
「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

会員美味交流会 vol.2

京都ええ店食べある記

運動不足を解消しよう

健康運動プログラム

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.101

2 0 1 7
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お申込み締切日：8月17日㊍ お申し込みはKPCまで。

仕事の疲れや凝り、リフレッシュしよう！
普段から運動できていますか？
間違ったストレッチをするとかえって逆効果。
身体を痛めてしまうこともあります。
今回は、運動不足で肩こりにお悩みな、
デスクワークの方を対象とさせていただきます。

●郵便局

●ハッピーテラダ
　伏見店

●伏見区役所

　市立伏見
●中学校

丹
波
橋

近
鉄
丹
波
橋

近
鉄
京
都
線

京
阪
本
線

24

9/18 ㊊㊗ 10：00～14：00日程　●

スポーツクラブNAS伏見桃山会場　●

50名（最少催行人数10名、多数の場合は抽選といたします）定　数定　数定　数

2,000円 3,500円会員外　会員・家族
※16歳以上対象

参加料

❶運動ができる服装
❷室内用シューズ
❸汗拭き用タオル
❹バスタオル　❺昼食

各自でご用意いただくもの

10：00～10：45　肩こりストレッチ
11：00～11：45　骨盤矯正ヨガ
12：00～12：45　シェイプアップ体操
サウナ・お風呂入浴
14：00　チェックアウト

スポーツクラブNAS伏見桃山
〒612-8061 京都市伏見区竹中町609
お車でお越しの方は3時間まで無料（3時間以降は40分ごとに200円加算）

スケジュールスケジュール

健康運動プログラム健康運動プログラム

運動不足と
骨盤ゆがみを解消する
運動不足と
骨盤ゆがみを解消する

デスクワークの
方におすすめ

（コープ桃山）
NAS伏見桃山



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
8月7日（月）

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
「あそぶ」を選択

1 2 3 4

〈メニュー例〉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。

リバーアドベンチャークラブ BSCウォータースポーツセンター クルージングカフェ・ファンタジー号
メニューNo.750658 メニューNo.753369 メニューNo.750427

5％割引 5％割引 乗船料 20％割引

ヒント：400 以上 500 未満

※火床…松明を燃やすポイント

Q
「京都 五山送り火」
で灯される各字形の
火床の合計数は？
ひどこ 強化ガラス製のキッチンボードです。テーブルに並

べればランチョンマット、大皿やまな板としてもご使
用いただけます。立てかけて収納しておくだけでも
キッチンが華やかになりますね。

10月6日㊎～11月27日㊊ 大阪文化館・天保山（海遊館隣）

ほとんどが初公開の原画６０枚に加え、さいとう・プロダクションの「武器庫」に保管
されている門外不出のモデルガンなども公開します。

ジョセフジョセフ　
マルチガラスボード

連載50周年記念特別展
さいとう・たかを ゴルゴ13

No.2 美しい音色で幸せを呼ぶ
水琴鈴ダルマ

No.3

No.1

ペア25組
50名様

30名様1名様

10名様

QUOカード 
500円分

No.5開場56周年 皇子山カントリークラブ
プレーチケット平日無料券 2017年10月末まで有効

No.4

各
3名様

※色はお任せください。 提供：㈱京都寺内様

海や川など夏にオススメレジャーの紹介
夏真っ盛り、夏休みの予定は立てましたか。

いやしなびＫＰＣライフサポート倶楽部では、夏ならではのレジャー割引・優待を多数ご用意しています。
夏の思い出に是非ご活用ください！

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▼



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

㈱ユニオン・エー
       代表取締役   円城 新子 氏㈱ユニオン・エー
       代表取締役   円城 新子 氏
「ハンケイ500m」「おっちゃんとおばちゃん」「京都人」編集長。
立命館大学産業社会学部卒業。広告企画制作会社に勤務し
ディレクター職を経験後、小売店協同組合の広報部長から事
務局長へ。地域コミュニティを活かしたイベント、ミニコミ誌の
企画編集執筆後、地元出版社の企画営業部チーフ就任。

9月8日（金） 14：00～16：009月8日（金） 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

セミナー担当講師のご紹介セミナー担当講師のご紹介

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：8月30日 
※定員に達し次第締め切ります。

イナズマロック フェス 2017

▶有効期間：～9月30日㊏ 除外日8/16㊌
▶会場：京都ホテルオークラ 17階
　営業時間：17:30～20:00（最終入店）
　土日祝二部制：17:00～、19:10～
　ご予約・お問い合わせ　TEL.075-254-2534
　

京都音楽博覧会2017 IN 梅小路公園

クレイジーケンバンド GO OUT MUSIC CAMP 2017

▶日時：9月23日㊏開場10：30 開演12：00
▶会場：京都・梅小路公園 芝生広場
▶定数：50枚

（通常9,800円）8,700円全自由

（通常6,900円）6,900円全席指定

（通常6,500円）5,500円おひとり （通常2,000円）1,000円おひとり

※雨天決行。荒天中止。※車等での来場禁止。
※会場にてリストバンドとの交換が必要。
※野外フェスの為、京都音博ホームページにて必ず主旨
　と注意事項をご理解いただき、ご来場ください。

出演者：くるり、Alexandre Andrés and Rafael 
Martini、UA、Gotch(ASIAN KUNG-FU 
GENERATION)、田島貴男 (ORIGINAL LOVE)、
Tomi Lebrero、二階堂和美、布施 明、他

▶日時：9月16日㊏17日㊐ 開場12：00 開演14：00 終演19：30
▶会場：草津市 烏丸半島芝生広場(滋賀県立琵琶湖博物館西隣 多目的広場)
▶定数：各日20枚

（通常9,200円）8,600円ブロック指定／立見

※入場整理券付※3歳以上有料。※公演日によって出演アーティストが異なりま
す。※出演アーティストは変更になる場合がございます。出演者変更に伴うチケッ
トの払い戻し・公演日の振替はできかねますので予めご了承ください。

9/16 UVERworld/KEYTALK/THE ORAL CIGARETTES
T.M.Revolution/Fear, and Loathing in Las Vegas/04 
Limited Sazabys
9/17 HY/THE RAMPAGE from EXILE TRIBE/T.M.Revolution
堂本 剛/NICO Touches the Walls/和楽器バンド

京都ホテルオークラ テラスレストラン ベルカント  ワインバー京都ホテルオークラ トップラウンジ オリゾンテ
　路地の石畳や格子戸をイメージした意匠を
取り入れ、古都の風情を醸すシックな空間。ホ
テル最上階から望む全長約60mの京のパノ
ラマとともにバイキングをお楽しみいただけ
ます。「ディナーバイキング」と「フリードリンク」
がセットになった「ビアパーティープラン」。

　世界のワイン常時10種類をフリーフローで
お楽しみいただけます。自家製のフォカッチャ
付きで、オプション料理として生ハムやアヒー
ジョなどのワインに合う料理をご用意しており
ます。コース料理と組み合わせて、納涼会やご
親族のお集まりなどにもご利用ください。
▶有効期間：～9月30日㊏
▶会場：京都ホテルオークラ 2階
　営業時間：17:00～21:00（ラストオーダー）※90分制
　特典：お一人様に生ハム2スライス
　ご予約・お問い合わせ　TEL.075-254-2540

9月28日まで

8月17日まで

9月28日まで

締切：8月8日

締切：8月8日

締切：8月4日

▶日時：9月9日㊏13：00／10日㊐12：00 ▶会場：万博記念公園もみじ川芝生広場 

15,000円キャンプサイト付通し券
一般エリア

（通常17,300円）
（２日間通し券１枚付）

（通常12,800円）10,000円2日間通し券

2日間通し駐車券 3,000円（税込）

（通常6,750円）6,000円日帰り券
※日程をご指定ください

★宿泊の場合は「2日間通し券」、日帰りの場合は「1日日帰り券」がお１人様につき1枚必要です。人数分のチケットを
ご購入下さい。★キャンプサイト1区画につき「キャンプサイト付き2日間通し券」1枚が必要です。数名でキャンプをされ
る場合、テントサイト1区画につき「キャンプサイト付き2日間通し券」1枚＋残り人数分の「2日間通し券」をご購入くだ
さい。お車が必要な場合は必ず駐車場券が必要です。

出演者：9日BEGIN/PUFFY/MOROHA/D.W. ニコルズ
10日HY/真心ブラザーズ /KICK THE CAN CREW/PUSHIM/MIGHTY/CROWN/

Awesome City Club

締切：8月4日
※雨天決行・荒天中止。※自然文化入園料込。※入場時、リストバンドを発行。※テントサイトは約5m×5mに区画
分けされたサイトです。※保護者同伴の場合、小学生以下は入場無料。※出演者変更に伴う払戻しは行いませんの
で、予めご了承下さい。※開場・開演時間は変更になる場合がございます。※購入前に必ずイベント・チケットに関する
注意事項をオフィシャルサイト(http://www.gooutcamp.jp/musiccamp/)にてご確認下さい。

▶日時：10月9日㊊㊗17：00　▶定数：20枚
▶会場：京都劇場
※年齢制限なし。但し4歳未満でもご入場される全ての
　お子様のチケット必要。

　今年、結成 20
周年を迎えるクレ
イジーケンバン
ド。「攻め」の姿勢
で挑む彼らのライ
ブをお楽しみに。

（通常　700円）200円子供（３歳～小学生）

（通常　900円）500円中高生

（通常1,300円）800円大　人

映画村ナイター祭り
　夕暮れ時から、幻想的にライトアップされた
オープンセット。時代劇やキャラクターイベン
トはもちろん夏のイルミネーションや人気ア
トラクションなど、見どころ盛り沢山！
▶有効期間：8月5日㊏、6日㊐、11日㊎㊗～16日㊌、

19日㊏、20日㊐〈計10日間〉
　ナイター営業時間：17時00分～21時00分
▶場所：東映太秦映画村

1 2

3 4

1 2

4

3月19日まで

（通常1,188円）800円ディナー　小学生

（通常　972円）600円ディナー　
4歳以上小学生未満

（通常2,376円）1,600円ディナー　大人

レストラン ひな野　京都市動物園店
　旬の素材を使った体に優しいお料理を約50
種類、この他にスイーツ・健康茶・ソフトドリンク
をお楽しみいただけます。
▶有効期間：～2018年3月31日㊏
▶営業時間：ディナー17：00～21：30（LO21：00）
　土日祝のみ90分無制限。3歳以下無料。
▶場所：レストラン ひな野

3

10月2日まで

（通常　800円）400円70歳以上

（通常1,200円）700円大学生

（通常1,600円）1,000円一　般　

大エルミタージュ美術館展 オールドマスター 西洋絵画の巨匠たち
　出展される油彩85点すべてがエルミタージュ美術館の常設展示
作品、美術館の顔ともいうべき作品群です。
▶有効期間：10月3日㊋～2018年1月14日㊐
　休館日：月曜日（但し10月9日、1月8日は開館）、10月10日、1月9日、年末年始(12月
　31日、1月1日)　営業時間：10:00～18:00（入館は閉館の30分前まで）金・土曜日は
　20:00まで開館（但し12月29日、30日を除く）
▶場所：兵庫県立美術館　
※高校生以下無料
※障がいのある方（70歳以上除く）は各当日料金の半額、その介護の方１名は無料　

6

10月5日まで

（通常　500円）200円中小生

（通常1,000円）500円大高生

（通常1,500円）900円一　般　

大英博物館国際共同プロジェクト 展覧会 北斎 －富士を超えて－
　北斎が「富士」の高みを超えて、「神の領域」
に到達すべく描き続けた軌跡に迫ります。
▶有効期間：10月6日㊎～11月19日㊐
　休館日：10月10日㊋、16日㊊、23日㊊、30日㊊、31日㊋
　営業時間：月・土・日・祝／午前10時～午後6時
　火～金／午前10時～午後8時 ※いずれも入館は閉館の30分前まで
▶場所：あべのハルカス美術館
※障がい者手帳持参者とその介護者1名は
　当日料金の半額。

5

富嶽三十六景　神奈川沖浪裏　天保元～４年（1830～33）頃／
横大判錦絵／大英博物館蔵　
©The Trustees of the British Museum. Acquired with the 
assistance of the Art Fund.

ティツィアーノ･ヴェチェッリオ〈羽飾りのある帽子をかぶった若い女性の肖像〉
1538年　©The State Hermitage Museum, St Petersburg, 2017-18

明日も仕事が楽しい！
　　そう思える社員と出会えるために。
～いつまでも続く、仕事へのモチベーション～

テーマ

ヒト、モノ、そして文化としての出会いや発見、経験ができる
アウトドアキャンプイベント！

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）



　桜の園と武庫川渓谷に沿った廃線
敷を歩きます。
●日程：8月6日㊐
●集合時間：午前7時30分
●集合場所：阪急「河原町」駅

ホーム内女性専用車両付近

●行程：約7km 約4時間 初心者向き
●装備：
　弁当、水筒、雨具、軽登山靴、手袋、
懐中電灯（ヘッドランプ）トンネルあり必携

●交通費：約1,500円

●阪急河原町駅7：43発梅田行快速急行▶十三
乗換▶宝塚駅9：03着▶乗換▶ＪＲ宝塚駅9：20発
▶ＪＲ武田尾駅9：29着▶武田尾側廃線跡入口▶
親水広場▶桜の園（亦楽山荘）▶親水広場▶
第2武庫川橋梁▶北山第1トンネル▶生瀬側廃
線跡出口▶「木ノ元」バス停15時頃 解散予定

コース
●生八つ橋造り体験▶
平安神宮参拝▶京都市
動物園▶西利漬物▶京
都駅（16：45解散予定）

スポット

武田尾～旧福知山線廃線跡～生瀬
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

　アメリカではポピュラーで人気の
「バーベキュー・リブ」を中心とした肉
料理店！アメリカンな店内、テラス席は
開放的。ハンバーガー、ステーキ等ボ
リュームある料理は、ちょっと疲れた
ときにぴったりです！

　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26回目。今月は京都駅
から徒歩5分イオンモールにある
『TONY ROMA’S』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

TONY ROMA’S

【特典】ローマバーガー半額
（昼・夜共利用可能）

京都市南区西九条鳥居口町1 
イオンモールKYOTO店 1F
【営業時間】11：00～23：00
（フードLO22：00/ドリンクLO22：30）
【定休日】イオンモールKYOTO店に準じる

店舗
情報

切り取り線

075-692-2714

グルメクーポン 京都ええ店食べある記

●有効期間：2017年9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

　京都市内を楽しみながら、出逢えるバスツアーを
開催いたします。
　京都の有名どころ、平安神宮、西利漬物や京都市動物園を訪
れます。生八つ橋造り体験で共同作業もお楽しみいただけます。
●日程：10月15日㊐　●集合時間：午前9時45分
●集合場所：地下鉄竹田駅　 ●定数：40名
●料金：会員6,900円（通常8,900円）

婚活バスツアー バスに乗って幸せ探し

取扱旅行社 スポニチプライム

他共催団体 ： （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、
（公財）東大阪市産業創造勤労者支援機構、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、（公財）
八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター

※運輸機関のダイヤ改正、各地の道路状況により変更になる場合がございます。
　また土日祝日は渋滞が予想されます。予めご了承ください。

　お肉を熟成するってどういう
ことでしょうか？
よく耳にする「熟成肉」につい
て正しい知識を得ていただこう
という会員美味交流会を開催
いたします。
　調理する前の熟成肉と熟成開始
前のお肉を見ていただいたり、サー
ロインやリブロース等部位ごとの
熟成肉を見ていただいたり。どう
いった方法で熟成するのかを専門
店のシェフにご説明いただきます。

見ているだけではモノ足りないですね。もちろん実食もありますよ。
　熟成肉のいろいろな部位の食べくらべを予定しております。熟成肉に向いているお肉と
は・・・などなど、ご質問もしていただいてOKです。専門店を貸し切りですのでご遠慮なく！

●日程：8月22日㊋
18：30～20：00終了予定

●会場：ステーキハウス 听（ポンド）
四条河原町店

　　　　京都市下京区四条通小橋西入真町81

●参加料：3,500円（通常5,000円相当）
●定員：24名 最少催行人数15名
　多数の場合は抽選とさせていただきます。
●備考：
　参加決定の方には参加証をお送りいたします。
　相席になる場合もありますのであらかじめご承知
　おきください。
　お申し込みは、KPC事務局まで。

※会員美味交流会とは：テーマを決め、「社会人のため」になる美味な会員交流会です。

お肉のうま味を引き出す熟成術を学ぶ
会員美味交流会 vol.2

締切：8月16日

締切：8月17日




