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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。

スターバックスコーヒーセミナー
アイスコーヒー編

30名（お申込み者多数の場合は抽選といたします）定　員

8月8日木お申込み締切日

14:00~16:008月24日土日　時

京都経済センター 6-D会議室
（京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地）　

会　場

会員・家族 2,000円 会員同伴者 3,000円料　金

お申込みは、必ず事前にお申込み用紙をFAX、もしくはホームページよりKPCまでお申込みください。

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

第11回　フットサル大会　開催
9月29日㊐　フットサルスクエア京都南

ボルダリング教室
エアリアルヨガ体験会
9月8日㊐　FUSHIMITTO

答えて当てよう　いいとこクイズ！

ライフサポート倶楽部

京都ええ店食べある記

ハイキングサークル

観光関連産業担い手創造・
育成プロジェクト　セミナー
第1回　8月26日㊊　京都経済センター
「佰食屋」の働き方改革

❶アイスコーヒーとは
　～アイスコーヒーの始まり、様々なスタイルのアイスコーヒーについて～

❷アイスコーヒーの比較テイスティング
❸おいしいアイスコーヒーをいれるポイント
　～4つの基本+急冷、抽出体験～

❹アイスコーヒーを楽しむ
　～フードペアリングとバリスタがおすすめするアレンジコーヒー～

セミナー内容

京都経済センター移転記念京都経済センター移転記念

ブラックエプロンバリスタによる

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.125
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9/29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：8月19日月
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。後ほどメンバー登録用紙をお送りいたします。

ビギナークラス（1チーム）　15,000円
ミックスクラス（1チーム）　 5,000円

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（経験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

・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
・大会当日の事故、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
（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

！

お申込み締切日：8月14日（水） お申込みはKPCまでお申込みください。

会員・家族1コマあたり 1,000円 会員同伴者1,500円参加料

初級編 15:30～16:20 中級編 16:30～17:20時　間

各8名 （応募者多数の場合は抽選）定　員

会員・家族2,500円 会員同伴者3,500円参加料

18:00～19:15時　間

10名 （応募者多数の場合は抽選）
※16歳以上が対象です。

定　員

初中級
ボルダリング教室

エアリアルヨガ
体験会

靴下を着用してください。シューズレンタル付です。備　考

9月8日日 開催日　● 各時間15分前 集　合　● FUSHIMITTO
京都市伏見区竹田青池町135 

会　場　●

これから始める方にクラ
イミングの動作の基本を
「初級編」として、難課
題にチャレンジする際の
テクニックを習得してい
ただくために「中級編」
を行います。

天井から吊るした布に、少しずつ身
体を預けながらヨガのポーズを取り
入れていきます。重力が均等に下に
働く力と上に引き上がる布のサ
ポートで、身体の歪みを矯正し体幹
を養う効果と無駄な力が抜けリラッ
クスする効果があります。「身体の
硬さが心配」という方や「以前ヨガ
をやってみたが、挫折した」という
方、初心者の方でもハンモックで無
理なくヨガの効果を引き出せます。

「スーパー銭湯 伏見力の湯 ご入浴券（当日のみ有効）」 1枚付

KPC主
催  第11回

KPC主
催  第11回

KPC主
催  第11回

KPC主
催  第11回

enjo
y!

フットサ
ル大会

フットサ
ル大会

フットサ
ル大会



夏のあそびを楽しむ！

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
募
資
格

応
募
方
法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
8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

・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

Q 竹野川河口の後ヶ浜海岸にあ
る周囲約1kmの巨大な玄武岩。
鬼退治の伝説が残る地で、山陰
海岸ジオパークの景勝地でも
あります。
この岩の名前は？ 

〈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。

〈メニューの検索方法〉
いやしうぇぶKPCに
アクセス

1 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

2 会員番号・パスワードを
入力してログイン

3 メニューカテゴリーより
「くらし」を選択
4

ロ
グ
イ
ン

㊟

㊟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。　　　

今年の夏は何を楽しみますか？
ウォータースポーツやキャンプにピッタリの季節が来ます。 いやしなび KPC

ライフサポート倶楽部では、夏を楽しむメニューをご用意しています。ぜひご利用ください。

おいしい空気と元気な仲間とかわいい
馬たちが待っています。アクセスの良い
木津川河畔のキャンプ場です。

OKオートキャンプ場

満喫！ 水上バス「アクアライナー」と帆船型観光船
「サンタマリア」でめぐる水の都大阪。

大阪水上バス

メニューNo.750632 メニューNo.750459メニューNo.753734

アドベンチャーコース：
通常3,600円/名⇒特別割引 3,100円/名

ライフサポート会員限定 割引クーポンをご提供。
ご予約の総額から3%割引

フォレストアドベンチャー・栗東 アクティビティジャパン

メニューNo.751145

オートキャンプ （1泊・1サイトにつき) バンガロー （1泊1棟につき）
基本利用料金10%割引

【水上バス「アクアライナー」周遊コース】特別料金
大人1,700円／こども850円⇒大人1,500円／こども770円
【サンタマリア・デイクルーズ】特別料金
大人1,600円／こども800円⇒大人1,440円／こども720円

日本全国、約14 , 000件の「遊び」
「アクティビティ体験」を掲載する日本
最大級のWEBサイト！

全国に展開するフォレストアドベンチャー
がお得なプランでご利用できます！

Coleman
バッテリーガード
LED ランタン
※本体サイズ：約直径
11.0cm×21.5（h）cm

※重量：約570g  
※使用電源：アルカリ単1
形乾電池×4本（非付属）

※防水性能：IPX4対応
（全方向からの水しぶき
に耐えられる） 

※カラーが変わる場合があります

No.1

No.2
Dole
ヨナナスメーカー

8名様

No.5
大極殿本舗
「京（みやこ）わすれ 缶詰」

ＱＵＯカード
500円分

No.8

ジェフ・
グルメカード
500円分

No.7

ポッカサッポロ
LEMON MADE
オリジナル
レモネード
500mlPET24本セット

スターバックス
ヴィア® & 
スターバックス
オリガミ®
サマーギフトアソート
（30品入り）

No.3 No.4 5名様

10名様
いも松木屋町店 1,000円券 
※アラカルトメニュー限定

No.6

100名様

100名様

5名様

2名様

会社のみんなで分けてね

会社のみんなで分けてね

会社のみんなで分けてね

8名様

※賞味期限：2020年2月

※内容：水ようかん、プリン、紅茶ゼリー
※20個入り



（当日1,200円）
700円大学生

（当日1,600円）
1,100円一般

（当日800円）
400円高校生

12 宝塚歌劇 月組公演

S席 （通常8,800円）8,300円

締切：8月5日

日本オーストリア友好150周年記念
UCCミュージカル『I AM FROM 
AUSTRIA－故郷は甘き調べ－』
I AM FROM AUSTRIA ‒ The Musical with 
Songs by Rainhard Fendrich
Music and Lyrics: Rainhard Fendrich
Book: Titus Hoffmann & Christian Struppeck
オリジナル・プロダクション／ウィーン劇場協会
潤色・演出／齋藤 吉正

［主演］珠城りょう、美園さくら
▶日時：10月  6日㊐11:00 10月12日㊏11:00

10月24日㊍11:00 10月28日㊊13:00
▶会場：宝塚大劇場　▶定数：各30枚

©宝塚歌劇団

©Disney

©Disney
撮影:上原タカシ

4 CRAZY KEN BAND TOUR PACIFIC 2019 
Presented by NISHIHARA SHOKAI

全席指定 （通常6,900円）6,900円
締切：8月13日

締切：8月12日

▶日時：11月8日㊎18:30
▶会場：ロームシアター京都 サウスホール
▶定数：20枚

5 渡辺美里 35th Anniversary Live 
Love Life Sweet Emotion Tour 2019-2020

全席指定 （通常8,250円）8,250円
締切：8月13日

▶日時：11月15日㊎18:30
▶会場：ロームシアター京都 サウスホール
▶定数：20枚

7 シルク・エロワーズ「サルーン」
　あれから15年…ノラが帰ってきた！！ヘンリ
ク・イプセン「人形の家」の“その後”を描い
た、新進気鋭の劇作家ルーカス・ナスの斬新
な新作を、栗山民也演出で日本初上演！
［作］ルーカス・ナス/翻訳:常田景子/演出:栗山民也
［出演者］永作博美、山崎一、那須凜、梅沢昌代
▶日時：9月14日㊏18:00　9月15日㊐13:00
 9月16日㊊㊗13:00
▶会場：ロームシアター京都 サウスホール
▶定数：各20枚
※未就学児入場不可

8 PARCOプロデュース2019
「人形の家 Part2」

9 LET IT BE　
～レット・イット・ビー～

全席指定 （通常8,500円）7,500円

S席 （通常6,800円）6,000円

締切：8月12日

締切：8月12日

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）
artKYOTO2劇団四季ミュージカル 『ノートルダムの鐘』1

爆笑お笑いフェス in 城陽6

（当日3,000円）2,000円1日券（前売）

　世界遺産・元離宮二条城を舞台
に、古美術から現代美術までの厳選
された出展ギャラート作品を出展す
るアートフェアです。

　2020年デビュー
35周年を迎える渡辺
美里。ニューアルバム
の発売、全国ツアー
開催決定!!

▶日時：9月7日㊏・8日㊐・9日㊊ 各11:00～20:00　※入場は閉場の30分前まで
▶会場：元離宮二条城　▶定数：各10枚
※二条城への入城料は含まれておりません。
　小学生以下は大人同伴の場合に限り、artKYOTOへの入場無料。
　いずれか1日のみ有効、来場当日のみ入退場自由。

締切：8月12日

　シルク・エロワーズとは、シルク・ドゥ・ソレイユ
出身のアーティストによって、1993年に創設
された「稲妻サーカス」を意味するアクロバ
ティック・エンターテインメント。
▶日時：11月13日㊌19:00　11月14日㊍14:00
 11月15日㊎19:30　11月16日㊏16:00
 11月17日㊐11:00/15:30
▶会場：オリックス劇場　▶定数：各10枚

S席　子供
（3歳～小学生） （通常6,800円）6,000円

（通常9,800円）9,000円S席　大人

※3歳未満は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞無料。3歳未満
　のお子様でもお席が必要な場合は子供券をお求めください。

　2018年、日本中を「ビートルズマジック」に
包み込んだ彼らが帰ってくる！永遠の名曲約
40曲でつづる熱狂と感動のステージが、大好
評につき再演決定！
▶日時：10月3日㊍16:00
▶会場：オリックス劇場　
▶定数：10枚
※３歳以下入場不可、４歳以上有料

　人気芸人が大集合。抱腹絶倒のお笑いを
お見逃しなく！！
［出演］サンドウィッチマン、ニッチェ、
　　　タイムマシーン3号、ザ・マミィ、
　　　インスタントジョンソン、ハナコ、ロッチ、
　　　三四郎、ゆってぃ、わらふぢなるお
※都合により出演者が一部変更になる場合があります。

▶日時：10月20日㊐　①11:00  ②14:30
▶会場：文化パルク城陽 プラムホール(東館2階)
▶定数：各20枚

11 吉田兄弟 20周年記念
「三味線だけの世界」

全席指定 （通常5,000円）4,000円
締切：8月13日

　伝統芸能に新風を吹き込む吉田兄弟が、デ
ビュー20周年イヤーに再びオン・ステージ。
1999年のデビュー以来、驚愕の三味線テク
ニックとモダンなアレンジ、革新的なコラボ
レーションの数々で魅了します。
▶日時：11月30日㊏15:00
▶会場：文化パルク城陽 プラムホール
▶定数：20枚
※未就学児入場不可

10 宝くじ文化公演 上妻宏光 STANDARD 
SONGS feat.佐藤竹善 2019

全席指定 （通常2,500円）2,000円
締切：8月8日

　津軽三味線の伝統と革新を追求し続ける
上妻宏光と、シングライクトーキングのヴォー
カリスト佐藤竹善によるスタンダードナン
バーからJ-POP、津軽じょんから節まで和洋
を融合させた必聴、必見のコンサートです。
［出演］上妻宏光（三味線）、佐藤竹善（ヴォーカル）
▶日時：11月9日㊏ 開演16:00
▶会場：八幡市文化センター 大ホール
▶定数：30枚
※未就学児の同伴・入場は
　ご遠慮ください。

ふるさと しら

京都新聞創刊140周年  岸田繁「交響曲第一番・第二番」連続演奏会3

（通常5,000円）4,000円S席

　ロックバンド「くるり」のフロントマンで
もある作曲家・岸田繁の壮大なシンフォ
ニー2作品の連続公演実現！！再演ならで
はの熟成された新世界！！
作　曲:岸田繁
管弦楽:京都市交響楽団
指　揮:広上淳一
▶日時：10月5日㊏14:30　
▶会場：京都コンサートホール 大ホール　
▶定数：20枚　
※未就学児入場不可

（当日4,620円）3,500円全席指定

締切：8月13日

S席 （通常10,800円）9,800円

　カジモドの切なく悲しい愛の物語。
そのなかに見出す、ひとすじの光とは̶。
▶日時：11月  1日㊎13:30
 11月  2日㊏17:30
 11月19日㊋18:30
 11月20日㊌13:30
 11月28日㊍13:30
 11月29日㊎13:30
 11月30日㊏17:30
▶会場：京都劇場　▶定数：各10枚
※公演当日3歳以上有料（2歳以下入場不可）。

1 六甲ミーツ・アート 芸術散歩 20192
　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
トはもちろん芸人怪談や人気アトラクション
など、見どころ盛り沢山！
▶開催期間：8月3日㊏・4日㊐・10日㊏～15日㊍・

17日㊏・18日㊐ ＜計10日間＞
ナイター営業時間：16:00～21:00

▶会場：東映太秦映画村

　ウィーンの巨匠クリムト、ついに大阪へ―。
最愛の女性エミーリエを描いた肖像画や、彼
に師事したエゴン・シーレの作品など約300
点を紹介。
▶会期：8月27日㊋～12月8日㊐
休館日：月曜日　※ただし、9/16・23、10/14、11/4

は開館し、翌日休館
開館時間：10:00～17:00　※8・9月の金・土曜日は21:00まで｡
10月～12月の金・土曜日は20:00
まで（入場は閉館の30分前まで）

▶会場：国立国際美術館
※9月中の日曜・祝日に限り、高校生
無料（要証明）※心身に障がいのある
方とその付添者1名は無料（要証明）
※同時開催の「コレクション特集展
示 ジャコメッティとⅡ」観覧可

　「うまい・へた」の物差しでははかることので
きない、どこかとぼけた味わいのある“素朴絵„
の魅力を、埴輪や仏像、奈良絵本や禅画、大津
絵など、幅広い時代やジャンルの作品からご
紹介します。
▶会期：9月21日㊏～11月17日㊐
休館日：月曜日　※ただし祝日の場合は翌日休館
開館時間：10:00～17:00

（入館は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
　その介護者1名は無料（要証明）

　精神的指導者ラスキンをめぐるロセッテ
イ、ミレイ、バーン＝ジョーンズ、モリスらの絵
画や家具、ステンドグラス、タペストリーなど
約150点により、「ラファエル前派」の誕生か
ら共同作業、交友、その展開へと至る流れを
一望のもとにたどります。
▶会期：10月5日㊏～12月15日㊐

休館日：10月7日㊊・21日㊊・28日㊊
開館時間：火～金10:00～20:00、
月・土・日・祝10:00～18:00

（入館は閉館の30分前まで）
▶会場：あべのハルカス美術館
※障がい者手帳をお持ちの方は、美術館チ
ケットカウンターで購入されたご本人と付
き添いの方1名まで当日料金半額（要証明）

　2019年に開催されるICOM国際博物館会
議京都大会を記念して、東京富士美術館が所
蔵する3万点のコレクションの中から、日本美
術の名品を展観します。
▶会期：8月25日㊐～9月29日㊐
休館日：月曜日（祝日の場合は翌日休館）
※ただし9月2日㊊は臨時開館
開館時間：10:00～18:00 
※金曜日は19:30まで（入室は
　それぞれ閉室の30分前まで）

▶会場：京都文化博物館

8月14日まで

（当日800円）
500円大高生

（当日1,200円）
1,000円一般

（当日400円）
300円中小生

（当日2,000円）
1,000円大人

（当日1,000円）
500円小人

(4歳～小学生)

（当日1,100円）
500円大高生

（当日1,500円）
1,000円一般

（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

（当日400円）
200円中小生

ウィーン・モダン 
クリムト、シーレ 世紀末への道

映画村ナイター祭り

3 特別展 日本の素朴絵
―ゆるい、かわいい、楽しい美術―4 ラファエル前派の軌跡展5 ICOM京都大会開催記念/東京富士美術館所蔵 

百花繚乱 ニッポン×ビジュツ展6
子供（3歳～小学生） （当日700円）200円

（当日900円）500円中高生

大人 （当日1,300円）800円
※プラス会場・TENRAN CAFÉでの作品見学は、カフェのご飲食利用が必要。　※本チケットで
有料5施設（自然体感展望台 六甲枝垂れ、六甲山カンツリーハウス、六甲高山植物園、六甲オル
ゴールミュージアム、風の教会）にそれぞれ会期中1回の入場（当日は再入場可）が可能。有料5
施設に通常入場した場合、大人3,070円、小人1,830円となり大変お得な周遊券です。

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）

　神戸・六甲山の土地柄や景観をいかした現代アート作
品（浅野忠信、宇野亞喜良、榎忠など４２組出展）を通じて、
自然や眺望など六甲山の魅力をお楽しみいただけます。
▶有効期限：9月13日㊎～11月24日㊐　※会期中無休
▶開催時間：10:00～17:00
▶会場：六甲ガーデンテラス、自然体感展望台 六甲枝垂れ、六甲山

カンツリーハウス、六甲高山植物園、六甲オルゴールミュー
ジアム、六甲ケーブル、天覧台、六甲有馬ロープウェー（六
甲山頂駅）、風の教会（安藤忠雄設計）、記念碑台（六甲山
ビジターセンター）/プラス会場・TENRAN CAFÉ

　※受付終了時間は各施設により異なります。　
　※会場により17時以降も鑑賞できる作品があります。

11月21日まで

8月22日まで

10月3日まで
9月19日まで

12月5日まで

締切：8月12日

締切：8月13日



[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

　真夏の涼を求めて今回は坂本ケーブルを利用
して登り、琵琶湖を展望しながら下ります。

●日程：8月4日㊐　
●集合時間：8：15
●集合場所：JR京都駅中央改札口内
●行程：約7km

約3時間（初級向きコース）
●装備：弁当、雨具、軽登山靴、水筒、手袋等
●交通費：1,500円

　ご好評いただいている「志摩ス
ペイン村パルケエスパーニャ施設
利用補助券」は2019年10月1日か
ら料金が変わります。（有効期間は
2020年3月31日まで）
　提携料金と大人シニアの年齢区
分が変わります。10月1日以降にご
利用される場合は、用紙が異なりま
すのでご請求時にご指定ください。
※制限枚数:会員おひとり有効期間内5枚まで

東山36峰巡り 比叡山②
ハイキングサークル

観光関連産業担い手創造・育成プロジェクト 第1回セミナー

●京都駅（8:28発）湖西線▶比叡山
坂本駅▶ケーブル坂本駅▶ケーブ
ル延暦寺駅▶東塔▶無動寺谷道▶
無動寺明王堂▶弁天堂▶大乗院▶
坂本（14:30頃解散予定）

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

　和食・京料理・郷土料理や各種逸品が
食べ放題に飲み放題。AM5：00まで営業
しているので、とことん飲みたい日はぜひ！

　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「三条京阪駅」徒歩5分、「河原町駅」
徒歩7分の木屋町にある「いも松 木屋
町店」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

いも松 木屋町店
【特典】飲食代金より10％OFF
075-213-2590

グルメクーポン 京都ええ店食べある記 vol.42

営業時間   月～土・祝前日 18:00～翌5:00（L.O.翌4:00）
　　　　　日・祝　　　　 18:00～翌1:00（L.O.24:00）

※シニア:65歳以上、大人:18～64歳、中人:12～17歳、小人:3～11歳

2019年10月1日～2020年3月31日まで

京都市・京都府受託事業『観光関連産業担い手創造・育成プロジェクト（市内の担い手確保・流出防止及び受入事業者の環境改善）』
主催/京都市、京都府、公益財団法人京都中小企業振興センター（KPC）、公益財団法人京都産業21、

京都の未来を拓く次世代産業人材活躍プロジェクト推進協議会
後援/京都府中小企業団体中央会　協力/公益社団法人京都市観光協会
問い合わせ/公益財団法人京都中小企業振興センター（KPC）　TEL：075-361-1100　FAX：075-361-1101

生産性の向上や雇用環境の改善を促進し、京都観光を支える人づくりを支援します。

店舗情報 京都市中京区東木屋町通三条下ル材木町183 
第六観光ビル Ｂ１Ｆ

●ご利用方法
ジョルダンパスポートマーク付きの
KPC会員証をご提示ください。

施設利用補助券 
料金改定のお知らせ

パルケエスパーニャ テレフォンインフォメーション
0599-57-3333

4,6005,400大人
2,9503,600シニア
3,7004,400中人
2,9503,600小人
2,7003,300大人
1,7002,200シニア
2,1502,700中人
1,7002,200小人
3,1003,400大人
3,1003,400シニア
3,1003,400中人
3,1003,400小人

ムーンライトパスポート
【ナイター営業日16時以降有効】

パスポート

ホテル2DAYパスポート

KPC会員
利用料金通常料金区分券種

●日時：8月26日㊊ 14:00～16:00
●会場：京都経済センター 7F（7A）会議室
●内容：
「早く帰れて楽しく働ける飲食店がしたい」という想いから、1日
100食限定をコンセプトに、美味しいものを手軽な値段で食べ
られるお店「佰食屋」を開業。ランチ営業のみ、完売次第営業終
了という、飲食店の常識を覆すビジネスモデルを構築し、18時
完全退勤・残業ゼロとフードロスゼロを実現。シングルマザー、
障がい者、介護中の方、70歳を越える高齢者の方も活躍中。
この「佰食屋」の働き方改革は、どのように実現したのか?
●定員：50名（先着順）

「佰食屋」の働き方改革
みんなに必要な新しい働き方 

～仕組みで人を幸せに～

締切：8月19日

株式会社minitts
代表取締役　
中村 朱美氏

講師




