
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。

みんなでハイキング
10/25㊐

KPC eSports Cup 初開催
9/22㊋㊗

クイズ探検! 岡崎・南禅寺
8/25㊋～10/25㊐

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.1389
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特　長

■全行程： 約10Km　約4時間（一般向きコース）
■装　備： 水筒、雨具、軽登山靴（スニーカー不可）、手袋、帽子等

●エントリー期間：　9/14㊊　16：00まで
●開催場所：　オンライン（参加者に別途連絡）
●プラットフォーム：　スマートフォン（iPhone・iPad/Android）
●参加費：　無料
●賞品：　リモートワークにも最適な　リラクゼーショングッズ　や
 上位者には　QUOカードPay500円分　をプレゼントいたします。
 詳しくはホームページで

●参加資格：　KPC会員と家族（13歳以上） ●お申込み：　オンライン大会への参加お申込みはこちらから
 https://gicz.jp/open/eSPORT1
 ※FAXでの受付は行いません。

備　考／　●雨天の場合中止　●新型コロナ感染症拡大防止のため、風邪の症状がみられたり、体調の優れない方は参加辞退してください。
●催行時は、ソーシャルディスタンスを取り、マスクを装着してください。　●健康に不安のある方はご遠慮ください。

■定　　　数：　50名（最少催行人数30名）　
■受付締切日：　9/18金 お申込みはこちらから

■参加料金： 会員家族（中学生以上） 1,500円
 会員外（中学生以上） 2,500円
 小学生以下は1,000円引き
 ※料金には昼食お弁当代を含みます。

※ご参加には、メールアドレスの登録が必要です。

ハイキング
みんなで

JR山科駅 ➡ 毘沙門堂 ➡ 山科疏水 ➡ 天智天皇陵 ➡ 
日本初の鉄筋コンクリート橋 ➡ 蹴上 ➡ 南禅寺 ➡ 水路閣 ➡ お弁当配布後、解散

日　　時： 10/25日  8:30集合
集合場所： JR山科駅　改札口前

KPC主催

コース

今回のハイキングは、
JR山科駅から疏水沿いを通り
南禅寺に向かいます。
紅葉にはちょっと早いですけれど、
青紅葉もキレイですよ。

開催日時：　9/22㊋㊗
 １４時スタート（予定）

“eFootball”、“eサッカー”および “ウイニングイレブン”は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。 
運営協力:株式会社PACkage、株式会社Rubick‘ｓ

●備考：

※GICパスポート登録済みの方限定
　（お子様の場合は保護者の方の同意を得てご参加ください。
　GICパスポート経由のお申込みで同意されたとみなします）

ウイニングイレブン2020

◉インターネット環境のない方はご参加いただけません。
◉アプリ・ゲーム機器＆ソフトのご準備は参加者個人でご負担ください。
◉チャットツール「Discord」のアカウントをとってご準備ください。
◉参加者の皆様にゲーム内容を録画協力お願いいたします。
　いやしなび kpc Youtubeチャンネルにて実施報告として配信させていただきます。
　（アップする前に内容をチェックし編集いたします）
その他詳細はお申込みサイトでご案内しております。

KPC eSports Cup

オンライン大会
❶ KPCという現実的なサークル内なので、ゲームを通してのコミュニケーションも安全。
❷ 年齢に関係ないスポーツなので、事業所内で世代間ギャップを埋めるツールとして役立つ。
❸ 13歳以上のお子様の参加もOK。

KPC初のeSports Cupです。会員・家族のみで実施いたします。日頃のトレーニングの成果を見せる時がきました! 
対戦相手は見えないけどリスペクトする気持ちを忘れずご参加ください。



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
9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 江戸時代には二条城と
御所を結ぶ重要な橋と

して幕府が管理。明治初期に
石橋に架け替えられた橋の
名前は？　（ヒント　この橋が
架かる東西の通りは中立売
通りです）

スマート体重計 Aria2 
WiFi/Bluetooth対応

ジャパンテイスト
黒糖ラテ500ml
PET24本セット

タリーズコーヒー Yogibo

京都水族館
ロールドラム スピーカー内蔵
（フットペダル×2pcs、
ドラムスティック付き）

No.1

No.2

5名様

3名様

ＱＵＯカード
500円分

No.8

ご招待券
No.7

No.3

No.4

No.5
抗ウイルス・抗菌剤
アミノエリアNeo
300ml 

会社のみんなで分けてね

ペア15組
30名様

Roll Mini　
No.6

100名様

8名様

3名様三菱鉛筆
水彩色鉛筆 ユニ
ウォーターカラー
（24色）

20名様

30名様

長さ約85cm
※カラーは異なる場合があります。

観光経済新聞社



3

小人（小学生） （当日3,300円）2,000円
（当日3,850円）2,900円大人

9月28日まで

野外BBQ+きのこごはん+お土産付でご案内　
野外でのBBQに「きのこごはん」それにお土産もついて、
1日のんびり過ごせる観光農園です。どちらかお好きな
コースを指定してください。
▶Aコース：ぶどう（ピオーネ・ロザリオ・マスカット）狩り

〈8月中旬～10月中旬〉
▶Bコース：栗ひろい〈9月上旬～10月中旬〉
▶場所：みどり農園　営業時間：10:00～17:00頃　※期間中無休
※完全予約制です。下記までKPCチケットをご利用になる旨を伝えてご予約ください。
※天候や数量の減少などで、期間中でも予告なく終了する場合があります。

みどり農園

■ご予約・お問い合わせ
京都府綴喜郡井手町多賀小払1　
TEL.0774-82-2654　
駐車場80台無料

4 マキノピックランド

■ご予約・お問い合わせ
〒520-1834 滋賀県高島市マキノ町寺久保835-1　TEL.0740-27-1811

（当日   800円）300円3歳以上
（当日1,300円）600円小学生
（当日1,600円）1,000円中学生以上

▶ブドウ狩り　60分食べ放題　8月下旬～

（当日   800円）400円小学生
（500gのお土産付き）

（当日1,600円）1,200円中学生以上
(1Kg のお土産付き)

▶栗収穫体験　9月中旬～

　高島市マキノ農業公園マキノピックランドは、ぶどうをはじめさま
ざまな果物狩りのできる観光果樹園です。地元農家の農産物の直
売所や、ジェラートの製造販売所、グラウンドゴルフ場などを併設
し、四季を通して楽しんでいただけます。
▶場所：マキノピックランド
※完全予約制です。下記までKPCチケットをご利用になる旨を伝えてご予約ください。
※天候や数量の減少などで、期間中でも予告なく終了する場合があります。

[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

ハイキングサークル9月例会 ●日程：9月13日㊐　
●集合時間：7:50
●集合場所：近鉄京都駅 改札口前
●全行程：約7km・約6時間（一般向きコース）
●装備：弁当、水筒、雨具、軽登山靴、手袋等

　生駒山は、大阪府と奈良県の県境にあります。
山頂は遊園地の中あり、大阪平野を眼下に見な
がら歩きます。

お問合せは
こちらまで 075-361-1100 info@kpc.or.jp

六甲ミーツ・アート 芸術散歩20201

（当日2,500円）
1,500円大人

(中学生以上)

（当日1,000円）
500円小人

(4歳～小学生)

※本チケットで有料6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、六甲山サイレンスリゾート、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6施設に通
常入場した場合、大人3,960円、小人2,640円となり大変お得な周遊券です。

　六甲山の土地柄や景観をいかした現代アート作品を
通じ、神戸・六甲山の魅力を再発見していただくことを大
きなテーマにした展覧会です。
▶有効期限：9月12日㊏～11月23日㊊㊗ 
 ※休業日9月17日㊍、24日㊍
▶開場時間：10:00～17:00
▶会場：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、六甲山サイレンスリゾート、風の
教会［プラス1施設入場特典］
　※会場により営業時間が異なります。
　　17:00以降も鑑賞できる作品があります。 11月19日まで

舞妓モダン展2

（当日1,500円）
900円一般

（当日1,100円）
600円大高生

（当日500円）
200円中小生

※障がい者手帳等をご提示の方と
　付添1名までは無料（要証明）
※学生料金で入場の際には学生証
　をご提示ください

　舞妓は、今や京都を代表する文化のひとつとして知られてい
ますが、意外にもその歴史の詳細は知られていません。どのよう
にして舞妓は京都のシンボルとなっていったのでしょうか。その
過程を絵画作品などから紹介いたします。
▶有効期限：10月6日㊋～11月29日㊐　※会期中展示替えあり
▶開室時間：10:00～18:00　
 ※金曜日は19:30まで延長（入場は各30分前まで）
▶休館日：月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）
▶会場：京都文化博物館（中京区三条高倉）

11月26日まで

9月28日まで

※他府県をまたぐ移動が制限された場合はお出掛けを取りやめてください。　※未使用のチケットはチケット代金について返金対応いたします。

初めての方のみ事務局までご連絡ください。最寄り駅からの乗車でも結構です。現地解散です。

KPCあっ旋チケット （お申込みは「いやしうぇぶ kpc」を推奨いたします。）

●近鉄京都駅（8:06発 橿原神宮前行急行乗車）・大和西大寺駅（乗換）・
額田駅（9:20着）▶公園管理事務所▶双子塚▶生駒山山頂▶パノラマ
展望台▶暗峠▶ぼんらの広場▶旗立山▶なるかわ休憩所▶枚岡山展
望台▶枚岡神社▶枚岡駅（15:00頃解散予定）

コース

アートの世界へお出かけ 秋のお楽しみは味覚狩り

ハイキン
グサークル活動、再開！

Aコース・Bコース
チケット共通

北野恒富「戯れ」
昭和4年、東京国立近代美術館



●対象者： KPC会員とご家族で、GICパスポートにご登録済の方

●開催期間： 8月25日火～10月25日日
●参加料金： 会員　無料　会員家族　無料　※ただし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：10月12日月

明治時代に建設された
琵琶湖疏水。その大工
事の主任技師に抜擢さ
れた若き青年技師の銅
像が蹴上に建てられて
います。さて、どこにあ
るでしょう。

昭和8年に開館した日
本で2番目に古い公立
美術館。2年に及ぶ改
修工事を経て、今年リ
ニューアルオープンし
ました。この美術館は
どこでしょう。

元は藤原良房の別荘
地。のちに白河天皇が、
六勝寺と称される寺院
のうちのひとつを建立
しました。これらの跡地
に建つ碑と説明板はど
こでしょう。

明治28年、第4回内国
勧業博覧会のために建
設された橋。現在は、近
くの大鳥居と同じ朱塗
りとなって目を引いて
います。この橋はどこ
でしょう。

明治21年完成のトンネ
ル。高さ約3m、幅約
2.6m、長さ約18mで、
煉瓦が斜めに積まれて
います。トンネルの上は
インクライン。ここはど
こでしょう。

ルール

持ち物・準備

多人数の密集は
避け、少人数で
お楽しみください。

秋の京都・岡崎から南禅寺界隈。言わずと知れた観光地としてガイドブックにも詳しく書かれて
いる定番エリアです。誰でもご存知なところや小さくて通り過ぎてしまいそうなポイントをクイズ
にしました。このクイズの答えだと思うところに訪問して、スマートフォンで下の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。岡崎から南禅
寺界隈を、観光目線でないちょっと違う視点で歩いてみましょう。 ※歩きスマホは危険です。

さてここはどこでしょう?

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発出、または各所に休業要請が出された場合は、本イベントを休止することがあります。

下記の5ポイントを実際に訪れてみてください。
「正解」の数1つにつき500円分の
QUOカードPayを差し上げます。
下記クイズQ1～5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。

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

※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
　早朝などの時間帯やご自身の都合の良い日時でご参加いただけます。
※QUOカードPayの配信は、期間終了後になります。

●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〉

登録できないKPC会員の方は
KPC事務局に登録依頼してください。

kpc@posh.jp

▼GICパスポートを登録済の方
〈会員〉 〈家族〉 〈会員外〉

▼GICパスポートが未登録の方




