
いいとこクイズ! 探検版　嵐山
（通常版もあります）

京都ええ店食べある記

ハイキングサークル

おうちでドック®

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 24,500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

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

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.1345
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▶スマートフォンひとり1台
▶この会報誌
▶GICパスポート登録
▶クイズへの参加申し込み
※下記申込方法のホーム
ページを必ずご覧ください。

●開催日程： 5月7日木0:00～6月30日火23:59まで
●参加料金： 会員　無料　会員家族　無料　※最大5名まで。会員のGICパスポートから家族用を取得してください
 会員外　2,000円　※GICパスポート（1年間有効）を取得してください
●申込締切日：6月18日木

●申込み方法
　こちらのページから、お申込みください。

〈緊急事態の場合はサイトを閉じる場合もあります〉

KPC会員の方の登録
代行を受付ています。
kpc@posh.jp 

▼GICパスポートを登録済の方※順位の確定と賞品の送信は7月に入ってからとなります

全問正解の所要時間が短い方から順位付けし、
QUOカードPayを差し上げます。 ▼GICパスポートが未登録の方

1位　5,000円分　2位　3,000円分　3位　2,000円分
4位～10位　500円分　11位以降300円分
ブービー賞 2,000円分　最下位 3,000円分

嵐山エリアのよく知られているところや通り過ぎてしまいそうなポイントをクイズにしました。

下記のクイズの答えと思うところを実際に訪問して、QRコードを読み込んでください。そこが

正しいポイントであれば「正解」マークがスタンプされます。全て「正解」がつけばクリアです。

●全4ポイントで正解するまでの所要時間を競う、タイムアタック形式の
クイズです。
●下記クイズ❶～❹のQRコードにはGPSデータが入っていて、答えと
なる現地のポイントで読みこまないと「正解」となりません。
●最初のクイズポイントでQRコードを読み込み「正解」した時刻からス
タートし、最後に「正解」した時点で終了です。
●所要時間の集計はKPC事務局で行います。
※クイズのシステムは期間中、24時間稼働しています。人通りの比較的少ない
早朝などの時間帯で参加していただくことも可能です

 いいとこクイズ！探検版

さてここはどこでしょう?

嵐山

ルール 持ち物・準備

Q 芸能人も多く参拝に
訪れることで知られる

「車折神社」の境外末社。5
月の三船祭（車折神社の例
祭）ではこの近くの川でも
様々な奉納行事が行われ
ます。ここはどこでしょう。

Q 高倉天皇の中宮で平
清盛の娘・徳子(建礼

門院)に仕えた小督は、天
皇の寵愛を受け清盛の怒
りに触れます。そんな小督
が隠棲した仮住居付近に
建つ石塔はどこでしょう。

Q 高倉天皇の命で小督を
探しに来た源仲国は、

彼女の奏でる琴の音で居所
を見つけたそうです。嵐山に
は仲国が琴の音を聞いたと
いう橋跡を示す碑がありま
すが、それはどこでしょう。

Q 全国から奉納され
た無数の羅漢像。

それぞれ異なる表情や
ポーズの羅漢群はどこ
にあるでしょう。

多人数の密集は避け、少人数でお楽しみください！



10名様

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
5月6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 小豆と砂糖を煮詰めて
作る小倉餡の発祥地は

嵯峨嵐山近辺といわれてい
ます。その伝承を伝える石
碑が建つのは何というお寺
でしょう？ 

避難リュックセット
16点入り
（内容については
　WEBサイトで）

ソーラー充電機能付き
モバイルバッテリー

アイリスオーヤマ

ルービック・
キューブ

アルファ米
五目ごはん、わかめごは
ん、ドライカレー、チキン
ライス4種×3袋＝計12
袋の詰合せセット

※賞味期限:2020年10月

※有効期間:
　2021年
　3月31日まで

8,000mAhの大容量バッテリー
搭載のソーラーパネル付きモバ
イルバッテリー
防水防塵仕様

尾西食品

No.1

No.2

5名様

5名様

ＱＵＯカード
500円分

No.8

Bの階段
だし茶漬けランチ

No.7

No.3

No.4

No.5
生茶 デカフェ
430mlPET 24本

会社のみんなで分けてね 会社のみんなで分けてね

ペア3組
6名様

京都鉄道博物館
入館券

No.6

100名様

5名様 5名1組
20組様

6名様

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

いつでもどこでも学べる eラーニング
ビジネスシーンで活用できる初歩的な講座から専門に特化した講座までカリキュラムを豊富にご用意いたしました。
空いた時間に無理せず学べるeラーニングで、忙しいあなたにもぴったり。いつでもどこでも学べます。
※eラーニングとは、インターネットを利用した学習形態です。授業は動画配信、教材はPDFとなります。

㊟

〈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。ページのトップにある検索窓に下記の番号を入力し検索してください。eラーニングのコースは2種類あります。

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

㊟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。　　　

＜期間:2020.4.1～2021.3.31＞
※IDのお申込期間は、2021.2.15まで

KPC会員で
あれば

受講料無料

Aコース

・日商簿記3級 ・日商簿記2級
・社会保険労務士 ・秘書技能検定3級
・秘書技能検定2級 ・2時間でまなぶメンタルヘルス
・よくわかる税務知識 ・基礎からはじめるコーチング 
・個人情報保護法 ・契約書の結び方

・セルフマネジメント ・聴くだけで学べるビジネスマナー
・あなたならどうする？ケースで学ぶ「マナーと仕事」
・組織とマネージャー ・管理職の位置付けと役割
・マネジメントに必要なスキル ・SQL言語入門
・データベース入門 ・人材管理の考え方

BコースメニューNo.650523 メニューNo.650524
＜講座一例＞ ＜講座一例＞

●ご利用方法
1.ライフサポート倶楽部内各コースのページから「お申込みフォームへ」よりお申込み
2.リソル予約センターより、IDと受講案内がご登録のEメールアドレスへ送付されます。
　・毎月1日～15日にお申込⇒月末までにIDと受講案内を送付　・毎月16日～月末にお申込⇒翌月15日までにIDと受講案内を送付
3.IDの有効期間中は、サイト内にある講座を何度でも受講できます。会員様ひとつのIDで、コース内の全講座を受講することができます。
　※AコースとBコースはIDが異なりますので、別にお申込みください。



（通常3,800円）3,400円中人（12才～17才） （通常2,800円）2,300円小人（4才～小学生）

（通常4,800円）4,300円大人（18才以上） （通常4,300円）3,900円セニア（65才以上）

6 ミュージアムぐるっとパス・関西2020

2 〈昼食券〉からすま京都ホテル 和食「入舟」
　アクセス便利な好立地！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「松花
堂弁当」をワンドリンク付き2,400円の特別価格でご
用意いたしました。焚合せにお造り、天婦羅など旬菜
を彩りよく配した弁当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。

▶有効期限：5月1日㊎～6月30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）

1 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：5月1日㊎～6月29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 （通常2,670円）1,500円おひとり

ワンドリンク付き

6月19日まで

6月19日まで

（通常3,586円）2,400円おひとり
ワンドリンク付き

1

締切：5月20日

祇園祭 山鉾巡行 有料観覧席

2,900円（通常3,500円）
全席指定（パンフレット・日よけ帽子等付き）

▶日時：前祭7月17日㊎／
　　　　後祭24日㊎㊗雨天決行
▶会場：御池通  ▶定数：各日30枚  

　コンチキチンの祇園囃子が夏空に響き、山
や鉾が通りをゆく山鉾巡行は、祇園祭のハイ
ライト。美しい刺しゅうや舶来の織物など山
や鉾の懸装品と呼ばれる装飾品の美しさも
見事です。豪華絢爛、「動く美術館」とも呼ば
れる一大ページェントが繰り広げられます。

※日程をご指定の上お申し込みください

後祭山鉾巡行の様子

2

（通常3,600円）3,000円全席指定

締切：5月12日

　噺の登場人物に寄り添う
ような優しさが映る高座。
[出演]林家正蔵/林家はな平
[演目]林家正蔵「ねずみ」
ほか

▶日時：7月19日㊐
14:00開演 

▶定数：20枚
▶会場：京都府立府民 
ホール「アルティ」

林家正蔵 京都で噺を聴く会 3

（通常6,500円）4,500円全席指定

締切：5月12日

　今を生きる社会
風刺コント集団ザ・
ニュースペーパー。
内外のニュースネタ
を「風刺と笑いに」変
える男たち。

▶日時：9月12日㊏16:00開演 
▶定数：20枚
▶会場：ロームシアター京都サウスホール

ザ・ニュースペーパー京都 2020

宝塚歌劇 雪組公演5

（通常8,800円）8,300円S席

締切：5月6日

ミュージカル・シンフォニア
『fff -フォルティッシッシモ-』
～歓喜に歌え!～
レビュー・アラベスク　
『シルクロード～盗賊と宝石～』
[主演]望海風斗/真彩希帆
▶日時： 7月23日㊍㊗11:00
 28日㊋ 15：00
 8月  1日㊏ 11:00
 13日㊍ 15：00
▶会場：宝塚大劇場 
▶定数：各20枚

©宝塚歌劇団 

新派特別公演 八つ墓村4

（通常12,000円）5,000円一等席

▶会場：松竹座 ▶定数：各10枚

　名作「八つ墓村」が新派の舞台
で蘇る。巻き起こる不可解な連続
殺人の果て、名探偵・金田一耕助
は衝撃の結末に辿り着く!!令和版
「八つ墓村」の舞台が今宵、松竹座
にて幕を開ける…
[出演]金田一耕助・久弥・要蔵:
喜多村緑郎/森美也子:河合雪之
丞/寺田辰弥:室龍太(関西ジャ
ニーズJr.)

▶日時：6月14日㊐11:00 17日㊌11:00
　　　　　　20日㊏11:00 23日㊋11:00

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

締切：4月22日

3 アドベンチャーワールド 入園券
　サファリワールド、マリンワールド、エンジョイワールド…
ジャイアントパンダをはじめイルカやペンギンなど見る
ことができます。パークには大切な人と過ごす様々な
シーンがあり、Smileあふれる出会いが待っています。
▶会期：～2021年3月31日㊌　営業時間：10:00～17:00
▶会場：アドベンチャーワールド
　〒649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2399番地

2021年3月18日まで

（当日1,400円）900円一般 （当日1,000円）600円大学生

4 ミナ ペルホネン/皆川 明　つづく
　多義的な意味を持つ「つづく」をキーワードに、本展覧
会では、生地や衣服、インテリア、食器等のプロダクトに加
えて、デザインの原画、映像、印刷物、皆川明の挿絵など、
創作の背景を浮き彫りにする作品群や資料もあわせて展
示します。
▶会期：6月27日㊏～8月16日㊐
　開館時間：10:00～18:00 ※金・土は20:00まで ※入場は閉館の30分前まで

▶休館日：月曜日 ※ただし8月10日は開館、8月11日は休館
▶会場：兵庫県立美術館

※障がいのある方1名につき、介護の方1名無料
※コレクション展は別途観覧料が必要（本展とあわせて観覧される場合は割引あり） 6月25日まで

5

（当日600円）300円子供(小学生) （当日2,700円）1,500円ドライブウェイ
通行券付き大人

（当日1,200円）700円大人(中学生以上) 

ガーデンミュージアム比叡 入園引換券

11月19日まで

　チューリップ、睡蓮、初夏に見頃を迎える
バラ。山頂に咲き誇る花々と陶板で再現し
た、印象派絵画の世界へようこそ。
▶有効期間：4月11日㊏～12月6日㊐
▶会場：ガーデンミュージアム比叡

ガーデンミュージアム比叡の大人お1人様の入園料と比
叡山ドライブウェイ小型普通車通行券（田の谷峠ゲート
～比叡山頂［往復］）がセットになったお得なプラン。
軽・小型乗用車のみ適用。奥比叡参詣自動車道は含みま
せん。
※未就学児無料

［ドライブウェイ通行券付き大人券］

※営業期間中
　は無休

7

（当日1,150～1,570円）800円小人
(小学生)

（当日2,300～3,130円）1,600円大人
(中学生以上)

　ミシガンクルーズと竹生島クルーズにご利
用いただけるチケットです。
[ご利用いただける主なコースと通常料金 ] 
大津港よりミシガン80（普通 大人2,830円 /小人1,420円 ）
大津港よりミシガン60（普通  大人2,300円/小人1,150円 ） 
大津港よりミシガンナイト120（普通 大人3,040円/小人1,520円 ）
大津港よりミシガンナイト60（普通 大人2,300円/小人1,150円）
長浜港より竹生島クルーズ（往復 大人 3,130円/小人1,570円 ）
今津港より竹生島クルーズ（往復 大人2,640円/小人1,320円 ）
琵琶湖横断コース（長浜港⇔竹生島⇔今津港 大人2,880円/小人1,440円）

びわ湖クルージングチケット

▶期間：～2021年2月28日㊐
※コースにより運航期間が異なります。運航スケジュールの
　詳細は予約センターにお問い合わせください。
お問い合わせ・ご予約は琵琶湖汽船（株）予約センター
（9:00～17:00）
TEL:077-524-5000 2021年1月31日まで

8

（通常1,200円）800円一般

　嵐電1日フリーきっぷ・駅の足湯利用券・嵐山
グルメぐりクーポンをセットにしたお得な券です。 

嵐電1日フリーきっぷセット券

▶有効期間：2021年3月31日㊌
〈嵐山グルメぐりクーポン引換内容〉
①~⑧のうち3か所で使用できます。
①老松嵐山店:香果餅（1個）／②鼓月嵐山店:千寿
せんべい（2枚）／③琴きき茶屋:桜餅（1個）／④峯
嵐堂渡月橋本店:わらびもち（1皿）／⑤タリーズ
コーヒー嵐電嵐山駅店:コーヒーまたはアイスコー
ヒー（1杯）／⑥らんでんや:バニラソフトクリーム／
⑦中村屋惣菜製作所:コロッケ（2個）／⑧zarame
嵯峨嵐山本店:綿花（1個） 2021年3月31日まで

（通常1,100円）800円普及版
3ヵ月有効

（通常2,000円）1,200円プレミアム版
6ヵ月有効

　2020年度版に京都地区の2美術館が新た
に加わった、便利でお得なパス・ブック。今年
も日本初の「展覧会年間全日程一覧」を掲載。
昨秋に新規開設した噂の福田美術館も参加！
▶有効期間：2021年3月31日㊌まで有効
▶掲載施設：京都国立博物館、京都国立近代美術
館、京都文化博物館、細見美術館、清水三年坂美
術館、茶道資料館、福田美術館 等97館

12月25日まで

※上記以外の演目、
　他の演者は当日発表

［参考図版］本展東京会場「森」セクション　撮影：吉次史成
アドベンチャーワールド インフォメーション
TEL:0570-06-4481（ナビダイヤル）　URL https://www.aws-s.com/

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）

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）



[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

●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。

だし茶漬＆café Bの階段

【特典】 自家製きなこプリン
 プレゼント

075-241-1786

店舗情報 京都市中京区寺町通錦小路下ル
東大文字町294  カドマビル2F

　店主が手間ひまかけた秘伝のだしを
生かした数種類の「だし茶漬」、加茂や大
原でとれたての京野菜を使った「パスタ」、
京都産の素材にこだわった「和スイーツ」。
ほっこりできる店舗です。

　京都出身のピアノ弾き語りシンガー
ソングライターの森ゆきこさんの、
KPC会員特約店「食べ歩きレポート」。
今月は「阪急京都河原町駅徒歩2分」の
「だし茶漬＆café Bの階段」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.49

山科～疏水散策～南禅寺
ハイキングサークル

　山科から琵琶湖疏水を通り、臨済宗南禅寺派
の大本山「南禅寺」まで散策できるコースです。こ
の時期は例年なら新緑もお楽しみいただけます。

●日程：2020年5月10日㊐
●集合時間：9:00
●集合場所：JR山科駅改札口前
●全行程：約14km

約6時間（一般向けコース）

●装備：弁当・水筒・雨具・軽登山靴・手袋等

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

●JR山科駅▶山科疏水▶天智天皇
陵▶日本初の鉄筋コンクリート橋▶
七福思案処▶南禅寺▶水路閣▶琵琶
湖疏水記念館▶日向大神宮▶蹴上▶
粟田神社▶尊勝院▶将軍塚▶円山公
園（14:00頃解散予定）

コース

営業時間
定 休 日

平日11:00～20:30　
土日祝11:00～22:0
水曜日 、第3木曜日

日本初！ 自宅でできる人間ドック！？
「おうちでドック®」で自宅で
がんや生活習慣病、ピロリ菌の
リスクをチェックしませんか？
◆「おうちでドック®」は自宅で微量の血液と、尿を採取し、郵送するだけの簡単検査です。
◆厚生労働省で承認された検査キットです。　管理医療機器承認番号／22600BZX00362000

簡単、しかも病院と同等精度

医療者の健康無料相談付 万が一のがん相談も無料

名医紹介サービスが無料

皆様のニーズに合わせて、キットをご用意しました！

NEW!おうちでドック® 
胃がんリスクチェック
定価：10,000円⇒

特別価格：9,200円

提供：ハルメク・ベンチャーズ株式会社

※全て税抜

他にもお得なセット料金などもございます！
詳細やご注文は以下の「専用HP」にて
ご確認ください！
https://zenpuku.ouchide.biz/

□ 胃がんのリスク因子であるピロリ菌
　 検査をしたことがない。
□ 親族に胃がんになった人がいる。
□ 胃炎が続いている。

おうちでドック® 
男性用／女性用
定価：19,800円⇒

特別価格：18,000円

□ 人間ドックやがん検診を受けておらず、
　 がんや生活習慣病リスクが気になる。

おうちでドック® 
がん 男性用／女性用
定価：15,000円⇒

特別価格：14,000円

□ 健康診断は受けているが、「プラスワン」
　 でがんリスクもチェックしたい。
□ がんのリスクを今すぐ手軽に調べたい。

おうちでドック® 
生活習慣病（血液＋尿検査）
定価：8,500円⇒

特別価格：7,800円

□ 食べすぎ飲みすぎ、運動不足・・・
　 生活習慣病のリスクを調べたい。

切り取り線




