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メタバースフォトコンテスト 開催

オンラインクッキング教室

　ｅチケットあっ旋販売 Amazonギフト券
夜桜ノルディックウォーキング

春の海津大崎クルーズ

答えて当てよう いいとこクイズ

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.156
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■入室方法
　①KPCホームページから案内ページをクリック
　②ご来場いただく方の情報を入力（ZIKU IDを取得しログイン）
■アバターの操作方法
　パソコンの矢印キーで操作できます。
■いいね！と思った作品をクリックしてください。
　作品の前にたって、マウスでクリックしてください。
　※「いいねボタン」はないので画像を直接クリックしてください。

KPC主催

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、昨年はオンラインによるVR文化祭を開催しま
した。今年もオンラインイベントとして、アプリ不要でご参加いただける「フォトコンテスト」を開
催します。会場の3D空間をアバターで自由に動くことができ、コンテスト参加者の写真を見るこ
とができます。いい作品があればクリックしてください。フォトコンテスト参加者も募集中です！

主催 ： 公益財団法人 京都中小企業振興センター　協力 ： （株）ZIKU（ジクウ）

◉応募について
 ❶ 応募資格：KPC会員およびその家族
 ❷ 応募数：おひとり1点まで
◉応募総数： 24作品（先着順とします）
◉作品カテゴリー： 写真のみ 画像をお送りください。

◉出品料： 無料
◉データ形式： jpg , png
◉作品応募締切日： 3月10日㊍まで　

➡KPCホームページからアップロードしてください。
 https://www.kpc.or.jp/news/metaverse/

開　催

※オリジナル作品で著作権上問題がない作品に限ります。
※公序良俗に反しない作品に限ります。
※作品データは返却いたしません。

展示可能数を超える申し込みがあった
場合は募集を終了する場合があります。

▼コンテスト要項
KPCの管理画面でクリックされたデータを集計します。
何度クリックしても1回として集計します。
その数が一番多かった出品者1名に

えらべるPay3,000円分を差し上げます。　
⬅えらべるPayは、ポイントやPay系の商品
を自由に選べるギフトです。ポイント内であれば
複数のギフトと自由に交換することができます。
えらべるPayの利用に専用アプリのダウンロー
ドや会員登録は必要ありません。スマートフォン
のご利用が必要です。ご利用されている対象
サービスにチャージしてご利用いただけます。

［ご注意］ ※パソコンで、KPCホームページから入っていただけると3D画像が現れます。（スマホ・タブレットは2D表示）　※専用アプリは不要です。ブラウザソフトのみで動作します。
 ※操作は矢印キーだけなので簡単。　※アバターは選べません。

フォトコンテストへの出品を募集します！

◉会場 ： メタバース内特設会場　◉開催期間 ： 3月31日㊍~5月31日㊋まで

〈応募要項 〉



ボタニカルモチーフのレ
リーフが刻まれた陶器の
ポットで育てます。
※種類はお任せください

10名様

12名様

50名様

受付締切
3月6日㊐

Q 日本初の電気による路
面電車営業を記念した

この石標は、○○○○○○
発祥地の碑です。（漢字6 
字を入れてください）

No.1

No.2
ザ・バリスタズロースト
レギュラーコーヒー（粉）3種

No.7

No.3

No.5

No.6
ポータブル電動
エアコンプレッサー

アレルスクリーンEX 50g
No.4 IHADA（イハダ）

ミニヒマワリ・ストロベリー・
四葉クローバー

5名様

PowerPort III Nano 20W

音波頭皮ブラシ CICAmethod 
HAND CREAM

S-SEC21B
自動車バイク自転車に。手軽に使え
る小型の電動エアコンプレッサーで
いつでも適正空気圧に！USB充電式。

薬用ハンドクリーム
医薬部外品
商品重量：35g

お風呂で使える防水仕様。
長い髪もかき分け頭皮をしっかりクレンジング。

お出かけ前にシューッ
とひとふきするだけ
で、花粉・ウイルス・
PM2.5をブロック。最大20W出力 ポート数1

USB Power Delivery対応
※カラーはお任せください。

［スタンダード/マイルド/
ヘビー］合計20袋セット
賞味期限:2022年9月
内容量:スタンダード：
20g×5入×10袋
マイルド：20g×5入×5袋
ヘビー：20g×5入×5袋

答えて当てよう いいとこクイズ！

20名様

Panasonic

Anker

タリーズコーヒー

COGIT サンコー

ボタニカルポット

10名様

応
募
資
格

応
募
方
法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

●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。 ・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

@tfq2665h

10名様

みんなで分けてね

No.8 200名様
WEB申込
Amazon ギフト券（コード）500円分
FAX申込
QUOカード500円分

「RusselME プレミアム」

☆1ヶ月スタンダードコース定価3,900円/月が2,980円に!
☆12ヶ月スタンダードコース定価2,900円/月相当が1,980円/月相当に!

●1ヵ月スタンダードコースのお申し込みで「初月料金無料」
 ※2ヵ月目以降は2,980円/月でご利用いただけます。
●12ヵ月スタンダードコースのお申し込みは「1ヵ月分(2,980円)割引」
 通常23,760円のところ、20,780円(税込)にてご提供いたします。



世界初公開の肖像画を含め、国内外のモディリアーニ作品約40点が集結。大阪中之島美術
館所蔵の裸婦像と同じモデルを描いた作品が来日。大阪で初めての再会を果たします。
▶会期： 4月9日㊏～7月18日㊊㊗ 休館日：月曜日（ただし、5月2日、7月18日は開館）　
開館時間： 10:00～17:00（入場は16:30まで）
▶会場： 大阪中之島美術館 5階展示室 （大阪市北区）
※障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名を含む）は、当日料金の半額（要証明）
※チケット購入時の注意事項や最新情報は、本展公式HPをご覧ください。

「ディズニー・オン・クラシック」公演は、複数のディズニー作品からヒット曲や代表曲をピック
アップする“ガラコンサート形式”でお届けします。　［アーティスト］ 指揮：永峰大輔　オーケストラ：
THE ORCHESTRA JAPAN　日本人ヴォーカリスト　ナビゲーター：ささきフランチェスコ
▶日時： 5月21日㊏ 18:00 / 6月5日日 17:00
▶会場： 神戸国際会館こくさいホール / フェスティバルホール
▶定数： 各10枚

▶日時： 4月16日㊏ 16:30 (開場15：30）
▶会場： 文化パルク城陽　プラムホール(東館２階)
▶定数： ２０枚
※4歳以上チケット必要。3歳以下無料
　（ただし保護者1名に対し1名まで膝の上での鑑賞可。お席が必要な場合
　はチケットをお買い求めください。）
※お一人様２枚まで

阪神甲子園球場で開催される阪神タイガースの
グリーンシートです。2連番を2組用意しております。
▶定数： 各試合2組
▶制限： 会員おひとり各試合2枚まで
▶球場： 阪神甲子園球場
▶抽選：ゲームの日程によっては抽選が予想されます。抽選
はお申込組単位で行います。抽選の結果は、当選の方に締

切日以降2週間後をめどにご連絡いたします。試合日程は、阪神タイガース公式ホームページなどでご確認ください。
※ご注意：会員とご家族でご利用ください。無観客試合・雨天中止の場合はKPCから
　払い戻しをいたします。それまでチケットは大事に保管してください。

KPC予約あっ旋チケット（申込締切日まで受付けます）

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

1

21段（31番-32番） 2席 9,000円10段（181番-182番） 2席 12,000円
締切：3月3日

京セラドーム大阪・ほっともっとフィールド神戸で行われる
オリックス戦のお好きな試合にご利用いただけます。指定
席に引き換えてから観戦できるチケットです。
▶定数： 70枚
▶制限： 会員おひとりにつき2枚まで
▶球場： 京セラドーム大阪・ほっともっとフィールド神戸
※オープン戦・交流戦・クライマックスシリーズ・日本シリーズには
　使用できません。　

※指定席への引換方法は、チケット裏面に記載されております。前売販売開始日より引換可能。
※抽選が予想されます。お申込締切日から約2週間後に当選者の方にのみご連絡いたします。
●試合日程や引換についてはオリックス・バファローズ公式ホームページをご覧ください。

2

1席 2,500円
締切：3月3日

（通常 8,900円）8,000円S席

締切：3月14日

3

※未就学児入場不可　

[ご注意]
●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。　●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。
●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。
●決済方法： KPC事務局・京都銀行・京都信用金庫での窓口払いは手数料無料、お振込み・コンビニ・LINEPay請求書払いは手数料が必要です。

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
場合ご記入くだ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

お届け先は各事業所
（各地支店、営業所、工場等）
に限ります。

ディズニー・オン・クラシック ～夢とまほうの贈りもの 2022

（通常 8,800円）7,500円全席指定

締切：3月14日

4 城陽市市制施行50周年記念事業　
森高千里「この街」TOUR 2020-22

甲子園球場グリーンシート（年間指定席） オリックス・バファローズ 指定席引換券 〈アドバンスチケット〉

米朝一門の豪華メンバーが勢ぞろい !! 四者四様の高座でわかせます。
※演目は当日のお楽しみ　［出演者］ 南光  塩鯛  米團治  吉弥  ほか
▶日時： 6月19日㊐ 14:00
▶会場： シライシアター野洲（野洲文化ホール）
 JR東海道線（琵琶湖線）「野洲駅」下車・南口より約3分

▶定数： 30枚

ミュージカル・エトワール
『めぐり会いは再び next generation－真夜中の依頼人（ミッドナイト・ガールフレンド）－』
レビュー・エスパーニャ『Gran Cantante（グラン カンタンテ）!!』
▶日時： 5月  1日㊐ 11:00　5月  7日㊏ 15:30　
 5月12日㊍ 11:00　5月20日㊎ 13:00
▶会場： 宝塚大劇場　▶定数： 各20枚（当日 4,300円）3,000円全席指定

締切：3月14日

5 桂米朝一門会 宝塚公演 星組公演

（通常 8,800円）8,300円S席

締切：3月3日

6

ⓒ宝塚歌劇団

6

4月14日まで

庵野秀明をつくったもの　庵野秀明がつくったもの　そして、これから
つくるもの。独自の映像づくりに欠かせない脚本、設定、イメージ
スケッチ、画コンテ、レイアウト、原画からミニチュアセットにいたるま
で、多彩な制作資料を余すところなく展示する世界初の展覧会です。
▶会期： 4月16日㊏～6月19日㊐ 休館日：4月18日㊊、5月9日㊊
開館時間： 火～金10:00～20:00 / 月土日祝10:00～18:00 （入館は閉館の
30分前まで）
▶会場： あべのハルカス美術館（あべのハルカス16階）
※障がい者手帳をお持ちの方は、美術館チケットカウンターでご購入
　されたご本人と付添の方1名様まで当日料金の半額。

（当日 500円）200円中小生（当日 1,400円）800円大高生（当日 1,900円）1,300円一般

1 庵野秀明展　HIDEAKI ANNO EXHIBITION 開館記念特別展　モディリアーニ ―愛と創作に捧げた35年―

※写真は東京会場の様子です。大阪会場の展示
　作品とは一致しない場合があります。
提供　庵野秀明展実行委員会

6月16日まで

高畑 勲•宮崎 駿両監督と共に、数々の世界を代表するアニメーション映画を世に
送り出してきたスタジオジブリ・プロデューサー鈴木敏夫。本展では、鈴木敏夫が
「読んできた本」や「その時代背景」に注目し、ジブリ誕生の秘密を書籍や映画作
品を通じて探る展覧会です。
▶会期： 4月23日㊏～6月19日㊐ 
休館日： 毎週月曜日（ただし4/25、5/2は臨時開館）　
開館時間： 10:00～18:00（金曜日は19:30まで） ※入場はそれぞれ30分前まで
▶会場： 京都文化博物館
※未就学児、障がい者手帳等をお持ちの方と付き添いの方は１名まで無料（要証明）

（当日 1,000円）500円小学生（当日 1,300円）800円中・高校生（当日 1,600円）1,000円一般

3 鈴木敏夫とジブリ展 伝教大師1200年大遠忌記念 特別展　最澄と天台宗のすべて

2023年3月29日まで

▶期間： 4月1日㊎～2023年3月31日㊎　▶会場： ひらかたパーク
期間中の休園日、営業時間については、ひらかたパークのホームページでご確認ください。
www.hirakatapark.co.jp
※夏はプール付き、冬はスケートとスノーランド付の入園券を準備しております。

（当日 2,700円）2,200円2歳～未就学児
（当日 3,900円）3,100円小学生（当日 4,600円）3,600円おとな(中学生以上)

5 ひらかたパーク フリーパス引換券付入園券（通期） プロ野球選手名鑑 2022

4月11日まで

本展では、延暦寺における日本天台宗の開宗から、東叡山寛永寺を創建して幕府と
強固なつながりを得た江戸時代に至るまでの天台宗の歴史をご紹介します。日本各
地で守り伝えられてきた貴重な宝物や、『法華経』の説く万民救済の精神をあらわす
文化財を、地域的な特色を示しながらご覧いただきます。
▶会期： 4月12日㊋～5月22日㊐ 前期展示： 4月12日（火）～5月1日（日） 後期展示：5月
3日(火祝)～5月22日(日)　※会期中、一部の作品は上記以外にも展示替えを行います。
休館日： 月曜日　開館時間： 9:00～17:30（入館は17：00まで）
▶会場： 京都国立博物館　平成知新館（東山七条）
※障害者手帳等をご提示の方とその介護者1名は無料（要証明）

（当日 700円）400円高校生（当日 1,200円）700円大学生（当日 1,800円）1,200円一般

4

最澄の現存最古の肖像画
国宝 聖徳太子及び天台高僧像 十幅のうち最澄（部分） 平安時代（11世紀） 兵庫・一乗寺蔵
画像提供：東京文化財研究所　展示期間：4月12日～5月1日

アメデオ・モディリアーニ《座る裸婦》1917年 アントワープ王立美術館
photo: Rik Klein Gotink, Collection KMSKA - Flemish Community (CC0) 4月7日まで

12球団の全選手写真付きデータを掲載した、プロ
野球ファン必携の選手名鑑。公式戦全日程・各種
データも豊富。ハンディサイズで球場にも持ちこみ
やすいサイズが好評です。

（当日 500円）200円中小生（当日 1,500円）1,000円大高生（当日 1,800円）1,200円一般

2

6月30日まで

（通常 510円）300円1冊 ※消費税・サービス料込※消費税・サービス料込



※料金はすべて税込み表示です。　
※桜の開花時期が運航期間と多少ずれる場合がございます。予めご了承ください。　
※琵琶湖の「あゆ」の漁期のため運航時間が変更になる場合がございます。
※最少催行人員20名に満たない場合、運休することがあります。また、多客時や貸切及び強風・悪天候
により運航スケジュール（ダイヤ）を変更したり、出入港または着船できない場合がございます。

●優待内容： KPC会員証提示で5名様まで通常料金より1割引
 ※長浜港発着第2便の食事付は優待適用外
●運航期間： 3月26日㊏～4月17日㊐

今回は おやつにぴったり！
「抹茶のフレンチトースト＆クロックムッシュ」 です。

抹茶のフレンチトースト
香り豊かな抹茶のフレンチトースト
に、ほろ苦い抹茶シロップをかけ
てお召し上がりください。

クロックムッシュ
熱々とろっとろのホワイトソース、チーズ、
ハムをパンではさみ焼き上げます。お好
みで目玉焼きをのせても最高！！

●講師： ラ・キャリエールクッキングスクール チーフインストラクター　北村 真澄
■日程・・・・・・・・・・・3月29日火 13:30～14:30
■参加料金・・・・・・KPC会員/家族 800円（一般 1,000円）
■定数・・・・・・・・・・・20名様　最少催行人数１人/定数を超える場合は抽選となります。
■申込締切日・・・・3月15日火 23:59
お申込みと参加料金のお支払いはこちら　
　KPC事務局へ  https://gicz.jp/open/olcokg2
▼ご注意事項
●オンラインレッスン受講には無料ソフト『Zoom』が必要です。講師との対面でレッスンにご参加
　いただきますが、マイクやカメラをOFFにした視聴のみでのご参加もOKです。
●調理に必要な器具や材料・調味料は、ご自身でご用意をお願いします。
●Zoomご利用にあたり、インターネット環境が必要となります。
　動作不良や接続不良等によるサポートはいたしかねます。
●対象：KPC会員と中学生以上のご家族様。一般の方は下記教室に直接お申込みください。
●見逃し配信については、YouTubeで視聴いただけます。終了後URLを教室より送信します。

▼ご利用方法
Ｚｏｏｍを使用して、自宅にいながらラ・キャリエールの講師によるレッスンを受講いただけます。
レッスン終了後、無期限で何度でもアーカイブ動画のご視聴が可能！
復習したい方、リアルタイムでの視聴ができない方にもおすすめです。

ラ・キャリエールクッキングスクール　京都市中京区河原町三条上る　フリーダイヤル 0120-071219
[受付時間]　平日9:00~21:00 土曜日9:00~16:30 ※日曜祝日は休み料理教室実施/オンライン配信

おうち時間、どうする？

11 22

オンライン
クッキング
オンライン
クッキング 室教

東寺へ　夜桜ノルディックウォーキング

東寺の夜桜ライトアップを見学に行きましょう。初心者にもやさしい歩きやすい
コースで、ノルディックウォーキングの指導を受けながら移動します。夜桜ライト
アップを見物し、もどってからは「じねんとCAFE」でコーヒーをどうぞ。コロナ禍で
の運動不足の解消と京都の春を感じられるアウトドアイベントです。
※「伏見力の湯」入浴券（有効期限2ヶ月）付きです。

FUSHIMITTO（京都市伏見区竹田青池町135）　17:00集合

14名（最少催行人数5名、多数の場合は抽選とさせていただきます）
3月13日㊐

3月27日㊐ 17:30～20:30　
  17:30 FUSHIMITTO出発 ➡ 18:15 東寺着（東寺境内散策）
  ➡ 19:15 東寺出発 ➡ 20:00頃 FUSHIMITTO着　※往復約6.2km

会 場
日 程

定 員

申込締切日

会員と家族 1,000円（税込）　会員同伴者 2,200円（税込）
「じねんとCAFE」のコーヒーサービス　「伏見力の湯」入浴券付き（有効期限2ヶ月）
※ストックレンタル料を含みます。※東寺の拝観料1,000円が別途必要です。

参加料金

●お申込はこちらから　https://gicz.jp/open/tojiNW3

〈 注意事項 〉
※雨天、自治体からの要請、東寺ライトアップ不開催、最少催行人数に満たない
場合は中止とします。　※屋外イベントですがマスクの着用は必須で、イベント
前には検温を行います。　※熱や咳、体調のすぐれない方や新型コロナ感染者お
よび濃厚接触者はご参加いただけません。　※駐車場は「力の湯」の駐車場をご
利用いただけます。

岬を半周する4キロの湖畔道路に約800
本の桜並木が花のトンネルをつくります。
湖岸には珍しい岩礁が点在し、奥琵琶湖
の景勝地として知られる海津大崎の桜と
船の旅をお楽しみください。

琵琶湖汽船㈱長浜営業課
TEL 0749-62-3390(9:00~16:30)
〒526-0067　
滋賀県長浜市港町4-17

琵琶湖汽船㈱今津営業所　
TEL 0740-22-1747(9:00~16:30)
〒520-1621　
滋賀県高島市今津町今津31

運航時間等
お問い合わせと
ご予約先

(往復)　
大人　3,240円(通常3,600円)
小人　1,620円(通常1,800円)
■第2便のみ食事付セット
　（乗船料と花見弁当お茶）　
大人　6,000円　
小人　4,400円

(往復)　
大人 3,060円
 (通常3,400円)
小人 1,530円
 (通常1,700円)

(周遊)　
大人 2,880円
 (通常3,200円)
小人 1,440円
 (通常1,600円)
※第5便は30名以上
　の予約で運航

乗船料

1便   9:20発～
2便 12:10発～
3便 15:00発～

1便   9:15発～
2便 11:15発～
4便 14:50発～ 

3便 13:20発～
5便 15:30発～

発着港/コース

eチケットのあっ旋販売
3月1日㊋
より
受付開始

▶お申込み：購入申し込み・取得方法はこちらから。
 FAXでのお申し込みは無効です。
 https://www.kpc.or.jp/gic_passport/etickets/

※注意：● 決済後の取り消しはできませんので、くれぐれもご注意のうえ購入してください。 ● 購入いただくのは 〈チケットURL〉 です。郵送はありません。● eチケットをお届けするメールは大切に保存してください。

▶定数：販売数50本　また　ひとり1本限定。
▶購入期限：定数がなくなるか、または3月20日㊐まで ※状況により追加する場合があります。
▶対象：GICパスポートに登録済みのKPC会員本人

春の海津大崎
クルーズ

3,000円分→会員料金 2,400円

会員証提示

長浜港 発着
上陸コース

今津港 発着
海津大崎
周遊コース

今津港 発着
海津大崎
上陸コース

（予約制）

①本キャンペーンはKPCによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。KPC事務局(info@kpc.or.jp)までお願いいたします。　②Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。




