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クイズ探検! 近現代の名建築
―大佛鐵道遺構―

答えて当てよう いいとこクイズ!
秋の満月ヨガ

スプリングスひよし 利用補助券

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.162
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明治31年（1898年）～
明治40年（1907年）

開業期間

JR加茂駅～大仏駅（現
在の奈良駅北）9.9km

営業区間

大佛鐡道
（関西鉄道大仏線）

●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： 8月20日土～10月10日月㊗

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

約124年前、開通してわずか9年で廃線となった鉄道の遺構が今回のテーマです。
当時は赤いイギリス製の蒸気機関車が大仏参拝客を乗せてにぎわったそうですが、起伏の多い路線のため

自力で登れないこともあり、平坦な路線（現在のJR関西本線）の開通とともに廃線となりました。
しかしレンガや石造で建築された隧道や橋梁は、今でも見ることができます。

※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。
※今回は歩くコースですが、歩きスマホは危険なのでやめましょう。

Q現在利用されているJR大
和路線の橋台と並走してい

たことを伝え
る花崗岩の算
木積が美しい
橋台はどこで
しょう。

Q上部のアーチ部分は煉瓦、
下部は御影石の石積みで、

現在は内部
を通り抜ける
ことができる
隧道はどこで
しょう。

Q城山台公園の近くに御影石
と煉瓦を組み合わせた橋。

現在も生活
道路として活
用されている
橋はどこで
しょう。

Q奈良の大仏参拝で多くの人
が利用した「大仏駅」。ここ

で下車して東大寺へ参拝してい
ました。その跡
地近辺につく
られた公園は
どこでしょう？

さてここはどこでしょう?

JR加茂駅 西口

スタート‼

ゴール‼



ルール

賞　品

事前準備・持ち物 ▶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)

20名様

5名様

応
募
資
格

応
募
方
法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
9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。 ・各賞品は抽選のうえ当選者にお送りします。

・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 No.1

No.2

Amazonギフト券（コード）
web限定
500円分

No.8

QUOカード
500円分

ラテ エスプレッソ
265ml 24本

No.7

No.3

No.5

No.6

200名様

200名様

モバイルソーラー充電器

No.4

5名様
キャプテンスタッグ

タニタサイズ

みんなで分けてね

みんなで分けてねバランスクッション

コスタ

エレコム

Coleman

伊藤園 健康体

コンパクトアルコールバーナー＆
クッカーセット
軽量、コンパクトなバーナー、五徳、クッカー、燃料
ボトル、キャリーケースがひとつになったバーナー
セット
●収納時サイズ：
約28×28×16
（h）cm

自然派ビタミン160g
缶20本セット

答えて当てよう いいとこクイズ！

@tfq2665h

左ページ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。
●左ページのクイズの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。

5名様

防災・アウトドアに最適。太陽
光に当てるだけで充電がで
きるモバイルソーラー充
電器です
●2.4A出力 USB-A
メス2ポート　
●展開時：約
465×約25×
約285mm

インナーマッスルを鍛え
て、疲れにくい体づくり
●330mm × 60mm × 
330mm

アルミロールテーブル
コンパクト
ツーリングやソロキャンプ
のサイドテーブルとしても
おすすめ
●幅400×奥行290×高さ
120mm

賞味期限:2022年12月

●参加料金： 会員・家族 無料　
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
が切れた場合は更新するか新規に取得してください)

●参加人数： 先着500名まで
 ※抽選ではありません

●申込締切日：9月19日月㊗　17:00まで ※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。 

スタートのQRコードとQ4ゴールのQRコードの他、
クイズ1～3のうちどこか1か所をチェックできた方を達成者として
QUOカードPay1,000円分をプレゼントいたします。（配布は10月下旬予定です）

日本で初めて水時計を
設置し、時刻をしらせ

たという天智天皇。その御陵
付近にある石碑は何の碑で
しょう？

12名様

16名様



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。
※各コース共通券で1枚につきひとり1コース有効です。
●Aコース： ぶどう（ピオーネ・ロザリオ）狩り 〈8月中旬～10月中旬〉
●Bコース： 栗ひろい 〈9月中旬～10月上旬〉
●Cコース： 柿・みかん 〈10月中旬～12月4日㊐〉
▶場所：みどり農園
　営業時間：平日10:00～15:00　土日祝日10:00～16:00　※不定休
※幼児（3才以上）のCコース：柿・みかんの入園料は600円が現地払となります。
※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。

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160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。

3年ぶり ! “爆笑高座”の開幕
です―
愛すべき登場人物たちを巧
みな話芸で活写する古典か
ら、チクリと風刺のきいたス
ピード感あふれる新作まで…
“爆笑王・文珍”が渾身の高座
で魅了します。
※演目は当日のお楽しみ

▶日時 ： 12月10日㊏ 14：00（開場13：30）
▶会場 ： シライシアター野洲
 (野洲文化ホール)　
▶定数 ： 30枚　

4

締切：9月8日

全席指定 3,500円（通常 4,500円）

桂 文珍独演会
浪漫楽劇『ディミトリ～曙光
に散る、紫の花～』─並木陽
作「斜陽の国のルスダン」よ
り─
メガファンタジー『JAGUAR 
BEAT－ジャガービート－』
▶日時 ： 
11月17日㊍ 11：00
11月19日㊏ 11：00
11月21日㊊ 13：00
11月27日㊐ 15：30

▶会場 ： 宝塚大劇場
▶定数 ： 各20枚　

7

締切：9月5日

S席 8,500円（通常 8,800円）

宝塚歌劇　星組公演
［出演者］齋藤友香理
（指揮）、小谷口直子
（京響首席クラリネット
奏者）
［曲目等］ワーグナー：
歌劇「リエンチ」序曲、
ウェーバー：クラリネッ

ト協奏曲第1番ヘ短調作品73、メンデルスゾーン：
交響曲第3番イ短調作品56「スコットランド」
▶日時 ： 10月14日㊎ 19：00
▶会場 ： 京都コンサートホール
▶定数 ： 10枚
※未就学児入場不可　

6

締切：9月14日

S席 4,500円（通常 5,500円）

京都市交響楽団　
第672回定期演奏会

激動の明治・大正・昭和の時代を、強い信念を持
ち生き抜いた女性社長の物語。困難に直面する
現代だからこそ、心に響くものがある。
[出演者]　大竹しのぶ、高橋克実、段田安則、
西尾まり、大和田美帆、林翔太、銀粉蝶、風間杜夫
▶日時 ： 10月 29日㊏ 16：00
 10月 30日㊐ 11：00
 10月 31日㊊ 16：00
 11月 4日㊎ 11：00
▶会場 ： 京都南座　▶定数 ： 各10枚
※3名様以上のお申込みは、前後などお席が離れる
　場合がございます。 　

5

締切：9月4日

一等席 8,000円（通常 13,000円）

女の一生

1978年より連載中の魔夜峰央氏の人気作
品「パタリロ!」。原作連載45周年を記念し、
シリーズ第４弾は原作でも人気キャラクター
たちが登場するストーリー「ファントム」 編を
上演! 超個性派俳優 加藤 諒を筆頭に個性
豊かな俳優陣は今回どんな「パタリロ!」 旋
風を巻き起こすのか…！？ ぜひ、ゴ堪能アレ!
[出演者]パタリロ：加藤 諒
▶日時 ：  9月17日㊏ 13:00 ／ 18:00 
 9月18日㊐ 13:00 ／ 18:00

▶会場 ： サンケイホールブリーゼ　
▶定数 ： 各10枚
※未就学児入場不可 

1

締切：9月4日

全席指定 7,600円（通常 9,000円）

舞台「パタリロ!」～ファントム～

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

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。満   ヨガ秋の 月

〈 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。

（FAXからのお申込みはできません。）

ⓒ魔夜峰央／白泉社　ⓒ舞台「パタリロ!」製作委員会

ⓒ宝塚歌劇団

城陽市市制施行50
周年記念事業。
ウルフルズデビュー
30周年を祝う全国
ホールツアー。この
機会をお見逃しなく！

▶日時 ： 11月13日㊐ 18：00(開場17：00）
▶会場 ： 文化パルク城陽　プラムホール(東館2階)
▶定数 ： 20枚　
※3歳以下入場不可、4歳～12歳まで保護者同伴のうえ入場可
※２階席の場合あり

2

締切：9月8日

全席指定 6,700円（通常 8,000円）

ウルフルズ 30th Anniversary 
TOUR 2022-2023

甘い歌声に酔いしれるひと
ときを…。
▶日時 ： 11月4日㊎ 
17：30
▶会場 ： ロームシアター
京都　メインホール
▶定数 ： 30枚　
※未就学児入場不可

3

締切：9月13日

全席指定 6,700円（通常 7,500円）

布施明　AKIRA FUSE 
LIVE TOUR 2022-2023

●日程： 9月10日㊏　19：00~20:00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、力の湯入浴券付き） 
●申込締切日： 9月2日㊎

11月30日まで

■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60台無料

みどり農園2

小人（小学生） （当日3,400円）2,000円
（当日3,950円）2,900円大人Aコース・Bコース

Cコース
チケット共通

マキノピックランド　
ブドウ狩り くり収穫体験1

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も併設。
※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   900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～〉
▶場所：マキノピックランド

（当日   900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)

▶くり収穫体験 〈9月中旬～〉
9月26日まで
繰上げ終了する
場合あり

関西サイクルスポーツセンター 
入場+フリーパス引換券3

自転車をテーマにした楽しいアトラクションや、人気のキャ
ラクターショー、キャンプ場、プールもあり、こどもからおと
なまで楽しめるエンターテイメントが盛りだくさん！
▶有効期間：2023年3月31日㊎
▶場所：関西サイクルスポーツセンター （大阪府河内長野市）
※各のりものは、安全のため、年齢・身長等により利用制限があります。
※一部フリーパスでご利用いただけない施設もございますのでご了承ください。
※現地にて、こどもBからこどもAに変更の場合は差額800円が必要となります。

■お問い合わせ　TEL.0721-54-3101

（通常1,900円）1,200円こどもB
（3歳～小学生 かつ身長110cm未満）

（通常2,700円）2,000円こどもA
（3歳～小学生 かつ身長110cm以上）

（通常3,000円）2,300円

（通常2,200円）1,800円シルバー（60歳以上）

おとな（中学生以上）
▶入場料+ フリーパス（のりもの乗り放題） 引換券

2023年3月6日まで

▶お申込みはこちらへ➡ https://gicz.jp/open/FMyoga04



健康管理できていますか？
夏の疲れは残っていませんか。適度な運動とリラックスする時間をぜひ作ってください。

そんなお手伝いをするメニューをご紹介しています。ぜひご利用ください。

https://www.kpc.or.jp多数の提携先があります。詳しくはいやしなびKPCへ！

会員番号・パスワードを入力してログイン！
メニュー検索画面へ

〈メニュー例〉

〈メニューの検索方法〉
いやしうぇぶKPCに
アクセス1 いやしなびKPC

ライフサポート倶楽部にアクセス
2 3

会員ページはこちら

2022年7月1日現在の内容です。 最新情報は会員専用サイトでご確認ください。  ※画像はイメージです。

ログイン

特典内容特典内容特典内容特典内容

右記の 
二次元バーコードから 
ログインページに 
アクセスできます。

スマ
ートフォンで

簡単ロ
グイン！

2会員番号(17桁)とパスワードについては 　 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。

特典内容特典内容

メニューNo.660563

24/7　Workout
(トゥエンティーフォーセブン ワークアウト）

▶　げんき

完全個室マンツーマン指導のパーソナルジム。
プロのトレーナーがあなたに合った
最適なプログラムをご提供します。 

メニューNo.640107

コナミスポーツ

▶　げんき

全国のコナミスポーツクラブを
月会費なしで利用できます！

特典内容特典内容

メニューNo.640177

東急スポーツオアシス

▶　げんき

ライフスタイルや趣味・嗜好に合わせ、
どなたでも「楽しく無理なく」ご利用いただけます。

メニューNo.640175

ゴールドジム

▶　げんき

初心者から上級者まで、それぞれの目的に
合ったトレーニングを可能にします。

NEW!

入会金　無料！
2ヵ月コース 通常 41,800円 (税込 ) ➡ 無料！
3ヵ月コース 通常 20,900円 (税込 ) ➡ 無料！
★プロインストラクターによるライブレッスンが受けられる
　「24/7 ONLINE FITNESS」 もあります。（メニューNo. 660564)

880～2,860円 /回
※毎月1回、上記料金から550円引になります。  
  （ライフサポート倶楽部が補助）
※ご利用料金は施設によって異なります。
　 コナミスポーツお客様ダイヤルにてご確認ください。 

※割引率は店舗によって異なります。
  詳細は提携サイトよりご確認ください。

気軽に都度利用 都度利用1,650円～ 2,200円
最大 2,546円OFF

都度利用
(お一人様 1 回 ) 

月会費
●ゴールドジム 1,280円 /1回
●ゴールドフランチャイズ店 1,650円 /1回
※初回のみ会員証発行料1,100円 /人が必要です。

日吉ダム直下にある天然温泉・キャンプ場です。
家族でもソロでも、豊かな自然の中で

アウトドアを楽しめます！

優待内容

新規契約

日吉温泉の入浴が優待料金でご利用いただけます。
●方法： 当日KPC会員証をご提示ください。
大人 600円（通常価格800円）　　小人 300円（通常価格400円）
※通常水曜が休館日です。事前に営業日をご確認ください。
　券売機ではなく窓口の係に会員証を提示し精算してください。

DOD CAMP PARK KYOTO
1泊2食付プランを、
お一人様 1,000円引でご利用いただけます。
●方法： 電話での直接予約、またはHPよりWEB予約してください。
  WEB予約の際は、要望欄にKPC利用と記載してください。
※通常価格9,000円～19,000円
※キャンペーン価格等のプランには適用できません。

さらに、下記施設のご清算時にKPCからの
補助が適用される「補助券」を発行します。

スプリングスひよし　〒629-0335 京都府南丹市日吉町中宮ノ向8番地　TEL 0771-72-1526　https://www.springs-hiyoshi.co.jp/お問合せ・ご予約

●利用できる施設： 日吉温泉・キャンプ場・レストラン・売店
●ご利用できる人： KPC会員・家族と同伴者
●有効期間： 2023年3月31日㊎まで
●受付期間： 2023年3月23日㊍
●発行する方： KPC会員本人
●補助金額： 期間内会員一人 3,000円 (1,000円×3枚)
●利用方法： ご利用前にKPC事務局に請求してください。　
 こちらから ➡ https://gicz.jp/open/sphi2022
 予約された日の前までに補助券をご準備いただき、
 現地での料金精算時に補助券を提出してください。
●注意事項
　 ※補助券をお届けするのに時間がかかりますので余裕を持ってお申込みください。
　 ※お釣りはでません。　※返金はできません。　※転売禁止です。　※補助券は記名式です。
　 ※ご予約を確定するものではありません。各自でご予約してください。




