
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。

※気象状況によっては紅葉がご覧いただけない場合があります。 午前拝観・午後拝観 各20名
（応募者多数の場合は抽選・最少催行人数 各10名）

定　数

会員・家族 9,000円　
一般/同伴者 12,000円

料　金

11月8日　お申込みはKPC事務局まで申込締切日

午前の部 10:00～13:30（拝観後昼食）
午後の部 11:30～15:00（昼食後拝観）

12月3日㊋開催日

地下鉄東西線 京都市役所前 改札付近集合場所

FORTUNE GARDEN KYOTO
モダンフレンチ
（京野菜を使用したフレンチになります）

昼　食

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

ダーツ交流パーティー開催
12月5日㊍ FORTUNE GARDEN KYOTO

答えて当てよういいとこクイズ！

会員美味交流会vol.8 開催
鰻のおさらい

12月2日㊊

バスツアー　　　　　　　　　 
若狭で鯖寿司作り体験と
若狭の味覚まるごと賞味!

12月1日㊐

ハイキングサークル

臨済宗保水山 廣誠院
廣誠院は、旧薩摩藩士で明治時代の実業家であった伊集院兼常が明治25年（１８９２年）長州藩邸跡に建築
した数寄屋邸宅を受け継ぎ、ほぼ当時のままで保存されています。今回は特別に、京都市指定文化財であ
る建物と指定名勝である庭園を拝観いたします。高瀬川から引き込まれた大きくゆったりとした流れが、
やがてふたたび高瀬川に流れ込む庭園の紅葉をお楽しみ頂きます。

取扱旅行社:京都府旅行業協同組合
TEL075-353-2511（9:00～17:30/土休日除く）

KPC特別拝観

押小路通

河
原
町
通

木
屋
町
通

川
端
通鴨

川

御池通 地下鉄
京都市役所前

京都
市役所

京都
ホテル
オークラ

廣誠院

FORTUNE GARDEN 
KYOTO

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.12811
2 0 1 9

四
条

室
町
通

東
洞
院
通

地
下
鉄
烏
丸
線

烏丸

阪急京都線

錦小路通

京都
経済センター

綾小路通

仏光寺通
烏
丸
通

からすま
京都ホテル



押小路通

二条通

河
原
町
通

木
屋
町
通

鴨
川

御池通 地下鉄
京都市役所前

FORTUNE
GARDEN
KYOTO

京都
市役所

京都
ホテル
オークラ

KPC
主催 第10回

ダーツ交流パーティー
今年1年の締めくくりとして、「ダーツ交流パーティー」にて“全員参加型ダーツ団体戦”を開催いたします。

上位入賞の方には豪華賞品をご用意しております。皆様方のご参加をお待ちしております。

豪華賞品多数ご用意しております！

【前菜盛り合わせ】

【 温 前 菜 】
【 魚 料 理 】
【 肉 料 理 】
【 デ ザ ート 】

かんぱちのお造りポン酢ジュレ
鴨と九条葱
フォアグラのお寿司仕立て
真鯛の幽庵焼き　蓮根饅頭
国産豚肩ロースの網焼き　西京味噌ワインソース
文旦と柚子　ココナッツライチソルベ
パン
コーヒーもしくは紅茶

FREE DRINK
スパークリングワイン （乾杯酒として）
ビール（ハートランド）、グラスワイン（赤・白）、ハイボール、日本酒、梅酒、焼酎、ウィスキー、
カクテル10種、ノンアルコールビール、ウーロン茶、オレンジジュース、ジンジャーエール

【 メニュー 】

特別和テイストスタイル

18:30 受付開始
19:00～21:00

■人気ゲーム機　　■フルワイヤレスイヤホン
■エレクトララックス ロボット掃除機
■京都焼肉 弘 特選焼肉ギフトセット　　■SONY アクションカメラ

司　会
DJしもぐち☆雅充さん

※ご飲食料金、アトラクション参加料金を含みます。
※ご参加は大人のみ。未成年者のお申し込みはご遠慮ください。

● 日時： 12/5（木）
● 会場： FORTUNE GARDEN KYOTO 
● 参加料金： 会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,900円
  会員外（会員同伴者）・・・・・・・・・10,000円

専用のお申込用紙かKPCホームページからお申込みください。
●申込締切日： 11月12日（火）

□ダーツはオリジナルルールで行います。 
□参加者全員ダーツに参加いただきます。
□初心者でも安心して楽しんでいただけます。 
□マイダーツの使用はできません。

パーティーの進行中に、グループ単位でダーツをしていただき、
そのグループ全員の得点により順位を決定いたします。

●ダーツゲームについて

● 定数： 80名
  ※お申込み多数の場合は抽選となります



美味しい秋を見つけよう！

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
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KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
11月4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この公園は全国の竹類
を植栽し、竹のタネなど
貴重な資料を園内の資
料館にて展示されてい
ます。さてこの公園はど
こでしょうか?

UNIFLAME 
焚火台
（収納ケース付き）

No.1

No.2
スカイホップバス ペア招待券

3名様

FORTUNE 
GARDEN KYOTO
ペアランチ券

ＱＵＯカード
500円分

No.8

T・ジョイ京都　
映画観賞券

No.7

ひらかたパーク 
ペア入園招待券

2020年
3月31日（火）まで

2020年1月31日（金）まで

2020年
3月1日（日）まで

No.3

No.4

No.5
5組
10名様

伊藤園 おーいお茶 
350ml 24本入り
会社のみんなで分けてね

会社のみんなで分けてね

5組
10名様

ホッカイロ 
60個入り

No.6 20名様

200名様

「いやしなびKPC ライフサポート倶楽部」では、
普段使いからちょっと贅沢をしたい時まで、

いろいろなシーンに合わせたお店を探していただけます。ぜひ、ご利用ください。

5名様

15組
30名様

5組
10名様

〈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。　　　

※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。

日本で育ったイタリアンをぜひ！スープソムリエが作る一杯のラーメン。

キャンティはイタリアン
をベースにした新しい
料理を常にお客様にご
提供しています。

※写真はイメージですぐるなびネット予約＆来店で、
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
　と対象外になります。

メニューNo.720817

ぐるなび どうとんぼり神座

洗練された空間で
季節の京食材と店内の活気を味わう

メニューNo.770755

イタリアンダイニング／ザ キッチン カンラ

  THE KITCHEN KANRA

メニューNo.720814
イタリア式食堂キャンティ

メニューNo.720779

イルキャンティ

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。

New

＜ ホテルカンラ京都 ＞

※写真はイメージです

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。

ライフサポート倶楽部会員だけの優待サービス
麺類1点ご注文につき、　　　　
　　130円のトッピング1品無料！

あっさりしているのに
素材の旨みとコクが凝縮
した味をどうぞお召し
上がりください。

※最大5名様まで利用可

レストラン利用代金総額より　
10%割引

※鉄板料理「花六」も
　ご利用いただけま
　す。
　※同グループに対し
　て利用人数分有効。
※他の店舗プランと
　の併用はできませ
　ん。
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　ヴァイオリニスト高嶋ち
さ子による“観ても、聴いて
も、美しく、楽しい”ヴァイオ
リン・アンサンブル。クラシッ
クの名曲や様々なレパート
リーを、12本のヴァイオリ
ン・アレンジで演奏する。

［出演者］高嶋ちさ子　▶日時：12月8日㊐ 19:00
▶場所：フェスティバルホール　▶定数：10枚
※未就学児入場不可

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー20192 3南座新開場一周年記念 當る子歳 吉例顔見世興行 東西合同大歌舞伎1

54 6 7 湯快リゾートグループ ご宿泊券

バイカル GIFT CARD

こども商品券

「プラレール博 in OSAKA」 ～超デカッ！プラレールトンネル登場！～

𠮷野家プリカ KFCカード

ゴッホ展

都ホテル京都八条 ル･プレジール

1セット （通常 5,000円、1,000円×5枚）4,500円

※南座外観画像は平成30年吉例顔見世興行より

　全国のおもちゃ
屋さんや量販店
でご利用いただ
ける商品券です。

これからのクリスマスシーズンに向けてプレ
ゼントの購入にいかがでしょうか？
▶有効期限：2024年12月31日まで
▶定数：300セット ※会員おひとり様2セットまで購入可
※お申込み多数の場合は抽選。お届けは12月上旬予定
※お釣りは出ません　※事務局での販売はなし
※抽選となった場合、当選者にのみご連絡
※オークションサイトなどへの転売禁止　※払い戻し不可

一等席 （通常25,000円）23,000円

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：11月20日

　令和最初の顔見世は、藤十郎一家三代による『祇園
祭礼信仰記 金閣寺』、仁左衛門一家三代による『仮名手
本忠臣蔵 祇園一力茶屋の場』、今年人間国宝に認定さ
れることが決まった秀太郎と愛之助による『輝虎配膳』
など、世代を超えた顔合わせにご注目ください。
▶日時：11月30日㊏ 16:45　12月  2日㊊ 16:45

12月12日㊍ 10:30　12月14日㊏ 10:30
▶場所：京都南座（京都市東山区四条大橋東詰中之町）
▶定数：各20枚

　湯快リゾートグループは有名温泉地に29 
館。湯快リゾート各館でのご宿泊・ご飲食の精
算にご利用いただけます。
▶有効期限：2020年10月末まで
▶定数：300枚
※会員おひとり様10枚までご購入いただけます
※予約必須　※チェックインの際に必要ですので、必ず事前に
ご準備してください。後日申告はできません
※追加での支払い可（おつりは出ません）
※入湯税には充当不可　※チケットの払い戻し不可
■ご予約・お問い合わせ
各館に直接お電話いただくか、
湯快リゾートホームページ（https://yukai-r.jp/）へ

　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。
▶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
※おひとり様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

　𠮷野家のハウス電子マ
ネーです。𠮷野家店頭に
てチャージが可能で、テイ
クアウトやお食事の会計
時にご利用できます。

▶有効期限：2年間店頭で利用またはチャージ
でさらに2年間延長

▶定数：200枚 ※会員おひとり様2枚まで購入可
※お申込み多数の場合は抽選。お届けは12月上旬予定
※お釣りは出ません　※1円単位で使用可　※事務局での
販売はなし　※抽選となった場合、当選者にのみご連絡
※オークションサイトなどへの転売禁止　※払い戻し不可

1 2

6

4

〈昼食券〉

〈ランチ/ディナーブッフェチケット〉

5

3

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」 〈ランチ券〉

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）

締切：11月1日 締切：11月5日

締切：11月5日 締切：11月5日 締切：11月5日

締切：11月5日

1枚 （3,000円分）2,700円 1枚 （3,000円分）2,700円

全席指定 （通常6,200円）5,500円 1枚 （500円分）400円

1枚
湯快リゾートで8,100円分の金券としてご利用頂けます。

会員料金 （8,100円分）7,400円

こども
（3歳～小学生） （当日　800円）300円

（当日1,000円）500円大人
（中学生以上）

・６０周年記念 プラレール博コンテナ車
 ＪＲ東海承認済 ＪＲ西日本商品化許諾済
・プラレールトーマス クリアブルーバージョン クララベル
 © 2019 Gullane (Thomas) Limited.
※どちらか選択です　※レールはついておりません

【入場記念品】
© TOMY　　「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

中小生 （当日　600円）200円
（当日1,200円）700円大高生

（当日1,600円）1,000円一般

大学生 （当日1,300円）800円
（当日1,700円）1,100円一般

　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。

▶有効期限：11月1日㊎～12月28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」
ランチ提供時間：11:30～14:30 火曜定休　※要予約
■ご予約・お問い合わせ　TEL.075-353-7603 （通常2,670円）1,500円おひとり

12月19日まで

12月23日まで

2020年1月23日まで

2020年3月19日まで12月25日まで

平日     11:30～14:30
土日祝  【1部】11:30～13:00（L.O.12:45）
           【2部】13:15～14:45（L.O.14:30）

（当日3,200円）2,500円大人（中学生以上）
▶ランチ

平日     17:00～21:30（120分制・L.O.21:00）
土日祝  【1部】17:00～19:00（L.O.18:45）
           【2部】19:15～21:15（L.O.21:00）

（当日5,200円）4,500円大人（中学生以上）
▶ディナー

からすま京都ホテル 入舟 「入舟御膳」

（通常2,981円）1,800円おひとり
ワンドリンク付き

　アクセス便利な好立地、四条烏丸にあるからすま
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」。ご昼食
の人気メニュー「入舟御膳」をワンドリンク付き
1,800円の特別価格でご用意いたしました。小鉢に
お造り、天婦羅、焼魚と旬の食材をお召し上がりい
ただけます。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。

12月19日まで
▶有効期限：11月1日㊎～12月31日㊋
▶場所：からすま京都ホテル地下1階 和食「入舟」
　昼食営業時間：11:30～15:00（L.O.14:30）　※要予約
■ご予約・お問い合わせ　TEL.075-371-0140（直通）

　全国のケンタッキー
フライドチキンの店頭
でご利用いただける
プリペイドカード（特殊
店舗は除く）。チャージ

することで繰り返しご利用いただけます。
▶有効期限：2年間店頭で利用またはチャージ

でさらに2年間延長
▶定数：200枚 ※会員おひとり様2枚まで
※お申込み多数の場合は抽選。お届けは12月上旬予定
※お釣りは出ません　※10円単位で使用可　※事務局での販
売はなし　※抽選となった場合、当選者にのみご連絡　
※オークションサイトなどへの転売禁止　※払い戻し不可

　プラレール博史上最大！約400編成が走るジオラマのプラレー
ルトンネルで遊ぼう！
▶有効期限：12月31日㊋～2020年1月6日㊊

2020年1月11日㊏～13日㊊㊗
　休館日：2020/1/7㊋～10㊎
▶場所：大阪南港ATCホール
　開館時間：10:00～16:30（最終入場16:00）
※2歳以下無料　※入場記念品【中間車】含む
※障害者手帳をお持ちの方1名に対し、介助者1名に限り無料

　農村生活を静謐な筆致で描く「ハーグ派」で基礎を学び、その後「印象派」と出会い躍動する
色彩の虜となったゴッホ。本展では、約40点のゴッホの作品に加え、マウフェやセザンヌ、モネな
どハーグ派と印象派を代表する巨匠たちの作品や、ゴッホが手紙の中で語った言葉を交えなが
ら、独自の画風にたどり着くまでの過程を掘り下げて紹介します。
▶有効期限：2020年1月25日㊏～3月29日㊐
　休館日：月曜日（祝休日の場合は開館し、翌火曜日休館）

▶場所：兵庫県立美術館
　開館時間：10:00～18:00　※金・土曜日は20:00まで（入場は閉館の30分前まで）
※障がい者手帳をお持ちの方は、一般400円、大学生300円（要証明）、介護者1名は無料

カラヴァッジョ展
　17世紀バロック絵画の創始者で、イタリアが誇る天才画
家、ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ（1571－
1610年）。わずか60点強とされる現存作品の中から、日本初
公開を含む約10点（帰属作品含む）と、彼に影響を受けた画家
たちの作品が一堂に集結します。

▶場所：あべのハルカス美術館
　開館時間：火～金/10:00～20:00　
※月土日祝は18:00まで（入館は各閉館30分前まで）

▶有効期限：12月26日㊍～2020年2月16日㊐
　休館日：12/31㊋、1/1㊌・14㊋

《リュート弾き》1596～97年頃　個人蔵

　ランチ100種類、ディナー120種類の品数が並ぶ、五感が喜ぶバイキングレストラン。音や
香りが食欲そそるライブキッチン料理、パティシエが仕上げるスイーツなど、魅力あふれるメ
ニューの数々。明るく開放的な空間で、十人十色の美味しい時間をお過ごしください。
▶有効期限：2020年3月31日㊋まで　除外日：12/20㊎～12/25㊌、12/31㊋～2020/1/3㊎
▶場所：都ホテル京都八条
※お食事は要事前予約。下記までKPC会員である旨必ずお伝えの上ご予約ください

■ご予約・お問い合わせ　TEL.075-661-0051（レストラン直通）

備考　●除外日：11月2日、12月31日、2020年3月28日　●1会員様につきご家族5名様までが補助対象　●差額はKPCの補助金　
　　　●ネットオークションなどへの出品禁止　●他の割引券類との併用不可　●宿泊プランはなし
　　　●ご利用当日はKPC発行の補助券とKPC会員証が必要です　●KPCホームページより補助券を申請してください
※おもいやり：65歳以上の方、妊婦の方+同伴者1名、3歳以下のお子様をお連れの同伴者2名様

輝きを極めた夜景は水上へ 世界最大1300万球 ハウステンボス 光の王国
光の大平原にいるかのような広大なガーデンなど世界最大1300万球のイルミネーションが街並みを彩ります。
今年は新スポット『白銀の世界』エリアも登場します。

ハウステンボス 1DAYパスポート購入補助券

●期間：10月21日㊊～2020年3月31日㊋　●料金：1DAYパスポートのみ（入場1日＋対象施設１日利用）

5,800円大人（18歳以上）
（通常7,000円）

4,800円中人（中・高校生）
（通常6,000円）

3,400円小人（小学生）
（通常4,600円）

2,300円未就学
(4歳～小学校入学前) （通常3,500円）

3,800円おもいやり
（通常5,000円）

■イベントのお問い合わせ
ハウステンボス　
＜総合案内ナビダイヤル＞tel.0570-064-110



[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

鈴鹿サーキット モートピアパスポート 
秋冬ご優待デー

　ゆうえんちモートピア、ホテル、レストランなど家族で楽し
める一大アミューズメントステージ。子どもから大人まで、
他にはない“ワクワク”に出会える！自分で操るのりもの遊園
地・モートピアの入園と、のりもの乗り放題がひとつになった
チケットの優待をご案内いたします。

●ご利用方法
遊園地チケット売り場で
記載のバーコードを提示し、
お買い求めください。

●対象日：110月19日㊏～22日㊋  211月23日㊏㊗～25日㊊  312月21日㊏～2020年１月５日㊐

大人
（中学生以上）

子ども
（小学生）

幼児
（3歳～未就学児）

シニア
（60歳以上）

区分 通常料金
ご優待料金

対象日 12 対象日 3

4,400円 3,000円 3,000円

2,300円 2,000円

1,400円 1,000円

2,200円 2,000円

3,400円

2,200円

3,100円
https://www.suzukacircuit.jp/

鈴鹿サーキット 代表

4059-378-1111

※優待期間により、優待料金が異なります。
※乗り物は一部機種を除きます。
※本券1枚で10名様まで有効。
※他券との併用不可です。
※シニア（60才以上）の方は年齢を
　証明できるものが必要です。
※駐車場代は別途必要です。

若狭で鯖寿司作り体験と若狭の味覚まるごと賞味！
バスツアー

●京都駅（８：００）▶箸匠せいわ（お箸
作り体験）▶御食国若狭おばま食文
化館（鯖寿司作りと見学）▶若杉末広
亭（昼食）▶萬徳寺（紅葉の庭園拝観）
▶日本海さかな街（海産物のお買物）
▶京都駅（１８：００頃帰着予定）

コース

食事はイメージ、焼き鯖は３分の１です

　古くから京都とゆかりの深い若狭へ。若狭小浜で地元の方と一緒に若狭名物の鯖寿司
を作ります。ボリュームたっぷりの鯖寿司は、なんとおひとり１本お持ち帰り！さらに世界
で一膳、自分だけのお箸も作ります。昼食は地元の料理旅館「若杉末広亭」にてツアー
オリジナルの若狭御膳をご用意。若狭牛や焼き鯖など若狭グルメでお腹も大満足♪

●日程：１２月１日㊐
●集合時間：８：００
●集合場所：京都駅八条口アバンティ前

●定数：３０名（最少催行人数１５名）
●料金：会員・会員家族 8,500円

一般 １０,５００円　小学生 １,０００円引

取扱旅行社：アルファトラベル株式会社

締切：１１月１１日
※お申込はKPCまで。料金のお支払いは旅行会社にお願いいたします。
　手数料不要のコンビニ払込用紙をお送りいたします。

11月例会 愛宕山
ハイキングサークル

　京都北西部にある愛宕山。防火・鎮火の神様
として親しまれている愛宕神社まで登ります。
●日程：11月10日㊐
●集合時間：8：40
●集合場所：JR京都駅 中央改札口
●全行程：約12km

約6時間（一般向けコース）
●装備：弁当、水筒、雨具、軽登山靴、軍手等
●交通費：約1,000円
●備考：JR嵯峨野線園部行・先頭車両に乗車

●JR京都駅（8：58発 園部行）▶二条駅
（9：05）▶花園駅（9：10）▶嵯峨嵐山駅
（9：15）▶保津峡駅（9：19）着▶登山口
▶ツツジ尾根▶水尾別れ▶社務所前
（昼食）▶大杉谷道▶清滝（京都バス亭）
（15：30頃解散予定）

コース

初めての方はKPC事務所にご連絡ください。
お問合せは
こちらまで

075-361-1100
info@kpc.or.jp

鰻のおさらい　会員美味交流会 vol.8

　以前、夏の丑の日に合わせて会員美味交流会を開催いたしましたが、そこで教えていた
だいたことは、なんと「鰻の旬は冬」ということ!
　鰻だって夏は暑いから痩せているのでしょうか。土用丑の日に鰻を食べる習慣から、旬は
夏だと勝手に思っていました。その教えを踏まえまして、「美味交流会特別コース」で「冬の
鰻」を味わってみましょう。

●日程：12月2日㊊ 19:00～20:30

●会場：炭櫓
京都市下京区四条通河原町東入真町68　
住友不動産京都ビル FOOD HALL 8F
阪急京都線 河原町駅 徒歩1分
京阪本線    祇園四条駅 徒歩3分/河原町駅から114m

●定数：14名
（最少催行人数10名、お申込み多数の時は抽選）

●参加料金：会員家族 4,000円　
会員同伴者 5,000円（税込）

※参加の決定の方には参加証をお送りいたします。
　相席になる場合もありますのであらかじめ
　ご承知おきください。

お申込みは、KPC事務局まで。

●内容：美味交流会特別コース
八寸  鰻三昧
向付  白焼きと手造りくみあげ湯葉
焼物  蒲焼食べ比べ（新仔とひね仔）
台物  鰻しゃぶしゃぶ
名物  京風ひつまぶし
水物  瞬間コーヒーゼリー
ドリンク1杯付

締切：11月18日




