
「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

岐阜基地航空祭2017 見学ツアー
11/18㊏～19㊐　

KPC主催 第9回 
enjoy!フットサル大会 開催！
10月15日㊐　フットサルスクエア京都南

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.102

2 0 1 7
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10/15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

京都南会場　●

｛　　　　　｝｛　　　　　｝｛　　　　　｝お申込み締切日：9月12日火
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。後ほどメンバー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。
・両クラスとも1ハーフ3ファウル制とします。
　4回目のファウルからは第2PKとなります。

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

KPC会員企業同士の「さわやかフットサル」。
ゴールに向かうチームの結束力のアップと

対戦チームとの交流を目的としたエンジョイ大会です。
事業所内のチームでご参加ください。
応援メンバーもぜひお越しください！

KPC主催 
 第9回

KPC主催 
 第9回

enjoy
!

フットサル
大会

フットサル
大会

フットサル
大会



②ホテル明山荘 愛知／三河三谷 

9,700円～14,500円

メニュー No.750305
ラグーナテンボス ラグナシア（愛知）

メニュー No.237153
▼オススメ周辺レジャーはこちら！

ラグナシアチケット　5％割引

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
9月7日（木）

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。

ヒント：動物の名前

Q
京町家の外壁によく
見かける曲線状の
汚れよけ。名称は？

新鮮な状態のお野菜を10品前後厳選して詰め
合わせいたします。どんなお野菜が入っている
かは、届いてからのお楽しみ。 ※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。
　（みどり農園様より発送）

※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。（じねんと市場様より発送）

①ガーデンホテルオリーブ 三重／長島 メニュー No.247105

15,900円～22,600円

メニュー No.750114

最大1,000円引き

ナガシマスパーランド（三重）

▼オススメ周辺レジャーはこちら！

10名様

サツマイモ　
約3㎏

No.2旬の京野菜セットNo.1

2名様

5名様

30名様QUOカード
500円分

No.6
ホテルビナリオ嵯峨嵐山
レストランお食事券5,000円分

No.5
10名様

10名様

フィットネス　コ・ス・パ
全店共通ビジターチケット

No.4

No.3
京都市動物園
年間入園券
「Zoo～っとパス」　
初回の入園日から1年間有効です。

宿泊施設と周辺レジャーのご案内
長かった酷暑もようやく一段落し、少しずつ過ごしやすくなる季節が近づいてきました。

それに合わせて、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、宿泊施設だけではなく、レジャー施設の割引や優待もご用意しています。

職場やご家族の皆さんと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▼



ＫＯＹＡＢＵ ＳＯＮＩＣ２０１７

▶会期：10月6日㊎～11月27日㊊
▶会場：大阪文化館・天保山（海遊館となり）営業時間：平日12：00～20：00、
　土・日・祝日は10:00～18:00（入場は閉館の30分前まで）

時代祭 有料観覧席

桂文珍 独演会 全国ツアー　
“一期一笑” 滋賀公演

京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル
京都しんふぉにえった

▶日時：11月3日㊎・4日㊏・5日㊐ 10：00開場／11：00開演（3日間ともに）
▶会場：インテックス大阪 ▶定数：各日程10枚 
※未就学児入場無料。子供料金は小学生が対象。

3日通し券 子供（通常価格のみ）5,000円（通常21,000円）19,000円大人

後半2日
通し券 子供（通常価格のみ）3,500円（通常15,000円）13,000円大人

前半2日
通し券 子供（通常価格のみ）3,500円（通常15,000円）13,000円大人

1日券 子供（通常価格のみ）2,000円（通常8,500円）7,500円大人

（通常2,050円）1,500円全席指定 （通常4,500円）3,500円全席指定

　吉本新喜劇座長・小籔千豊主催による「音楽と笑いの融合」を
テーマにしたフェスティバルが大復活致します！！
出演者：吉本新喜劇ィズ、池乃めだか　他

地獄絵ワンダーランド

お得な映画観賞券のご案内  KPC事務局では、下記各館の映画観賞券も斡旋販売しております。事前にご準備いただき、最新映画をオトクにご覧ください。

連載50周年記念特別展 さいとう・たかを ゴルゴ13
　連載50周年を記念し、ゴルゴ13の大規模な特別展を開催いたし
ます。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。どのようにゴルゴが完成するのか、制作秘話にも迫ります。

10月5日まで

11月23日まで

（当日　800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（当日1,200円）700円一　般

　近世以降、民間で描かれた様々な地獄絵
に焦点をあてます。
▶会期：9月23日㊏㊗～11月12日㊐
　休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）
　開館時間：10：00～17：00※最終入館受付は16：30まで
▶会場：龍谷大学 龍谷ミュージアム（西本願寺前）
※障がい者手帳等をお持ちの方とその介助の方は無料（要証明）。
※会期中、展示替えを行います。

9月22日まで

締切：9月12日締切：9月14日

締切：9月11日

▶日時：12月17日㊐14：00
▶定数：20枚
▶会場：滋賀・野洲文化ホール

※未就学児童のお子様は3階親子席（3,500円）をご利用
　ください。取り扱いはホールのみ。

　“生の落語の魅力”を
たっぷりと、爆笑の渦を巻
き起こしていきます。“平
成の爆笑王”渾身の高座
をお楽しみください。

（通常6,000円）5,000円全席指定

締切：9月11日

▶日時：11月8日㊌14：00　
▶会場：ロームシアター京都メインホール
▶定数：20枚

　選りすぐ
られた男性
奏者が、た
だひたすら
叩く、叩く、
叩く。

（通常6,000円）4,000円全席指定

締切：9月12日

▶日時：11月18日㊏15：00　
▶会場：文化パルク城陽 プラムホール
▶定数：20枚
※未就学児童入場不可。

　BS日テレ「BS日本・こころの歌」でおなじ
みの美しい日本のうた、世界の名曲などを歌
い継ぐ話題の男女混声コーラスグループ
「フォレスタ」が城陽にやってくる！

（通常4,500円）3,500円全席指定

締切：9月13日

▶日時：12月21日㊍7：00PM開演　▶定数：20枚
▶会場：京都コンサートホール

大ホール

　心温まる美しい弦の音色と清らかなソプ
ラノの歌声。ロシア随一の芸術の都、サンク
トペテルブルグで活躍する室内合奏団によ
るクリスマスコンサート。
［出演者］サンクトペテルブルグ室内合奏団 他
［主な演奏予定曲］J.S.バッハ（グノー編）：ア
ヴェ・マリア、シューベルト：アヴェ・マリア、
カッチーニ：アヴェ・マリア ほか

（通常8,300円）7,800円S　席

締切：9月7日

▶日時：11月26日㊐11：00／12月5日㊋11：00 
　　　12月8日㊎13：00／12月9日㊏11：00
▶会場：宝塚大劇場 ▶定数：各日30枚

ミュージカル 
『ひかりふる路（みち） 
～革命家、マクシミリアン・
ロベスピエール～』
レヴュー・スペクタキュラー
『ＳＵＰＥＲ ＶＯＹＡＧＥＲ！』
－希望の海へ－

（通常3,000円）2,000円全席自由 一般

締切：9月13日

▶日時：11月13日㊊19：00　▶定数：30枚
▶会場：アンサンブルホールムラタ

曲目：～アレン
ジ de ガラ！～
（編曲：小田拓
也）、マンシー
ニ：ピンクパン
サー　ほか

（通常2,600円）2,000円2歳～未就学児

（通常3,800円）3,000円小学生

（通常4,400円）3,500円おとな（中学生以上）

（通常　500円）200円中小生

（通常1,300円）700円大高生

（通常1,500円）900円一　般

　注意！
▶それぞれのチケットには有効期間がありま
　す。⑥～⑨は順次変更していきますので、
　KPCホームページや申込書をご覧くださ
　い。⑩は発券してから３ヵ月間有効です。
▶購入後の返金はいたしませんので予め
　ご承知のうえお申込みください。
▶料金は大人１名料金です（消費税込み） 
　※小人券の取り扱いはございません。
▶3D作品等ご覧になるときは追加料金が
　必要です。
▶上映作品については、各館のホームページ
　等でお調べください。

ひらかたパーク 秋シーズン 
入園+フリーパス

▶有効期間：9月9日㊏～11月26日㊐
※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、催事は別途料がかかります。

1 2

3 4

宝塚歌劇 雪組公演8クリスマス/アヴェ・マリア
サンクトペテルブルグ室内合奏団7城陽市市制施行45周年記念事業　

フォレスタコンサートin城陽6鼓童 「打男 DADAN 2017」5

1 2

3 5 みどり農園 野外BBQ+きのこごはん+お土産付4

2018年2月1日まで （当日　900円）500円高校生　

（当日　600円）300円中小生

（当日1,100円）700円大学生

（当日1,500円）1,000円一　般　

ボストン美術館の至宝展 東西の名品、珠玉のコレクション
　歌麿、蕭白、一蝶…。世界が愛した日本の美。ゴッホのルーラン夫
妻、二人そろって日本へ。世界屈指の美の殿堂、ボストン美術館の
主要なコレクションから選りすぐった、珠玉の80点を紹介します。
▶会期：10月28日㊏～2018年2月4日㊐　休館日：月曜日、年末年始　
（12/29～1/1）、1月9日㊋ ※但し、1月8日㊊㊗は開館 開館時間：9:30～17:30　
※土曜日は19:00まで、11/24・12/22・1/26は21:00まで（入館は閉館の30分前まで）
▶会場：
　神戸市立博物館

©宝塚歌劇団

　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〉
▶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

地下鉄東西線

　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
参観者も多く、沿道には豊かな国際色が見受け
られます。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。
▶会期：10月22日㊐（雨天順延23日㊊）
▶会場：京都御苑（正午頃）、御池通（午後1時頃）

平安神宮道（午後2時20分頃）
▶定数：各席20枚　
※パンフレット付（当日お渡し）
※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。

©さいとう・たかを

9月29日まで

※オールスタンディング。
※1日券は日付を指定ください。

松竹系＆イオンシネマ共通チケット
（全国のMOVIX、イオンシネマ他）……………………1,100円
TOHOシネマズパスポートチケット（全国）……1,100円
T・ジョイ京都 …………………………………1,200円
京都シネマ……………………………………1,000円
福知山シネマ＆舞鶴八千代館共通券…………1,200円

6

7
8
9
10

フィンセント・ファン・ゴッホ《郵便配達人ジョゼフ・ルーラン》
1888年 Gift of Robert Treat Paine, 2nd, 35.1982 Photograph 
©Museum of Fine Arts, Boston

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）



　京都の街をぐるっと囲む山々を歩きます。
今回は、比叡山に向かって歩くコースです。
●日程：9月3日㊐
●集合時間：午前8時00分
●集合場所：
　京都市バス 北白川バス停付近の交差点
　浄土寺橋（今出川白川交差点）集合
●行程：約8km 約5時間 一般向きコース
●装備：
　弁当、水筒、雨具、軽登山靴、手袋等
●交通費：約2,000円

●今出川白川交差点▶日本バプテ
スト病院▶大山祇神社▶一乗寺林道
分岐▶石の鳥居▶水飲対陣▶千種
忠卿戦死之地碑先の分岐▶ケーブ
ル比叡駅▶大比叡三角点(848.3m)

コース
●京都駅南口（9：00）▶京都南IC▶
明石海峡大橋▶『うずの丘 大鳴門橋
記念館』（休憩）▶（12：00）『淡路島海
上ホテル』（昼食/鱧＆淡路牛会席）温
泉入浴可（14：00）▶福良港津波防災
ステーション（見学）▶【産直赤い屋根
／たこせんべいの里】（お買い物）▶
京都南IC▶京都駅南口（18：00）

コース

京都一周トレイル② 北白川～比叡山
ハイキングサークル

淡路島海上ホテル 本場淡路島 沼島近海産鱧＆淡路牛会席
バスツアー

[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

　創立50周年の淡路島海上ホテルにて、沼
島近海からあがる本場ならではの新鮮で活き
の良い鱧料理と淡路牛の贅沢な昼食をご堪能
していただき、福良港津波防災ステーションの
見学や産直赤い屋根、たこせんべいの里での
お買い物もお楽しみ頂けます。
●日程：9月30日㊏　●集合時間：午前8時45分
●集合場所：京都駅　 
●定数：30名（最少催行人数20名）
●料金：会員・会員家族 8,000円　一般 12,000円

取扱：京都交通社

●岐阜基地の近くまでバスにて移動します。通常の見学者と同じように入場していただきます。
●ブルーインパルスの参加が公式発表されておりますが、
　万が一不参加となった場合もツアーは催行致します。
●航空祭のスケジュールは予告無く変更になる場合があります。
●社会情勢または暴風・荒天時は、安全上の理由により、航空祭そのものが中止となる場合があります。
●渋滞等で現地の滞在時間が短くなる場合や、渋滞等で帰着時間が大幅に遅れる場合があります。
●敷物類及び脚立等を使用した撮影、見学は禁止されています。
　また、脚立、テーブル、三脚（長さ60ｃｍ以上）等の持ち込みも禁止されています。
●会員外は通常料金を適用します。  
●キャンセル料金は21日前からかかります。

●定数：30名
●交通費用、宿泊費用（1泊2食）、昼食（11/18）、
　ブルーインパルスキャップのプレゼント付き
※幼児はバスの座席はありますが、ベッド、各食事、キャップ    
　は付きません。
取扱旅行社：スポニチプライム（参加料金は、旅行会社からご請求いたします）締切：9月29日

締切：9月11日

毎年7万人が訪れる岐阜基地航空祭を見学します。
前日宿泊で、朝早くから入場し余裕の約7時間滞在予定。
間近で見る戦闘機や爆音、ブルーインパルスのアクロバット飛行は感動しますよ。
トリップアドバイザー「旅好きが選ぶ！工場見学＆社会見学ランキング2017」
第1位のトヨタ産業技術記念館も訪問します。

岐阜基地航空祭2017
見学ツアー

（通常28,000円）24,000円小学生

（通常14,000円）14,000円幼　児

（通常28,200円）25,000円中高生

（通常28,700円）26,000円会員家族

行  程 ※交通状況により時間は変更になる場合があります。

11/18土

11/19日

竹田駅 トヨタ博物館

15：10～16：3013：00～14：3011：30～12：209：00 17：00

名古屋市内
＜昼食BBQ＞

トヨタ産業技術
記念館

ルートイングランティア小牧
＜夕食＞

8：15～15：007：45

草津

17：00

竹田駅

17：30頃着

航空自衛隊 岐阜基地航空祭
自由見学（昼食は自由食）

小牧
＜朝食＞

航空自衛隊
トヨタ産業技術記念館 トヨタ博物館




