
第12回フットサル大会＆PK戦 開催
9月27日（日）　フットサルスクエア京都南

釣れなくてもいいじゃない!

海釣り体験会
8月23日（日）　海釣り公園 みかた

答えて当てよう いいとこクイズ
京都ええ店食べある記 2周目キャンペーン

STAY HOME 「お家で陶芸」

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.1378
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海釣り公園 みかた

KPC主催 第12回
エンジョイ！

フットサル
& No.1キーパー決定！？ PK戦

大会
KPC会員企業同士の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。今年はゲームだけではありません！

●リーグ戦のみで表彰を行います。
●全試合7分ハーフで実施（ランニングタイム7-2-7）します。
●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します。
●女性のゴール（得点）は2点とします。PKの場合は1点です。
●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ません。
●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。

お申込み締切日：8月18日火 本誌掲載の「イベント・チケットお申込書」にチーム代表のお名前で
お申し込ください。後ほどメンバー登録用紙をお送りいたします。

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のこと（ユニフォームがない場合はビブスを貸し出しいたします）。
●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会員と家族16歳以上
（チームの方の個人名を登録いたしますので、KPCでのご登録がないと出場できません）

参加資格

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

●ゲーム中は飛沫感染防止のためクールタオル（参加賞として用意します）をマスクがわりに使用していただきます。（必須）
●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

ビギナークラス（経験者を中心に構成されたチーム対象）：8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）：8チーム
※規定チーム数に達し次第募集終了といたします
※両クラスとも上級者のご出場はお控えください

定　数

会員ひとり1,000円（税込）　会員外ひとり3,000円（税込）
※ビギナークラス、ミックスクラス両クラス出場でも同料金です。

●チーム単位でお申込みください
●参加賞あります（ゲーム中に使用していただきます）

参加料

1チーム登録は
12名まで

会　場： フットサルスクエア京都南

27日/9
9:00～17:00予定
（小雨決行  荒天中止）

日　程：

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施します
●体調の優れない方はご参加辞退してください。 ●集合時に体温を測ります。37.5度以上の方の出場をお断りします。
●1コート全面を、選手控え用として開放します。 各チームで日除け対策用品（自立式テント等）をお持ち込みください。
●来場いただく方はあんしん追跡サービスに登録していただきます。

三方五湖や若狭湾の景色を楽しみながら釣りができる
海釣り公園のファミリー向けプランです。

釣り方はスタッフさんが丁寧に指導してくれるので、
たくさん釣れるハズです。

自粛後の開放感を楽しみましょう。

釣れそうな魚： 小アジ・アジ・グレなど釣り放題
※荒天時は中止いたします。雨天が予想される際は事前連
絡をいたします。 ※釣れた魚は、お持ち帰りできます。　
※えさの持込不可。

備　考

▶事前にお支払いください

 〈会員家族〉 釣りする方 2,000円/1名
 〈一　　般〉 2,800円/1名　大人子供同額
▶現地でお支払いください
 ●エサ 600円（2名分） ●延長される場合は、1時間ごとに1,400円かかります
 ●同伴見学者 330円/1名  ●貸さお 1,000円 ●すかり（網） 330円　
 ※クーラーボックス持参の方は氷無料

料　金

会　場： 海釣り公園 みかた
23日/8 8:30スタート　

※現地集合・解散日　時：

実施時間： 入園から2時間

〒919-1453　
福井県三方上中郡若狭町小川17-36
TEL/0770-47-1140　
FAX/0770-47-1141
駐車料金無料

体験会

釣れなくてもいいじゃない!

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、他府県をまたぐ移動が規制された場合や緊急事態宣言が再び発出された場合は中止になります。
催行時は、ソーシャルディスタンスを取り、マスク着装してください。また入園時に受付にて体温を測定いたします。37.5度以上の方はご参加いただけませんので予めご承知ください。

こちらのホームページからお申込みください。
ご参加いただく方には、メールアドレスをご登録いただきます。
※FAXでの受付をいたしませんのでご了承ください。

お申込み方法

https://gicz.jp/open/3kata5ko

出場全チームによるPK戦です。サドンデス方式により優勝チームを決定します。PK戦について

定　数 釣り人30名

お申込み締切日：7月28日火



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
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 八幡市の放生川に架
かる通称太鼓橋。近隣

の有名な神社の行事がこの
橋上で行われることもあり
ます。この橋の名前は？

ラズベリー
ホワイトブラック
アクアブルー
ライムグリーン
※カラーはお任せください

※カラーはお任せください

パーソナルクーラー 
ここひえ

アイリスオーヤマ
ヨーグルトメーカー
900ml

スパイス W-fan
No.1

No.2

5名様

20名様

ＱＵＯカード
500円分

No.8

携帯アルコール
除菌スプレー
10ml

No.7

No.3

※31×120cm

生毛工房×西川
クールタオル

No.5

ゼロフィット
アームカバー 
グレー

No.6

100名様

100名様

1名様

4名様

20名様

会社のみんなで分けてね

〈メニューの検索方法〉

近隣で夏を楽しむ！
いつものイベントが実施されないという、今年の夏。

新型コロナウイルスには感染しないよう十分気をつけながら
ライフサポート倶楽部で少しでも夏らしく過ごしましょう。

〈メニュー例〉

※250g 48個セット
※賞味期限:2020年10月

たらみ ごろっと果実 
大ぶりカット白桃

No.4

3名様

料金例は、2020年4月現在の内容です。 最新情報は会員専用サイトをご確認ください。

㊟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. 753734
あそぶ／レクリエーション

フォレストアドベンチャー・栗東

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！

川遊びや体験乗馬・クラフトなども楽しめます。

メニューNo. 750632
あそぶ／レクリエーション

ご予約の総額から3％割引

OKオートキャンプ場

＜メニュー例＞
・プールサイドで星空ナイトヨガしよう！
・初心者でも楽しめる！ダイビング体験
・気軽にヨットでセーリング体験
・SUP上達コース（レンタル込み）
・フォレストアドベンチャー・アドベンチャーコース

2,500円/名～
10,000円/名～
3,000円/名～
4,500円/名～
3,800円/名～

お得なプランで、スリル満点の樹上冒険
体験チャンス！

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。

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！

メニューNo. 751145
あそぶ／レクリエーション

アクティビティジャパン

アドベンチャーコース 
通常 3,800円/名⇒特別割引 3,300円/名

オートキャンプ     550円割引/1泊
バンガロー     1,320円割引/1泊

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 メニューカテゴリーより
「あそぶ」を選択

4

ロ
グ
イ
ン

会員番号・パスワードを
入力してログイン

3
㊟

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



■ご予約・お問い合わせ
レストラン予約係 TEL.075-771-7158　受付時間10:00～18:00

■ご予約・お問い合わせ
TEL.075-371-0141（直通・受付時間11:00～20:00）
メニューなど詳しくは公式サイトをご覧ください。

1 ひらかたパーク
フリーパス引換券付入園券 〈夏季〉

▶期間：7月4日㊏～9月13日㊐

▶会場：ひらかたパーク

▶有効期限：8月1日㊏～9月30日㊌
▶場所：からすま京都ホテル2階
 中国料理「桃李」
▶営業時間：平日11:30～15:00（L.O.14:30）
 土日祝は２部制 ①11:00～
   ②13:30～

9月10日まで
9月18日まで

（通常3,800円）3,100円小学生

（通常4,500円）3,600円おとな（中学生以上）

（通常2,600円）2,200円２歳～未就学児 （当日4,416 円）2,900円ワンドリンク付き
おひとり 

（当日5,000円）平日　3,800円ランチ

▶有効期限：～9月30日㊌まで
▶場所：ウェスティン都ホテル京都2F
 オールディダイニング「洛空」
▶営業時間：
ランチブッフェ／11:30～14:30（土日祝は15:00まで）
ディナーブッフェ／17:00～21:00（土日祝日は21:30まで）

9月30日まで

オールディダイニング　
「洛空」　ランチ・ディナーチケット

　ブッフェチケット再開です。必ずご予約のうえご利用ください。

（全国）

（全国） (全国MOVIX＆松竹系映画館)

　桃李の看板メニュー「ランチオーダーバイキング」
チケット再開です。必ずご予約のうえご利用ください。

※ディナーブッフェのご提供は金土日祝・祝前日のみ（月～木はセットメ
ニューまたはアラカルトでのご提供）　※料金に消費税サービス料を含
みます　※幼児無料　※大人1名につき小学生（6歳～12歳）1名無料 ※ご利用は2名様より承ります

※料理のご注文はテーブルで統一願います
※ご予約状況により営業時間を変更させていただく場合がございます

びわ湖クルージング
チケット

１日フリーきっぷセット券

営業自粛にて閉園される場合や返金のご連絡が必要な場合が
ありますので、いやしうぇぶへのご登録をお願いしています。

登録はこちらからご依頼ください。
kpc@posh.jp　 

いやしうぇぶkpc　www.kpc.or.jp

※急きょ休園する場合があります。7月6日～10日
は予定通り休園日
※チケット券面に「有効期限7月11日㊏～9月13
日㊐」と記載されておりますが、7月4日・5日も
利用可。

※プール入園付き入園券は、プールエリアの入場
者制限を行うため取り扱いございません。

2 3

（当日6,500円）土日祝日　4,300円
（当日7,000円）平日　4,900円ディナー
（当日8,500円）土日祝日　6,000円

お知らせからすま京都ホテル 桃李
〈ランチオーダーバイキングチケット〉

随時あっ旋チケット 徐々に開園 ! あっ旋販売再開です！！

チケットはログイン後に購入できます。ログインには会員登録が必要で、会員の方からの依頼に基づいてKPC事務局内で登録いたします。
チケットはKPC事務局より事業所所在地にお送りいたします。お支払いは京都銀行・京都信用金庫へのお振込み（手数料無料）か、コンビニ
払い/LINE Pay請求書支払い（手数料120円）がご利用いただけます。

　毎年あっ旋しておりました「ビア
ガーデン」、「花火大会有料観覧席」、
「プール」のチケットについては、新
型コロナウイルス感染拡大防止策
として中止もしくは入場制限が実
施されるため、あっ旋はございま
せん。スポーツ観戦や観劇など他
の種類のチケットについても、会
場を一杯にできない事情から入場
制限を実施されます。大変残念で
すがご了承お願いいたします。

チケットを常時あっ旋している施設

補助券を配布している施設

KPCでは会員の方がご自身のため、あるいは家族サービスのために余暇をお得に過ごして
いただけるよう、各種施設と契約しております。あらかじめご手配のうえお出かけください。



[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

●料金：お家で陶芸「手びねりセット」3,800円（税抜き）

●お申込み方法：こちらのサイトから　➡　https://gicz.jp/open/togei20
 ※お申込みの後、決済してください。
 ※作品を返送していただく送料は含まれておりません。

●対象地域：兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県・福井県・奈良県・三重県・和歌山県・岐阜県・愛知県

●キャンペーン参加条件：・スマホをお持ちのKPC会員ご本人様
 ・GICパスポートにご登録済みの方　
 　※未登録の方は登録をKPC事務局にご依頼ください。

●事前準備：「ええ店2周目」参加証を取得してください。
 こちらのサイトから　➡　https://gicz.jp/open/emise2nd
●期間：7月20日㊊～9月30日㊌
●プレゼント：QUOカードペイ500円分を最大5回分
●受取方法：①対象店舗でご飲食。
 ②お会計時に「『ええ店2周目キャンペーン』を利用します」とお伝えください。
 ③店舗の決済方法でお支払いいただいたのち、
 　店舗備え付けの「キャンペーン利用QRコード」を読み込み。
 ④画面に「利用する」が出るのでタップ。　
 　※店舗から離れると感知しなくなる場合があるので近辺で行ってください。
 ⑤上記の期間が終了後にプレゼントを配信。
ご注意
・店舗でのプレゼント提供はありません。
・再び休業要請があった場合等、ホームページに記載のうえ打ち切ります。プレゼントはその時点の実績に応じます。
 御了承お願いいたします。

●内容：• 客室のデイユース（チェックイン11時 - チェックアウト18時）
 • ザ リビングルームでのアフタヌーンティー
 • フィットネスセンターとバスハウスのご利用
●プランの詳細・仮お申込み：こちらのサイトからご確認ください　➡　https://gicz.jp/open/PHK1d
●料金：1室1名様利用34,000円/室
 1室2名様利用38,000円/室
 ※別途消費税、サービス料15％、京都市宿泊税

お問合せ

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の緊急事態宣言が解かれ、府県をまたぐ移動の制限
もなくなったため、今まで取材で訪れた飲食店さんがどのようにされているのか再度取材
してみました。その中で「新しい生活様式」を踏まえて感染対策されているお店を、今回の
キャンペーン対象店舗としてKPCのホームページでご案内します。実店舗でご飲食された
方にはKPCよりプレゼントを差し上げますので、地元のええ店の盛り上げにご協力ください。

　文化の域を極めた京都の魅力と「パーク ハイアット」のエレガンスが融合するラグジュアリーゲスト
ハウスで、日常から離れ、ゆっくりと充実したお時間をお過ごしいただける特別な日帰りプランです。

 信楽焼に必要な材料と「ろくろ」等の機材をご自宅にお届け
します。動画を見ながら粘土をコネコネ、お皿や鉢を手びね
りして完成したら返送してください。その後の工程は信楽焼
職人の仕事です。素焼や施釉、本焼き、仕上げを信楽焼の本
釡で行います。自宅でじっくり「ろくろ」を回せば、クリエイ
ティブな才能が生まれるかもですよ。

京都ええ店 食べある記 2周目キャンペーン

パーク ハイアット 京都 「デイケーション」のご案内

（株）信楽陶苑 たぬき村

STAY HOME で陶芸
お家にいながら信楽焼陶器をつくろう！「お家で陶芸」

〒529-1803 滋賀県甲賀市信楽町牧1293-2
TEL：0748-83-0126／FAX：0748-83-0127
http://www.tanukimura.com/

お問合せ パーク ハイアット 京都
〒605-0826　京都市東山区高台寺桝屋町360
TEL.075-531-1234／FAX.075-585-5306
http://parkhyattkyoto.jp
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