
所在地●〒600-8009
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地　
京都経済センター４階　405号室　

TEL●075-361-1100　FAX●075-361-1101
営業時間●月～金　9:00～17:15　休業日●土曜・日曜・祝日

発行●公益財団法人
京都中小企業振興センター

毎月20日発行　発行部数 24,000部 ２０１９年２月２５日より移転いたしました。

都うちわ 手作り体験会
伝統工芸を体験してみよう伝統工芸を体験してみよう

25名（最少催行人数5名）

（講師料・参拝料・材料費込み）

うちわづくり

浄住寺
定　員

7月8日㊊お申込み締切日

10:00~11:307月21日㊐日　時

葉室山浄住寺 方丈 （京都市西京区山田開キ町9）　会　場

会員家族 2,000円 一般 7,000円参加料金

お申込みはKPCまで

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

京都の夏の新しい美味をめぐる

京都レストランサマースペシャル2019 補助券
KPCシネマクラブ vol.8 開催

「ウスケボーイズ」
8月4日㊐13:45～16:20

会員美味交流会vol.7 開催

人気沸騰のクラフトビールを
飲み比べて楽しむ
8月6日㊋

夏の伝統行事に参加

将軍塚青龍殿から大文字を眺める
8月16日㊎

答えて当てよう いいとこクイズ！

ライフサポート倶楽部

ハイキングサークル

夏の暑さを優雅にしのぐ都うちわ。夏の伝統行事にお出かけする際には、都うちわがよく似合います。手作りだと涼
しさもひとしお。この伝統工芸品の手作り体験を京都の古刹「葉室山浄住寺」の方丈にて池泉式庭園をご覧いただき
ながら行います。今回は特別に住職の法話と狩野永岳（かのうえいがく）筆の衝立「雲龍図」もご覧いただけます。

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.124
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会員・家族（20歳以上の方） 1,000円／一般 5,000円 ・映画の上映からのご参加に限ります。
・公共交通機関によりお集まりください。

80名（お申込み者多数の場合は抽選になります）
7月11日㊍ KPC事務局までお申込みください。

出演：渡辺大、出合正幸、内野謙太、竹島由夏、橋爪功　監督：柿崎ゆうじ　2018年／102分／シネスコ／5.1ch　©河合香織・小学館　©2018 Kart Entertainment Co., Ltd.

京都市下京区烏丸四条下ル西側 COCON烏丸3Ｆ京都シネマ1

8月4日㊐ 13:45～16:20 （舞台挨拶込み）
※上映時間は変更の可能性があります。

桔梗ヶ原メルローを生んだワイン界の巨匠“麻井宇介”
思想を受け継ぎ、日本ワインの常識を覆した革命児たちの物語（実話）

とワインテイスティング

スケジュール

KPC
主催 

マドリード・アムステルダム・ミラン・ロンドン・
ニース国際映画祭 計9冠受賞

舞台挨拶
付

映画鑑賞

「桔梗ヶ原メルロー」の存在を知った岡村（渡辺大）らは、世界レベルのワインを
生んだ麻井宇介（橋爪功）の思想を受け継ぎながら、ワイン用のぶどう栽培は困
難と言われた日本の地で常識を覆すワイン造りに没頭していく。日本のワインに
革命を起こすことはできるのか？実話をもとに描かれたウスケボーイズの物語。

下記のいずれかの価格で特別メニューをご提供
 2,500円／3,500円／5,000円／7,500円／10,000円／12,000円／15,000円

有効期間 8月17日㊏～9月16日㊊㊗
受付締切日 紙補助券：7月22日㊊／スマホ補助券：9月15日㊐補助金額 2,000円（紙補助券1,000円+スマホ補助券1,000円）

※お釣りは出ません。
※サマースペシャル以外のメニューにはご利用いただけません。
※ご予約は各店舗に直接お願いいたします（予約をお受けにならない店舗もあります）。

定　数 紙補助券500枚（会員おひとり1枚まで）
スマホ補助券500枚（会員おひとり1枚まで）
※お申込み多数の場合は抽選

① ご精算時に店頭にあるQRコードを読み込んでください。
② 画面に表示される「利用する」を店員さんにタップしてもらいます。
③ 画面のなかの青ラインが赤ラインになったらご利用済みです。
　 （お店に利用済みのメールが届きますので使用履歴は残ります）
④ 1,000円引きで精算してください。

※紙補助券とスマホ補助券は併用が可能です。

料金

定数

申込み締切日

主催：京都市、京都レストランスペシャル実行委員会(京都国際観光レストラン協会、京都商工会議所、京都市観光協会、京都文化交流コンベンションビューロー)

GICパスポートにご登録済みの方は、簡単にお申込みできます。
まだの方は登録をすましてからお申込み下さい。

いやしなびKPC7月号のお申込み用紙に記入し、
KPC事務局までお申込みください。

お持ちのスマートフォンでご登録が必要です。スマホ補助券

お
申
込
み・ご
利
用
方
法

京都の一大食イベント「京都レストランウインタースペシャル」。同イベントの第1回夏季開催が「京都レストランサマースペシャル
2019」として決定！京料理から各国洋食、スイーツ等、多種多様な約150店舗が「特別感のあるメニューをわかりやすい価格」で
提供。KPC会員の方は補助券が利用できます。京の味覚を気軽に堪能できるこの機会、ぜひご利用ください。

KPC会員限定の補助券です。サマースペシャル対象のメニューをご利用になる際に、料金の一部を補助いたします。
ご飲食代金からご使用の補助券分を差し引いた金額で精算してください。会員ご本人様およびご家族様とのご利用に限らせていただきます。

補助券

ご
利
用
方
法

※メニュー構成・価格は各店で異なります　※税・サービス料込　※甘味・スイーツ店舗はすべて1,500円となります

会場

日時

本名・浅井昭吾。「シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリー」の元工場長。現代日本ワイン
の父と称されている。長野県塩尻市の桔梗ヶ原地区において、本格的な赤ワインを
造るため、欧州系ブドウ品種を模索。改植に当たり、多品種ではなく、メルローに絞っ
た改植を決断・実行し、世界にも通用する品質の「シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原メル
ロー」の誕生につながった。（キリンホームページより抜粋）

麻井宇介 ：

STORY

スマホ補助券のお申込みはこちらから　
●スマートフォンからお申込みは
●PCからお申込みは　　https://gicz.jp/open/krss2019

対象店鋪とメニューは
こちらからご覧ください。 
イベント公式WEBサイト
https://krss.kyoto.travel/

紙補助券

シャトー・メルシャンワイナ
リー以外ではほとんど口に
することができないシャトー・
メルシャン　桔梗ヶ原メル
ロー　ロゼをテイスティング
していただきます。

13:45~　舞台挨拶の後、上映
　　　　［舞台挨拶出演者］
　　　　 柿崎ゆうじ監督、伊藤つかさ、竹島由夏
15:20~　会場をCOCON烏丸2Fのカフェ

〈HARVEST DAYS〉に移動して
　　　　 シャトー・メルシャン　チーフ・ワインメーカー
　　　　 安蔵光弘様より「桔梗ヶ原メルロー」の解説
　　　　 その後に「桔梗ヶ原メルロー」と「お好みの
　　　　 ワイン」2杯をテイスティングいただくメーカー
　　　　 ズパーティ(ワインに合う軽食付き・立食形式)
　　　　 を実施
16:20  　終了予定

13:45~　舞台挨拶の後、上映
　　　　［舞台挨拶出演者］
　　　　 柿崎ゆうじ監督、伊藤つかさ、竹島由夏
15:20~　会場をCOCON烏丸2Fのカフェ

〈HARVEST DAYS〉に移動して
　　　　 シャトー・メルシャン　チーフ・ワインメーカー
　　　　 安蔵光弘様より「桔梗ヶ原メルロー」の解説
　　　　 その後に「桔梗ヶ原メルロー」と「お好みの
　　　　 ワイン」2杯をテイスティングいただくメーカー
　　　　 ズパーティ(ワインに合う軽食付き・立食形式)
　　　　 を実施
16:20  　終了予定



新しい「グルメメニュー」が追加されました！

New

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

答えて当てよう いいとこクイズ！

応
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格

応
募
方
法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
7月5日㊎

●PC・スマホ▶
apply@kpc.or.jpまで空メールを
送っていただき返信されたメール内記
載のURLからお申込みください。QR
コードを読み取って送信もできます

100名様100名様
ＱＵＯカード
500円分

No.8
ジェフ・グルメカード 
500円分

No.7

スパイス W FAN 
ハンズフリー 
ポータブル扇風機

No.1

6名様
No.5
乗馬体験 1回コースチケット

M&S 乗馬クラブ

※保険料やブーツなどレンタル料1,496円は
　別途必要
※1人で参加される場合は2日間2回コースに
　変更可（諸費用2日分必要）

5組
10名様

10名様

世界と三大和牛
カレーセット 
（10種×1品入り）

No.2

TOHOシネマズ　
チケット（10月末まで）

No.6 10組
20名様

・各賞品は抽選のうえ当選者にお送りいたします。
・皆様からのご意見は今後の各種事業に反映させていただきます。

●FAX 075-361-1101
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

※賞味期限2019年10月

※セットのひとつ、松阪牛ビーフカレー

※カラーはご指定いただけません。

やさしく、しみこむ 
みずとレモン
500mlPET 24本セット

No.4

会社のみんなで分けてね

保津川あられ本舗
「あられ一粒」　
8種 12袋詰め合わせ

No.3

10名様20名様
会社のみんなで分けてね

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
「くらし」を選択
4

全国の飲食店を紹介する飲食店情報サイト「ぐるなび」が新たに追加されました！
普段のランチや会社帰りの飲み会、大事な接待、プライベートでの特別なお食事にも…

様々なシーンに合わせたお店が見つかります。ぜひご利用ください。

㊟

〈メニュー例〉詳しいメニュー内容は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。

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。㊟

メニューNo.720779

自由でフランクな佇まいが
生み出す、心地よい食の時
間をお愉しみください。

イタリア式食堂キャンティ イルキャンティ

日本で育ったイタリアンをぜひ！

ご飲食代金5%割引
※他のクーポンや割引サービスとの併用はできません。

普段使いのお店から憧れのレストランまで。
ぐるなびなら予約まで簡単にできます。

メニューNo.720817

ぐるなび

リソルポイント200ポイントプレゼント！
※必ず当ページを経由してのご予約・ご利用でないと対象外となります。

全国の飲食店を紹介
する飲食店情報サイト
です。様々なシーンに
合わせたお店がみつ
かります。

オリジナル特典付をご提供！
※写真はイメージです※写真はイメージです

メニューNo.720777

全店舗クーポン付きの出前情報！
宅配メニューをお得に注文。

ぐるなびデリバリー

ご自宅、オフィスへお届け
できるお得なクーポン付
店舗を厳選してご紹介。
宅配ピザや、会議弁当など
お届けメニューをクーポン
付でお得に注文！

※店舗は、ホテルリソル京都の河原町
   三条と四条室町にあります。

Q 2016年に国宝指定された、
ある神社の本殿には、ぶどうや
リスの装飾が施されています。
どこの神社でしょう。



　各種アトラクションやイベントのほか、夏は
プール!
▶有効期限：7月6日㊏～9月1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。

イナズマロックフェス 20191 2019 びわ湖大花火大会花火大会 有料観覧席

八月南座超歌舞伎

4

　若手クラリネット奏者と、元シュトゥットガル
ト室内管弦楽団の首席奏者をソリストに迎え
た弦楽室内合奏団のクラシックコンサート。
クラリネットと弦楽器の美しいハーモニーを
お楽しみください。
［出演者等］村西俊之（クラリネット）、林徹也
（ヴィオラ）、プリマヴェーラ室内合奏団（弦楽）
▶日時：9月14日㊏15:00
▶会場：八幡市文化センター 大ホール
▶定数：20枚

5
（通常9,500円）9,000円21日券・22日券

（各日程 ブロック指定・立見・整理番号付き）

（通常12,500円）7,000円1等席

8 9 宝塚歌劇 花組6 第346回 市民寄席 7 2019爆笑 !
お笑い・絶品モノマネライブ in 城陽

村西俊之・林徹也＆プリマヴェーラ
室内合奏団特別演奏会

締切：7月7日

全席自由 （通常2,500円）2,000円全席指定 （通常2,000円）1,500円 S席 （通常8,300円）7,800円
締切：7月16日 締切：7月4日

三井住友VISAカード シアター 
Musical

『A Fairy Tale  －青い薔薇の精－』
三井住友VISAカード シアター
レヴューロマン『シャルム！』
▶日時：8月25日㊐11:00

9月  3日㊋11:00
9月  7日㊏11:00
9月27日㊎13:00

▶会場：宝塚大劇場
▶定数：各30枚

©宝塚歌劇団
Photographer 野波浩

©2019
 「ザ・ファブル」制作委員会

[演目・出演]
「延陽伯」桂文五郎、「青菜」桂歌之助、
「火焔太鼓」桂坊枝、「次の御用日」笑福亭仁嬌
▶日時：7月23日㊋19:00
▶会場：ロームシアター京都 サウスホール
▶定数：10枚

締切：7月9日

全席指定 （通常3,000円）2,500円

全席指定 （通常4,000円）3,500円

[出演]ニッチロ―’（イチローのものまね）、
君島遼（小林幸子のものまね）、ほいけんた
（明石家さんまのものまね）、アキラ100%、
ダンディ坂野、ヒロシ
▶日時：8月12日㊊㊗11:30／14:30
▶会場：文化パルク城陽
▶定数：各30枚
※3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞無料、
　お席が必要な場合は有料。

予約あっ旋チケット（締切日までに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）

締切：7月9日
　琵琶湖の環境保全を掲げた滋賀県下最大の音楽イベント
「イナズマロックフェス 2019」!
[出演]T.M.Revolution、西川貴教 ほか
▶日時：9月21日㊏・9月22日㊐ 開演時間14:00(予定)
▶会場：滋賀県草津市 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20枚
※3歳以上チケット必要。　※お申込みは希望の日付を指定してください。
※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。

　約1万発の花火が湖面を鮮やかに彩る、琵琶
湖の夏の風物詩「びわ湖大花火大会」をゆった
り有料観覧席で。視野いっぱいに打ち上げられ
る花火を真正面で余すことなく楽しめます。
▶日時：8月8日㊍19:30～20:30
▶会場：琵琶湖湖岸
▶定数：90枚
※お弁当・お飲み物はついておりません。

2 第68回
亀岡平和祭保津川市民花火大会

自由席
（小学生無料）

指定席
（パイプイス席）

（通常　800円）500円
（通常2,000円）1,800円

　スターマインの一斉打上げや芸術花火の
競演、日本煙火協会推薦の「特選玉」花火な
ど、約8,000発の花火が堪能できます。
▶日時：8月11日㊐㊗19:30～20:30
▶会場：大堰川緑地東公園（亀岡市保津町西垣内）
▶定数：各30枚
※自由席はグラウンド内です。レジャーシートをお持ちください。

3 第31回 なにわ淀川花火大会

全席指定
（夏ぴあシートS） （通常5,000円）4,600円

　なにわの夏の風物詩。淀川に映える大迫力
の花火が、圧倒的なボリュームと迫力で浪花
の夜空を彩る!
▶日時：8月10日㊏19:40～
▶会場：淀川河川敷 阪急十三駅寄り
▶定数：30枚
※3歳以上は有料。　※全席禁煙。
※当日は17：30までにご入場ください。以降は交通規制で
入場できなくなります。

　2016年に誕生した、新しい歌舞伎「超歌舞伎」。歌舞伎
がボーカロイド「初音ミク」とコラボレーションするという
史上初の試みを、最新技術を駆使して実現しました。この
夏、400年以上の歴史を持つ歌舞伎の新たな1ページを
体感しませんか。
[出演]中村獅童、初音ミク ほか
▶日時：1部（11:00） 8月24日㊏

2部（15:30） 8月11日㊐・8月15日㊍
▶会場：京都南座
▶定数：各20枚

締切：7月10日※いずれも延期なし、小雨決行。　※荒天時中止。中止の場合のみ返金します。
※座席は各主催者により決められます。あらかじめご了解のうえお申込みください。各共通

山城総合運動公園
太陽が丘ファミリープール1 ひらかたパーク2

　広大な敷地を有する山城総合運動公園内の
府民プール。本格競泳プールをはじめ、ウォー
ターボブスレーなどの遊具も楽しめます。
▶有効期限：7月13日㊏～9月1日㊐
▶場所：山城総合運動公園
営業時間：9:00～17:00

最終入場16:30まで

駐車場料金
普通車400円／大型車1,500円
※25ｍ・50ｍプールはご利用いただ
　けない場合があります。　
※「きょうと子育て応援パスポート」を
　ご利用いただけますのでチケットご
　購入時にご注意ください。

8月29日まで
（当日700円）
500円高校生

（当日1,000円）
800円大人

（当日450円）
200円中小生

（当日100円）
100円幼児

（4歳以上）

入園+プール入場券
おとな（中学生以上） （当日2,300円）1,700円
入園+プール入場券
こども（2歳～小学生） （当日1,300円）900円

入園+フリーパス引換券
おとな（中学生以上） （当日4,400円）3,700円
入園+フリーパス引換券
小学生 （当日3,800円）3,200円
入園+フリーパス引換券
2歳～未就学児 （当日2,600円）2,300円

亀岡運動公園プール3
　「カメプー」の愛称でおなじみの緑に囲まれ
たレジャープール。全長100mのウォーター
スライダー（無料）が2基!京都南インターから
25分でアクセスも抜群!JR亀岡駅からはバス
で15分（7月13日㊏～8月25日㊐の間毎日
運行）。
▶有効期限：7月11日㊍～9月1日㊐
営業時間：10:00～17:00
※幼児の取り扱いなし 8月29日まで

小中生 （当日　510円）300円
（当日1,230円）1,000円一般

ザ・ファブル4
　どんな相手も6秒以内に殺す
“伝説の殺し屋”に与えられた究
極のミッション…誰も殺さず、
《普通》に暮らせ!「絶対に殺し
てはいけない」という指令のも
と、絶体絶命のピンチを切り抜
け、平和に暮らせるのか?!

[出演]岡田准一、木村文乃、山本美月 ほか
▶会期：6月21日㊎～ 全国ロードショー

一般 （当日1,800円）900円
マキノピックランド ブルーベリー摘み5

　ブルーベリー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
通して楽しんでいただけます。
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

▶有効期限：6月中旬～8月31日㊏
※完全予約制です。現地まで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。

8月29日まで

（当日　800円）500円小人（小学生）

（当日　500円）300円幼児（3歳以上）

（当日1,200円）900円大人（中学生以上）

ねこがかわいいだけ展
　かわいい猫の写真を愛でる写真＆グッズ展、各地で開
催決定!それは猫好きによる猫好きのための究極の「ニヤ
ニヤ空間」。全国から集まった「たまらん」猫写真を多数展
示します。
▶会期：7月20日㊏～9月17日㊋

10:00～20:30（入場は20:00まで）
会期中無休

▶会場：ナレッジキャピタル イベントラボ
（グランフロント大阪 北館）

小学生以下 無料
（当日800円）500円一般（中学生以上）

8 からすま京都ホテル地下1階 和食「入舟」〈昼食・夕食券〉
　アクセス便利な四条烏丸！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味わえる和食
「入舟」。1名様でも気軽にご利用可能なカウンター席、
グループ向けの個室と用途に合わせてご利用いただけ
ます。ご昼食・ご夕食でお愉しみいただける「室町御膳」
をKPC会員特典ワンドリンク付き3,000円の特別価格
でご用意しました。小鉢にお造り、天婦羅、焼魚と旬の食
材を多彩に盛り込んだメニューをこの機会にぜひ。

▶有効期限：7月1日㊊～8月31日㊏  ▶場所：からすま京都ホテル地下1階  和食「入舟」
営業時間：昼食11:30～15:00（L.O.14:30）／夕食17:30～21:00（L.O.20:30） 
※8/16㊎の夕食を除く　※要予約
ご予約・お問い合わせ　TEL.075-371-0140(直通)

8月19日まで

（通常4,341円）3,000円おひとり

7 真宗教化センターしんらん交流館1階
京都ホテルオークラ レストラン「オリゾンテ」

　地下鉄烏丸線「五条駅」から徒歩約3分、東本願寺の
北側にある「オリゾンテ」。カジュアルにホテルの味が
愉しめる「国産牛バラ肉と牛タンの赤ワイン煮込みラ
ンチ」をKPC会員特典ワンドリンク付きでご用意しまし
た。ホテルメイドのパン、コーヒー、デザートまで付い
た充実の内容。外光差し込む開放感ある店内で、ゆっ
たりとランチタイムをお過ごしください。

〈ランチ券〉

▶有効期限：7月1日㊊～8月31日㊏
▶場所：真宗教化センターしんらん交流館1階

京都ホテルオークラ レストラン「オリゾンテ」
提供時間：11:30～14:30 火曜定休 ※要予約
ご予約・お問い合わせ　TEL.075-353-7603

8月19日まで

（通常2,614円）1,500円おひとり

6

8月29日まで

9月17日まで

締切：7月11日

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・LINE Pay請求書払い
（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＝075-361-1101　郵便＝〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター4階 405号室

　東山36峰の将軍塚（220m）～清水山（241m）
～清閑寺山（200m）～高台寺山（200m）～円山
公園（96m）の5峰を巡ります。
●日程：7月7日㊐　
●集合時間：9:30
●集合場所：京都市営地下鉄蹴上駅 NO2出口
●行程：約7km

約5時間（初級向きコース）
●装備：弁当、水筒、雨具、軽登山靴、手袋等

東山36峰巡り ⑤
ハイキングサークル

●蹴上駅▶粟田神社▶尊勝院▶
将軍塚（220m）▶清水山（241m）
▶清閑寺山（200m）▶清水寺子安
の塔▶高台寺山（200m）▶知恩院
大鐘楼▶円山公園（96m）▶八坂
神社（解散予定）

コース

●祗園円山かがり火
▼

将軍塚青龍殿
▼

京都駅で解散

コース

※初めての方は事務局までご連絡ください。
お問合せは
こちらまで 075-361-1100

人気沸騰のクラフトビールを飲み比べて楽しむ
会員美味交流会 vol.7

　真夏の開催となります会員美味交流
会の主役はクラフトビールです。クラフ
トビールってどんなビール？
　スプリングバレーブルワリー京都が目指
すクラフトビールなどなど、クラフトビール
の説明をいただきながら、新次元のビールを
お楽しみいただきます。ビール通の方、ビー
ルが苦手な方も、「クラフトビール」をご賞味
ください。

●日程：8月6日㊋ 19:30~21:30
●会場：スプリングバレーブルワリー 京都　洋館２階

京都市中京区富小路通錦小路上る高宮町587-2

●内容：❶ペアリングセット（6種のクラフトビールとおつまみ6品のセット）
❷京都限定醸造ビール１杯
❸オススメの人気メニュー5品（黒唐揚げ、シラスのピッツァ他）
❹デザート１品
※上記以外の追加は別途各自でご精算をお願いします。

●定数：20名（最少催行人数10名）
●参加料金：会員・家族(20歳以上の方) 3,500円　一般 5,000円　
※飲み放題・ビアパーティーではありません。　
お申込みはKPCまで。 締切：7月22日

水まわりの修理・リフォーム

●対象：KPC会員と家族 
お申し込み時に、KPC会員（家族）
である旨をお伝えください 

●TEL：0120-7040-69
 （受付時間8:00～20:00）

アイテム（株）〒611-0011　
宇治市五ケ庄福角69-6（宇治アイテムショールーム本社）

  〒663-8165　
西宮市甲子園浦風町3-2（西宮支社）

  http://www.mizu-sos.net/　http://www.item-reform.net/

工事費・処分費込み　TOTO 最新超節水トイレ取替キャンペーン 各10セット限り

トイレ修理・交換、漏水修理などリフォーム全般に対応。
水もれ 3,000円（税抜）～、トイレ・排水パイプつまり除去 6,000円（税抜）～ 等

●TOTOの従来品より約68％も節水効果が
　高いトイレ「ピュアレストQR」のセット
　通常価格156,800円（税抜）を63,000円に！
●「ピュアレストQR」と
　ベーシックウォシュレットのセット
　通常価格214,600円(税抜）を94,000円に！

※出張料・
　見積り無料

水 道 局 指 定 工 事 店

写真はイメージです

取扱旅行社：京都府旅行業協同組合

夏の伝統行事に参加
将軍塚 青龍殿からの大文字を眺める

　夏の伝統行事、五山の送り火を、皇室ゆかりの門跡寺院・青蓮院の将軍塚青龍殿
からご覧いただきます。
　「祇園かがり火」で夕食の後、市内の交通規制をくぐりぬけてこの日は一般車両
が通行できない「将軍塚青龍殿」へバスで移動します。解散は京都駅です。

●日時：8月16日㊎ 17:00～21:30 受付16:45
※雨天決行

●会場：祇園円山「かがり火」（夕食）・
将軍塚青龍殿 大舞台（五山送り火観覧）

●料金：会員・家族 6,000円　会員外 10,000円
青龍殿拝観料、夕食代、バス代含む

●募集人数：20名（お申込者多数の場合は抽選といたします）
お申込みはKPCまで。料金のお支払は旅行会社に直接お願いいたします。
お振込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。

締切：7月20日

大

●TOTOベーシックウォシュレット
　通常価格79,000円（税抜）を
　39,000円に！

写真はイメージです




