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平成30年５月開催予定
詳細は改めてDMでご案内いたします。

京税協・大同生命
チャリティー
　　　ゴルフコンペ

多数のご参加
お待ちして
おります！

第60回
京都税理士協同組合厚生会・
京都府支部連合会（共催）
大同生命保険株式会社（協賛）

　今年の三箇日はいかがでしたか？
　私は大いに食べ、飲み、歩き、笑いました。それは第一
に京都税理士協同組合の運営が好調裡に推移している事が
あります。その他個人的にも健康面も含めて笑顔マークが
弾けております。
　しかし、税理士業界の雲行きはいかがなものでしょう
か？
　暗雲立ち籠める、極めて厳しいものが予想されます。そ
の背景は昨年の年頭所感でも触れましたが、AIを中心と
した会計処理の革命がその実現にカウントダウンの状勢に
まで来ていると考えられるからです。加えて税務調査の激
減という税務行政を取り巻く大きな流れがあります。
　思い出します。今から50年前、税理士専門の計算センター
を作られた伝説の会計人が現われました。その先生曰く、

「会計人よ自ら電算化武装しなさい。それから生み出され
る膨大な時間を記帳代行ではなく税理士の本来業務に充て
たまえ！さもなくば強大な資本で電算化を達成した金融機
関に税理士はほとんどの仕事を奪い去られて行くことにな
る。その運命打開のために〇〇〇に入会しなさい。自ら電
算化を果たすのです！」
　この予言の評価は置くとして、その根底にある危機感は
何も変わっていないと思います。人工知能が人間の知能を
超えたとき、あるいはほぼ並んだとき、私たち税理士はど

う勝ち残ればよいのでしょう？ヒントは将棋の藤井聡太四
段にあると見ます。彼はAI将棋を相手として練習を重ね
ました。いや、最近の羽生「永世七冠を達成」にその心髄
を垣間見ることができると考えます。
　IT企業コンサルタントの梅田望夫氏は興味深い記事を
読売新聞に提供しておられます。曰く、「人工知能が将棋
を凌駕してしまった…私たちはどう生きればよいのか。…
将棋界は、そんな未来社会の問いに…直面している。人工
知能の世界で想定される事態を先取りしている。抗えない
現実を肯定的にとらえて生きるにはどうしたらよいのか…。
羽生は人工知能最先端の研究者たちを欧米に訪ね、対話を
重ねた。そしてその思考を著書としてまとめた。勝負にお
ける圧倒的達成の傍らで、羽生はこんなことまでやっての
けてきた」
　50年前の計算センター設立の先達の先生も、羽生永世七
冠も共通の事をやり遂げられました。恐れるな、自らが飛
び込め！そこにこそ勝機がある。
　しかし、とある人はおっしゃるかも知れません。二人共
大天才ですよ、京税協はどうなの？たしかに、私は天才は
おろか秀才でもない、只の市井の一税理士です。心配は御
無用です。我が税協が目指すのは、「集合天才」なのです
から。

� 理事長　辰巳　修偉

今年はどういう年にしましょうか？

詳細は同封の案内をご覧ください。 

講　師：明治大学准教授
エコノミスト  飯田泰之氏

　於　：京都税理士会館３階 京税ホール

テーマ： これからの日本経済 
 〜企業と地域から始まる経済成長〜

開催日：平成30年４月12日（木）
　　　　13：30〜15：00

第14回
会館建設記念講演

年 頭 所 感
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平成29年11月８日（水）　於：比良ゴルフ倶楽部

第59回
全税共

⃝成績表� （敬称略）

OUTスタート INスタート 団　体

優　勝 山﨑 登志雄
（園部支所）

安藤 竜三
（東山支所） 中京支所

準優勝 中川 秀夫
（伏見支所）

髙村 　智
（中京支所）

保険会社
【合同チーム】

第３位 足立 修平
（伏見支所）

松村 一郎
（上京支所）

東山・園部・峰山支所
【合同チーム】

　久しぶりにVIP君・ランちゃんチャリティーゴルフコンペに参
加させていただきました。スタート時はあいにくの雨模様、し
かし朝一のくじ運はよくオナーとなり、ガチガチの緊張の一発目、
そこそこ真直ぐにそこそこ飛んだので「今日は調子いいかも」
と内心考えておりました。
　その後のホールは、OBこそ無かったもののドライバーは右に
左に曲がり制御不能…、アプローチはよらず、パターは手前に止
まるは、奥に行き過ぎるは…などなど、またいつものパターンに…、
朝一の調子いいかもという気持ちは完全に崩壊しておりました。
　今までは、ブービー賞かブービーメーカー賞をいただけるの
が精いっぱいでしたので、上位の発表時はもう呼ばれる心づも
りはしておりませんでした。最後に優勝で名前を呼ばれた瞬間、
自分が呼ばれていることに一瞬反応できませんでした。本当に
すごい！ダブルぺリア方式によるハンデ制度は！！
　早速、帰り道で家に電話を入れ、「今日はとても良いステー
キをもらったから献立を考えなおしてください」と伝えました。
帰宅してすぐにステーキの写真を撮り、「みんなでステーキを食
べるので早く帰ってきなさい」と子ども達にメールを送りました。
さすが高級ステーキだけあって、皆すぐに帰ってきました。そ
の後、家族そろっておいしくいただきました！！
　最後に一緒にラウンドしていただいた、吉田征郎先生、村岡
大輔先生、吉田史樹先生、本当にありがとうございました。皆
様と楽しく会話しながら、和気あいあいの雰囲気の中で回れた
ことが、よいスコアと最高のハンデに恵まれたのだと思います。
　とても良い思い出ができた１日になりました。お世話いただい
た地区連絡委員会の先生方、本当にありがとうございました。
次回もぜひ参加したいと思います。もちろん連覇狙っていきま
す！！

園部支所　山﨑登志雄

OUTスタート優勝

　初優勝？ありがとうございます。何度か上位入賞は記憶にあ
るのですが、初めて優勝することが出来ました。
　２年ほど前に遠征ゴルフ中に肉離れを発症し、ゴルフ場から
病院に直行、その後も右肘、右膝と故障続きで年間36ラウンド
を維持してましたが、怪我以降は年間10ラウンドするかしない
かでした。
　今回のVIP君・ランちゃんチャリティーゴルフコンペが所属
ホームコースで開催されるとの事で割安にプレーできることや、
東山支所の作見先生、松見先生との楽しいラウンドということで、
お散歩気分で参加いたしました。
　１週間ほど前から当日のお天気が怪しくなり、毎日天気予報
とにらめっこしてましたが改善する見込みなし。やはり、朝か
ら雨模様でしたが、11時頃には合羽も脱ぎ快適にプレーできま
した。何よりも既知のキャディさんやスタッフの皆さん、コース
に恵まれつつも、練習もしない、コースも行かないのであれば
スコアは自明です。そこはダブルペリアの為せる業。たっぷり
とハンディをいただきサーロインステーキを頂戴いたしました。
最後にお世話くださった先生方、同伴者の日税ビジネスサービ
ス鎌谷さんに感謝。

INスタート優勝

東山支所　安藤　竜三

京都税理士協同組合・京都府支部連合会（共催）・全国税理士共栄会（協賛）

VIP君・ランちゃん
チャリティーゴルフコンペ

【お問い合わせ・資料請求は】

税理士顧問料の集金は

関与先様の集金は
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　城西館は明治七年創業以来、皇族の御定宿として、また
数多くの政界、財界名士の方々をお迎えし、土佐・真心の
宿として広く愛されてまいりました。
　城西館が常に大切にしているもの。それは家庭の延長と
してのお宿。遠路はるばる土佐の地へ足をお運びくださっ
たお客様にほっとおくつろぎいただけるよう、感謝の気持ちを込めて誠心誠意、真心でお
もてなしをすること。
　時は流れ、時代は変われど、いつまでも変わることのないおもてなしの心。
　さりげなく、そしてあたたかく。先人たちの熱い想いは今も城西館に息づいています。

　高知市内から約30分の自然に囲まれた宿泊施設。オーベ
ルジュ土佐山は、ただ泊まるだけではなく、とびきりのご
ちそうに出会い、満ちた時に浸る場所です。
　お食事は、お客様の体が一番喜ぶものを提供したい、そ
ういう想いで行き着いたのが『身土不二』。人のカラダは
自然と繋がっている、その土地でその季節にとれたものを
食べることがカラダに良いという考え方です。食材は徹底
的に高知産にこだわり、料理
は繊細且つ豪快に、お酒を楽
しめるように土佐の風土に合
わせて趣向を凝らしておりま
す。

城西館

オーベルジュ土佐山

宿泊先

お申込みは同封のご案内をご覧ください
お申込締切は１月末日となっておりますが、100名になり次第締め切らせていただきますのでお早めに！

2日間の旅

平成30年 4 15 16日 ㊊〜

の

予 告

春
親睦旅行 への高知 旅

　１日５便を運行する観光遊覧船は日高村本村にある乗船場
から名越屋沈下橋に向け往復約40分の運航です。青く高い空・
木々彩る緑の山々・悠々と流れる仁淀川で五感を解放し、こ
の素晴らしい自然を体全体でぜひ体感して下さい。

屋形船仁淀川 ２日目
観光組

そして、奇跡の清流

の仁淀川へ仁淀ブルー

で、こだわりの土佐の食をオーベルジュ土佐山

伊丹
空港16：00

桂　浜

17：10
城西館
（泊） 9：00

屋形船
仁淀川

9時台スタート予定 Kochi黒潮カントリークラブ

10：15

名越屋
沈下橋

11：45

司牡丹
酒造見学

12：45

大正軒

14：45

牧野公園等
近隣散策

芋屋金次郎
（お買い物）

城西館

観光組

ゴルフ組オーベルジュ
土佐山

12：30 昼食

昼食

２日目１日目
18：30 20：10

16：00 17：40

行  程

高知
龍馬
空港

高知
龍馬
空港

１日目
昼食
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　土佐藩筆頭家老、佐川領主深尾氏に従って来
た御酒屋が、1603年に創業した造り酒屋です。
400余年の伝統を持つ土佐を代表する老舗酒造
会社で、有名人にもファンが多いです。上町地区
を散策していると、お酒の香りが漂い、白壁の
酒蔵が軒を連ねていて、情緒ある風景が広がっています。酒
ギャラリーほていで、各銘柄の試飲や購入が出来ます。
　通常月曜日は休館日ですが今回特別にお見せいただきます。

司牡丹酒造

　司牡丹酒造の酒蔵がすぐ近くにある、大正２年創業のう
なぎ専門店。
　さばきたての鰻の焼き具合と創業から継ぎ足して変らぬ
味を保っている秘伝のタレに漬けるタイミングで、驚くほ
どの厚いふくらみと凝縮された旨味のうなぎが焼きあがる。
　完全予約制
の知る人ぞ知
る高知のうな
ぎの名店です。

大正軒

　日本ゴルフツアーの大会にも利用され、2004年には日本
プロゴルフ選手権大会が開催、2005年からはカシオワール
ドオープンゴルフトーナメントが毎年開催されている名門
ゴルフ場です。
　今回のご旅行では旅館で朝食をお召し上がりいただき、
いつもより余裕を持ったスタート時間にてお楽しみいただ
く予定です。

Kochi黒潮カントリークラブ ２日目

２日目

２日目
観光組

観光組

 
 
 

事業資金のご相談は日本公庫へ！ 

お近くの支店に気軽にご相談ください。 

京都支店 TEL075-211-3230 

西陣支店 TEL075-462-6420 

舞鶴支店 TEL0773-75-2211 

日本政策金融公庫 国民生活事業は、

地域の皆さまをサポートします！ 

◆セーフティネット 

◆創業・第二創業 

◆ソーシャルビジネス 

◆海外展開 

◆事業承継 

◆事業再生 

そして、奇跡の清流

伊丹
空港16：00

桂　浜

17：10
城西館
（泊） 9：00

屋形船
仁淀川

9時台スタート予定 Kochi黒潮カントリークラブ

10：15

名越屋
沈下橋

11：45

司牡丹
酒造見学

12：45

大正軒

14：45

牧野公園等
近隣散策

芋屋金次郎
（お買い物）

城西館

観光組

ゴルフ組オーベルジュ
土佐山

12：30 昼食

昼食

２日目１日目
18：30 20：10

16：00 17：40

行  程

高知
龍馬
空港

高知
龍馬
空港

昼食

ゴルフ組
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12月８日金

12月７日木

　いしや（金沢）に於いて、名古屋・東海・北陸・京
都の各税協・税協連が一同に会し、それぞれの推進

実績や施策が報告された。
各報告に対し活発な意見交
換がなされ、今後のより充
実した業務推進に向けて、
実りある会議となった。
　春に再度実務者会議を開
催の上、秋に大同保険推進
協議会を開催予定である。

保険第一委員会
大同保険推進協議会実務者会議

11月28日火

　提携企業（日本政策金融公庫）協賛の研修会開催に
併せ、当組合・厚生会の提携企業７社による企業
PRが京都税理士会館にて開催された。
　提携企業の特典内容等、当日研修会参加の先生方
への周知が進み、その後開催された個別業務推進協
議会においては提携企業参加者と当組合役員との間
で活発な意見交換がなされた。
　今後も提携企業の更なる周知を目指し、定期的な
PR活動を実施する予定である。
◆参加提携企業様（順不同・敬称略）
・組合提携企業…日本政策金融公庫、日税ビジネス
サービスグループ、東武トップツアーズ、オンワ
ードパーソナルスタイル、青山商事、丸善雄松堂
・厚生会提携企業…日本システム収納

事業委員会
提携企業研修時PR・個別業務推進協議会

12月11日月

　毎年恒例のチャリティー募金寄託は、伊島睦副理
事長と河村澄子専務理事が社会福祉法人京都府共同
募金会を訪問し、年２回開催のゴルフコンペにて実
施したチャリティー募金、161,000円を社会福祉法
人中央共同募金会に寄託した。当組合からの寄託は
今回で36回目、総額18,478,010円となった。
　紙面をお借りして、善意をお寄せくださいました
皆様に厚く御礼申し上げます。

チャリティー募金
寄託のご報告

埼玉県税理士
協同組合との協議会
　埼玉県税理士協同組合大井博理事長以下18名の役
員が来館され、主に
組合運営や各種事業
の実施状況などに関
して、辰巳修偉理事
長以下19名の担当役
員と活発な意見交換
がなされた。

12月20日水
委員会合同忘年会
　役員と委員による忘年会が、新たに提携企業に加
わった京都ホテルオークラで開催された。
　８月に新体制となった各委員会は、それぞれの分
野において活発に活動を行っており、総勢98名の参
加があった。
　委員会の垣根を越えた
楽しい会話が飛び交い、
年の瀬の忙しい中、和や
かな忘年会となった。

日 時

平成30年８月９日（木）

場 所

ウェスティン都ホテル京都

京都税理士協同組合

第46回通常総会
第７回厚生会通常総会も同日開催予定です。詳細は改めてご案内いたします。
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軽食、スコーン、スイーツ（写真をご
らんください）、どれも味も形も凝っ
ていて、美味しくさすがです。
　アフタヌーンティーの後はお庭「積
翠園」（しゃくすいえん）、平重盛の別
邸・小松殿の庭園といわれる回遊式日
本庭園の散策です。一角にお地蔵さん
がおられ、皆で「ここに泊まれるくら
い稼げますように」とお願いしました。
仕事頑張りますよ！！ また、お茶室も
あり、昼はお茶席、夜はラウンジになっ
ていて、珍しいワインや日本酒が並ん
でいました。
　ホテル内はどこも洋風に和風がミッ
クスされている造りで京都を感じさせ
ます。おしゃれ！
　次回、確定申告明けにはランチをと
約束し、ホテルを後にしました。

　私たち東山支所自慢のフォーシーズ
ンズ！その中にあるブラッスリーのア
フタヌーンティーを東山女子３人組が
満喫してまいりました。
　京都女子大学へ続く道をしばらく歩
くとフォーシーズンズの看板が見え、
エントランスまで竹の小径が続きます。
ロビーを入るとニコライバーグマンさん
のお花の作品が至る所に飾られていま
す。階段を下りていざブラッスリーへ。
　席に着くと、窓から庭が広がり、気
候の良い頃だったらテラス席がいいで
すね。クリスマスアフタヌーンティー。
飲み物は飲み放題、紅茶がおすすめで
す。ドイツの老舗ロンネフェルトの茶
葉を使い、色々ブレンドされています。

　私のおすすめのお店は、御所南にあ
る「Restaurant 信」フレンチのお店
です。
　ご夫婦で切り盛りされている席数14
席のアットホームなお店で、寺町丸太
町を下った寺町通りに面した白塗りの
壁に和テイストの店構え。格子戸をく
ぐると店内は、吹き抜けになった天井

から木漏れ
日が差し込
み、黄色の
椅子に紺色
のテーブル
クロスが可
愛 ら し い

「 和×フ レ

ンチ」のお洒落
な空間です。
　シェフ一押し
のメニューは、
園部の契約農家
より届く朝採り
無 農 薬 野 菜 を
使ったオードブ
ル。華やかな盛
り付けは、まる
でフラワーアレンジメントのようで、
京野菜の美味しさ、甘さ、みずみずし
さを味わえる一品です。
　私のお気に入りは、オマール海老の
ポワレ、ロースト加減が絶妙でプリプ
リの海老がとても味わい深いです。友
人とのディナーや母・私・娘の女三世
代ランチに利用、どのお料理も素材本

来の味が活か
され、幅広い
年齢層に人気
です。
　シ ェ フ の
モットーは、

「高級フレン

チレストランというイメージではなく、
温かく心地良いフレンチレストラン」
とのこと。一皿、一皿にシェフの想い
が溢れる優しいフレンチに笑顔が素敵
な奥様のおもてなしもプラスされ、心
も胃袋も癒されるそんなお店です。是
非一度、心に残る一皿を味わってみて
ください。

フォーシーズンズホテル京都
レストラン ブラッスリー
〒605-0932 京都市東山区妙法院前側町445-3
Ｔ Ｅ Ｌ　075︲541︲8288
営業時間　朝　食 7：00～10：30

　　　　　ランチ 11：30～14：30

　　　　　ディナー 17：30～22：00

Restaurant 信

伏見支所　埜崎 静子

フォーシーズンズホテル京都

レストラン
ブラッスリー
東山支所　西澤小百合

豊国廟参道（女坂）豊国廟参道（女坂）

東
大
路
通

東
大
路
通

フォーシーズンズ
ホテル京都

レストラン 
ブラッスリー

七条通七条通

妙法院妙法院

京都国立
博物館
京都国立
博物館

丸太町通丸太町通

富
小
路
通

富
小
路
通

麩
屋
町
通

麩
屋
町
通

御
幸
町
通

御
幸
町
通

竹屋町通竹屋町通

寺
町
通

寺
町
通

御所南
小学校
御所南
小学校

行願寺行願寺

Restaurant信

Restaurant 信（しん）
〒604-0993 京都市中京区寺町竹屋町下る
久遠院前町667-1
Ｔ Ｅ Ｌ　 075︲231︲1211
営業時間　ランチ 11：30～14：30

　　　　　ディナー 18：00～21：00

定 休 日　月曜日

とっておきのお店飲食店に限定せず、なんでもOK─
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た いむ御麩
お

ふ

　キャンプに行きだしたのは娘の影響です。一昨年の夏に
娘の友達と家族ぐるみで親しくしている方のお誘いで行く
ことになりました。夏は暑いので風邪をひく心配がいらな
いし、ビギナーの私達家族にとっては絶好の機会です。夏
のキャンプは、少々虫が出ます。蟻や虻

ヤブ

蚊
カ

といった虫が容
赦なくテントに入ってきて子供たちは大騒ぎです。虫の処
理はお父さんである私の仕事です。虫の駆除や蚊取り線香
の準備、バーベキューの準備等色々とすることは多く、あっ
という間に時間が過ぎていきました。
　次に昨年の５月に行きました。一昨年の夏に行った御家
族と一緒に再度行きました。その際にキャンプ場に行って
必要なものを実際に見ていたので、キャンプ用品専門店で
色々と購入しました。テント用品で購入時に一番重視した
のが、簡単に設営し快適に過ごせるものということです。
５月に行った時には、前回の夏に比べて早く設営が出来た
のですが、テントの撤収にはかなり手間取りました。
　キャンプをすると父の頑張りが家族に伝わり、テントの
設営やペグ打ちを率先して長女が手伝ってくれます。また、
次女も同じように手伝おうとするのですが、危なっかしく
てハラハラします。５月に行った後、もう少し段取りよく
しようと思い６月と７月にもキャンプに行きました。
　そんな時に、キャンプ用品の店員さんから冬のキャンプ

（イベント付）のお誘いがありました。冬のキャンプは寒
いかな？行きたくない、と思っていましたが、冬のキャン
プには虫がいません。これで蚊取り線香係はなくなりまし

た。冬のキャンプのイベントで、クイズラリーや餅つき大
会、夜にたき火を囲んでのトーク、次の日に、ラジオ体操、
クイズラリーの結果発表がありました。イベントの中で特
に印象に残ったのが、たき火の温もりを感じながらマシュ
マロを串にさして食べた時の美味しかったこと、その後テ
ントに戻る時に空気が澄んでいたので星が綺麗だったこと
です。
　今回は、電源サイトでテントを張りました。寝室には電
気毛布を準備し、寝室以外のスペースにはホットカーペッ
トを持参しました。食事はホットプレートでお昼にたこ焼
きを、夜は焼きそばを作りました。次女はいつでもご飯が
必要でご飯も炊きました。電源サイトのおかげで寒くもな
く快適に過ごせました。

〜御池麩屋町　京税協でほっこり〜

思い出の旅行記、趣味体験記、好きな人物（歴史、

スポーツetc）、などなど自由に寄せてください！

冬山キャンプに行きました� 左京支所　木下　隆一
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んだバレーボールで行くか！と肚を決め、近所で程よい
チームはないかと調べてみると、男子チームは想像通り少
なく、本格的に活動されているチームばかり。う～ん…と
気後れしているところに、ふと昔の上司の言葉を思い出し
ました。「ソフトバレーボールにハマってるねん！」。早速
ネットで検索し、近所で引っかかったチームに体験入部を
申し込みました。
　ここで、ソフト
バレーボールを簡
単に説明しますと、
通常のバレーボー
ルより狭いコート
でネットも低く、
また大きくて柔ら
か い ポ ヨ ポ ヨ の
ボールを使用しま
す。プレーヤーは４名で、基本ルールは概ね６人制バレー
と同じような感じです。
　体験入部初日、緊張しつつ挨拶をすませて準備運動開始。
久々とはいえ、パスをしだすと徐々にですが昔の感覚が
甦ってきます。アップも終了し、いよいよチーム分けをし
て試合形式。ルールの違いやソフトバレー独特のスタイル
もあるとのことで、まずは見学させてもらうことに。皆さ
ん楽しそうにプレーされており、自分もこれぐらいなら何
とかいけるのでは…と調子に乗るのも束の間、いざプレー
してみると、私より年上の方々が軽く笑顔でプレーされて
いる中、私だけ一人ゼエゼエと息を切らし、３セット程し
たところからは、膝が笑い出す始末で…（涙）。
　自分のスタミナの無さに唖然としながら、ソフトバレー
ボールの奥深さを知り、早速入部を申し込んで帰りました。
それから、毎週土曜の夜に通い続け、まだまだ諸先輩方に
は遠く及びませんが、やっとこさ笑みをこぼす余裕もでて
きたところです。気になる体重はというと、１年半で傾き
は緩やかになったものの、いまだ成長し続けており、食事
が美味しい今日この頃でございます。

　おおよそ１年半前、齢40を超え、これまで運動という運
動を何もしてこなかったツケが回ってきたのか、体重は右
肩上がりに増加しつづけるハメに（涙）。右肩上がりの売
上高なら諸手をあげて喜ぶところですが、このままではマ
ズいと思い、何か少しでも運動を始めようと決意。私のス
ポーツ遍歴は、やってきたといえるかはマユツバですが、
学生時代のバレーボールだけ。とりあえず、できるできな
いは棚に上げて、テニスなんか憧れます。お昼休みや休日
を利用してスパーンっ！と爽やかに汗をかかれている姿は
やはりカッコいいですよね。
　とはいえ、実際に自分が始めるとなると話は別で、運動
から離れていた40過ぎのおっさんが始めるには極めてハー
ドルが高く…ということで、却下。やはりここは慣れ親し

運動のススメ� 宇治支所　小松　和也

ソフトバレーボール

バレーボール
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のってみた おりてみた
No.2

地下鉄東
西線

京阪京津
線

京阪石山
坂本線

江若バ
ス

坂本ケ
ーブル

橋梁が７か所とトンネルが２か所あるということでした。
昭和３年に開業し、昨年３月で開業90年を迎えたというこ
とを聞いて驚きました。
　大きなベルの音がして「福号」は、目的地「ケーブル延
暦寺駅」に向かって発車しました。乗客は私の他、学生さ
ん３人と老夫婦２組だけで車内はガラガラでした。
　車両は森の木立の中をゆっくり進んでいきました。静か
な車内には、スタジオジブリの映画のオルゴール音が心地
よく響いています。森の木漏れ日のなか、小さなトンネルを
２つくぐりました。ここからトトロが出てきても不思議で
はない感じがしました。
　しばらくすると、さらに冷えてきて指先が痛いぐらいで、
気温は２℃ぐらいかと思いました。線路の脇に、キラキラ
光る白いものが見えてきました。雪です雪！今年初めての
積雪です！寒いのも忘れて
シャッターを切りました。
林を抜けた山の中腹の辺り
では、晴天のもと、眼下に
琵琶湖の景色が現れてきま
した。
　美しい風景に見とれつつ、
中間駅を経て「ケーブル延
暦寺駅」に到着しました。
　駅舎を出るとさらに雪が
積もっており、立て札には
標高654mと書かれていま
した。そこは、展望台になっ

　12月中旬、朝刊で「京都で初雪」というタイトルをみか
けたことをきっかけに、雪を見に比叡山に行ってみようと
思いました。
　「出町柳」から叡山電車に乗ろうと思って、ネットで検
索したところ八瀬から比叡山山頂までの叡山ケーブルと
ロープウェイは整備のため、12月12日から春まで運休中と
いうことがわかりました。
　そこで、烏丸御池から地下鉄東西線に乗って、京阪京津
線、石山坂本線を乗り継いで、坂本（滋賀県）側から比叡
山に行くことにしました。
　浜大津駅で、京阪京津線から石山坂本線に乗り換え、坂
本駅には20分ほどで到着しました。
　ちょうどケーブルの駅に行く路線バス（江若バス）が来
たのでそれに乗り
ました。日吉大社
を抜けるとすぐに
「ケーブル坂本駅」
に到着しました。
そこは山の麓にあ
り、随分冷え込ん
でいました。待合
室には、大きなストーブが焚かれていました。そのストー
ブで手を温めながら待っていると、ケーブルカーがホーム
に入ってきました。
　その車両には「福号」という縁起のいい名前が付けられ
ていました。車両は赤色が基調の「福号」の他に、緑色が
基調の「縁号」があるそうです。この車名は開業当時に、

山田恵
え

諦
たい

天台座主が命名されたそうで、乗車券には山田座
主の揮

き

毫
ごう

による「福号」と「縁号」の文字が印刷されてい
ました。
　乗車時間は11分ということでしたが、ケーブルの長さは
2025mで日本一だそうです。また、ケーブルカーには珍し
い中間駅として「もたて山駅」と「ほうらい丘駅」があり、
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う少し早かったら、これに乗って京都に戻れたのにと、残
念に思いました。確定申告が終わったら、もう一度来て、
ゆっくり比叡山を一周してみようと考えながら、駅に止
まっているケーブルカーに乗って山を下ります。
　乗ったのは帰りも「福号」でした。福×福でいいことが
ありますように。でも次回は「縁号」にも乗ってみたいなぁ。

ていて、眼の前に琵琶湖が広がっており、その向こうに近
江富士（三上山）がくっきり見えました。また、北の方角
には美しい雪山が見えました。比良山かなぁ。
　展望台と反対方向に進んでみると、無動寺参道と書かれ
た石碑があり、誰かが作った可愛い雪だるまが置かれてい
ました。
　山頂から下りてくる風はきりっとして冷たいけれども、
森林の良い香りを運んできました。深呼吸して新鮮な空気
を思いっきり吸い込みました。一帯の木々から聞こえる小
鳥のさえずりが軽やかです。天然のアロマテラピーを受け
ているような感じで、年
末の煩雑な毎日をしばし
忘れることができました。
　ふと見ると案内板のと
ころに「京都方面行き、
叡山ロープウェイ・叡山
ケーブル、運休中」のポ
スターがありました。も

広報委員　小林 由香
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　今回は京都の主要な通りの一つ「御池通」です。私の住
居が御池通に面しているので探索したく思い、今回が良い
機会でした。
　元々御池通は平安時代の頃は「三条坊門小路」にあたり
ます。「御池」は二条城近郊の神泉苑の中の池に通じてい
た道が由来で、江戸時代中頃から「御池通」と呼ばれたよ
うです。また江戸時代初期では「小池通」と呼ばれていた
とも言われています。
　さて、スタート地点は御池通の西端にあたる「三条御池」
です。御池通は以前西端が天神川通でしたが、平成20年に
地下鉄東西線「太秦天神川駅」ができたため、御池通の西
端が三条御池まで延び、
右京区役所等も移転して
きました。
　まず東へ移動し天神川
通を渡りますと、以前は
山ノ内浄水場がありまし
たが、平成25年に廃止さ
れ、現在は大学や病院等
ができています。
　葛野大路通を渡ります
と「本願寺 角坊（すみ
のぼう）」（写真１）があ

ります。こちらは親鸞聖人のご往生の地として、本願寺の
飛地境内にあたるようです。
　西大路通を渡り
ますと「JR二条駅」
があります。以前
は木造駅舎として
有名でしたが、駅
の高架化により現
在木造駅舎は梅小
路蒸気機関車館で
資料展示館として
活用されています。梅小路へ見に行きたいと思いました。
　東に向かいますと「神泉苑」（写真２）があります。神
泉苑は平安京遷都とほぼ同じ頃、大内裏の南に接する地に
造営された禁苑です。季節を問わず、どんな日照りの年に
も涸れることのない神泉苑の池には竜神が住むと言われて
います。また日本で唯一の恵方社で毎年大晦日の22時半に
翌年の恵方へ祠の正面が向けられます。平安時代の様子が
想像できそうな趣がありました。

　北側には「二条
城」（写真３）が
あります。二条城
は徳川家康が築城
し、家康自身の将
軍宣下に伴う賀儀
が行われました。
幕末の頃は徳川慶
喜の大政奉還が行

われたため、江戸幕府の始まりと終わりの場所でもありま
す。大政奉還から150年、丁度今年の大河ドラマが「西郷
どん」のため、歴史の鼓動が聞こえてくるようです。
　二条城より南に「二条陣屋」（写真４）があります。二
条陣屋は豊臣秀吉の家臣の小川祐忠の長男が米穀商等をし
て建てたもので、江戸時代には二条城に仕える中小大名の
陣屋として利用されていました。
　堀川通を渡りますと「豊臣秀吉妙顕寺城跡」（写真５）
があります。こちらは豊臣秀吉が二条新邸として堀・天主
が造られ、聚楽第ができるまで京都の政庁でした。また豊
臣秀吉の京都の宿舎として活用されていました。大坂と京
都を行き来する大忙しの豊臣秀吉が想像できました。

御
池
通

写真1

写真2

写真3

写真4

広
報
委
員
　
伊
藤 

政
宏

写真5
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　東へ向かいますと「御金（み
かね）神社」（写真６）があり
ます。御金神社は日本神話に登
場する伊邪那岐（いざなぎ）・
伊邪那美（いざなみ）の皇子で
ある金山毘古神（かねやまひこ
のかみ）がご祭神として祀られ
ています。金山毘古神は鉱山・
鉱物の神とされ、現在は金神（こ
んじん）様の愛称で親しまれて
おります。黄金に輝く鳥居はあ
まり京都では見られないため、
驚きました。
　南の方には「高松神明神社」
があります。高松神明神社は平
安時代中期に創建されたとのこ
とで、その後に起きた保元の乱・
平治の乱を経て現在に至ります。また境内には「神明地蔵
尊」（写真７）があります。元々真田幸村が拝んでいた地
蔵尊で、後に和歌山県の九度山の善名称院より譲り受けた
ようです（知恵が授かるとの云われがあります）。神社の

境内にお地蔵さんがあることは
非常に珍しいですし、真田幸村
の名がでてくるのも驚きです。
　烏丸通を渡って北の方に「足
利尊氏邸・等持寺跡」（写真８）
があります。こちらは室町幕府
の初代将軍足利尊氏の邸宅があ
り、幕府の政務をとっていまし
た。尊氏の死後は等持寺として
足利氏の菩提寺とされました。

豊臣秀吉と同様に、御池通には当時の政務等の場所が集中
していると感じました。
　南に向かいますと「御所八幡宮」（写真９）があります。
御所八幡宮は鎌倉時代に後宇多天皇が石清水八幡宮を勧請
したことより「御所」という名が付いたとのことで、その
後足利尊氏が自らの邸宅内に守護神として再興したようで
す。
　東に向かいますと、寺町通に「本能寺」（写真10）があ
ります。本能寺は室町時代に当初「本応寺」として創建さ
れました。元々は四条堀川近郊にありましたが、本能寺の
変後、豊臣秀吉により現在の場所
に移転させられました。
　河原町通を渡りますと、京都ホ
テルオークラの前に「桂小五郎像」

（写真11）があります。元々京都
ホテルオークラには江戸時代、長
州藩（現在の山口県）の藩邸があっ
たことが像の建立の由縁でした。
　さていよいよゴールの「川端御
池」に！今日は御池通の探索で、平安時代・鎌倉時代・室
町時代・戦国時代・江戸時代と様々な時代を体感でき、貴
重な時間を過ごすことができました。
　皆さんも「京のみち」を探索いただきますと、今まで知
らなった発見があるかもしれませんよ。

写真9 写真10

写真11

写真6

写真7

写真8
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第４回理事会
　平成29年度第４回理事会12月20日（水）午後４時30分より開催。
当日の出席状況は次の通り。
　理事52名　監事５名　相談役３名

【決議事項】
　次の第１号～３号各議案が承認可決された。
第１号議案　組合加入承認の件
　個人18名、法人２社、賛助会員14名の加入を承認。承認の結
果、個人組合員は1,212名、法人組合員118社、出資金額8,412万円、
賛助会員395名、加入率は83.9％となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○山本　正明（右京） ○岡﨑　敬史（右京）
○井口　奈穂（中京） ○東出　憲一（宇治）
○野田　典秀（上京） ○花山　和士（下京）
○髙田　直浩（上京） ○小林　孝嗣（下京）
○北山　真衣（下京） ○加藤象二郎（下京）
○小寺　　樹（園部） ○谷口　陽亮（宮津）
○中田　武文（宇治） ○籠谷　千春（伏見）
○田中不二夫（園部） ○岩田　洋明（園部）
○藤井　典子（右京） ○坂　　巧美（宇治）
（法人組合員）
○MHC税理士法人（中京）
○税理士法人ビジョン・ナビ（宇治）
（賛助会員）
○西田　文明（宮津） ○湯川　健三（右京）
○里井　良夫（上京） ○小林　美貴（中京）
○神谷　　浩（中京） ○山本　修平（上京）
○四方　浩人（中京） ○林　　重雄（宇治）
○片山　正史（園部） ○寺田　慶子（宇治）
○萩原　未季（宇治） ○細見　祐介（福知山）
○平澤　尚士（右京） ○富田　晋治（右京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
　下記、賛助会員への功労金支払が承認された。
○永山　勝敏（宇治・脱退【北支部へ転出】）
○脇田清一郎（右京・脱退【業務廃止】）
○今井　弘子（右京・脱退【業務廃止】）
○今津菜穂美（中京・脱退【東京会へ転出】）
○髙田　直浩（上京・脱退【組合員へ移行】）
○花山　和士（下京・脱退【組合員へ移行】）
○岩田　洋明（園部・脱退【組合員へ移行】）
○谷口　陽亮（宮津・脱退【組合員へ移行】）

第３号議案　新規提携企業（３社）承認の件

【報告事項】
（総務部門）
総務委員会

①財務報告
②行事予定・組合PR開催状況、年末年始の弔事連絡について
③教育情報図書の配付申込状況について
④チャリティー寄託報告

広報委員会
・「京税協」159号発行状況報告

地区連絡委員会
①10月13日（金）両丹懇談会開催報告
② 10月30日（月）支所会計担当者会議・支所合同協議会開催報告
③ 11月８日（水）全税共VIP君・ランちゃんチャリティーゴル

フコンペ開催報告

④ 12月７日（木）埼玉県税理士協同組合との協議会開催報告
⑤ 来春４月15日（日）～16日（月）一泊旅行【高知方面】と大同

生命チャリティーゴルフコンペ（５月開催予定）について
（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）

①９月26日（火）営業社員ランチミーティング開催報告
②10月16日（月）特別講演会開催報告【厚生会主催】
③12月８日（金）大同保険推進協議会実務者会議開催報告

保険第二委員会（全税共ほか）
①全税共第32回全国統一キャンペーン

・会社別入賞者数一覧
・個別業推、表敬訪問等実施報告
・表彰式・祝賀パーティー開催要領

②税理士VIP代理店挙績（Z2）キャンペーンについて
③次年度キャンペーン施策について（代理店登録［Z1］・年

度末）
④小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーンについて

（事業部門）
事業委員会

①10月20日（金）事業推進協議会開催報告
②提携料徴収に伴う提携企業へのサポート体制強化について
③平成29年分税務便覧申込み状況について
④平成29年版「提携企業便覧」制作について

出版委員会
・委員会開催報告

研修委員会
・講座開催実績並びに今後の開催予定報告
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11・27 出版委員会（税務便覧の販売状況報告）

11・28

研修・短期講座
「金融機関が見る融資審査のポイント」
　講師：日本政策金融公庫京都支店
　　　　国民生活事業統轄　小倉　悟氏
　参加：120名

11・28 提携企業研修時PR・個別業務推進協議会
12・１ 日本生命との個別業務推進協議会

12・２ 近畿青年税理士連盟京都支部忘年会出席
　於　京都木村屋本店

12・７ 埼玉県税理士協同組合との協議会

12・８ 大同保険推進協議会実務者会議出席
　於　いしや（金沢）

12・11 正副理事長会

12・11 社会福祉法人京都府共同募金会にゴルフコンペ等
のチャリティー募金を寄託

12・12 全税共第32回表彰式・祝賀パーティー事前打合せ
　於　ウェスティン都ホテル京都

12・14

研修・勉強会
「税理士実務に役立つ最近の判例・裁判例第４回」
（全５回）
　講師：立命館大学法学部教授　山田泰弘先生
　参加：51名

12・19

研修・短期講座
「中小企業オーナーの相続・事業承継と生命保険」
　講師：日本生命保険（相）代理店営業本部
　　　　コンサルティング推進部長
　　　　山本吉克先生
　参加：32名
　於　市民交流プラザふくちやま

12・20 常務理事会・理事会

12・20 委員会合同忘年会
　於　京都ホテルオークラ

12・25 広報委員会（第160号編集割付）
12・28 仕事納め

平成30年
１・４ 仕事始め

１・９ 近畿税理士会　新年賀詞交歓会出席
　於　帝国ホテル大阪

１・10 常務理事会
１・11 広報委員会（第160号ゲラ校正）

１・11

研修・勉強会
「税理士実務に役立つ最近の判例・裁判例第５回」
（全５回）
　講師：立命館大学法学部准教授　安井栄二先生
　参加：51名

１・15

支部連・京税協共催　新春講演会
　於　京都ホテルオークラ
支部連新年祝賀会出席
　於　京都ホテルオークラ

１・16 総務委員会（支所会計について）

１・16 支所会計【中間収支報告書】確認日（福知山・宮津・
舞鶴・峰山）

１・17 広報委員会（第160号ゲラ再校正）

１・17 支所会計【中間収支報告書】確認日（上京・下京・
右京・園部）

平成29年

１・17 上京支部例会・意見交換会出席
　於　京都ブライトンホテル

１・18
関東信越税理士会埼玉県支部連合会・埼玉県税理
士協同組合　新年賀詞交歓会出席
　於　パレスホテル大宮

１・19 地区連絡小委員会（一泊旅行について）

１・19 支所会計【中間収支報告書】確認日（中京・左京・
東山・伏見・宇治）

１・23

研修・短期講座
「平成29年分確定申告の留意点─経済社会の構造変
化への対応と申告実務への影響─」
　講師：永橋利志先生
　参加：228名（１月17日現在）

１・24
研修・短期講座

「日本の財政問題〜Xデーは訪れるのか〜」
　講師：富村将之先生
　参加：50名（１月17日現在）

１・25 日本税理士協同組合連合会　全国理事長協議会出席
　於　日本税理士会館

１・25 「京税協」第160号発行

事業委員会からのお知らせ
◎下記の企業と新しく提携いたしました。
〈㈱京都ホテル〉
〈㈱サンケイビルマネジメント〉
〈大阪ガス都市開発㈱〉

◎�近畿日本ツーリスト㈱の名称が㈱近畿日本ツーリスト
関西へと変更になりました。
◎�リソル不動産株式会社との契約は平成29年12月31日
で終了いたしました。 

※提携内容等につきましては、事務局までお問い合せください。（担当：杉本）
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■個人住民税について
◆給与支払報告書の提出について

　平成29年中に支払われた給与に係る「給与支払報告書」

の提出期限は平成30年１月31日です。給与受給者の平成30

年１月１日現在の住所地の市町村（退職者については、退

職時における住所地の市町村）に提出してください。給与

支払報告書は、前年中に給与等の支払いをしたすべての従

業員等（事業専従者、パート、アルバイト、役員等含む）

について、給与支払額の多少にかかわらず（退職者につい

ては支払額が30万円を超える者）、提出が必要です。従業

員等本人が、個人で確定申告や市民税申告をされる場合で

も提出が必要ですので御協力をお願いいたします。

　なお、平成30年度から特別徴収義務者の一斉指定を実施

いたします。これに伴い、普通徴収の該当者がおられる場

合は、「普通徴収切替理由書（兼仕切紙）」の添付が必要と

なります。「普通徴収切替理由書（兼仕切紙）」の添付及び

個人別明細書の摘要欄への符号記入がない場合は、原則、

特別徴収として取り扱いますので、御了承ください。

◆インターネットによる電子申告について

　eLTAX（エルタックス：地方税ポータルシステム）を

利用して給与支払報告書の電子申告をされる場合は、「普

通徴収切替理由書（兼仕切紙）」の添付は不要です。ただし、

個人別明細書の摘要欄に理由の符号を記入し、「普通徴収」

欄に入力をしていただく必要がありますので御注意くださ

い。

　eLTAXについての詳細は、下記ホームページをご覧く

ださい。

　【eLTAXホームページ】http://www.eltax.jp/

【京都市の提出先及び問合せ先】

〒604-8171

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の１

井門明治安田生命ビル５階

京都市市税事務所法人税務担当（特別徴収担当）

TEL　075-213-5246

京都市からのお知らせ

★毎月3万円の掛金（年間36万円）で、例えば
　課税対象所得400万円の方なら、約11万円
　の節税になります。
　（左図は確定申告書の記載例）

回収困難となった売掛金（被害額）相当の資金を調達できます。（最高8,000万円まで）
「取引先の倒産」と「商取引の事実」の確認で迅速に貸付実行。「取引先の倒産」と「商取引の事実」の確認で迅速に貸付実行。

当面の資金繰りに役立ち、自社と社員を守れます。当面の資金繰りに役立ち、自社と社員を守れます。

将来、「廃業」「役員退任」等が生じたときに共済金を
受け取れます。
将来、「廃業」「役員退任」等が生じたときに共済金を
受け取れます。
現役引退後の安心した生活設計が図れます。現役引退後の安心した生活設計が図れます。

経営セーフティ共済 検  索

小規模企業共済 検  索

掛金は
損金もしくは
必要経費に
算入できます

掛金は
全額所得
控除

共済制度のお申し込みは 〒604ｰ0943 京都市中京区麩屋町通御池上ル上白山町258ｰ2
TEL. 075ｰ222ｰ2311  FAX. 075ｰ222ｰ2355京都税理士協同組合

⃝ ご結婚や叙勲（高齢者叙勲も含む）の栄に浴された場合はお祝い金
⃝ご不幸の場合は弔慰金　　　　　　　⃝傷病・災害の場合は見舞金

を慶弔規程に基づきそれぞれ贈らせていただいております。
　ご本人の申し出はもとより、他の組合員等からの連絡でも適用させていただきます。
　詳細につきましては、組合員名簿に記載の慶弔規程をご覧いただくか、事務局までお問合せください。

　当組合では、組合員・賛助会員の慶弔、傷病や災害等について慶弔
規程を設けております。

組合慶弔規程について
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