／6月23日からシーズン終了まで 
●制限：会員おひとりにつき1区分2枚まで
●球場：京セラドーム大阪　●定数：各40枚　
※オープン戦・クライマックスシリーズ、日本シリーズ、対巨人・阪
神・広島戦には使用できません。※指定席ではありませんので満
席時には立ち見になる場合もあります。※抽選が予想されます。お
申込締切日から約1週間後に当選者の方にのみご連絡いたします。

 S　　席

　映画「モアナと伝説の海」の公開で、ディズニーやハワイなど
の美しい南の島々が注目される今春、ディズニーの名曲の数々と
ハワイの文化や映像を、ハワイアンミュージシャンたちの素晴ら
しい演奏と歌、フラでお届けします。ハワイが大好き、ディズニー
が大好きな人、みんなで楽しめるコンサートです！
●日時：5月6日（土）17：00
●会場：兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール　
●定数：30枚　
※出演者、曲目等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※3歳未満のお子様のご入場はできません。御一人様一枚チケットが必要です。

（当日700円）200円子ども
（3歳～小学生）

（当日900円）500円大人
（中学生以上）

国宝　
僧形八幡神坐像
（奈良・東大寺蔵）

Photo: Saara Salmi © Moomin Characters ™

アンリ・マティス
《鏡の中の青いドレス》

●球場：阪神甲子園球場
●お申込方法：申込用紙にご記入いただき、ＦＡＸまたは郵送でKPCまでお申込ください。
●抽選：ゲームの日程によっては抽選が予想されます。抽選はお申込組単位で行います。抽選の結果は、当選の方に
　締切日以降2週間後をめどにご連絡いたします。（アイビー・ライト席の巨人戦は発売日が他の試合と異なりますの
　で、当選連絡は後日になります）
●ご注意：会員とご家族でご利用ください。雨天中止の場合はKPCから払い戻しをいたします。
　チケットは大事に保管してください。

年間予約席（グリーンシート） 10段（181番-182番）

21段（31番-32番）

2席12,000円
2席    9,500円

アイビー席（土日祝・巨人戦） ライト外野指定席（土日祝・巨人戦）

1席　  1,900円（通常2,200円）1席　  4,300円（通常4,800円）
●定数：各4枚　●制限：会員お一人2枚まで

●定数：各試合2組　●制限：会員お一人2枚まで

京都サンガFC 通期有効券 締切：3月15日ブロードウェイ・ミュージカル コメディ・トゥナイト！
ローマで起こったおかしな出来事《江戸版》

締切：3月9日ディズニー・ハワイアン コンサート2017

　今シーズンこそJ1復帰を！京都サンガF.C.の
1試合が観戦できるチケットです。

●会場：西京極スタジアム  ●定数：各10名
※3月25日以降のゲームにご利用ください。 （一般前売1,540円）

1,000円ホーム自由席
（ビジター席側）

（一般前売2,050円）
1,500円SB自由席

（一般前売1,540円）
1,000円サンガ

サポーター席

（一般前売2,360円）
1,800円

（一般前売770円）
400円

（一般前売1,020円）
600円

（一般前売770円）
400円

（一般前売1,180円）
800円SM自由席

大　人 小中高

4

締切：3月9日
フィンランド国立バレエ団
バレエ「たのしいムーミン一家～ムーミンと魔法使いの帽子」世界初演
「北欧バレエ・ガラ」6

5
（通常9,500円）8,900円

 1等席

　片岡愛之助、初ミュージカル！抱腹絶倒のコメディをお楽しみく
ださい！
［出演］片岡愛之助、内博貴、平野綾、ダイアモンド　ユカイ、
ルー大柴ほか 
［演出］宮本亜門
●日時：4月3日（月）／8日（土）／11日（火）全て11：30開演 
●会場：大阪松竹座（大阪市中央区道頓堀1-9-19） 
●定数：10席

　阪神甲子園球場で開催される「阪神タイガース」チケットです。
試合日程は、阪神タイガース公式ホームページなどでご確認ください。

（通常13,000円） 8,000円

S　　席

　あのムーミンがバレエを踊る！
フィンランド国立バレエ団が贈る話題騒然の新作が
今春大阪に！
●日時：
　4月29日（土）17：00／30日（日）13：00
●会場：フェスティバルホール
●定数：各20枚　
※4歳未満入場不可。チケットはお一人様一枚必要。

（通常9,000円）7,800円 S　　席 （通常8,800円）7,900円
※未就学児入場不可。

［演目］「居残り佐平次」
ほか
●日時：
　5月4日（木・祝）15：00

5日（金・祝）15：00
●会場：
　ロームシアター京都
　サウスホール
●定数：各20枚
●締切：3月9日

©鈴木心 ※未就学児入場不可。

©Disney

© ＴＯＭＹ　　「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

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：2017年3月5日（日）  
●集合時間：午前9時
●集合場所：阪急西山天王山駅 東口 集合
●行程：約12km 約5時間 一般向きコース
●準備物：弁当、水筒、雨具、軽登山靴、

手袋等
●交通費：バス代 約1,000円

●天王山駅▶小倉神社▶出合▶天王山
▶平行道▶出合▶乗願寺▶浄土谷▶柳
原観音▶西山古道▶谷道▶立石橋▶土
ノ町バス停▶長岡天神▶阪急長岡　
（15：00頃）解散予定

コース

小倉神社～天王山～柳谷観音

桜の武田尾廃線ウォークと三田ホテルのランチビュッフェ

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

　烏丸通りから錦小路通りに入って少し歩くと
左手側に『真打 英多朗』さん。店内はテーブル、
カウンター席でこじんまりとしていますが、メ
ニューは豊富！うどん＆ラーメンがいただける
人気のお店です。
阪急京都線「烏丸駅」徒歩3分

　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22回目。今月は
『真打 英多朗』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

真打 英多朗

●有効期間：2017年4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。

【特典】さぬきうどんと
ミニとりごはんのセット
￥850 ⇒￥500

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

京都市中京区錦烏丸東入ル
元法然寺町683 烏丸錦ビル １Ｆ
〈営業時間〉
11：00～14：30（ＬＯ）、
月～金17：00～22：00、
土・祝日17：00～21：00
〈定休日〉日曜日

店舗
情報

切り取り線

075-211-2239

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

5,900円会　　員

6,900円会員家族

7,900円一　　般

　桜や紅葉の名所として知られる旧福知山線の
廃線跡へ。昨年新たに整備されて安全に歩けるよ
うになりました。枕木やトンネル、鉄橋跡が残るハ
イキング道を、桜を楽しみながら歩きましょう。ほ
ぼ平坦な道なので初心者も安心。昼食は人気の三
田ホテル和洋バイキングをお楽しみください。こ
の春オープンの道の駅も楽しみ。

●京都駅▶生瀬駅付近▶武田尾廃線跡ウォーク
（約６ｋｍ・約２時間）▶武田尾駅▶三田ホテル▶
道の駅神戸フルーツ・フラワー（お買い物）▶京
都（１７：３０頃）

行　程

●集合：京都駅八条口観光バス駐車場
（アバンティ前）７時５０分

●日程：２０１７年４月９日（日）　
●定数：40名（最少催行人数15名）
●締切：3月20日 取扱：アルファトラベル

ご利用の注意
■KPCまでお申込みが必要です。会員おひとり5枚まで。会員とご家族までのご利用に限ります。
■下記のお申込み欄に、必要枚数をご記入のうえお申込みください。
■補助券ですので、ご入場時に現地窓口にて上記の料金をお支払のうえクーポンをお受け取りください。
■ナガシマリゾート施設利用補助券では「なばなの里」にご入場できません。
■ご利用は今シーズン1度きりとさせていただきます。
■補助券の有効期間は2017年8月31日までです。※イルミネーションは5月7日まで

※7/10（月）～7/14（金）は休業日。※消費税込。※幼児は入村可能ですがクーポンは付きません。

　「なばなの里　指定厚生施設補助
券」は2/28で利用期間が終了いたし
ますので、3/1以降8/31までご利用
いただける補助券を配布いたします。

なばなの里 指定厚生施設補助券　
3/1以降継続のお知らせNewNew

営業時間
9 時～22 時まで：イルミネーションの期間中（3/1～5/7）
9 時～21 時まで：5/8～
営業時間は状況により延長する場合や天候不良により短縮する場合がございます。

バス＆ウォーク　兵庫県

※小学生　1,000円引
（参加は小学生以上）

（通常2,300円）
1,900円イルミネーション 

3/1（水）～5/7（日）

料金：小学生以上

（通常1,600円）
1,200円花まつり（春）　  

5/8（月）～7/9（日）

（通常1,000円）
600円夏　季　　

7/15（土）～8/31（木）




