
　京都駅よりJR嵯峨野線で保津峡駅
の次に馬堀駅があります。行楽シーズ
ンになると嵯峨野トロッコ列車「トロ
ッコ亀岡駅」の乗換駅ということもあ
り、多くの観光客が利用する駅です。
　その馬堀駅前商店街に私がご紹介す
る「鮨処さくら」があります。
　檜を使用した広いカウンター席と座
敷のある店内に入ると、肩の凝らない

安らぎの空間が、そこにあります。
　お薦めは本格江戸前鮨。オープン当
初は敢えて鮨のみで営業しその腕前で
常連さんを広げていったという逸話か
らもその自信がうかがえます。
　店主が毎朝市場に足を運んで厳選し
た新鮮なネタで、自信を持って握って
くれる鮨はもちろんのこと、その季節
の素材を使った料理が味わえます。

　また、気さくで話好きな店主は、初
めて来店されたお客にも、気軽に入れ
てくつろいでもらえるように日々心が
けています。お茶一つとっても、鉄製
の茶釜を使うなど随所にさりげない心
遣いを感じます。

鮨処 さくら

先斗町なごみ屋 連

とっておきのお店　　─組合員先生方のお薦めのお店─

鮨処 さくら
亀岡市篠町馬堀駅前
TEL 0771-25-2069

営業時間　（昼）11：30～13：30（夜）17：30～22：00
（日曜は夜のみ営業、月曜定休）

　「メタボ」の文字がとびかう昨今、
旬の新鮮なお野菜をいただけるお店を
お薦めします。
　三条大橋から鴨川沿いの先斗町に
入り、歌舞練場を下がると、ほどなく
「なごみ屋 連」の看板が目に止まりま

す。
　お茶屋さん
や割烹が並ぶ
先斗町の中で
は、まだ静か
なたたずまい
を残す辺りで、
四季折々のお
野菜を使った
創作料理を味

わうことができるお店です。
　あっさりした味付けの中にも、甘味
あり・風味ありで、素材そのものの味
をビールと、ワインと、勿論熱燗とも
じっくり楽しめます。
　今やハウスものが出回って季節感が
薄れる中、露地もののお野菜を旬の時
期にまったり食べた！という満足感が
得られて、5,000円くらい。お腹にも
やさしい、サイフにもやさしい…。
　心がな
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、お客様が連
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な
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り
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ま
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す
・

よ
うに！ぜひ「野菜づかいの職人芸」を
味わってみてください。

先斗町なごみ屋 連
京都市中京区先斗町歌舞練場下ル西側

TEL 075-251-7878
営業時間　17：00～25：00（LO/24：30）

日曜は～24：00（LO/23：30）
（無休）　http://www.kyoto-ren.jp/

園部支所　八釣重雄

宇治支所　徳田明子
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マロッコ公園

福知山信金

マツモト

←亀岡

↓京都

↑嵯峨嵐山

和食さと

アルプラザ
篠インター

（京都縦貫自動車道）

国道９号線

←亀岡駅
馬堀駅

トロッコ亀岡駅

馬堀駅

　常に満開。常に満席。いつまでも風
情を保って咲き続けたいとの願いを込
めて命名された店「さくら」へ是非お
立ち寄り下さい。

【9】第121号京都税理士協同組合ニュース



京税協・大同ゴルフコンペ
 瀬田ゴルフコース

　昨日の風雨もスカッと止み、爽やか
なゴルフ日和を迎えました。
　しかし、還暦も過ぎ、体調も今一つ、
ゴルフ熱も少し和らぎ、キャンセルし
ておけば、と思いながらも、メンバー
表には初対面の３名様。迷惑になって
はと、早くから準備運動にとりかかり
ました。ストレッチに素振り、パター
練習と一通りのものを終えティーグラ
ンドへ。この緊張感は幾つになっても
変らないようです。
　出足から好ましくないスコアが５ホ

　京税協・大同ゴルフコンペで優勝す
ることは、かねてからの目標の一つで
した。今回のコンディションは、あま
り良くない状態で、期待はしてなかっ
たのですが、運よく隠しホールがはま
ったみたいです。前半トリプルボギー
から始まり、次のホールではダブルボ
ギー、３ホール目でもダブルボギーと
ひどい状態でした。それからはスコア
を意識せず、取敢えず前半スコアを50
までで回れるようにと専念しました。
気持ちを切り替えた甲斐もあって何と

か49で上がれました。後ろを振り返ら
ずにそのホールだけを考えることで結
果は良い方向に進むのだと実感しまし
た。後半では、前半のような極端な乱
れはなく、ダブルボギーは叩いたもの
の、それなりにまとめられ45のスコア
で回ることができました。結果グロス
94というスコアでしたが、ダブルぺリ
アでは多く叩くことも必要であること
を再確認した次第であります。「人間
万事塞翁が馬」という諺通り、平常心
で物事を推し進めていくことの大切さ

中京支所
竹 仲 　 勲

を教わったような気が致しました。一
緒に回って頂いた加藤先生、酒井先生
それから大同の林さんありがとうござ
いました。次は林正先生の２連覇にあ
やかりたいです。

ール（全てハンディホール）続き、こ
こで、15オーバーのトリプルボギーペ
ース。飛ばず、チョロも多くなった此
頃、すっかり熱も冷めていました。そ
の後、尻上りに調子が出てきました。
　午後からは、クラブもしっかりと振
り切れ、アプローチミスを重ねたもの
の何とか格好がつくスコアになりまし
た。
　期限ぎりぎりの原稿を書きながら思
い出しています。このコンペでは、賞
とは別に大変な元気も頂きました。朝

左京支所
井 元 喜 一

の起床を早め、徒歩、ストレッチ、パ
ワーアップ体操と、散歩のパートナー
（愛犬ハナ）も喜んでいるようで、改
めて、毎回お世話いただく関係者各位
に感謝と敬意を表し、今回の寄稿を私
の歴史の一ページとしたく思います。

 

第41回　2008.４.８

 瀬田ゴルフコース 瀬田ゴルフコース
優勝者の声

北コース

アウトコース
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　本年４月１日より大同生命京都支社
長として着任いたしました岡本正人と
申します。平素より大変お世話になっ
ており誠にありがとうございます。
　前任者の森中の後任として京都税理
士協同組合様のお役に立てるよう精一
杯頑張って参りますのでどうぞよろし
くお願い申し上げます。
　さて、今回のゴルフコンペには初め
て参加させて頂きました。まさか優勝
するとは夢にも思っておりませんでし

たが、運が良いのか悪いのかダブルペ
リアでハンデがたくさんつきましたの
で優勝という結果になってしまいまし
た。赴任していきなりでしたので正直
非常に複雑な心境ではありましたが、
当社の近畿地区営業本部長の久我も優
勝したことがあることを知り、少し気
が楽になりました。お陰さまで優勝賞
品の高級ステーキ肉を家族でおいしく
頂くことができ本当にありがとうござ
いました。

　前任地がゴルフの盛んな静岡という
こともあり、非常にゴルフは好きです
のでこれからも先生方にお誘い頂けれ
ば幸いです。今後とも何卒よろしくお
願い申し上げます。

大同生命保険株式会社
京都支社長

岡 本 正 人

【北コース】 【アウトコース】 【インコース】

優勝 井元　喜一 竹仲　　勲 岡本　正人

２位 西野　雅博 八釣　重雄 関本　孝一

３位 中居　　章 本間　　憲 田中　健三

４位 大槻　浩康 久我　文昭 今西　　到

５位 佐藤　宗和 笹岡　憲一 松村　一郎

B G 中居　　章 本間　　憲 関本　孝一

●各組の入賞者

優勝 東山・園部・舞鶴支所合同

２位 中京支所

３位 右京支所

●団体戦

団体戦優勝チーム

インコース
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　とうとう順番がまわって来てしまい
ました。
　シリーズ「路線バスの終点へ」…
　どこかへ行かなくてはなりません。
　シリーズも回を重ねるごとに、行く
所が少なくなってきています。路線バ
スの終点が街中では駄目なようですし、
かといって辺鄙なところに行くのも、
帰りのバスの時間のことが心配だなぁ
～、と思ってしまいます。
　幸いなことに、時期は季節的に気持
ちの良い４月です。それなら桜の花も
綺麗に咲いてい
て、景色の良い
ところはないの
か、と探してみ
ると、阪急バス
66番の終点が「善峰寺」です。善峰
寺の名前はよく耳にしますが、行った
事がなかったので、ここに行くことに
しました。
　阪急バス66番系統は、冬季の期間
はJR向日町から手前の停留所（小塩）
止まりとか。４月１日から20日まで
季節便が運行されています。が、それ
でも１日７便しかありません。
　４月初旬、昨日のうっとうしいお天
気とはうって変わり、スカッと晴れた
日に出掛けました。
　JR向日町10時39分発のバスにのる
予定で出掛けたのですが、京都駅から
JR向日町に向かう電車に一台乗り遅
れてしまいました。そのバスに乗れな
かったら、次は12時過ぎのバスしか
ありません。電車の中では走りたいよ
うな気持ちで乗っていました。
　やっとJR向日町に着くと、休日で
もないのに停留所にはズラ～ッと長蛇
の列が出来ています。おば様方のグル
ープ、熟年夫婦、等々。バスの中はラ

ッシュ並みの混み具合です。当然座る
ことは出来ませんでした。阪急東向日
からはさらに乗客が乗り込んできて、
すし詰め状態です。途中、窓からは乗
客の頭越しに、今を盛りと満開の桜が
チラッチラッと目に入ってきます。ゆ
っくり座って窓からの眺めを楽しみな
がら行けたらなあと残念です。
　小塩、善峰寺に近づくにつれて道幅
も狭くなり、急なカーブと坂道も多く
なってきます。運転手さんも慣れたも
ので、「つぎ、左に急カーブです」と
か言ってくれます。乗っている時間は
30分ほどです。
　バスを降りると、さすが山の中のお
寺です。うっそうとしていて、街中と
違いひんやりとしています。何処にお
寺があるのか建物が見当たりませんの
で、とりあえずバスを降りた人たちの

後ろをついて行ってみる
と、「右、よしみね寺」
という石の標識がありま
した。体を前かがみにし
ていないと転げ落ちそう
な急な坂道を、５～６分、
はぁーはぁー言いながら

登っていくと、山門が見えてきました。
車で行けば、駐車場の前が山門なので
すが…。
　善峰寺といえば天然記念物で、樹齢
600年といわれる「遊龍の松」と徳川
五代将軍綱吉の生母・桂昌院がお手植
えされたという「しだれ桜」が有名で
すね。

　境内を入って間もなく、遊龍の松と
しだれ桜があります。薄紅色の８分咲
きのしだれ桜と、綺麗に刈り込まれた
地を這うような遊龍の松とのコントラ
ストが素晴らしく、この時期に来れて
良かったと思いました。順路に従って
護摩堂、
多宝塔、
釈迦堂な
ど約１時
間ほどで
観てまわりました。境内には薬湯場が
あり、お寺で採れる百草の湯だそうで
す。５月と２月の年２回入浴できると
か。境内はかなり高低差があり、奥の
院薬師堂あたりからは京都の町並みが
一望できるはずなのですが、春霞なの
か黄砂なのか…。

　それでも山の
上のお寺からの
眺めには、心を
洗われるような
気持ち良さがあ
りました。帰路、

山門のところに「落ちないお守り」が
売られていました。阪神大震災のとき
に、阪神高速の高架でギリギリのとこ
ろで落ちなかったバスの運転手さんが、
善峰寺のお守りを持っていたとか。そ
の運転手
さんがお
礼参りに
来られた
そうです。
試験を受ける予定も何も無いのですが、
とりあえず買いました。
　最近では車ばかりでバスに乗ること
も少なく、目先のことを消化していく
だけの日々でしたが、久し振りにリフ
レッシュできた一日でした。

路線バスの終点へ☞
シリーズ

路線バスの終点へ
シリーズ

善
よし

峰
みね

寺
でら

編集委員　小 國 泰 子
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