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クイズ探検! 激動の織田信長がいた時代 

答えて当てよう いいとこクイズ！ 

第5回　KPC理事長杯　会員ゴルフコンペ

友だち募集中です。
臨時のオトク情報など   
お知らせします。

@tfq2665h

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.1465
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Q織田信長が上洛を果たしたしばらく後、尾張
に戻った隙をついて足利義昭が幕府の実権を

握る三好三人衆に襲撃され
る事件が起きました。最終
的に足利・織田の軍勢に
よって三好軍は敗北。それ
はどこでしょう。
※現在その寺は山科に移転されています。

Q信長は、Q1の寺より防御力を高めた城郭が
必要と考え、将軍義昭邸の造営に着手。西陣

の豪商に強制し約70日間
で完成させたといわれる
「（旧）二条城」の跡地を示す
碑はどこにあるでしょうか。

Q 信長の保護もあり、信仰が広
まっていったキリスト教。当時、

キリスト教宣教師によって「南蛮寺」と
呼ばれる教会
も建てられて
いました。その
寺跡を示す碑
が建つのはど
こでしょう。

Q 信長が明智光秀に討たれた本能
寺。この変が起きた原因について

は諸説ありますが、当時、本能寺が
あった場所に
は、石碑が残っ
ています。それ
はどこでしょう。

Qこの場所とはどこでしょう？

●対象者： KPC会員とご家族で、GICパスポートにご登録済みの方

●開催期間： 4月26日月～5月25日火
●参加料金： 会員・家族　無料　
 会員外　無料（賞品のプレゼントはありません）　

　今回のクイズ探検では、歴史の“事件の痕跡”をたどりましょう。
織田信長が、足利義昭を奉じて上洛したのは約450年前の永禄11年（1568年）。そして明智光秀に本能寺で
討たれたのが天正10年（1582年）です。ということは、織田信長が京都にて数々の歴史に残る“活動”を行った
のは、わずか約14年間ということになります。このわずかな期間は、まさに激動！
　新たな時代を切り開いたとして評価される戦国武将「織田信長」の痕跡は、現在でも京都市内に石碑などの
形で残されています。今回は時代順にポイントを設定しましたので、この順で巡ってみてください。

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まん延防止措置が適用された場合は、本イベントを休止することがあります。

答えて当てよう
いいとこクイズ！

※家族パスポートは会員のGICパスポートから家族用を取得してください。
　（5名まで/すでに取得済みの家族様は改めて取得する必要はありません)

※GICパスポート（1年間有効）を取得したあと、
　クイズ参加証を取得してください。

主催：公益財団法人京都中小企業振興センター

（クイズ探検miniはお休みです）



ルール

賞　品

事前準備・持ち物

1問正解ごとにQUOカードPay500円分
プレゼント。（配布は6月に入ってから）

▶おひとり1台スマートフォン　▶GICパスポート登録
▶スマートフォンでクイズ探検の参加証取得　▶この会報誌のこのページ
 （正解地点でのQRコード読み込み用)

●申込み方法： こちらのページから、お申込みください。 ※FAXでのお申込はできません。

※会員は会員用、会員の家族は家族用URLからアクセスしてください。

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

KPCのホームページをご覧いただいてから
お申込みください。
http://www.kpc.or.jp/news/qtanken7/

▼GICパスポートを登録済の方 ▼GICパスポートが未登録の方

12名様

30名様12名様
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KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
5月5日㊌

●PC・スマホ▶
KPC LINE公式アカウント（右のQRコード）
またはKPCホームページから応募してくだ
さい。（GICパスポート対応のページでは
賞品数が1つ多くなっています）

・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 枕草子にも登場する有名
な丘に建つ神社。ご祭神

の織田信長公に由来し、大願
成就や開運の御利益があると
いわれています。ここはどこで
しょう。

No.1

No.2

ＱＵＯカード
500円分

No.8

図書カード
1000円分

No.7

No.3

スタンドペンケース
SMART FIT Puni LaboNo.5

No.6

200名様

会社のみんなで分けてね

パンダ/クマ/ブタ/シバイヌ/クロネコ
どれかひとつ/種類の指定はできません

ブレンディ スティック
ウィンターカフェオレ
コレクション
スティック6種合計48本入り
賞味期限:2021年9月

No.43名様

AGF

会社のみんなで分けてね

グランデージ
ドリップコーヒー
ハンディドリップ ケニア 
神の山2種合計15個入り
賞味期限:2021年12月

AGF

KODAK

ミートショップヒロ

BAIKAL

15名様

黒毛和牛芳醇焼肉用
400g 冷凍
霜降りが適度に
入っており、赤身
中心で食べやすく
芳醇な香りを一緒
にお楽しみいただ
けます。

インスタントスクエアプリンター
持ち運びに便利なスクエ
ア印刷のインスタントプリ
ンター。専用アプリでスマ
ホと簡単にBluetooth接
続できます。写真紙8枚入
りカートリッジ付（装填済）

商品券500円分
有効期間はありません

答えて当てよう いいとこクイズ！

@tfq2665h

左下のクイズに答えていただき、実際に訪れてみてください。その場所でQRコードを読み込み、
正解の地点だと「正解」マークがスマートフォンの画面に表示されます。表示されない場合は
間違いです。再度お調べください。〈ホームページにヒントがあります〉
●左下のクイズ解答用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。
●クイズのポイントは、すべて道路沿いに設定してあります（いいとこクイズのポイントも写真のところでは
なく道路沿いです）。ポイント自体は私有地に存在する場合もありますが、GPSの感度範囲も大きくとっ
てありますので必要以上に立ち入ったりしないよう、マナーを守っていただきますようお願いします。

30名様

●定　数：合計100名（定数を超える場合は抽選になります） 　　　●申込締切日：5月25日火10:00まで

5名様



新緑の花脊へ　樹高日本一の「花脊の三本杉」と修験寺「大悲山 峰定寺」を巡る ハイキング

10：25 峰定寺駐車場　集合　
 ※各自現地集合をお願いいたします。

10：30 オリエンテーション　峰定寺へ出発
 ※散策・拝観

12：00　昼食
 ※峰定寺周辺

12：30　三本杉へハイキング開始
13：30　三本杉　到着　※記念撮影
13：45　三本杉　出発
14：45　峰定寺　駐車場着・解散

スケジュール

　ホテル最上階からの絶景と約60種類の洋食メニュー
が並ぶブッフェレストラン「オリゾンテ」。受け継がれる
伝統 ホテル洋食ブッフェをお得にお楽しみいただける
ランチ ワンドリンク付き特別料金をご用意いたしまし
た。前菜からデザートまで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。20名様までご利用いた
だける個室もございます。メニュー内容など詳しくはホ
テル公式サイトをご確認ください。

▶有効期限：5月1日㊏～6月30日㊌　※要予約
▶場所：京都ホテルオークラ17階 トップラウンジ「オリゾンテ」（ブッフェ）
　営業時間 【ランチ】11:30～14:30（L.O.）　
■ご予約・お問い合わせ　
　TEL.075-254-2534（直通）
新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、 営業内容を予告なく変更する場合がございます。

京都ホテルオークラ オリゾンテ 〈ランチ券〉
KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

2 からすま京都ホテル 入舟 「入舟御膳」 〈昼食券〉1

ガーデンミュージアム比叡　入園引換券 4 びわ湖クルージングチケット3

　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。

▶有効期限：5月1日㊏～6月30日㊌　※要予約
▶場所：からすま京都ホテル地下1階 和食「入舟」
　営業時間 【昼食】11:30～15:00（L.O.14:30）
■ご予約・お問い合わせ
　TEL.075-371-0140（直通）
新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、 営業内容を予告なく変更する場合がございます。

おひとり
ワンドリンク付き （通常2,981円）1,800円（通常4,961円）3,300円ランチおひとり

ワンドリンク付き

6月18日まで6月18日まで

※消費税・サービス料込

11月19日まで

※消費税・サービス料込

[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

●開催日： 5月30日㊐・6月13日㊐　
●参加料： 会員・家族 大人 2,500円(税込）　
  子ども 2,000円(税込）　
 会員同伴者 大人 3,500円(税込）　
  子ども 3,000円(税込）　
 ※料金にはガイド料・拝観料・お弁当代が含まれます。
●備考： ・小学生の方は峰定寺本堂への立ち入りが
  できませんので予めご了承ください。
 ・少雨決行・荒天中止
 ・現地集合現地解散です。集合地まで送迎は
  ありませんのでご承知ください。
●定数： 各日20名(最少催行人数10名、
 定数を超える際は抽選です)
●受付締切日： 5月10日㊊

（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) 

　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17日㊏～11月23日㊋㊗
▶会場：ガーデンミュージアム比叡
［ドライブウェイ通行券付き大人券］
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

※営業期間中
　は無休

（当日1,130～1,540円）800円小人
(小学生)

（当日1,850～3,070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）▶期間：～2022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

2022年1月31日まで

お申込みは、こちらから➡

本堂

花脊の三本杉 https://gicz.jp/open/hanase01 運営：公益財団法人京都市森林文化協会



●日時・・・・・・・・・・・・・・・・・7月31日土　（雨天決行）
 スタート時間はご参加決定時にお知らせいたします。

●コース・・・・・・・・・・・・・・・宮津カントリークラブ（京都府宮津市下笹屋303番地）
●競技方式・・・・・・・・・・・18ホールズ・ストロークプレー ダブルぺリア方式 セルフプレー
●表彰・・・・・・・・・・・・・・・・・優勝、準優勝、第3位、飛び賞等
 ほか開催地宮津のご当地賞品も多数ご用意いたします。

●参加資格・・・・・・・・・・・KPC会員とご家族　プレー・進行に支障のないスキルとマナーをお持ちの方。
●募集人数・・・・・・・・・・・16組　64名（予定）　 
●参加料金（おひとり）
　KPC会員・・・・・・・・・・クラブメンバー　 7,000円
 クラブビジター　 9,000円
　KPC会員同伴者 クラブメンバー　10,000円
 クラブビジター　13,000円
 ※プレーフィー、お土産代、昼食費1,000円分、
 　ゴルフ利用税、プレー後の1ドリンクを含みます。

■備考
　・1名～4名様でお申し込みください。
　・キャンセルは7/10までにお知らせください。　※7/10以降の返金はお受けできません。
　・組合せのリクエストは受け付けますが、必ずしも確約とはなりません。
　・熱中症対策は各自で行ってください。
　・台風等荒天が予想されるなどコースがクローズになる場合は中止いたします。
　・70歳以上の方はゴルフ利用税の非課税の申請により750円減額になります。（所定の用紙にて申請してください）

●お申込み締切日・・・・5月20日木
 専用のお申込用紙でKPC事務局までお申込みください。

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ラーニングは、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:2021.4.1～2022.3.31＞
※IDのお申込期間は、2022.2.15まで

KPC会員で
あれば

受講料無料

Aコース 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。

○ビジネスマナー基礎編、応対編 ○よくわかる税務知識 ○事例でわかる
人材マネジメント ○事業計画の立て方・書き方講座 ○5つのキーワード
で学ぶコンプライアンス ○与信管理・債権回収の入門講座 ○基礎から始
めるExcel講座、Word講座、PowerPoint講座 ○次世代管理職になる
ための心構えと基本的なスキル

○日商簿記 3級、2級 ○第二種衛生管理者講座 
○はじめての人の給与計算入門 ○ビジネス実務法務 3級、
2級 ○個人情報保護法 ○はじめての人の年末調整入門 
○ファイナンシャルプランナー入門 ○契約書の結び方 
○社会保険労務士

会員ゴルフコンペ
ゴルフを趣味にされているKPC会員の皆様、ご自分の腕前を試してみませんか？
KPCでは今夏、会員対象のゴルフコンペを開催いたします。
お気軽にエントリーください。

KPC
理事長杯
第5回第5回




