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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

ビワイチ〈自由参加〉－2023年春－

京都湯上がりクラフトビール祭2023

答えて当てよういいとこクイズ!

ココロもカラダも元気になろう!

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.168

四
条

室
町
通

東
洞
院
通

地
下
鉄
烏
丸
線

烏丸

阪急京都線

錦小路通

京都
経済センター

綾小路通

仏光寺通
烏
丸
通

からすま
京都ホテル

3
2 0 2 3



3月19日㊐～6月4日㊐まで有効期間

GICパスポート登録済の会員とそのご家族対 象 者

事前準備

琵琶湖畔の設定地のうち 3ヶ所(必須は1)をチェックインでビワイチ
達成とします。
達成された方にはQUOカードPay1,000円分差し上げます。

達成条件

● 設定はこちらから
 https://gicz.jp/open/b1free02

春の琵琶湖をロードバイクで一周
にチャレンジしませんか？
どこからでもスタートしていただけ
て、疲れたらその日は途中で中断
することもできます。
有効期間内に達成していただけれ
ばOKという、ゆるい琵琶湖一周
チャレンジです。
体力に合わせた安全走行で、楽し
く爽快にペダルをこいでください。

「ビワイチ応援2023年春」参加証を設定してください。
❶GICパスポートにログイン
❷参加証一覧❸「ビワイチ応援2023年春」を開く
❹スタンプラリー❺スタンプラリーシート名をタップ
❻スタンプシートの名前部分をタップ
❼近所にいることを確認してオレンジ色部分をタップ
❽位置情報を許可してください❾スタンプされます。次の場所へ!
※この方法でログを残してください。
※クイズ探検のようにQRコードを印刷した用紙は不要です。（ただしQR用紙があると
❷～❻までショートカットされます。QRコードがあった方が便利な方はホームページ
にアップしておきますので、プリントアウトしてご利用ください。）
※❺で、シークレットポイントはどこかわかります。

チェックインの方法

ビワイチ〈自由参加〉‒2023年春‒

交通ルールは厳守で行動してください。
あらかじめ保険に加入する等、自己責任でご参加ください。事故が起こった際は、参加者各自で対処してください。注 意

チェックポイント
琵琶湖大橋展望台

長浜港
今津港

海津大崎港

びわ湖大津館

琵琶湖大橋米プラザ

必須

（KPC会員と家族限定：期間内1回限り、
 設定先着200名様）

※料金は全て税込み表示です。
※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。
※最低催行人員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）や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25日㊏～4月16日㊐

岬を半周する4キロの湖畔道路には約800本の桜並木が花のトンネルをつくって
います。湖岸には珍しい岩礁が点在。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

ご予約
お問い合わせ

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　6,500円　小人　4,900円

大人 　3,150円(通常3,500円)
小人　 1,620円(通常1,800円)

乗船料（往復）　

1便   9:15発 9:45着～10:15発 11:00着

2便 11:20発 11:50着～12:20発 13:05着

3便 13:20発 周遊コース　　 14:40着
4便 14:50発 15:20着～15:50発 16:35着 

 今津港 海津大崎港 今津港

発着港/コース

海津大崎桜クルーズ
今津港・長浜港から海津大崎へ。船でお花見もできます。 （予約制：KPC会員証提示を乗船当日提示してください）

今津港 発着 長浜港 発着

（上陸散策約30分）

（上陸散策約30分）

（上陸散策約30分）

1便   9:20発 10:30着～11:00発 11:50着

2便 12:15発 13:10着～13:50発 14:40着

3便 15:00発 16:00着～16:40発 17:30着

 長浜港 海津大崎港 長浜港

（上陸散策約30分）

（上陸散策約40分）

（上陸散策約40分）

シークレット
ポイントあり!



5名様

3名様
30名様

受付締切
3月5日㊐

Q「元出雲」とも呼ばれる神
社で「しあわせ、なでうさ

ぎ」といううさぎの像が置かれ
ている神社の名称は？

No.1

No.2

No.3

No.5

ブロックス

No.4 MoriLabo（モリラボ）

1,000円分
2036年12月31日

200名様

ケイデンス計測機能付き
サイクルコンピューター 

充電式ハンディクリーナー 
EVOPOWER 家族みんなで!ボード

のマスに各色21個の
形の違うピースを交互に
置いていく陣取りゲーム。
2～4人で遊ぶことができ
ます。最後に自分のピースを
たくさん置いた人が勝ち。

花粉バリアスティック 4g

WV250J-WH［紙パックレス式 
/コードレス］
気になるところを手軽にお掃除！
サブの掃除機にぴったり。ボタン
を押すだけで、手を触れることな
くゴミを捨てることができるので
衛生的。

マスクの外側に塗るだけ
で、マスクまわりに浮遊す
る花粉をガードします。

PADRONE DIGITAL
（67.5×43.0×15.6mm 
/ブラック) CC-PA400B
大画面で文字が見やす
い、ケイデンス計測機能
付きモデル!スマートフォ
ンからも簡単に設定が可
能なサイクルコンピュー
タです。

答えて当てよう いいとこクイズ！
Shark

CATEYE

マテル｜Mattel

図書カードNEXT

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

Amazonギフト券（コード）
web限定
500円分

No.8

QUOカード
500円分

No.7

No.6

200名様

200名様

みんなで分けてね
会社用にどうぞ

ポッカサッポロ
加賀棒ほうじ茶 275mlPET 24本
茶の茎部分を使った棒茶を、職人
が伝統的な焙煎方法で仕上げた、
金沢発祥の加賀棒ほうじ茶です。
■賞味期限:2023年8月

15名様



[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。

京都公演 ▶日時： ５月13日㊏　①10：30～ ②14：30～
 ▶会場： ロームシアター京都メインホール
滋賀守山公演 ▶日時： ６月24日㊏　①10：30～ ②14：30～
 ▶会場： 守山市民ホール・大ホール

受付サイト　https://gicz.jp/open/alegria1
　一旦こちらのサイトからご希望公演・席種を入力して
　いただき締切日まで受け付けます。その後チケットの
　確保ができましたらメールにてご連絡します。

（通常 4,300円）3,000円全席指定

（通常 4,500円）3,000円全席指定

4 仮面ライダースーパーライブ２０２３

『妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)』　
　【第1部】 大序 大内の段/小松原の段/蝦夷子館の段
 猿沢池の段/鹿殺しの段 /掛乞の段/万歳の段/芝六忠義の段
　【第2部】 太宰館の段/妹山背山の段
『曾根崎心中(そねざきしんじゅう)』
　【第３部】 生玉社前の段/天満屋の段/天神森の段　字幕表示あり
▶日時： ４月８日㊏～４月３０日㊐ ※休演日：４月１８日㊋

【第1部】 １０時３０分～１４時２５分　【第2部】 １５時００分～１７時４０分　【第3部】 １８時３０分～２０時１０分　※途中休憩あり
▶会場： 国立文楽劇場　▶定数： 各10枚

ミュージカル・ロマン 
『Lilac（ライラック）の夢路』－ドロイゼン家の誇り－
ファッシネイト・レビュー 
『ジュエル・ド・パリ!!』－パリの宝石たち－
▶日時： 5月  6日㊏ 15:30　5月11日㊍ 13:00
 5月16日㊋ 11:00　5月21日㊐ 11:00
▶会場： 宝塚大劇場　▶定数： 各20枚

（通常 第1部6,000円、第2部5,500円、第3部5,000円）4,400円全席指定
締切：3月5日

6 ４月文楽公演 宝塚歌劇　雪組公演

（通常 8,800円）8,500円S席締切：3月5日

7

ⓒ宝塚歌劇団

※イメージです

「妹背山婦女庭訓」 妹山背山の段

©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

喜びと希望を胸に「新たなる光」をー　 世界最高峰のサーカス・エンターテインメント集団 シルク・ドゥ・ソレ
イユが5年ぶりに上陸。シルク史上最も愛された伝説のショー「アレグリア」がさらなる進化を遂げて蘇る。
今だからこそ、日本中の人に見て欲しい「希望に満ち溢れた歓喜の物語」。
▶日時： 7月14日㊎～10月10日㊋　各公演時間：約２時間15分程度(休憩含む)
▶会場： 森ノ宮ビッグトップ（大阪府大阪市城東区森之宮1丁目6）　JR「森ノ宮駅」北口から徒歩12分
▶定数： 各公演 10枚　（申込者多数の公演は抽選になります）
演出機材により、舞台の一部が見づらい席がございます。
公演・日程等詳細は大阪公演オフィシャルサイトへ

KPC予約あっ旋チケット（申込締切日まで受付けます）

1

締切： 7月公演・・・・・・・・・・・・4月16日
 8月公演・・・・・・・・・・・・5月15日
 9月10月公演・・・・6月15日

シルク・ドゥ・ソレイユ「ダイハツ アレグリア-新たなる光-」大阪公演

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。

2

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5日

締切：3月6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。

3

1席 2,500円
締切：3月5日

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〉

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

4 プロ野球選手名鑑 2023
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。

6月30日まで
（通常 510円）300円1冊

 子供（3歳～小学生） S席 7,800円（通常 9,800円）土日祝公演 大人(中学生以上) S席 11,500円（通常 13,800円）
 子供（3歳～小学生） S席 6,000円（通常 8,800円）平日公演 大人(中学生以上) S席 9,500円（通常 12,800円）Photos: 

Cirque du Soleil 2021 / 
Costumes: 
Dominique Lemieux

▶日時： ４月15日㊏ 13：30
▶会場： 龍谷大学響都ホール校友会館（アバンティホール）　
▶定数： 各20枚

（通常 8,000円）5,700円B席（通常 9,000円）6,600円A席

5 矢野燿大トークライブ2023　球春到来

締切：3月6日

4月13日まで

美術とファッションの境界を交差するように生きたローランサンとココ・シャネル。二人
の活躍を軸に、モダンとクラシックが絶妙に融合するパリの芸術界を俯瞰し、国内外
のコレクションから、絵画、ドレス、資料など約90点のラインナップで紹介します。
▶会期： 4月16日㊐～ 6月11日㊐　休館日： 月曜日　
開館時間： 10:00～18:00（展示室への入場は閉館の30分前まで）
▶会場： 京都市京セラ美術館 本館 北回廊1階

※障がい者手帳等をご提示の方は、本人および介護者1名様まで無料（要証明） ※学生料金でご入場の際には学生証をご提示ください。

1 マリー・ローランサンとモード
1920年パリ、女性たちは羽ばたいた ―ココ・シャネル、マドレーヌ・ヴィオスも活躍

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」。平日のランチブッフェを特別料金で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“お得”にお楽しみいただけます。
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：3月1日㊌～4月28日㊎の平日
▶場所：ホテルオークラ京都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】11:30～13:00

■ご予約・お問い合わせ
 TEL.075-254-2534（直通）

ホテルオークラ京都 オリゾンテ〈平日限定ランチ券〉2

（通常5,000円）3,500円

3

ランチオーダーバイキング
ワンドリンク付き

からすま京都ホテル 中国料理 桃李
桃李の看板メニュー「ランチオーダーバイキング」のチケット販売です。必ずご予約の上ご利用ください。
▶有効期間：3月1日㊌～4月28日㊎　▶場所：からすま京都ホテル 2階
▶営業時間：平日11:30～15:00（L.O.14:30）　土・日・祝日 2部制11:00～12:30（L.O.） 13:30～15:00（L.O.）

■ご予約・お問い合わせ
 からすま京都ホテル「桃李」　TEL.075-371-0141／11:00～20:00

※ご利用は2名様より承ります。 ※料理のご注文は
テーブルで統一ください。 ※消費税、サービス料込。 
※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あります。 

4月19日まで

おひとり （通常5,868円）4,000円

ランチ大人 ソフトドリンクフリードリンク付き
4月19日まで

メニューなど詳しくは公式サイトをご覧ください。

（当日 700円）300円中小生（当日 1,500円）1,000円大高生1,400円一般 （当日 2,000円）

各地共通　▶定数： 各20枚　※２歳以上有料。

子ども券は3歳～小学生まで。3歳未満のお子様でも座席が必要な場合は子ども券をお求めください。

GICパスポートに登録済の
KPC会員の方はこちらからお申込みください



ABC祭
湯上がりに飲む最高の1杯を！

「力の湯」天然温泉に入った後に自分の好きなクラフトビールで
至福のひとときを味わってください。

フードやソフトドリンクの出店もあり、ご家族でも楽しめます！

参加料金 前売のみ 2,500円（通常前売3,000円）
ご購入は4名様分まで。両日共通スマホチケットです。当日は受付本部でシールチケット
5枚とオリジナルロゴ入り牛乳瓶をお渡しします。（スマホチケットで受付し、引換えてくだ
さい）　※シールチケットはエリア内のビールやフード、グッズ販売、イベント期間中のご
入浴にご利用いただけます。

ご購入は、

https://gicz.jp
/open/ABCfes01

ABC祭前売券
購入サイト

主催：株式会社メゾネット

開催日時 5月5日㊎ ／ 5月6日㊏　2日間
開催時間 各日［受付］ 8：30 ～／［入浴］ 8：30 ～ 23：00（最終受付22：30）
開場時間 11：00 ～ 20：00（L.O19：30）
会　　場 「伏見力の湯」、「フットサルスクエア京都南」フットサルコート内
 ▶▶▶  地下鉄竹田駅西2番出口から西へ歩いて約5分
対　　象 GICパスポートに登録済みのKPC会員ご本人

※当日券については現地にて定価でお買い求めください。※飲酒後の入浴はできません。※お車での来場はできません。公共交通機関をご利用ください。※荒天
中止です。主催者ホームページ・SNS等で当日6時までに案内します。※催事が実施されない場合を除き、返金はできませんので、ご了承の上お申込みください。

定　　数 200名様まで
販売期間 3月1日㊌～ 5月4日㊍　23:59まで

イベント情報
配信特設

インスタグラム

※FAXでの受付はできません。
※紙のチケットではありません。



KPCからのお知らせ

昭和25年創業の『株式会社丸進』
さんは、現在リボン・レース・組紐など
繊維資材の企画・卸売りおよび輸出
を事業内容とする企業です。
社長の祖父、野澤嘉一さんが糸商

勤務で得たメーカーとのつながりを頼り
にリボンの卸を始められ、その後いち早
く輸出業に着手、海外展開用ブランド
【ローズブランド】を立ち上げられました。
また人とのつながりを大切にされ、

【ローズ会】という親睦会を設立。仕事関係先様と旅行やゴ
ルフなどビジネス以上の親睦を深められたそうです。
社員に対しても毎年社員旅行、懇親会の実施と福利厚
生の充実を図ってこられ、その思いは企業文化として現社長
にもしっかりと受け継がれているように感じました。　
お会いさせていただいた社長の野澤孝康さんは大学卒業
後、４年間勤めたアパレル企業を退職し、青年海外協力隊
員としてブルガリアへ2年。念願だった海外活動を経て丸進
へ入社されました。
　専務として本社に帰任後、生産機能を持たない問屋が
メーカーに対抗するには何が必要かを考え、それを実現する
ために自社の特性と各仕入先の強みを深く理解した社員が

中心となり発信する「企画室」を立ち
上げます。その活動により製品の企
画・開発・提案資料など必要な市
場の情報を素早く取り入れることが可
能となり、お客様のニーズに沿った
商品をタイムリーに開発し、アパレル
分野などの新市場開拓を実現する
大きな部門となりました。
オンラインショップ【Rose Rosa】についても、業界内でもい

ち早く取り入れたという“カットしたサンプルの販売”を開始し
「通常店舗では販売されていない素材が手に入る」と手芸好
きの間で好評を博しました。その後の丸進さんの新しい販売
サービスとして実績を上げています。
また2016年には新たなオリジナルブランド【line-R】を誕生
させました。「紐が彩る新しいライフスタイル」をコンセプトとし、
一般消費者にも丸進をアピールするブランドとなっています。

　最後に社長からは「70年間企業が
存続してこられたのは、『人と人との結び
つきを大切にする』という企業理念のも
と、やはり時代に合わせて少しずつ変化
してきたからだと考えています」とお話し
をいただきました。今後の益々のご活
躍が楽しみです。ありがとうございました。

ＫＰＣ会社見学会社見学会社見学
地域でがんばる企業紹介

近畿を拠点として活躍するKPC会員企業様情報！

株式会社 丸進第149回

株式会社 丸進

京都市上京区中立売通松屋町東入る
ＵＲＬ http://www.marushin-kyoto.co.jp/

075-432-2131

スタッフおすすめ！

アイテム
～ 社員食堂 ～

毎日栄養のあるメニューが格安で提供
されています。栄養成分表示もされて
いるので自己管理もしやすいですね。

～ Rose Rosa ～

個人でも購入できる
サイト。手芸や、ハン
ドメイドをされている
方は、ぜひのぞいて
みてください。

公益財団法人 京都中小企業振興センター ご加入のおすすめ

ライフサポート倶楽部会報誌「いやしなび」会員証提示で
割引利用

各種保険の
団体割引加入

特撰商品のあっ旋各種チケットあっ旋サークル

イベント
レクリエーション

有名テーマパーク
施設優待割引

健康診断費用補助スポーツセンター慶弔給付助成金入会金及び会費
（1名につき）
入会金 400円
会費/月 800円

　KPCは京都の中小企業を福利厚生面から応援するため、京都市・京都銀行・京都信用金庫がバックアップする公益法人です。
本紙掲載の他にも映画館やアミューズメント施設などの格安チケットや割引優待券もございます。

毎月800円の会
費で

総合的な

福利厚生をご提
供

福利厚生3団体eSportsCup 「ポケモンユナイト」
オンラインイベント　1月22日(日)15時スタート　参加数27名

　奈良市、千葉県船橋市の3団体共催でeSportsCupをオンラインで行いまし

た。会場や天気・距離を考えずに開催できるのですが、ゲームの進行などは

表に見えないので、Youtubeライブ配信も行いました。今回は6チームに分か

れて総当たり戦で全15ゲーム。3ゲーム同時進行で5節行う

方法で約3時間かかりました。

　こちらにライブ配信の内容を約3分にまとめた動画がある

のでご覧ください。次回もご参加よろしくお願いします。

事務担当者様へのお願い
KPCでは事業所のご担当者の方にKPCの下記事務をお願いしています。

お手数をおかけしますが、KPCの各種サービスを公平にご利用いただくため

に重要ですので、よろしくお願いします。

①会報誌「いやしなびkpc」を会社内で配布してください。

毎月20日頃までに事業所にお届けしますので、会員の方に配布をお願い

します。

②給付助成金の申請をお願いします。

給付の対象となる事業が発生しましたら申請してください。自動給付する給

付助成金の場合は会報誌に給付のお知らせを同封しています。

③イベント・チケットのお申込みはWEB登録をおすすめください。

④未加入の方へKPCへのご登録をおすすめください。

事業所内でまだKPC会員になられていない方がいらっしゃれば、ご登録を

おすすめください。また会員の方の異動やご結婚ご出産等の給付もれがな

いかもご確認をお願いします。

宇治川の東側に続く散策路「さわらびの道」
に建つ歌碑は、明治～昭和に活躍した歌人・
与謝野晶子の没後50年を記念して建てられ
ました。古典に親しみ、紫式部を師と仰いだ与謝
野晶子は、源氏物語の現代語訳にも取り組んでいます。

応募総数
1,385
名様

今月号も「いいとこクイズ」にご応募よろしくお願いいたします。

※当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

≪KPCホームページに拡大写真を掲載しています。リアル答え合わせも実施中！≫

宇治十帖の作者は紫式部ではないの
では？という説がありますが、今回は
「さわらびの道」にある歌碑に書いて
ある人名が正答となります。

いつも楽しいクイズをありがとうござい
ます。今回は別の解釈も有り得るクイズ
だったので、少し悩みました。

社内コミュニケーションの一助になれ
ていればとてもうれしいです。今月か
ら「みんなで分けて」に続き「会社で
使って」いただけるモノを入れてみま
したが、いかがでしょうか。

いつも、チームメンバーと楽しく読んで
ます。また、従業員にも楽しんでもらお
うと、周知を行っています。これからも、
コミュニケーションを充実させるために
も頑張ってください。

新型コロナの影響で、個人もしくは少
人数かつそれぞれの都合で動けるイ
ベントを考えてきましたが、「団体でリ
アル」とのバランスをとらないといけ
なくなってきていると感じています。

1人ではなく、複数人の協力が必要なイ
ベントもあれば、普段会員登録はしてい
るけれども利用していない人を誘うきっ
かけになりやすいかもしれないです。
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㈱丸進

http://rose-rosa.com/

株式会社 丸進　外観

取扱商品一例

代表取締役　野澤孝康さん


