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クイズ探検! 豪華絢爛　秀吉の都市計画
答えて当てよう いいとこクイズ！ 

クーポンコードでおとく
満月ヨガ

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

蒜山高原
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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.1487
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Q聚楽第ができるまでの京都の拠
点となった妙顕寺。秀吉により城

として改築していたことを物語ってい
る「古城町」という町名が今に残りま
す。この城跡を指す石碑が建つのはど
こでしょう。ヒン
ト▶当時の妙顕
寺は今の「元離
宮二条城」の近
くにありました。

Q秀吉の大邸宅・聚楽第は、周囲に
濠（ほり）を設けた壮大な城郭のよ

うだったといいます。聚楽第の東濠跡を
示す石碑は、どこの交差点角にあるで
しょう。ヒント▶金箔付きの瓦が出土し
た「ハローワーク
西陣」付近にあり
ます。

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： 6月26日土～7月25日日
●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）　

　1582年、山崎の合戦に勝った豊臣秀吉は、織田信長の後継者としての地位を獲得し、天下統一へ
向けて聚楽第（じゅらくだい）で政務を行うのでした。1590年頃から、土塁を建設して寺院を一ヶ所
に移築するとともに、これまでの区画の南北の中間に道路を通して地割を行いました。それが現在
の京都市街につながっているとか。今回は秀吉の都市改造跡をたどります。
※多人数の密集は避け、少人数でご参加ください。　※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。

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

「答えて当てよういいとこクイズ」内で実施して
いたクイズ探検！miniは、今月はこちらの「クイズ
探検!豪華絢爛秀吉の都市計画」に含みます。

Q秀吉の都市改造により、寺が集結
した寺町通。その一つが寂光寺と

いう寺で、その塔頭寺院「本因坊」には、
囲碁の名人で、秀吉に碁を教えたとい
う僧侶がいました。塔頭のあった地には
石製の碁盤や駒札
が置かれています。
それはどこでしょう。
ヒント▶寺町通の日
本茶専門店の近く
です。

Q日本で初めて石製の橋脚を持つ
橋を造ったという秀吉。その橋は

鴨川に架かっており、明治時代末まで
は当時の橋脚が使われていたとか。
この橋はどこで
しょうか。ヒント
▶世界で最も有
名なコーヒー
チェーン店の近
くです

Q秀吉は、鴨川の氾濫等から京都を
守るために御土居（おどい）で囲い

ました。現在では、国の史跡として保存
され数カ所で見ることができますが道
路で東西に分断
されているとこ
ろはどこでしょう
か？ ヒント▶上賀
茂神社の参道に
あたる御薗橋の
南域にある三叉
路付近です。



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8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（正解地点でのQRコード読み込み用)

●申込方法： 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。

50名様

10名様
5名様

応
募
資
格

応
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法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
7月6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 秀吉が築城した伏見城の
鬼門除けの守護神とした

神社です。神社の表門は伏見
城の遺構と伝わりますが、この
神社はどこでしょう。

No.1

No.2

ＱＵＯカード
500円分

No.8

500mlPET 
24本セット

No.7

No.3

CYCLE PRONo.5

No.6

200名様

ブラック、ブルー、レッド3種
※色はお任せください。

こんぺいとうアート
夏休みバージョンセット

No.45名様

青木光悦堂

IBERA

会社のみんなで分けてね

フォンウォレット
/IB-PB23Q6

カギ/CP-LK171
カラビナロック

ハンドルバー取付用

アクエリアス

ヘアクレンジングシャワー

伏見上野旭昇堂

IWAI

抗ウイルス・抗菌扇子
唐木中彫　アマビエ（鳥獣戯画・波）/ヨゲンノトリ　
各10名　※絵柄はお任せください。

MIGAMI
本体重量:380ｇ
付属品:他メーカー対応用
アダプター３個、浄水カー
トリッジ１本入り

オリジナル
エコバッグ

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。
●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。

10名様

●参加人数：合計300名（設定の先着順） 　　　●申込締切日：7月25日日10:00まで

※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。
https://www.kpc.or.jp/news/qtanken8/

▼GICパスポートを登録済の方 ▼GICパスポートが未登録の方

30名様
12名様

提供:岩井商会様



　奈良国立博物館が誇る仏教美術が大集合！
同館の収蔵品の中から、国宝13件を含む、選り
すぐりの245作品をご紹介します。奈良博コレ
クションの魅力を存分にご堪能ください。
▶会期：7月17日㊏～9月12日㊐
　前期：7/17㊏～8/15㊐　後期：8/17㊋～9/12㊐
▶開館時間：9:30～18:00、
 毎週土曜日は19:00まで
※入館は閉館の30分前まで　
※春日大社万燈籠の日［8月15日㊐］は、
　名品展のみ19:00まで開館します。

▶休館日：月曜日（ただし8/9は開館）
▶会場：奈良国立博物館（奈良公園内）

[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

宝塚歌劇雪組公演
　ミュージカル『CITY HUNTER』－盗まれたXYZ－
原作／北条 司「シティーハンター」
(C)北条 司／コアミックス 1985
　ショー オルケスタ 『Fire Fever!』
▶日程： 8月16日㊊13:00/8月22日㊐11:00/
 8月28日㊏11:00/9月3日㊎13:00
▶会場： 宝塚大劇場
▶定数： 各公演 20枚

（通常16,000円）9,000円S席 （通常8,800円）8,300円

KPC予約あっ旋チケット（申込締切日まで受付けます）

2 坂東玉三郎 特別舞踊公演1
　華々しい「鶴亀」と神秘的な「日本振袖始」。坂東玉三郎をはじめとした
豪華出演者による優雅な舞踊をお楽しみください！
【出演者】坂東玉三郎、河合雪之丞、中村橋之助、中村福之助、中村歌之助
【演　目】 一、 鶴亀
 二、 日本振袖始
▶日程： 8月13日㊎/8月15日㊐/8月18日㊌/8月21日㊏　14:00開演
▶会場： 京都南座
▶定数： 各公演 10枚
※新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた席配置となるため、お席が離れる場合があります。締切：7月2日

締切：7月11日

2 ノーベル賞受賞100年記念
アインシュタイン展

中小生 （当日800円）400円
大高生 （当日1,200円）700円

子供（小学生） （当日800円）500円
大人 （当日1,600円）1,000円

一般 （当日1,800円）1,100円

　2021年夏、日本初となるフ
ランスの彫刻家フランソワ・ポ
ンポン（François Pompon, 
1855-1933）の回顧展を開
催いたします。ポンポンが彫
刻家を志した初期の作品か
ら、動物彫刻家となって名作
《シロクマ》（1923-1933年）
を生み出し名声を確立するま

での作品によって、彼の生涯と作品の魅力に迫ります。
▶会期：7月10日㊏～9月5日㊐
▶開館時間：10:00～18:00（最終入場17:30）
▶休館日：月曜日（祝日の場合は開館）
▶会場：京都市京セラ美術館　本館北回廊2階

7月8日まで

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

3
　20世紀最高の物理学者と称され
るアインシュタインの科学理論や日
本とのつながりについて、国内外の
貴重な資料や、体験装置、ゲーム、科
学玩具をとおして、子どもから大人
まで楽しみながら学べる内容です。
▶会期：7月17日㊏～10月10日㊐
▶開館時間：9:30～17:00
　　　　（最終入場16:30）

▶休館日：7/19㊊・26㊊、8/2㊊・23㊊・30㊊、
 9/6㊊・13㊊・21㊋・27㊊、10/4㊊
▶会場：大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール
　　　　（花と緑と自然の情報センター2階）

7月15日まで

傘松観光券引換券 フランソワ・ポンポン展
　天橋立観光船（天
橋立～一の宮間往
復）、天橋立傘松公園
ケーブルカー・リフト
（府中駅～傘松駅往
復）をご利用いただけ
るチケットです。天橋
立駅から股覗き発祥
の地・傘松公園まで、

便利に往復できるチケットです。
▶期間：～12月31日㊎　▶会場：傘松公園
▶引換場所：丹後海陸交通（株）旅客船営業所
〇天橋立桟橋
　（京都府宮津市字文珠466　TEL0772-22-2164）
〇一の宮桟橋
　（京都府宮津市字大垣118-1　TEL0772-27-0023）
※ご利用時には傘松公園に行かれる前に、上記引換場所で引き換えてください。
※他のサービス券との併用はできません。

1

12月20日まで

※未就学児無料
※障害者手帳等をご提
示の方は本人および
介護者1名無料。確
認できるものをご持
参ください。

※未就学児、障がい者手帳など
をお持ちの方（介護者1名を
含む）は無料（要証明）。

※新型コロナウイルスの感染状
況ならびに予防対策のため、
開催期間や内容が変更とな
る場合がございます。 中小生 （当日500円）200円

大高生 （当日800円）400円
大人 （当日1,500円）900円

©宝塚歌劇団

5

3歳～中学生 （当日900円）400円
一般 （当日1,800円）1,100円

中小生 （当日500円）200円
大高生 （当日1,000円）500円
一般 （当日1,500円）900円

7月15日まで

特別展 奈良博三昧 ―至高の仏教美術コレクション―ティラノサウルス展 ～T.rex 驚異の肉食恐竜～
　日本初公開を含むティラ
ノサウルス全身復元骨格が
5体も大集結！実物大のティ
ラノサウルスが目の前によ
みがえる。遊べる映像体験も
登場。

▶会期：7月17日㊏～
 9月5日㊐
 ※会期中無休

▶開館時間：9:30～16:30（最終入場は16:00）
▶会場：大阪南港ATCホール
　　　　（大阪市住之江区南港北2-1-10）

4

7月15日まで

注意

新型コロナウイルス感染症
拡大による緊急事態宣言な
どにより自治体の要請のも
と各公演、催事、施設ともに
営業内容を中止および変更
される場合があります。主催
者発表をご確認ください。
KPCより購入されたチケット
については、KPCより延期
のご連絡や払い戻しについ
て対応いたします。

復元画：月本佳代美

フランソワ・ポンポン《シロクマ》
1923-1933年　群馬県立館林美術館蔵



自分時間を楽しく過ごす♪
ライフサポート倶楽部では、会員特典で余暇を楽しんで

いただけるメニューをご用意しています。ぜひご利用ください。

https://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

〈メニュー例〉 2021年5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。

〈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 メニューカテゴリーより
「げんき」「くらし」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
㊟

㊟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. 721115

U-NEXT 

月額プラン1,990円（税抜）/月
⇒31日間無料トライアル!!

メニューNo. 720776

フェリシモ  オンラインショッピング
フェリシモ定期便商品を

「会員優待価格＆送料無料」で！

メニューNo. 730265
ペット・動物雑誌の定期購読

初回ご優待価格

10%割引
最新カタログ
プレゼント！

特 

典

メニューNo. 771116

日本最大のヨガレッスン動画配信サイトページをめくれば世界が変わる！映画・ドラマ・アニメ等をご視聴するなら
「U-NEXT」

いつでもどこでも500本以上の
本格ヨガレッスンが受け放題！

ペットは大切な家族の一員。
楽しく暮らすためのエッセンス
がこの一冊に詰まっています！

少しずつあこがれの暮らしに
近づくフェリシモの定期便!

Yogalog

※画像はイメージです。

※月払いは対象外

<月額コース＞

※600円分のPPVポイントをプレゼント！ 　　
※継続利用で毎月1,200円分のPPVポイントをプレゼント ※入会金なし、いつ退会しても違約金はかかりません。

はじめてのヨガから上級者クラス、
リラックスヨガ、シェイプアップヨガ、
ママヨガ、マインドフルネス呼吸法
まで、ヨガに特化したプログラム
が充実です。

【ペット・動物の雑誌 一例】
猫びより、RETOREVER(レトリバー)
Shi-Ba(シーバ)、trim(トリム)、
アクアライフ　
※趣味・ファッション誌もラインナップ。

【定期便 一例】 (毎月1回のお届け)
　
●アルファベットと
  植物刺しゅうクロスの会
●ニードルフェルトで作る動物たち
  「はじめてさんの基本」の会

▶げんき▶くらし▶くらし▶くらし

●日本最大級のビデオ・オンデマンド  
　（配信本数は21万本以上・毎月更新） 
●TV・PC・スマートフォン・タブレット等、     
　お好きなデバイスにてご視聴可能
●最新映画や懐かしの名作・テレビ番     
　組の見逃し配信・海外ドラマ・アニメ

＜ 手作り雑貨 ＞

＋  5%割引
\半額/の人気雑誌などから、さらに \1番人気のコース/

 1,200円（税込）通常 1,800円（税込）⇒

500本以上
のレッスンが
受け放題！

≪ビデオ見放題サービス≫
31日間、無料トライアル実施中！

登録会員対象
KPCから配布するクーポンコードを利用すると、その分お得に利用することができます。
GICパスポート登録すると、Coke ON ドリンクチケット1枚もらえる！

KPCホームページで取得方法をご案内しております。
https://www.kpc.or.jp/gic_passport/couponcode2021/

GICパスポートに登録済みのKPC会員ご本人様対象です。〈新規登録募集中〉
○期間内で取得できる本数に上限があります。 
○再発行はできませんので、取得後は大事に保管してください。 
○店頭でご提示いただいても商品はご利用いただけません。
　Coke ON アプリで対応自販機を表示できます。

Coke ON アプリをインストールしたスマートフォンにて、
KPCから配布するクーポンコード（ドリンクチケット）を操作すると、
対応の自動販売機でお好きなドリンクが買えます。

●日程： 7月23日㊎㊗　19時から20時まで
 18：30→ FUSHIMITTO フロントで受付開始（受付と着替え）
 19：00→ FUSHIMITTO 屋上に移動しヨガレッスン
 20：00→ 解散
●会場： FUSHIMITTO（京都市伏見区竹田青池町135）
●定員： 15名(最少催行6名、申込者多数の場合は抽選)
●料金： おひとり／会員と家族 1,000円　会員以外同伴者 1,500円
 （ヨガマットレンタル、力の湯入浴券つき）
●申込締切日： 7月15日(木)
〈 コロナ対策を徹底して実施します 〉
○屋外イベントではありますが、マスクの着用は必須です。
　またイベント前には検温します。
○ヨガ中は密にならないように十分な間隔をあけるように対策します。
○ヨガマットはアルコール消毒します。
○雨天時は、スタジオ開催に変更する場合があります。
○自治体からイベント自粛要請があった場合は中止とさせていただきます。

新規登録
募集中クーポンコードでおとく

川沿いの屋上テラスで
心地よい風を感じながらのヨガレッスンです。

ヨガ未経験者の方でもお気軽にご参加いただける、
深いリラックスを味わうゆったりした内容です。

▶お申込みはこちらへ　https://gicz.jp/open/FMyoga
（FAXからのお申込みはできません。）

満   ヨガ月

（有効期間2021年7月1日～10月31日まで）
全体数700本がなくなるまで受付します。ひとり上限1本






