
「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
ハイキングサークル

みんなでハイキング 開催
10月28日㊐

仕事と介護の両立支援セミナー 開催
9月22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.114
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家族に介護が必要となったとき、
家族だけでは解決できないことが沢山あります。
必要とする介護の内容は人それぞれ。
そのような問題を、仕事と介護の両立をする講師が、
「介護の実例」を交えながらお話します。

仕事と介護の
両立支援セミナー
仕事と介護の

両立支援セミナー

ー親の介護と仕事は両立できるーー親の介護と仕事は両立できるー 主催：KPC　
運営：株式会社ユメコム

従業員の
ための

■日程：2018年9月22日（土）
　　　　13:30受付開始 14:00～（90分間）

■会場：京都市男女共同参画センター
　　　（ウィングス京都）2Ｆ会議室2
　　　　　京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262番地

■定数：20名 
■お申込み締切日：9月20日(木) 担当講師：

橋本珠美
（株式会社ユメコム）

10月 28日日開催日　● 7：50集合／8：00発
京都市営地下鉄 国際会館駅集合場所　●

会員・家族（中学生以上）
会員外（中学生以上）
※小学生は、2,000円　
※料金には、バス代・昼食代を含みます。

3,800円
6,900円

参加料金

●雨天中止。　
●健康に不安のある方はご遠慮ください。　
●参加者には事前に請求書と開催要項を
　お送りいたします。

備考

水筒、雨具、軽登山靴、手袋、行動食 など装備

60 名（最少催行人数 30 名） 
お申込者多数の場合は抽選

定数

鞍馬から北へ進めば、桂川と安曇川の二つの源流域に辿り着きます。
今年の「みんなでハイキング」は、この広大な森林公園にて行います。

 樹齢を重ねた木々に囲まれた遊歩道を散策しながら、
ゆったりと森林浴を楽しんでいただきます。
昼食は、山村都市交流の森にてＢＢＱです。

お申込み締切日：9月20日木 お申込みはKPCまで

協力：山村都市交流の森、京都交通社

「こんな方、ぜひご参加ください」
■仕事と介護の両立をするために必要な対策を知りたい方
■介護に備えて今からできることを知っておきたい方
■平日は仕事でセミナーに参加しづらい方

〈行程〉国際会館駅（8時発）▶バス
▶翠峰荘▶展望の森▶八桝尾根
散策道▶ほそが谷歩道▶山村
都市交流の森にてBBQ▶バス▶
国際会館駅着（16時30分頃着予定）

みんなで
ハイキング

歩いた後は
B・B・Q

参加
無料

お申込みはKPCまで。今月号のイベント・チケットお申込書にご記入の上
FAXいただくか、ホームページからお申込みください。



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5日（水）

Q京丹後市の夕日ヶ浦の海
岸に設置され、SNSでも話

題で人気スポットとなったブラン
コの愛称は？（今年は10月末ま
で設置される予定）
ヒント：夕日・お湯・夕日ヶ浦それぞれの「ゆ」を頭
文字に、ゆったりと揺れ動く様子を表しました。

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
「まなぶ」を選択
4

学びの秋、自分磨きをしよう！
この秋、新しいことを始めてみませんか？　

いやしなび KPC ライフサポート倶楽部では、学びの秋をサポートするメニューをご用意しています。ぜひご利用ください。

㊟

No.2
主催試合自由席ご招待券
10/13(土)14:05
横浜ビー・コルセアーズ
(ハンナリーズアリーナ)
10/17(水)19:05
琉球ゴールデンキングス
(向日市民体育館)

10名様

48本入
3名様

50名様
QUOカード
500円分

No.7Ｔジョイ京都
映画観賞券

No.6 10組
20名様

5組
10名様

会社のみんなで分けてね

りんご酢
200ml 紙パック

No.5 伊藤園

48本入
3名様

コラーゲン&カルピス
200ml 紙パック

No.4 エルビー

京都ハンナリーズ No.3 モバイル充電
バッテリー

じねんと市場

〈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

日経電子版 書籍ダイジェストサービス
SERENDIP（セレンディップ） NHK文化センター ヒューマンアカデミー

メニューNo.650318メニューNo.650101メニューNo.650522メニューNo.720008

㊟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。　　　

新鮮野菜の詰め合わせです。どんな野菜
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。当選者にはお
　届け先を伺いまして、じねんと市場
　様から発送いたします。10名様

旬の京野菜セットNo.1

会員特別価格で最大5400円お得です！会員特別価格で最大5400円お得です！
申込月無料でさらにお得に！申込月無料でさらにお得に！

入会金無料(通常3,240～5,400円）年間購読料20％OFF
(通常32,400円 ⇒ 25,920円)ポイント使用可能

コンピューター、国家資格、語学、ビューティー、
デザイン、医療・福祉・保育、心理など

通学コース･通信コース 受講料 5％割引

【初月無料＋6ヵ月購読コース】
　 通常価格 25,200円 → 24,000円 
【初月無料＋12ヵ月購読コース】
　 通常価格 50,400円 → 45,000円
★購読期間終了後は何度でも継続お申込みが可能！ 
※お支払いはクレジットカードのみとなります。

ビジネスパーソン約8万人が利用している書
籍ダイジェストサービス。厳選した書籍のハイ
ライトを3,000字のダイジェストにして配信。

好奇心の、その先へ。全国ネットのカル
チャースクール。（全国46教室）

社会人の資格取得、キャリアアップを応援
する総合スクール。

賞味期限:
2018年12月

賞味期限:
2018年12月



※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。

 南座発祥四百年 南座新開場記念 當る亥年吉例顔見世興行 東西合同大歌舞伎

▶会期：9月8日㊏～9月24日㊊・振休 ※会期中無休
▶会場：大阪文化館・天保山（海遊館となり）
10時～17時（入館は閉館の30分前まで）　※小学生未満無料
※障がい者手帳をお持ちの方（介助者１名を含む）は当日料金の半額（会場で購入の
場合のみ※要証明）

時代祭 有料観覧席

桂文珍 独演会 
（通常2,050円）1,500円全席指定

パンフレット付き

（通常4,500円）3,500円全席指定

マキノピックランド　味覚狩り

画業50年“突破”記念 永井GO展
　画業50年突破を記念して開催する本展覧会では、貴重な直
筆マンガ原稿、カラーイラストなど600点以上を展示。「鬼・悪
魔」「ロボット」「ギャグ」「魅力的なヒーロー・ヒロイン」というジャ
ンル別に紹介します。

9月15日まで 9月28日まで

11月23日まで

（通常3,240円）2,000円小人(小学生)

（通常3,780円）2,900円大　人

締切：9月10日

締切：9月13日

▶日時：12月16日㊐14：00
▶定数：30枚
▶会場：滋賀・
　　　　野洲文化ホール

　爆笑間違いなし、“平成
の爆笑王”渾身の高座を
お楽しみください。

（通常6,800円）6,000円全席指定

締切：9月12日

▶日時：10月21日㊐１７：３０　▶定数：20枚
▶会場：文化パルク城陽 プラムホール
※4歳以上有料。3歳以下膝上可
　（ただし席が必要な場合は有料）

　一度は耳に
したことのあ
る大ヒット曲
が、“生”で聴
ける!!

（通常14,000円）11,000円A席

（通常16,000円）13,000円S席

締切：9月13日

▶日時：11月1日㊍19:00開演
▶会場：京都コンサートホール 大ホール
▶定数：20枚

［指揮］アラン・ギルバート（NDRエルプフィル
ハーモニー管弦楽団次期首席指揮者）
［ピアノ］エレーヌ・グリモー
［曲目］ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番 ト長
調 op.58／ブラームス：交響曲第4番 ホ短調 
op.98 ほか

（通常8,300円）7,800円S　席

締切：9月6日
▶会場：宝塚大劇場 
▶定数：20枚

三井住友ＶＩＳＡカード ミュージカル 
『ファントム』
[主演]望海風斗、真彩希帆
▶日時：11月15日㊍11：00

25日㊐11：00
30日㊎13：00

12月8日㊏11：00

（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）

（当日   800円）400円小学生
（500gのお土産付き）

（当日1,600円）1,200円中学生以上
(1Kg のお土産付き)

（当日   800円）300円3歳以上
（当日1,200円）600円小学生
（当日1,600円）1,000円中学生以上

▶ブドウ狩り　60分食べ放題　8月下旬～ ▶くり収穫体験　9月中旬～

（当日　500円）200円中小生

（当日　900円）500円大高生

（当日1,500円）1,000円一　般

　ひらかたパークは、小さなお子さまから大
人まで一年中楽しめるテーマパークです。
▶有効期間：9月8日㊏～11月25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/
※フリーパスは「のりもの乗り放題＋イベントホール入館可
　（一部対象外イベントあり）」です。

1 2

5 6 宝塚歌劇 雪組公演NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団
（旧ハンブルク北ドイツ放送交響楽団）

T-BOLAN 30th Anniversary 
LIVE Tour「the Best」～励～ 43

1 2

7 8

▶会期：10月2日㊋～11月25日㊐ ※会期中展示替えあり
▶会場：京都文化博物館 4階展示室・3階展示室
休館日：月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）、但し10/22㊊は臨時開館
時間： 10：00～18：00　※金曜日は19：30まで（入場は30分前まで）
※障がい者手帳などをご提示の方と付添人1人まで無料（要証明）

　華やかな明治期の宮廷を彩った調度品や染織品、帝室技芸員の
絵画・工芸品を一堂に集め、明治期の日本の美と技の粋を堪能して
いただけます。

10月1日まで （当日　500円）200円中小生

（当日1,000円）500円大高生

（当日1,400円）900円一　般

▶会期：9月15日㊏～11月4日㊐ 休館日：9/18㊋
▶会場：あべのハルカス美術館（１６F） 時間：火～金：10:00～20:00
月土日祝：10:00～18：00（入館は閉館30分前まで）
※障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名を含む）は当日料金の半額

　1970年に日本万国博覧会のテーマ館の一部として、岡本太郎が
作り上げた「太陽の塔」が、今年3月ついに息を吹き返しました。関連
作品や精巧な模型に加え、映像や音響など多彩なメディアを駆使
し、岡本太郎の感性を大きなスケールで体感する展覧会です。

9月14日まで （当日　500円）200円中小生

（当日　800円）400円大高生

（当日1,200円）700円一　般

みどり農園 野外BBQ+きのこごはん+お土産付

（当日　700円）300円高校生　

（当日1,200円）700円大学生

（当日1,500円）1,000円一　般　

特別展　京のかたな　匠のわざと雅のこころ
みやこ

華ひらく皇室文化 明治150年記念 明治宮廷を彩る技と美3 4 展覧会「太陽の塔」

5 6 ひらかたパーク　秋シーズン 入園+フリーパス

　京都国立博物館初の刀剣特別展！既存する代表作を中心に展示
し、山城鍛冶の技術系譜と刀剣文化に与えた影響を探ります。
▶会期：前期・9月29日㊏～11月25日㊐ ※会期中、一部展示替え。
休館日：月曜日　※10月8日㊊㊗は開館、翌9日㊋休館　
時間：午前9時30分～午後6時（金・土曜日は午後8時まで）※入館は閉館の30分前まで
▶会場：京都国立博物館 平成知新館（東山七条）
※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）

©宝塚歌劇団
Photographer 野波 浩

©1967-2018　
Go Nagai/Dynamic 
Production

　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
TEL.0774-82-2654 駐車場80台無料

■お問い合わせ・ご予約先 マキノピックランド　TEL.0740-27-1811 
〒520-1834　滋賀県高島市マキノ町寺久保835-1　

　時代祭は京都三大祭の一つです。明治維新から始
まる豪華絢爛な行列は「生きた時代絵巻」。千年の都・
京都ならではの、歴史の縮図ともいえる祭なのです。
▶日時：10月22日㊊（雨天の場合は23日に延期）
▶会場：京都御苑（12：00）、御池通（12：50）

平安時宮道（14：20）
▶定数：各20枚　
※雨天の場合、当日早朝判断で翌日に延期となります。順延の場
合の払い戻しはございませんのでご了承ください。順延日も雨天
で中止となった場合のみ払い戻しいたします。翌日も祭をご観覧
いただけるようご計画ください。

（通常25,000円）23,000円一等席

締切：9月12日

　 二代目 松本白鸚　十代目 松本幸四郎
八代目 市川染五郎 襲名披露
▶日時：昼の部（10:30） 11月6日㊋・7日㊌
　　　　毛抜・連獅子・封印切・鈴ヶ森
　　　　夜の部（16:30） 11月1日㊍・2日㊎
　　　　寿曽我対面・襲名披露口上・勧進帳・雁　
　　　　のたより
▶会場：京都南座　▶定数：各公演10枚
　

9月29日まで

9月29日まで

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

（通常2,376円）1,300円おひとり

　世界のワイン常時約8種類をフリーフローで
お楽しみいただけます。生ハムやパスタ、季節
の料理などホテル自慢の洋食をアラカルトでご
用意しております。コース料理と組み合わせて、
歓送迎会や女子会などにもご利用いただけます。
▶有効期間：9月1日㊏～10月31日㊌
▶場所：京都ホテルオークラ 2階 ベルカント
　営業時間：11:30～21:00※90分制　
　ご予約・お問い合わせ　TEL.075-254-2540
【特典】おひとり様に
グラス生ビールを1杯サービス

　栗をはじめさまざまな果物狩りのできる観光果樹園です。地元農家の農産
物の直売所や、ジェラートの製造販売所、グラウンドゴルフ場などを併設し、
四季を通して楽しんで頂けます。
※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。

QRコードを読み込むだけでご入場いただけるスマホチケット
が利用できます。KPCホームページ内「いやしうぇぶショップ」
でお手続き後、購入手順をお知らせします。クレジット等の
決済からお選びいただけるので事務局からのチケット到着を
待たずにご利用になれます。※決済手数料300円かかります。

色絵金彩花鳥文花瓶
六代 錦光山宗兵衛 霞会館蔵

太陽の塔を再訪した
岡本太郎 1979年

10月19日まで

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）



❽参加証を取得いただけます

❼つづいて 会員情報編集
スマホ画面右下の「その他（歯車マーク）」の会員情報編集から、
パスワード・お名前を変更してください。

[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

　都や寺院の建築用材を伐りだす杣山で
あった田上の山々は岩が露出し湖南アル
プスとして親しまれています。この季節に
は池の畔でサギソウを見れるかも･･･。
●日程：9月2日㊐　
●集合時間：午前7時50分
●集合場所：ＪＲ京都駅中央改札口内
●行程：約8km 約4時間 一般向きコース
●装備：水筒、雨具、軽登山靴、

昼食、手袋等
●交通費：約1,500円

　全国の福利厚生共済団体で、共同事業を可能にする「GICパスポート」の導入を進めてお
ります。スマートフォンにて登録いただくことで、チケットやイベントに気軽にご参加いただ
けるようになるシステムで、GICパスポートがそのプラットフォームとなります。

今ご利用いただけるのは、 ●京都ホテルオークラ ベルカント ワインバーチケット　
●マキノピックランド 補助券　●八瀬＆比叡山で孫と家族団らん お宝ハンター(右にご紹介記事)
詳細は、ＫＰＣホームページをご覧ください。
※GICパスポートの有効期限は1年間です。更新時に500円がかかります。（自動更新はされません）

●ＪＲ京都駅（8：07発）▶東海道本線・
米原行▶石山駅（8:21着）、帝産バス
（8:40発）▶アルプス登山口▶富山道
分岐▶富山道▶御仏河原▶大谷河原
▶笹間ヶ岳／白山権現社▶新茂智神社
▶上関バス停

コース

湖南アルプス・笹間ヶ岳
ハイキングサークル

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

おじいちゃん・おばあちゃん「いつもありがとう」
八瀬＆比叡山で孫と家族団らん お宝ハンター

●開催日：9月１５日㊏・16日㊐・17日㊊㊗／２２日㊏・23日㊐・24日㊊㊡
●参加料：大人（中学生以上）1,900円（通常2,220円）  こども（小学生）1,100円（通常1,120円）
　※参加料には、以下のチケットが含まれております。
・叡山電車出町柳駅～叡山電車八瀬比叡山口駅（往復） 大人　520円／こども260円
・叡山ケーブル、ロープウェイ（往復） 大人1,700円／こども860円

●参加方法：スマートフォンでご登録ください。GICパスポートを
　取得した後は、こちらのQRコードからお申し込み下さい。▶

※「クイズ探検！京都鉄道博物館」のものと同じです（1年間有効）。お持ちの方は本参加証のみ取得してください。

お問合せ：叡山電鉄(株)

❶駅に行くまでにGICパスポート*と参加証を取得

❷〈叡電・出町柳駅〉係員にスマホの参加証の画面を提示し
　叡電・ケーブル・ロープウェイ連絡乗車券を受け取る

❶登録サイトにアクセス 
スマホで右記ＱＲコードを読み取り登録サイトにアクセスしてください。

❷ログイン

❸各QRコードを
　読み込んで  　　
　スタンプを集める

❹〈ケーブル八瀬駅〉スタンプを全部集めると
　参加証に嵐電あらんがつきます。

https://gicz.jp/open/kpc0915/

GICパスポートの取得について

●お支払い方法：ＷＥＢからコンビニ・クレジット決済などが選べます。※ＫＰＣへの支払いはありません。

※係員に参加証を提示してください。

叡山電車往復乗車券
（出町柳駅～八瀬比叡山口駅）

叡山ケーブル
ロープウェイ往復乗車券

スマホで
スタンプラリー

●4つのスタンプを全部
　集めると、叡山電車
   「ひえい」オリジナル
　合成壁紙プレゼント！
●かわらけ投げ（３枚１００円）が無料　
●Wチャンス！ ガラガラ抽選に参加
   お孫さんと来られた方は
　2回参加可能！（10：00～18：15）

特 典

①叡山電車出町柳駅 ②叡山電車八瀬比叡山口駅
③ケーブル八瀬駅 ④比叡山頂駅

登録方法のご案内

▶ログインID ライフサポート倶楽部の会員番号（17桁）（KPC会員番号に所定の8桁の英数字を追加します。）
※入力時はハイフンは不要です。※17桁連続で入力してください。※途中の「C」は大文字です。
▶パスワード ログインID(ライフサポート倶楽部会員番号)の下8桁 ※ログイン完了後、各自で変更してください。 
ライフサポート倶楽部とは連動しておりません。すでに変更されている場合でも初期の下8桁になっておりますの
でパスワードは変更してください。なお、ライフサポート倶楽部のパスワードと同じにする必要はありません。

❻登録完了！ GICパスポートの登録が完了しました。

❸メールアドレス入力 ❹受信メール確認 受信メールを確認し、URLにアクセスします。

❺顔写真を登録 顔写真のまわりに点線の枠が出てきます。切り取る範囲を指定して「送信」を押します。

https://gicz.me/passport




