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クイズ探検！ 近現代の名建築
答えて当てよう いいとこクイズ

第6回 KPC理事長杯
会員ゴルフコンペ
春の満月ヨガ

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
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クイズ探検！
近現代の名建築 ‐蹴上・大津‐

●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： 5月10日火～6月10日金

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等重点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。
主催：公益財団法人京都中小企業振興センター

Q明治時代、官設鉄道東海
道本線の初代大津駅とし

て開業したことを発端とする駅
はどこで
しょう。

Q明治期に建設され現存する
煉瓦造りの閘門としては国

内最古級。それを大津市の北国
橋付近から見
ることができま
す。それはどこ
でしょう。

Q明治時代の日本において前
代未聞の大工事となった

「琵琶湖疏水」。この工事で最初
に架けられた橋が大津にあり、当
時の土台が
残っています。
その橋はどこ
でしょう。

Q昭和天皇即位の礼が京
都で行われたことを記念

して造営され、岡崎のランド
マークとなっている朱色の建
造物はどこ
でしょう。

Q近代建築家・村野藤吾が
設計し、昭和34年に建て

られた数寄屋造りの建物を残
すホテルはどこでしょう。

近代の発展を支えてきた建築物をテーマにしています。
今回は、滋賀県大津から蹴上あたりまでの建造物から出題です。

※私有地に立ち入らないようにしてください。GPS有効範囲は約50mもありますので
遠目でチェック可能です。

※多人数の密集は避け、少人数でご参加ください。
※歩きスマホは危険なのでやめましょう。

※チェックポイントは
ホテルのフロントあ
たりです。建物と庭
園の見学が可能か
どうかその際お
尋ねください。

さてここはどこでしょう?



ルール

賞　品

事前準備・持ち物

1問正解ごとにQUOカードPay500円分を
プレゼントします。（配布は6月末予定です）
▶ご参加のためには、おひとり1台のスマートフォンが必要です。GICパスポートに登録し参加申込みをしてください。
▶スマートフォンでこのクイズ探検用の参加証を取得してください。
▶この会報誌のこのページ（左ページのQRコードを正解地点で読みこんでいただきます)

10名様

10名様

応
募
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KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
5月8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。 ・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 JR長岡京駅の近くに「○
○○発見之地」という石

碑があります。何が発見された
のか○○○に入る言葉をお答
えください。
ヒント:ここは長岡京市です

No.1

No.2

Amazonギフト券（コード）
500円分

No.8

QUOカード
500円分

レモンの酢
ダイエットストレート

No.7

No.3

No.5

No.6

200名様

200名様

ふとん乾燥機
（ツインノズル）

No.45名様

TAMIYA

タカラトミー

みんなで分けてね

バブルエッグスプローダー

ポッカサッポロ

アイリスオーヤマ

HUNMU

やまむらや

オートディスペンサー ミストタイプ
手動の市販消毒液ボトルが
自動消毒器に早変わり。手を
かざすと自動で噴霧されるの
で、手を触れることがなく衛
生的です。一部非対応のボト
ルがあります。

商品券3,000円分
（500円分×6枚）

答えて当てよう いいとこクイズ！

@tfq2665h

●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）

※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。（ご家族合わせて5名まで）。すでに取得済みのご家族様は
改めて取得する必要はありません。有効期間が切れている場合は更新するか新規に取得してください。　

あらかじめGICパスポート(1年間有効)を取得したあと参加証を取得してください。

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」マークがスマホの画面に表示されます。
●左下のクイズのQRコードにはGPSデータが入っています。正解地点に行って、ご自分のスマホのGPS
データと合わないと正解になりません。

10名様

●参加人数：事前抽選制300名
●申込締切日：5月5日木　23:00まで

5名様 125ml 紙パック24本セット。

やまむらや各店頭でお使いいただける
商品券です。換金や再発行はできませ
ん。お釣りはでません。

賞味期限：2022年10月

ふとん2組を同時に乾
燥やあたためのできる、
ツインノズルのふとん
乾燥機カラリエです。

20名様

スイッチオンで自動的
にシャボン玉が噴き
出てきます。（1分間に
5,000個）

Honda RA272 1965 
メキシコGP 優勝車
1965年のメキシコGPで
優勝したオールホンダ製
F1マシン、RA272を再
現したプラスチックモデ
ル組み立てキットです。
1/20 全長約194mm。

抽選結果は、5月9日（月）までにお申込みいただいたメールアドレスへお送りします。
メールに記載のURLをタップして、クイズ探検参加証をセットしてください。
※メールアドレスの変更は、GICパスポートにスマホでログインいただき、
　設定 > 会員情報編集から変更できます。 ※FAXでのお申込はできません。

●申込方法：
　こちらのページから、お申込みください。 



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）

[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。

©宝塚歌劇団　Photographer/ LESLIE KEE(SIGNO)

《アニマリス・プラウデンス・ヴェーラ》
2013年　©Theo Jansen

　大阪で初の開催となる今回は、
日本初公開を含む10作品以上を
展示するとともに、1990年代の初
期作品や構想スケッチ、動きの秘
密がわかる基本パーツ等で、テオ・
ヤンセンの創造するストランド
ビーストたちの魅力に迫ります。
▶会期 ： 7月9日㊏～9月25日㊐

▶開館時間： 10:00～18:00　※最終入場時間は17:30
▶会場： 大阪南港ATC Gallery（ITM棟2F）
（大阪市住之江区南港北2-1-10）

風を食べて動く生命体　テオ・ヤンセン展

7月7日まで （当日 600円）300円中小生
（当日 1,100円）600円大高生
（当日 1,600円）1,000円一般

1
　《築地明石町》《新富町》《浜町河岸》　三部作を
全会期通して展示。日本画109件を集める大回顧展。
▶会期 ： 5月27日㊎～7月10日㊐
※会期中展示替えあり
▶休館日 ： 月曜日　▶開館時間： 9:30～18:00 
※金曜日は20:00まで（入館は閉館の30分前まで）
▶会場： 京都国立近代美術館
※障がい者手帳などをご提示の方と付添1名様までは無料
（要証明）　※本料金でコレクション展もご覧いただけます。

没後50年　鏑木清方展

5月26日まで （当日 600円）300円高校生
（当日 1,100円）600円大学生
（当日 1,800円）1,200円一般

3
　本展は、作家初の本格的な個展です。デ
ビュー作から最新作まで20冊を超す絵本
から約250点の原画を厳選し展示します。
原画は画用紙や段ボールなどを黒い絵の
具で下塗りした上に色が配され、少女や動
物たちがひそやかに描かれています。
▶会期 ： 7月9日㊏～8月28日㊐　

▶休館日 ： 月曜日（祝日の場合は翌火曜日）　
▶開館時間： 10:00～18:00（入場は17:30まで）
▶会場： 兵庫県立美術館ギャラリー棟3階
　　　 （神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1）
※70歳以上の方も一般料金となります。
※障がい者手帳等をお持ちの方は、
　当日料金の75%割引、障がい者
　1名につき介護の方1名無料。

「みみをすますように　酒井駒子」展

7月7日まで

9月26日まで
11月21日まで

（当日 500円）200円中小生
（当日 1,100円）600円大高生
（当日 1,500円）900円一般

2

　雪の華をはじめ名曲ぞろいの持ち歌。文パル初のコンサート！
▶日時 ： ７月３０日㊏ 開演１７：００(開場１６：１５）
▶会場 ： 文化パルク城陽　プラムホール(東館２階)　▶定数 ： 20枚
※3歳以上有料。3歳未満のお子様は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞可。
　ただし席が必要な場合は有料。
※来場者特典としてオリジナルクリアファイルプレゼント

3

締切：5月12日

全席指定 7,500円（通常 8,800円）

城陽市市制施行50周年記念事業
中島美嘉 MIKA NAKASHIMA CONCERT TOUR 2022　「I」

　人間国宝で、現代歌舞伎界女方の最高峰・坂東玉三郎による「東海道四谷怪談」。
テレビ・舞台を問わず大人気歌舞伎俳優・片岡愛之助とともに、歌舞伎らしいアッと驚
く数々の仕掛けをご堪能ください！　
演目：東海道四谷怪談　出演：坂東玉三郎、片岡愛之助ほか
▶日時 ： ８月４日㊍、５日㊎、１２日㊎、１３日㊏ 開演時間：各１４:00　
▶会場 ： 京都南座　▶定数 ： 各10枚　
※本公演の１等席は、１・２階席を予定しております。

4

1等席 15,000円
締切：5月11日

（通常 18,000円）

坂東玉三郎　特別公演

　裏メニュー(夜公演）は、ハラミちゃん初のファンミーティングLIVE！
トーク＆クイズコーナーや、その場限りの即興ライブ、リクエストメド
レーなどを予定！
▶日時 ： 6月12日㊐ 19:00　
▶会場 ： ロームシアター京都 サウスホール　▶定数 ： 20枚
※3歳以上有料/3歳未満は膝上鑑賞無料
　(但し席が必要な場合は有料)

1

締切：5月9日

一般ハラミ定食券（夜）4,000円（通常 4,800円）

ハラミ定食2 全国ツアー　～新メニューお届けするぬ！～
　立川志の輔の新作落語「大河への道～伊能忠敬物語～」は、2011年
の初演以来、“落語を超えた究極の話芸”と絶賛され再演を繰り返す
超人気演目です。
出演：立川志の輔
▶日時 ： 5月31日㊋ 18:00
▶会場 ： ロームシアター京都 メインホール
▶定数 ： 20枚　※未就学児入場不可

2

締切：5月9日

指定席 4,900円（通常 5,500円）

志の輔らくご「大河への道～伊能忠敬物語～」

　新トップスター・楊琳、京都初お披露目！1922年に松竹楽劇団として誕生したOSK日本歌劇団。
大正・昭和・平成・令和という激動の時代を乗り越え、ついに100周年。いつの時代も不屈の精神で
咲き誇り輝きを増す、伝統あるOSKレビューをご堪能ください。
▶日時 ：  午前の部(11:00) ７月  ９日㊏、１２日㊋
 午後の部(15:00) ７月１０日㊐
▶会場 ： 京都南座　▶定数 ： 各10枚

5

締切：5月11日

1等席 5,000円（通常 8,500円）

OSK日本歌劇団創立100周年記念公演　レビュー　in Kyoto
　ミュージカル『グレート・ギャツビー』　
－F・スコット・フィッツジェラルド作“The Great Gatsby”より－
▶日時 ：  7月 23日㊏ 11:00／ 7月 31日㊐ 15:00
 8月 4日㊍ 11:00／ 8月 8日㊊ 13:00
▶会場 ： 宝塚大劇場　▶定数 ： 各20枚

6

S席 8,500円
締切：5月8日

（通常 8,800円）

宝塚歌劇　月組公演

鏑木清方《築地明石町》1927(昭和2)年
東京国立近代美術館　
©Nemoto Akio

（当日 5,900円）4,800円ディナーブッフェ 大人
（当日 3,900円）3,200円ランチブッフェ 大人

　バラエティ豊かな品数が並ぶ開放的な
店内のバイキングレストラン。音や香りが
食欲をそそるライブキッチンでのお料理や
パティシエが仕上げるスイーツなど、魅力
あふれるメニューの数々をご堪能ください。

▶有効期間 ： ～9月30日㊎ 除外日：6/25～7/13（予定）
▶場所 ： 都ホテル 京都八条 1階 バイキングレストラン
         「ル・プレジール」　
▶時間： ランチ 11:30～14:30（L.O.14:00）　
 ディナー 17:00～21:30（L.O.21:00）  土日祝は2部制
※お食事には事前予約が必要です。下記までKPC会員である旨必ずお伝えの上
　ご予約ください。当面の間、営業日時・営業内容が変更になる可能性がございます。
■ご予約・お問い合わせ 
　TEL.075-661-0051　受付時間10:00～20:00

都ホテル 京都八条　
バイキングレストラン「ル・プレジール」5

　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㊐～
 12月4日㊐
▶場所：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

（当日 2,700円）1,500円比叡山ドライブウェイ通行券付入園券（大人）
（当日 600円）300円子供（小学生）
（当日 1,200円）700円大人（中学生以上）

ガーデンミュージアム比叡　入園引換券4

9月26日まで
（当日 7,300円）5,700円ディナー平日
（当日 6,800円）5,800円ランチ土日祝

（当日 8,800円）6,800円ディナー土日祝

（当日 5,300円）4,300円ランチ平日

　東山の自然と京都市街の景色がお楽
しみいただける「洛空」のコンセプトは
「京の都」。都ホテルの伝統をもとに、京
都近郊の漁港から仕入れた魚介や京都
産野菜をアレンジした料理をブッフェ
形式またはアラカルトで提供します。

▶有効期間 ： ～9月30日㊎ 除外日：4/29～5/5、8/14～16　
▶場所： ウェスティン都ホテル 京都2F 
          オールデイダイニング「洛空」　
※情勢により、営業時間やメニュー内容等が変更になる場合がございます。
※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。
■ご予約・お問い合わせ 
　TEL.075-771-7158
　受付時間
　10:00～19:00

ウェスティン都ホテル京都　洛空6

『よるくま』原画（偕成社、1999年）



●日時・・・・・・・・・・・・・・・・・2022年7月30日土　（雨天決行）
 スタート時間はご参加決定時にお知らせします。

●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
 開催地宮津のご当地賞品も多数ご用意します。

●参加資格・・・・・・・・・・KPC会員とご家族/同伴者　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、昼食代1,000円、
 　ゴルフ利用税、プレー後の1ドリンクを含みます。

事業所内にゴルフ部で活動されている場合は、その旨ご記入いただきますと同組にさせていただきます。

■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。
　・台風などの荒天予想や、その他の理由で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19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。

会員ゴルフコンペ
KPCでは今夏も、会員対象のゴルフコンペを開催します。
お気軽にエントリーください。

●日程： 5月15日㊐　19時～20時予定
 18：30　FUSHIMITTO フロントで受付 
●場所： FUSHIMITTO 4階屋上テラス（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　会員外の同伴者 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： 5月6日㊎

〈 コロナ対策を実施します 〉
○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。

川沿いの屋上のテラスで行う開放的なロケーションで、
満月や春の夜風を感じながらレッスンを行います。

▶お申込みはこちらへ　https://gicz.jp/open/FMyoga03
（FAXからのお申込みはできません。）

満   ヨガ春の 月

お問い合わせ
一般財団法人 京都ユースホステル協会　http://yh-kyoto.or.jp/
〒616-8191　京都市右京区太秦中山町29　Tel 075-462-2312 / Fax 075-462-2289

●お申込み方法：こちらのホームページから
 https://peraichi.com/landing_pages/view/takibian
 フォーム内の「その他ご要望や備考」欄に
 KPC会員である旨と会員番号をご記入ください。

主催：一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール
共催：一般財団法人京都ユースホステル協会

※お箸、お皿、コップ等の貸出はありません。各自ご持参ください。
※道具持込の場合も同料金です。
※小学生～高校生の方は、施設使用料500円のみいただきます。

5月・6月の毎週金・土に開催。定員があるため事前にご予約ください。
開催時間 18:00～21:00

5グループ（1グループは5名様まで）

18歳以上のグループ、ご家族

京都市宇多野ユースホステル　http://yh-kyoto.or.jp/utano/
〒616-8191 京都市右京区太秦中山町29

日 程

定 員

対 象

会 場

おひとり　基本料金(18歳以上)　2,000円
（ユースホステル宿泊の方は1,500円)
焚火台、薪1束、火バサミ、軍手、チェア（人数分）、テーブルあり。

料 金

ヨガ未経験者を対象とした、深いリラックスを味わうゆったりした内容です。
まわりが気にならない暗い屋上なので、思う存分ヨガを堪能できます。
屋上は開放感があり、感染リスクも軽減できる安心感があります。

焚火庵 優待案内
KPC会員証提示

ご利用当日にKPC会員証の提示でワンドリンク
（ノンアルコールビール、ハイボール、チューハイのうち）を
1グループ分（5名様まで）サービスします。 2022年6月末まで有効

KPC
優待内容

KPC
理事長杯
第6回第6回






