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生協は、組合員みんなが 「出資者」 であり、 「利用者」 であり、 「運営者」 です！

 歓送迎会の時期が来ました！
幹事の皆様　歓送迎会は生協旅行部にご用命ください！

旅行部からのお知らせ  旅行部 075-441-9615  本庁内線 6116   FAX 075-432-5040　　（福利厚生センター１階）

歓送迎会プランリスト作成！　※リストは２面又はホームページでご確認ください

 いよいよ年度末。歓送迎会の時期が来ました。生協旅行部では 美濃吉本店竹茂楼（粟田口三条） 京都ブライトンホテル

 例年どおり各施設に依頼し、皆様にご満足いただけるプランを多数 京料理 立神（丸太町）（新） ホテルグランヴィア京都

 ご用意しました。　新らしく登場したところもあります。　 神泉苑平八（二条城） ザ・サウザンド キョウト（新）

 また、プランにないホテルや料亭にも対応します。 一例 京料理 六盛（岡崎） THE SODOH東山
 お気軽に生協旅行部にご相談ください。 幾松（木屋町御池） アイネスヴィラノッツェ宝ヶ池

購買からのお知らせ  購買 075-451-6976・3055  本庁内線 6111・6115   FAX 075-432-5060・441-8000　（福利厚生センター１階）

花粉対策怠りなく！ 花粉症はいまや４人に１人と、まさに国民病と呼んでもいいくらいになっています。

 花粉シーズンがやってきました。花粉症の人にはたまらない季節です。今年は昨年の数倍の飛散量と言われています。
 最近はよい薬もあり、ジェネリックで安く買うこともできるようです。薬はちょっと早めに飲むとよいそうです。 
 また、外へ出るときはマスクや帽子は欠かせません。　帰宅したときは、花粉を払ってから家に入りましょう。
 購買店舗では、超立体などの各種マスクや、鼻にやさしいカシミアのティッシュなどをご用意しています。

花束のご案内 ※詳しくはチラシをご覧ください。　チラシはＨＰでも見られます。
↓生協ホームページから入ってネ

 ３月末はもうすぐ。
 退職される方、異動される方に感謝の気持ちを込めた 花束はいかが。 Joshin オンラインショッピング サイト
 生花は、男性用、女性用でそれぞれ３千円と５千円の２種類をご用意。
 ３年ほど保存のきくプリザーブドフラワーもあります。（少し高くなります。）
　　締切は３月２２日（金）PM５時　（お早めにお申し込みを） ただいま
　　お渡しは３月２９日（金）10時～1時　別館１Ｆ生協購買課共同購入事務室

総務課からのお知らせ  総務課 075-441-7657  本庁内線 6110   FAX 075-441-2686
別館１階

●退職される組合員の皆様へ 退職後も府庁生協が保険や旅行など豊かな生活をサポートします。

 組合員資格の継続  脱退の手続き

（１） 再任用職員・嘱託職員等として引き続き勤務される方は、これまでどお ・ 脱退される場合は、「脱退申出書」を生協総務課に出してください。

　　り組合員として継続していただけます。手続き不要。 保険にご加入の方は ・ 出資金は現金（生協総務課）又は口座振込でお返しします。

　　これまでどおり給与からの引き落としができるか職場にご確認ください。 ・ 組合員証は返納してください。紛失の場合は、申出書の紛失欄に押印を。

（２） それ以外の方（勤務されない方）も継続できます。継続希望の方は、「継 ・ 組合員証（カード）にチャージした残金がある場合は、レジで返金を。

　　続申出書」を生協総務課に出してください。組合員証はそのままでＯＫ。 ・ 物品購入の未払金などがある場合は、脱退前に清算をお願いします。

●自動車保険「こんなとき」 府庁生協で自動車保険に加入されている組合員の皆様へ

　　こんなとき ↓ は 生協総務課にご連絡ください
★退職されるとき     →  お支払い方法の変更等の手続きが必要になる場合があります

★車の使用目的が変更になったとき　→  お車の使用目的（日常・レジャー使用/通勤・通学使用/業務使用）が変更になると、

 契約内容によって変更の手続きが必要になる場合があります。

★同居のお子様がご契約のお車を     →  年齢条件等の変更手続きが必要になります。
　運転されるようになったとき
★別居のお子様がご契約のお車を →  家族限定特約・本人配偶者限定特約の変更手続きが必要になる
　運転されるようになったとき     場合があります。
★住所や氏名が変わったとき     →  住所変更・氏名変更の手続きが必要になります。
★補償内容を変更したいとき     →  補償内容変更の手続きが必要になります。
★お車を買い替えるとき      →  ご契約のお車を変更する手続きが必要になります。
★お車を譲渡するとき      →  解約の手続きが必要になります。

 「電子辞書フェア」

　 3/31まで

 「新生活応援フェア」
開催中！

　　　　　　発行：京都府庁生活協同組合　TEL075-441-7657　FAX075-441-2686  Mail: fucho-coop@mb3.seikyou.ne.jp

ｅ-shop21をご利用ください



    全プラン飲み放題付き！！
区分 ところ 宴会場名 人数 備考

京都駅 ハトヤ瑞鳳閣（ずいほうかく） 6,480 8,640 9,720 54名様まで

四条烏丸 京料理美濃吉烏丸四条店 6,480 8,640 10,800 40名様まで

柳馬場六角 京の宿　綿善（わたぜん） 8,000 9,000 10,000 80名様まで コの字40名まで

木屋町御池 めん坊　木屋町本店 8,000 10,000 12,000 50名様まで

祇園 美登幸（みとこう） 8,000 10,000 12,000 40名様まで 舞妓さんプランあり

円山公園 京料理鳥久（とりひさ） 8,000 10,000 12,000 80名様まで 会席10000円～

丸太町 京料理立神（たてがみ） 8,000 10,000 12,000 50名様まで

二条城 神泉苑平八（しんせんえんへいはち） 9,000 11,000 13,000 120名様まで

烏丸丸太町 京料理やまの 9,000 11,000 13,000 60名様まで

円山公園 京料理いそべ 10000～ 40名様まで

木屋町御池 京料理竹島ICHIGO 9,500 12,000 14,000 22名様まで 座敷掘りこたつ

岡崎 京料理六盛（ろくせい） 10,000 12,000 15,000 100名様まで コの字60名まで

南禅寺 南禅寺順正（じゅんせい） 10,000 12,000 15,000 60名様まで

祇園北 ギオン福住（ふくずみ） 10,000 12,000 15,000 70名様まで コの字40名まで

祇園 京料理花咲祇園店（はなさき） 10,000 13,000 15,000 25名様まで 向かい合わせ１列

高倉六角 京料理花伝（かでん） 10,000 12,000 15,000 40名様まで イス席のみ

西洞院六条 緑風荘（りょくふうそう） 10,000 11,000 12,000 60名様まで

木屋町四条 田鶴（たづる） 10,000 12,000 15,000 45名様まで

柳馬場六角 松井本館（まついほんかん） 10,000 12,000 16,000 50名様まで

東山安井 旅館き乃ゑ（きのえ） 11,000 13,500 16,200 80名様まで

円山公園 京料理東観荘（とうかんそう） 11,000 16,000 21,000 60名様まで

祇園南 元奈古（もとなこ） 11,000 13,000 15,000 40名様まで

祇園 京料理はやかわ 12,000 15,000 17,000 20名様まで イステーブル２５名まで

木屋町三条 京料理梅むら 12,000 15,000 17,000 65名様まで 舞妓さんプランあり

祇園 祇をん豆寅　(まめとら) 12,000 15,000 20,000 36名様まで 掘りごたつ

祇園南 坂の上（さかのうえ） 13,000 16,000 20,000 40名様まで

木屋町御池 幾松（いくまつ） 13,000 15,000 18,000 70名様まで

祇園 花郷　(はなさと) 15,000 18,000 20,000 48名様まで イス席のみ

円山公園 料亭左阿彌（さあみ） 15,000 18,000 20,000 120名様まで

祇園 ぎおん畑中（はたなか） 15,000 18,000 21,000 65名様まで

川端五条 晴鴨楼（せいこうろう） 55名様まで

粟田口三条 美濃吉本店竹茂楼（たけしげろう） 16,000 18,000 20,000 80名様まで

粟田口三条 京都ホテルオークラ別邸粟田山荘 40名様まで

富小路六角 要庵西富家（かなめあんにしとみや） 24名様まで ミシュラン星付

京都駅 ホテルセントノーム京都 10名様～ 生協特典あり　座敷あり

堀川五条 京都東急ホテル 7,000～ 10名様～ 生協特典あり

京都駅 新・都ホテル 10名様～ 生協特典あり

烏丸三条 モントレ京都 20名様～ 生協特典あり

京都駅西 リーガロイヤルホテル京都 20名様～ 生協特典あり

二条城前 ＡＮＡクラウンプラザホテル 20名様～ 生協特典あり

府庁近く 京都ブライトンホテル 20名様～ 生協特典あり

京都駅 ホテルグランヴィア京都 20名様～

京都駅 ザ・サウザンド　キョウト 8名様～ 生協特典あり

東山七条 フォーシーズンズホテル京都 16,000～ 20名様～

鴨川二条 ザ・リッツ・カールトン京都 20名様～ 生協特典あり

烏丸四条 インスタイルウエディング 6,480～ 10名様～ 生協特典あり

川端丸太町 京都鴨川アートグレイス 6,500～ 20名様～ 生協特典あり

清水道 Kiyomizu　京都東山 120名様まで 生協特典あり　送迎あり

北山 アイネスヴィラノッツェ宝ヶ池 20名様～ 生協特典あり　送迎あり

祇園 KOTOWA京都八坂 10名様～ 生協特典あり　送迎あり

市役所北 フォ-チュン・ガーデン京都 20名様～ 生協特典あり

木屋町 鮒鶴京都鴨川リゾート 10000～ 20名様～

高台寺 THE SODOH東山 20名様～ 生協特典あり(20名以上)

岡崎 平安神宮会館 10000～ 20名様～

錦小路室町 膳處漢ぽっちり　(ぜぜかん) 10名様～ 北京料理 生協特典あり

四条大橋 東華菜館　(とうかさいかん) 8,000～ 10名様～ 北京料理

※2019年３月～歓送迎会プラン。基本的には１０名以上です。 ※記載以外の料亭･ホテルなどもご案内可能です。お問合せください。

※ホテルの特典はそれぞれ異なりますので旅行部までお問い合わせ下さい。 ※飲み放題をつけないお料理のみのプランも可能です。

※2019年３月１日現在の料金です。(変更になる場合があります。） ※お座敷でのイス膳が可能な施設もございますのでご相談ください。
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