
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。

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

ボウリング スコアランキング 開催
12月9日㊊～12月29日㊐ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

ボルダリング冬例会
12月15日㊐ FUSHIMITTO

フットサルサークル
12月18日㊌ フットサルスクエア京都南

答えて当てよういいとこクイズ！

京都ええ店食べある記

ミシガン初日の出 クルーズ

市民サイクリング 初詣ラン

ハイキングサークル

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.12912
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臨時のオトク情報   お知らせします。な
ど @tfq2665hはじめました。



ボウリング
スコアランキング
ボウリングボウリングボウリング
スコアランキングスコアランキングスコアランキング

（初めてコース）

ボルダリング
冬例会

（個人参加OK）

フットサル
サークル

会社のみんなと、または家族で、さらにおひとりでも参加できる
ボウリング大会です。ご自身の都合の良い時にご参加ください。

これから始める方を対象に、
クライミングの基本動作を
コーチに指導していただきます。

第48回 ボウリング大会

期 間

12月9日月～12月29日日
指 定 会 場

キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

詳細はKPCホームページへ ➡

参 加 方 法
●KPCへのお申込み不要
●KPC会員証をボウリング場フロントに提示し、優待料金にてゲームを実施してください。

所 在 地：
T E L ：
営業時間：

京都市南区吉祥院石原長田町1番地2
075-672-4321　駐車場：250台、無料
平日9:00～翌日3:00　土曜・日曜・祝日8:00～翌日3:00

※ボウリング受付は営業終了時間の約30分前まで。詳しくは受付カウンターにてお問い合わせください

ランキングルール
連続した3ゲームのハンディ込みトータルスコアでランキング。
スコアはボウリング場からKPCに申請していただきます。

ランキングの発表
KPCホームページにて随時更新いたします。

表 彰 内 容
〈個人戦のみ〉優勝/準優勝/第3位/HG賞/他飛び賞あり

ハ ン デ ィ
1ゲームにつき、女性15点、50歳以上の方10点
※スコアの提出後KPCにて加算いたします。

●指定の日程とボウリング場があります。
●KPC会員証を必ずご持参ください。
●KPC会員証の裏面を、ボウリング場でコピーされます。

ご注意

B�ling Sc�e ranking

受付締切日 12月10日火

参 加 料 会員と家族1,000円 一般(会員同伴者)2,000円
(1回につき)

備 　 考 靴下を着用してください。シューズはレンタルがあります。
スーパー銭湯「伏見力の湯」ご入浴券付き

定 　 員 各回最大8名まで(超える時は抽選)、最少催行人数4名

日 程 12月15日日 ①16:00~(50分間) ②17:00~(50分間)
会 　 場 FUSHIMITTO 京都市伏見区竹田青池町135 

●お申込みはKPCまで。こちらのサイトから。 https://gicz.jp/open/fsmt1215
　KPCスマホ会員証(GICパスポート)の登録が必須です。
　登録いただくと別途「60分フリーコース」が500円補助（5回まで）で
　利用できます。　https://gicz.jp/open/fsmt19fp

受付締切日 12月11日水

参 加 料 会員と家族1,000円 一般(会員同伴者)2,600円

備 　 考 レンタル各種あります。詳しくは会場にお尋ねください。
スーパー銭湯「伏見力の湯」ご入浴券付き

定 　 員 最大24名まで、最少催行人数5名

日 程 12月18日水 19:00~21:00
会 　 場 フットサルスクエア京都南　京都市伏見区竹田青池町135

●お申込みはKPCまで。こちらのサイトから。 https://gicz.jp/open/futs1218
　KPCスマホ会員証(GICパスポート)の登録が必須です。

気軽にご参加いただけるフットサルです。個人でも
ご参加いただけます。今回は、ウォーミングアップ
(ライフキネティック・ステップ・ブラジル体操など)
／トレーニング(パス・トラップ・シュート・ドリブル)／
ゲームを行います。



答えて当てよう いいとこクイズ！
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KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
12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 野面積み、乱石積みと
いった技法で自然石を
そのまま積み上げた石
垣を特徴とし、明智光秀
が丹波の拠点とした城
の名前は？

京湯元 ハトヤ瑞鳳閣　
京都温泉日帰りプラン 野点

充電式
ハンドウォーマー
(モバイルバッテリー機能を搭載した
2WAYハンドウォーマー)

2020年カレンダー　
富士山日本の美・
暁天富士（不織布）

「じっくりコトコト」スープ
オリジナルバラエティセット 
8種48個

No.1

No.2 3名様

ＱＵＯカード
500円分

No.8

T・ジョイ京都　
映画観賞券

No.7

賞味期限:
2020年8月

サイズ　60cm×90cm

サイズ　60cm×90cm

No.3

No.4

No.5

5組
10名様

2020年カレンダー　
クリスチャンラッセン

会社のみんなで分けてね

5組
10名様

青冥酒家 京都店 
ランチセット
（おひとり様）

No.6

200名様
10名様

温泉と美味しい料理が楽しめる宿をご案内します！

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

「いやしなびKPC ライフサポート倶楽部」では、
温泉を楽しめる宿をご用意しています。

少しずつ冬を感じる季節、ゆったりとした時間をお過ごしください。

㊟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
「トラベル」を選択
4
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ン

㊟

※料金例は、2019.10.2現在の内容です。 最新情報は会員専用サイトをご確認ください。

メニューNo.200010
福井県／三国・あわら

夢屋  華筑紫（ゆめや はなつくし）

おもてなしとこだわりの割烹宿。
割烹旅館ならではの本格懐石料理が、
味わえます。
例）2～6名1室利用時／2食付
　お1人様：12,100円～

メニューNo.280005

長寿大岩風呂と露天風呂、屋上展望
桧風呂など8種の湯を満喫できます。

兵庫県／城崎・竹野・豊岡

佳泉郷 井づつや

例）2～5名1室利用時／朝食付
　お1人様：15,400円～

メニューNo.307016

四季折々の情緒をかもしだす川原の
露天風呂にひたれば気分爽快で、心
なごむ宿です。

和歌山県／本宮・新宮・中辺路

例）2～5名1室利用時／2食付
　お1人様：15,400円～

メニューNo.260116

京の奥座敷として知られる湯の花
温泉郷。懐かしい里山の風景が広がる
地で自然と対話し心を満たす。

京都府／亀岡・湯の花・丹波・美山

例）2～5名1室利用時／2食付
　お1人様：7,400円～

Ｒ＆Ｓ 里山の休日 京都・烟河山水館 川湯みどりや

「Dolphin Romance」
Christian Riese Lassen

10名様

2名様

20名様



©2019松竹株式会社
12月27日（金）全国ロードショー
男はつらいよ　お帰り 寅さん

©フォート・キシモト

宝塚歌劇 星組公演

米朝一門 花形落語会

（当日　500円）250円大学生

（当日1,000円）500円一般

1 2 3
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オリンピックコンサート2020 in 大阪 
プレミアムサウンドシリーズ

住友生命「Vitality」presents
竹原ピストル 全国弾き語りツアー 2019-2020 It’s My Life

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～がやってきた！！

▶日時：2020年4月4日㊏
 ①13:30開演（13:00開場）
 ②16:00開演（15:30開場）
 4月5日㊐
 ①11:00開演（10:30開場） 
 ②13:30開演（13:00開場）
▶会場：ロームシアター京都 
  メインホール
▶定数：各公演２０名

※上演時間は約1時間（休
憩なし）

※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

　圧倒的な歌と言葉の力で、頑張る人の背中をそっと
押す、シンガーソングライター“竹原ピストル”。

締切：12月5日

[出演]「ガラピコぷ～」の仲間たち、
坂田おさむ、つのだりょうこ、いとうまゆ

（通常8,800円）8,300円S席

締切：12月4日
▶会場：宝塚大劇場　▶定数：30枚

幻想歌舞録
『眩耀（げんよう）の谷

～舞い降りた新星～』
Show Stars
『Ｒａｙ　-星の光線-』
▶日時：2020年
　2月　8日㊏11：00
 10日㊊13：00
　　　18日㊋11：00
 23日㊐11:00
©宝塚歌劇団 
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4 5
（当日1,800円）900円一般

男はつらいよ50　お帰り 寅さん イタリア現代陶芸の巨匠
ニーノ・カルーソ

ホテルグランヴィア京都　カフェレストラン　ル・タン

　今、君たちは幸せかい？―
新時代を生きる私たちのた
めに今、寅さんがスクリーン
に蘇ります！
原作・監督：山田洋次
渥美清/倍賞千恵子/吉岡秀
隆/後藤久美子/前田吟/池
脇千鶴/夏木マリ/浅丘ルリ子
▶有効期間：12月27日㊎～

　ニーノ・カルーソの偉業を約90点の代表作ならびに
数々のデザインワークやスケッチなどの資料を通じて
紹介する、日本で初めての本格的な回顧展です。
▶会期：2020年1月4日㊏～2月16日㊐
▶開館時間：9:30～17:00
※ただし金曜日、土曜日は午後8時まで開館　※入館は閉館の30分前まで
▶休館日：毎週月曜日、2020年1月14日㊋
※ただし1/13（月・祝）は開館
▶会場：京都国立近代美術館
※心身に障がいのある方と付添者1名は無料（入館の際に証明できるもの
をご提示ください）　※本料金でコレクション展もご覧いただけます

　京都で話題のライブ感溢れるバイキングはもちろん、朝食からカ
フェ、カジュアルダイニングまでお気軽にご利用いただけるオール
デイダイニングです。今までにないスケールのブッフェカウンター
とシェフたちの颯爽とした動きが映えるオープンキッチン。定番の
洋食メニューに加え、デザートバイキングなど多彩なメニューをご
用意して､皆様をお待ちしております。

▶有効期限：～2020年3月31日㊋
　※12月21日㊏～25日㊌、
 12月31日㊋～2020年1月5日㊐を除く
▶場所：ホテルグランヴィア京都2階　ル・タン
■ご予約・お問い合わせ
　TEL.075-342-5525（レストラン直通）

▶有効期限：12月1日㊐～2020年1月31日㊎　※2020/1/1～1/3を除く
▶場所：からすま京都ホテル2階　中国料理「桃李」
ランチ営業時間11:30～15:00（L.O.14:30）（土日祝 2部制①11:00～/②13:30～）
※要予約　※2名様より承ります　※12月と1月ではメニュー内容が異なります

■ご予約・お問い合わせ　TEL.075-371-0141（直通）

12月24日まで

1月30日まで

（当日4,416円）2,700円おひとり
ワンドリンク付き

からすま京都ホテル　桃李

①全席指定 （一般4,400円）4,000円 ②全席指定 （一般5,000円）4,600円

▶日時：2020年4月13日㊊
 19:00
▶会場：大阪城ホール
▶定数：20枚

▶日時：2020年2月14日㊎
 19:00
▶会場：ロームシアター京都 
 メインホール
▶定数：20枚

※小学生以上はチケットが必要になります
※未就学児童のご入場は同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならない
ようにご覧いただくことを大前提とさせていただきます 締切：12月9日
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　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。

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・LINE Pay請求書払い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12/25で一旦終了し、1/6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  全地域・全日▶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300g2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‼

A席 （通常2,750円）2,500円

▶日時：2020年2月16日㊐
 17:00
▶会場：フェスティバルホール
▶定数：20枚
※未就学児のお子様のご入場はお
断りさせていただきます

締切：12月10日

　躍動するオリンピック映像×壮大なシ
ンフォニー、輝きの競演！オリンピック
の夢をめぐる数々のドラマを、フルオー
ケストラの響きにのせてお届けします。

S席 （通常5,000円）4,600円
よしもとお笑いライブin城陽2020

▶日時：2020年1月26日㊐
 ①11:00　②14:15
 （各回30分前開場）
▶会場：文化パルク城陽
 プラムホール（東館2階）
▶定数：各公演20枚
※5歳以上有料、4歳以下膝上無料
　お席が必要な場合は有料

締切：12月9日

　漫才＆新喜劇をお楽しみください。
［出演］未定

全席指定 （一般4,700円）4,100円

▶日時：2020年2月29日㊏14:00
▶会場：文化パルク城陽　ふれあいホール
▶定数：20枚
※未就学児入場不可

締切：12月10日

［演目］当日のお楽しみ
［出演］桂塩鯛、桂南天、
 桂吉弥、桂歌之助、
 桂慶治朗

全席指定 （通常3,300円）2,800円

初春文楽公演

▶日時：2020年1月25日㊏11:00/16:00
▶会場：国立文楽劇場
▶定数：各10枚
※演目入替なし
※全公演「字幕表示」あり 締切：12月5日

［演目］
〇第1部11:00開演
『七福神宝の入舩』『傾城反魂香』『曲輪文章』
〇第2部16:00開演
『加賀見山旧錦絵』『明烏六花曙』

全席指定 （通常6,300円）4,800円

　ランチの人気メニュー「ランチオーダーバイキング」を
ワンドリンク付きの特別価格でご用意。前菜、スープ、飲茶、
炒飯または麺付きで、メイン料理約20種類、デザート約8種
類はお好きなものをお好きなだけお召し上がりいただけま
す。気軽にご利用いただけるカウンター席のほか、4～32
名様まで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。メニュー内容など詳しくはホテル公式サイトで。

2020年1月17日まで

① ②

主催：公益財団法人
 日本オリンピック
 委員会
後援：スポーツ庁／
 大阪市教育委員会　
協力：株式会社三井住友銀行

（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
▶有効期間：12月7日㊏～2020年3月1日㊐
※スケート貸靴のご利用には貸靴料金700円が別途必要です
※フリーパスは「のりもの乗り放題」です。ウインターカーニバル入場は
別途料金が必要です

※期間中は休園日がございます 2020年2月27日まで

2020年3月19日まで

こども
(2歳～小学生)

2歳～
未就学児

ランチ

ディナー

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/

平日 2,500円　（当日2,950円）

土日祝 3,000円　（当日3,600円）

 4,000円　（当日4,950円）
【1部】11：30～13：00 【2部】13：30～15：00

【1部】17：30～19：00 【2部】19：30～21：00

©NHK

〈ランチ券〉

入園+
フリーパス

入園+
ウインター
カーニバル

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・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

船上から眺める令和最初のご来光
ミシガン初日の出 クルーズ

ミシガン運航会社：琵琶湖汽船株式会社

4077-524-5000
（予約センター受付9:00～17:00）

※時間厳守です
※船内では甘酒等を無料にてご用意しております
　（数量限定、なくなり次第終了）
※当日の気象状況により初日の出が拝めない場合がございます

第130回 市民サイクリング 初詣ラン
　京都サイクリング協会主催の、市民サイクリングに参加しませんか。今回は桂川サイ
クリングロードを走り、石清水八幡宮方面へ。飛行神社にて参拝・御祈祷の予定です。
開運厄除・交通安全・無病息災・家内安全を祈願します。

●ご利用方法：当日KPC会員証をご提示ください。予約不要。

●日程：令和2年1月１日㊌
●集合時間：6：30
●集合場所：大津港

●運航時間：6:40発▶（7:04ご来光）▶7:30着
●料金：大人 2,500円 （通常3,000円）
 小人 1,250円 （通常1,500円）

●日程：令和2年1月12日㊐
●集合時間：9：30

●集合場所：東本願寺 噴水前

●全行程：約20Km

●参加資格：自転車をお持ちで、全コースを完走できる方。

●持ち物：雨具・工具・水筒・保険証・その他
 （ヘルメット・グローブ着用）
●免責事項：大会中の事故については、応急処置はしますが、その後の治療は各自の責任とします。
 また参加者の加害事故についても各自の責任とし、主催者は関知いたしません。

●参加料金：KPC会員家族のみ 800円 （通常 一般1,200円、京都サイクリング協会会員800円）
※祈祷料を含みます。雨天等で催行中止になった場合のみ返金いたします

東山三十六峰めぐり⑧ 修学院山
ハイキングサークル

　修学院離宮に代表される、静かな人里を抜け
て北白川に向かいます。

●日程：12月1日㊐
●集合時間：8：50
●集合場所：叡山電鉄出町柳駅 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

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

●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。

青冥酒家　京都店　(ちんみんしゅか きょうとてん）

【特典】10％OFF
075-341-1030

営業時間 11:00～16:00
 16:00～23:00（L.O.21:30）

店舗情報 京都市下京区四条道室町東入
函谷鉾町78 SUINA室町 B103

 老舗中国料理「青冥」をちょっとカジュアルに
味わうことができる店舗では、ランチ880円税
別~。中華居酒屋風に利用もでき、人気のふか
ひれ、点心を含むコース料理もあります。立地
も良いので、気軽にお立ち寄りください。KPC
会員特典として、10％OFFで利用できます！

　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「地下鉄
四条駅 阪急烏丸駅直結」中華料理の「青冥
酒家 京都店」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

グルメクーポン 京都ええ店食べある記 vol.45

●出町柳駅（9:02発）▶修学院駅着
（9:09着）▶修学院道▶雲母橋▶修
学院山山頂付近▶雲母坂▶水飲退陣
跡碑▶石鳥居▶瓜生山▶大山祇神社
▶北白川仕伏町バス停（15:30頃解
散予定）

コース

●東本願寺▶堀川七条▶
西大路八条▶桂小橋▶桂川
サイクリングロード▶久我橋
▶宮前橋▶御幸橋▶飛行
神社▶石清水八幡宮

コース

締切：１2月25日

お申込みお支払いは、
こちらからのみ受け付けいたします https://gicz.jp/open/kp200112

切り取り線






