
「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 24,000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

答えて当てよう いいとこクイズ

京都ええ店食べある記

ハイキングサークル

クイズ探検2 嵐山グルメぐり 開催
１２月１日㊏~１６日㊐

第６回 旅とグルメの会 
冬の京都丹後鉄道 スイーツ列車で天橋立へ
１２月２４日㊊㊗ 

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.117
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KPC主催

一休.comギフト券がもらえるチャンス！

●開催期間： 2018年12月1日土～16日日（16日間）
●参加料金： 会員・家族　無料　会員外　2,000円
 (GICパスポート代含む：サイト内で決済していただけます)

●定員：期間内100名　　●お申込締切日：12月12日水

※毎日でも参加可能

※後日、KPC事務局より
　お送りします。

お申込みの方には、「クイズ探検手帳」と
「グルメぐりクーポン」をお渡しいたします。

全世界の人々を魅了する嵐山。春夏秋冬様々な表情を見せて

くれて訪れる観光客を楽しませています。地元の方には見慣れ

た景色であるかもしれませんが、この冬はどっぷりと観光して

みませんか。「クイズ探検2 嵐山グルメぐり」は嵐山地域の深い

魅力をクイズにして周遊していただくクイズラリーです。途中に

はグルメポイントも設定。おいしく巡っていただけます。

全世界の人々を魅了する嵐山。春夏秋冬様々な表情を見せて

くれて訪れる観光客を楽しませています。地元の方には見慣れ

た景色であるかもしれませんが、この冬はどっぷりと観光して

みませんか。「クイズ探検2 嵐山グルメぐり」は嵐山地域の深い

魅力をクイズにして周遊していただくクイズラリーです。途中に

はグルメポイントも設定。おいしく巡っていただけます。

10,000円　 一休.comギフト券
　7,000円　一休.comギフト券
　5,000円　一休.comギフト券

1位
2位
3位

◎もれなく足湯券プレゼント
 当日嵐山駅ホーム「駅の足湯」でご利用いただけます。（達成者ひとり1枚）
◎さらに 全日程内で最短時間にてスタンプラリーを達成した順に進呈

クイズ探検 全問正解のかたには

●クイズ探検について ●ご参加前のご準備
嵐電嵐山駅を起点にして、近辺の名所をクイズにいたしました。
クイズの解答名所を目指して、探検してみてください。
ご自身の都合に合わせて自由行動でお楽しみ下さい。

●クイズ探検は、ご自身のスマートフォンで実施いただくクイズラリーです。
●通信料は別途ご負担になります。●申込用紙はございません。

Q7：知恵を授けてくれる仏様がご本尊のお寺。境内には電気・電波関係
の業界発展を祈る電電宮という社殿もあります。京都のまちの清々しい
眺望も楽しめます。さて、ここはどこでしょうか？

答えの名所がわかれば、そちらにお出かけいただいて、クイズ手帳に記載のQRコードを
読み取っていただきます。 画面に「正解」が出れば、OKです。他の問題にも挑戦してくださ
い。開催期間中、いつからでも始めていただけます。こちらのQRコードから、クイズ探検2
参加証を取得してスタートしてください。

・事前に「GICパスポート」と「クイズ探検2 参加証」への登録が必要です。

●会員家族の方は、KPCホームページをご覧ください。

協力：京福電気鉄道株式会社、グレートインフォメーション株式会社

8月に行いました「クイズ探検京都鉄道博物館」にご参加いただいた方は
新たにご登録する必要はございません。「クイズ探検2 参加証」だけ取得してください。

❶こちらのQRコードに
　アクセスしてください。
❷ログインIDにライフサポート倶楽部会員番号
(17桁)を入力、パスワードはその下8桁を入力
してください。
❸スマートフォンで受信できるメールアドレスを
入力しパスポートを発行します。

❹受信したメールに記載のURLにアクセスし
指示に従って登録を完成してください。

❺パスポート画面のその他(歯車アイコン)を
タップし【会員情報編集】でお名前を修正し
パスワードを変更して完了です。

そのあとは、左の＜クイズ探検2 参加証＞を
追加するだけです。
※GICパスポートは1年間有効
　(次年から更新料1,000円必要です)

●KPC会員の場合

〈クイズ探検2 参加証〉
会員用
会員家族用
QRコード

会員外の方用
QRコード

例）

全8問



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
12月4日（火）

Q寛永13年（1636年）に造られ
た大鐘。僧侶17名で撞く除夜

の鐘や、相対性理論で有名なアイン
シュタイン博士が鐘の下で実験を
行ったことでも知られています。
この鐘を有する寺院はどこ？

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

1 2 3 メニューカテゴリーより
「トラベル」を選択
4

温泉が楽しめる旅館をご案内します！
少しずつ冬を感じられる季節になってきました。「いやしなび KPC ライフサポート倶楽部」では、

温泉が楽しめる旅館を特別料金でご用意しております。少しゆったりした時間を過ごされるのはいかがでしょうか。

㊟

〈メニュー例〉詳しいご利用方法はKPC会員専用ホームページからメニュー検索でご覧ください。

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

㊟会員番号（17桁）とパスワードについては②のページをご覧ください。　※会員特典内容は変更となる場合がございます。　※ご利用方法は、いやしなびＫＰＣをご覧ください。　　　

No.5
京都姫牛レアカツランチ　

十二屋

50名様
QUOカード
500円分

No.8

Ｔジョイ京都
映画観賞券

No.7 10組
20名様

京都鉄道博物館No.6 5名様

会社のみんなで分けてね

レバウコン
100mlビン 50本セット
賞味期限2020年1月 

No.3ハウステンボス
1Dayパスポート

No.1

期限：1月7日～１月末

ⓒハウステンボス／Ｃ－6678

１組
2名様

京湯元ハトヤ瑞峰閣
京都温泉日帰りプラン
〈昼食〉野点

No.2

5組
10名様

佐藤製薬
野菜生活100
青森りんごミックス
195ml紙パック 
48本セット
賞味期限
2019年6月

No.4 カゴメ

2名様2名様

2名様

ペア招待券とグッズ1点

メニューNo.210008
岐阜県／下呂・南飛騨

水明館

山紫水明の地、清流飛騨川に沿って
建つ水明館は、名実ともに飛騨路を
代表する温泉リゾート空間。

例）1泊2食付／1名様 【1部屋2～6名利用時】
　17,280円～23,760円

メニューNo.187049

ゆったりとした大屋根に
四季の風情を映し温かく包みこむ。
親しみとやすらぎの空間、全館純和風。

福井県／三国・あわら
みのや泰平閣

例）1泊2食付／1名様 【1部屋2～5名利用時】
　13,095円～24,832円

メニューNo.240061

あの清少納言の枕草子にも
日本三代名泉と謳われた、
榊原の美人の湯が楽しめます。

三重県／津・久居・美杉・松阪

例）1泊2食付／1名様 【1部屋1～5名利用時】
　14,040円～21,600円

メニューNo.260116

古来より湯治湯とされていた
－京都の奥座敷－湯の花温泉で味わう

里山リラクゼーション

京都府／亀岡・湯の花・丹波・美山

例）1泊2食付／1名様 【1部屋2～4名利用時】
　9,900円～12,700円

旅館　清少納言 Ｒ＆Ｓ　里山の休日 京都・烟河



バイカル GIFT CARD

宝塚歌劇 花組公演キエフ・クラシック・コレクション
初春バレエ祝賀コンサート

（当日　600円）400円子ども

（当日1,000円）600円中高生

（当日1,500円）900円一般

（通常2,926円）1,800円おひとり

1 2 3

654 7

SKY青春指定席 
秋川雅史コンサート

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～がやってきた！！

▶日時：2019年1月8日㊋19:00
▶会場：京都コンサートホール 大ホール
▶定数：30枚
※未就学児童入場不可

▶日時：2019年3月30日㊏ 1:30PM/4:00PM
31日㊐ 11:00AM/1:30PM

▶会場：ロームシアター京都 メインホール
▶定数：各公演２０名 ※抽選が予想されます。第2希望
までご指定ください　※1歳以上有料　※1歳未満で保護
者の膝上でご覧になるお子様は、保護者1名につきお子様
1名まで無料（1歳未満でも座席が必要な場合は有料）

　初春に聞きたいおなじみのメロディ、音楽
史に輝く名曲などをお届け。
[出演]キエフ・クラシック弦楽アンサンブル、
キエフ・クラシック・バレエ
[プログラム]チャイコフスキー「くるみ割り人
形」花のワルツ、ヴィヴァルディ「四季」春 他　
（曲順不同）

　1955年創業、京都の人気洋菓子店バイカ
ル各店でお支払いに使える商品券です。

締切：12月4日

締切：12月10日

[出演]「ガラピコぷ～」の仲間たち（チョロ
ミー、ムームー、ガラピコ）、速水けんたろう、
山下はるか、関沢圭司

（通常8,300円）7,800円S席

締切：12月4日

▶会場：宝塚大劇場 ▶定数：各30枚

祝祭喜歌劇　
『CASANOVA』
▶日時：2019年
　2月22日㊎13：00
　　　28日㊍11：00
　3月  3日㊐11:00
　　　  9日㊏11:00

©宝塚歌劇団 Photographer 富田眞光
《主演》明日海りお（下）、仙名彩世

1 2 マーべル展　時代が創造したヒーローの世界
MARVEL AGE OF HEROES EXHIBITION

3 4

　アベンジャーズやスパイダーマンなどマーベルの人気作
品とヒーローたちの貴重な資料、コミック、衣裳など約200点
を日本初公開。日本で観覧できる最後のチャンス ! 
▶会期：12月15日㊏～2019年2月17日㊐
▶会場：グランフロント大阪 ナレッジキャピタル イベントラボ
　開館時間：10:00～20:00（最終入場は19:30まで） 休館日：2019.1/1㊋㊗
※3歳以下無料　※子どもは4歳～小学生　
※中高生は、学生証の提示をお願いすることがあります

（当日1,500円）1,000円大高生

（当日1,800円）1,200円一般

フェルメール展

からすま京都ホテル 入舟 「入舟御膳」お食事券＜昼食＞

　日本初公開『取り持ち女』や大阪展のみ公開『恋文』など6点が
集結。前回の「フェルメールとその時代展」の5点を上回る、西日本
では過去最大規模の展覧会です。
▶会期：2019年2月16日㊏～5月12日㊐
▶会場：大阪市立美術館(天王寺公園内)
　開館時間： 9:30～17:00（入館は16:30まで） 
　休館日：月曜（祝休日の場合は開館、翌平日休館。ただし4/30、5/7の火曜は開館）
※大阪市在住の65歳以上の方も一般料金必要
※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名を含む）は無料（要証明）

　アクセス便利な好立地！からすま京都ホテルの地下
1階、和の情趣ある空間で、リーズナブルにお楽しみ
いただける和食「入舟」。小鉢に造り、天ぷら、焼魚と旬
の食材を使ったお昼の人気メニュー「入舟御膳」を
KPC会員特典ワンドリンク付きでご用意いたしまし
た。1名様でも気軽にご利用いただけるカウンター席
のほか、グループ向けの個室もございますので、用途
に合わせてご利用ください。

▶会期：12月1日㊏～2019年1月31日㊍ 
　※除外日12/31～1/3
▶会場：からすま京都ホテル地下1階 和食「入舟」
　営業時間11:30～14:30　※ご予約をお願いいたします。
　ご予約・お問い合わせ　TEL.075-371-0140（直通）

2月15日まで

12月14日まで

（当日1,800円）900円一般

人魚の眠る家

1枚 （1枚あたり500円分使用可）400円

▶有効期限：なし　▶定数：300枚
▶対象店舗：京都下鴨本店、京都金閣寺店、
　京都山科店、大阪くずは店、北くずは店、
　奈良学園前店
　※イオンモール京都桂川店、オンラインショップは
　　ご利用不可
※お一人様10枚まで ※お釣りは出ません ※払い戻し不可
※オークションサイトなどへの転売禁止

締切：12月4日

5

　京の老舗「かにの山よし」のかにすきは、「生」のかにの硬い殻を、食べやすいように一本一本そいであります。
味の決め手は、カニ専門店ならではの特製だし。鰹と昆布から引いただしが味の決め手です。濃縮だしではない
のでそのままお鍋に入れてお召し上がりください。
さらに、お鍋にぴったりの美味しい白菜、水菜(京菜)、壬生菜などの京野菜、そして、京ゆば、生麩などの京食材
を厳選してお届け。かに身も野菜も包丁済みなので、お忙しい時でもすぐにお召し上がりいただけます。

ヨハネス・フェルメール『恋文』（1669-1670年頃） 
油彩・カンヴァス 44×38.5 アムステルダム国立美術館
Rijksmuseum. Purchased with the support of the 
Vereniging Rembrandt, 1893 

受付締切日：1月21日

●ご注文は専用のお申込み用紙にてKPC事務局までお申込みください。商品を発注後、KPCよりご請求書を送ります。お支払いは銀行振り込み(京都銀行・京都信用金庫本支店窓口でしたら
　手数料はかかりません)、またはコンビニ決済がご利用いただけます（手数料120円必要）
●配達ご希望日は、余裕をもって発注日より６日以降をご指定ください（ご希望に添えない場合があります）
●年末年始は例年混み合いますのでご利用前日のお届け指定をおすすめいたします　●贈答用には対応いたしません　●受付は12/26で一旦終了し、1/7より再開いたします

味の宅配便 かにすきセットのあっ旋

「かにの山よし」より直送！　生のかにすきをご自宅でもお楽しみいただけます。

発送日をご指定ください。
送料について  【送料区分】市内エリア（京都市内）▶送料無料 ※12/31～1/3のみ別途送料1,500円 
 　【送料区分】クール便エリア（上記以外その他の地域）▶2人前：1,100円／3人前以上：一律1,560円

●かに身
●京野菜セット（包丁済み）
　京水菜、壬生菜、九条ねぎ、金時人参、丹波しめじ
●その他の食材（生麩、湯葉、餅、葛きり）
●専門店特製だし（ストレート）

セット内容
京野菜と「生」のかにすき／一人前約350g2人前／ 

6,300円 (通常7,960円)
※以降の1人前追加ごとに3,900円を加算
※1人前の設定はございません。
　例）3人前は、2人前+3,900円＝10,200円となります。

商品金額
約20％
OFF‼

全席指定 （通常3,800円）3,000円

A席 （通常2,700円）2,200円

▶日時：2019年2月9日㊏15:00
▶会場：京都テルサホール
▶定数：20枚
※未就学児のご入場はご遠慮ください

締切：12月10日

　「聴いてよく分かるクラシック2」と題
し、400年に渡る音楽の歴史をマエストロ
秋川が解説。音楽の仕組みやリズム感な
ど、楽しくお勉強になるコンサート。
[予定曲目]アヴェ・マリア（カッチーニ）、
グラナダ、千の風になって　他

全席指定 （通常4,000円）3,000円
ディズニー・ハワイアン コンサート
2019

▶日時：2019年1月19日㊏17:00
▶会場：神戸国際会館こくさいホール
▶定数：20枚
※3歳以下入場不可、
　4歳以上はチケット必要 締切：12月10日

　ディズニーの名曲やハワイの映像を、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。
［出演］マーク・ケアリイ・ホオマル（ディズニー映画
「リロ＆スティッチ」のメイン・タイトル歌手）、「アウラニ・
ディズニー・リゾート＆スパ」ショーダンサー

S席 （通常9,500円）8,700円

ミュージカル「サムシング・ロッテン」

（通常11,000円）10,000円S席 平日

（通常11,500円）10,500円S席 土日祝

▶日時：2019年1月11日㊎18:30/12日㊏17:00
　    　14日㊊㊗12:00  ▶定数：各20枚
▶会場：オリックス劇場
※未就学児童入場不可

　福田雄一最新ミュージカルは、中川晃教 
VS西川貴教。ブロードウェイの傑作コメディ、
日本語版が上演決定!！
[出演]中川晃教、西川貴教、瀬奈じゅん、平方
元基、清水くるみ、橋本さとし　他

締切：12月10日

（当日2,600円）2,300円
（当日3,800円）3,200円小学生

（当日4,400円）3,700円おとな
(中学生以上)

（当日1,200円）800円
（当日2,000円）1,400円おとな

(中学生以上)

ひらかたパーク 冬シーズン
▶有効期限：12月1日㊏～3月3日㊐
※スケート貸靴は別途600円必要 ※フリーパスは「のりもの乗
り放題+イベントホール入館可（一部対象外あり）」。ウィンター
カーニバル入場は別途料金要 ※休園日および営業時間は
ホームページで要確認（http://www.hirakatapark.co.jp/）

　人気作家・東野圭吾の同名ベストセラーを
映画化し、篠原涼子と西島秀俊が夫婦役で
映画初共演を果たしたヒューマンミステ
リー。「明日の記憶」の堤幸彦監督がメガホ
ンをとり、愛する娘の悲劇に直面し、究極の
選択を迫られた両親の苦悩を描き出す。
▶期間：11月16日㊎公開 全国ロードショー

12月10日まで1月19日まで

3月1日まで

こども
(2歳～小学生)

2歳～
未就学児

入
園+

フ
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ー
パ
ス

入
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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）



[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

　一休寺でひと休み。そして神の御座所と
される笠形の甘南備山（221ｍ）山頂へ。京
田辺市が一望できます。
●日程：12月2日㊐　
●集合時間：午前9時
●集合場所：近鉄「京都」駅 改札口前集合
●行程：約9km 約4時間（一般向きコース）
●装備：水筒、雨具、軽登山靴、手袋、昼食 等
●交通費：800円

●近鉄「京都」駅（9:10発）急行「橿原神
宮前」行▶近鉄「新田辺」駅（9:35着）▶
棚倉孫（たなくらひこ）神社▶一休寺▶
登山口▶展望台▶甘南備山（神南備神
社）▶取付口▶登山口▶一休寺▶近鉄
「新田辺」駅（14:30頃解散予定）

コース

12月例会　一休寺～甘南備山（神南備神社）
ハイキングサークル かんなびやま かんなびじんじゃ

初めてご参加の方のみ事務局までご連絡ください
お問合せは
こちらまで 075-255-6655

　天井の梁や柱、坪庭等往時の面影が
残る築百年の京町家で、「京都姫牛」を
中心に地元京都の食材を活かした料理
をゆっくりと堪能できるお店です。

　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」。今月は京阪本線「伏見桃山」駅か
ら徒歩1分、近鉄京都線「桃山御陵
前」駅から徒歩2分と、両駅の間にお
店を構える「十二屋」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

京町 肉どころ 十二屋

【特典】平日ランチ限定！
ワンドリンクサービス
（12/1～28まで）

京都府京都市伏見区京町3-182
営業時間   ランチ11:00～14:30（L.O.14:00）
　　　 　　ディナー17:00～21:00（L.O.20:30）
定休日　無休（12/31・1/1は休みます）

店舗
情報

切り取り線

075-612-7666

グルメクーポン 京都ええ店食べある記 vol.36

●ご利用方法：KPC会報誌から切り取って、店頭でご提示ください。

会員番号 ー

ご利用人数 名

　スイーツの街、福知山市にある『パティスリーカフェ カタシマ』が届ける絶品
スイーツを、クリスマスイブにゆっくりご堪能いただきます。
途中、大江駅で30分間停車。駅から徒歩1分の「大江山鬼瓦公園」散策や、地元住民による
駅マルシェをお楽しみいただけます。丹後地方の特産品が販売されている駅マルシェでは、
ご乗車の方全員に配られるお土産もご用意。お昼の時間帯に天橋立に到着するので、到着
後そのまま天橋立観光をお楽しみいただけます。　※丹後くろまつ号限定 1日フリーきっぷ発売中

第6回 旅とグルメの会  
冬の京都丹後鉄道 スイーツ列車で天橋立へ

●日程：12月24日㊊㊗　●集合：福知山駅／9:30　
●定員：30名 ※応募者多数の場合は抽選
●参加料：会員・家族 3,200円　
　会員以外5,200円※大人料金のみ
※料金に含まれるもの：福知山駅～天橋立駅間の乗車料金、
　くろまつ号の指定席料金、コース食事代
※福知山駅までの乗車券、天橋立駅からの乗車券は別途必要。
　必要な場合は下記旅行社まで発注してください
※申込締切日以降のキャンセルはできませんのでご了承
　ください

産休社員の復職を応援したい事業所の方へ　

「企業主導型保育園」京都テルサ保育園のご案内

●場所：京都テルサ東館1Ｆ 〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70
●対象：0歳児、1歳児、2歳児　●定員：15名 
●開園時間：平日・土曜日8:00～19:00　
●休園日：日祝日・年末年始（12/29～1/3）
●ご利用には条件があります。担当者までお問合せください。
一般財団法人 京都府民総合交流事業団
京都府男女共同参画センター らら京都　保育園担当
TEL：075-692-3433　FAX：075-692-3436　E-mail：info@kyoto-womensc.jp

●福知山駅（10:03発）▶大江駅で
停車（30分）▶駅周辺の散策・地元
住民によるマルシェへ（徒歩1分）▶
天橋立駅（11:53着）

コース

締切：12月5日
※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直接お願いいたします。お振込みの場合は手数料が
かかります。コンビニ払いはございません。

取扱：日本旅行四条支店

KPC会員企業の皆様、従業員の子育て支援として、自社内に保育所の設置をお考えになった
ことはありませんか？また、社員から保育園の入所を検討しているけれど、すぐに入れる保育
園はないだろうかと相談を受けたことはありませんか？

そんな事業所様に、お知らせです。
「京都府男女共同参画センター らら京都」が運営している保育園と共同利用契約しませんか？
子ども・子育て拠出金（厚生年金保険）を負担している企業なら共同利用が可能です。
保育園の利用については随時受け付けています。（但し、定員内）

企業にとっても運営や経済的負担は不要です。ぜひご検討ください。
ご契約に関するお問合せは「らら京都」へお申込みください。

※画像はイメージです。






