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通常総会開催
第36回

廣 瀬 伸 彦

　京都税理士協同組合の第36回通常総会が、８月８日京都ホテ
ルオークラ４階暁雲の間において開催された。
　開会に先立って、司会の堀田芳孝専務理事が本年度中にご逝
去された21名の組合員の名前を読み上げ、上京支所小山守組合
員（都山流竹琳軒大師範 小山菁山）の厳かな尺八の調べが流れ
る中、参加者全員が黙祷を捧げその冥福を祈った。
　廣瀬伸彦理事長が開会に際して挨拶を述べた後、司会者は出
席者の報告を行い本総会が適法に成立したことを宣し、総会議
長の選任を議場に諮った。
　議長より「司会者一任」の声があり、司会者は中京支所田中
裕司組合員を指名し、議事に入り、以下の４議案が上程された。

　第１号議案　第36期（平成19年６月１日から平成20年５月
31日まで）事業報告及び財務書類（財産目録、貸借対照表、損
益計算書、剰余金処分案）承認の件
　辰巳修偉専務理事が事業報告を、田中英文総務委員長が財務
報告を行った後、藤岡忍監事が監査報告を行った。
　第２号議案　定款一部変更案承認の件
　岸忠法規・諸規則委員長が中小企業等協同組合法の一部改正
に基づいた前年の「定款の一部改正」に引き続き「定款変更」
の条文整備を行うとともに、全条文の文言等を見直し、条文の
整備を行いたい旨を述べた。
　第３号議案　第37期（平成20年６月１日から平成21年５月
31日まで）事業計画及び収支予算（見積損益計算書）承認の件
　辰巳修偉専務理事が事業計画を、田中英文総務委員長が収支
予算の提案を行った。
　第４号議案　借入金最高限度額承認の件
　辰巳修偉専務理事が借入金最高限度額を１億5,000万円とし
たい旨を述べた。
　質疑応答の後、４議案とも原案通り承認可決され、議長は議
事の終了を告げ降壇した。
　その後、大阪国税局税理士監理官　辻誠一様をはじめ６名の
来賓代表の祝辞があった。
　最後に、平澤政治副理事長が閉会のことばを述べて、総会は
無事終了した。 （編集委員　小林由香）

　本日ここに、第36回通常総会をご案内申し上げましたところ、
組合員の先生方には例年にない格別の猛暑の中、多数のご出席
を賜わりありがとうございます。
　ご来賓の皆様方には、公私何かとご多忙の中、又、大変な暑
さの中、私どもの第36回総会にご出席賜わり有難く厚くお礼申
し上げます。併せて日頃の京都税協に対するお心遣いに深く感
謝申し上げる次第であります。
　私ども京都税協は昨年から組織を３つの部門と９つの委員会
に改めて、それぞれに新進気鋭の委員長を選任し、積極的な事
業活動を展開して参りました。あらゆる面で従来のままでない
新しい型を見出して組合員のためになる事業活動を活発に行っ
て参りました。
　この１年間を振り返ってみますと、総務部門では中小企業等
協同組合法の改正による定款の改正、京税協ニュースのリ・ニ
ューアル、各地区との親睦を積極的に図る諸行事を行って参り
ました。
　保険部門では、京都税協の中心の柱である部門に第一、第二
委員会を設け、第一委員会では大同生命施策、第二委員会では
全税共施策とそれぞれの目的に合わせた事業活動を活発に行い
ました。生命保険業界は保険金不払い問題など逆風の中、低迷
が続いているようでありますが、そんな中、我が京都税協では、
保険事業収入は対前年度比増収を確保することが出来ました。
これもひとえに保険指導に取り組み、積極的な活動をいただい
た組合員先生の成果であります。

　ただその中にあって第二委員会が進めました全税共施策のZI
キャンペーン（税理士事務所の「VIP代理店化」）については
組合員先生方に従来にない施策であると感じ戸惑いも見られる
などご迷惑をお掛けしている面もありますが、長い目で見て京
都税協発展のためのご協力を賜わりますようお願い申し上げます。
　事業部門では提携企業数も50数社となり、それなりに組合員
の皆様方に多数のご利用をいただいておりますが、より一層の
利便を提供出来るものにして参りたいと存じます。
　税務便覧については、役員、委員の積極的な販売によって、
今まで最高の部数を販売することが出来ました。便覧作成に当
っていただいた委員の方々には貴重な時間を割いていただき、
改めてお礼を申し上げます。又、ご購入いただきました各地の
税協の皆様や、各生保の皆様に改めて厚くお礼を申し上げます。
　学院運営委員会は組合員の事務所のために役に立つ研修会を
計画し、近税会本会の認定研修とともに充実した短期講座、実
務講座などを行いました。研修内容について、委員は多方面か
ら情報を集め組合員に役に立つ研修会を開くよう努力をいただ
きました。
　このように、３部門の努力の結果、当期の業績は順調な成果
を得、その結果を後ほど財務諸表で報告させていただきます。
　本総会には出資金に対する配当率を下げ、事業分量配当金を
キメ細かく行い、支所交付金を手厚く行うなどの提案をいたし
ております。よろしくご審議賜わりますようお願い申し上げます。
　組合と税理士会の表裏一体の関係をより一層発展させるため、
京都税協の未来に向けて新たな気持で更なる飛躍をとげるため
組合員皆様方が組合事業を活発にご利用いただき、又、役員、
委員としての参加など、協同組合を通じて税理士業界発展の一
翼を担っていただければ幸いと考えています。
　私ども役員一同は尚一段の努力をいたしますので、ご指導、
ご鞭撻を賜わりますようお願いし、ごあいさつといたします。

理事長あいさつ
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当期の事業計画

　当組合は組合員のご協力とご支援により、
第36期も極めて順調な決算を終えることが
できました。事業収益２億2,300万円を計
上し、税引前利益は3,600万円に達しました。
本年度の組合収益における保険部門の占め
る割合は73％になりました。また本年度か
ら保険部門を大同生命の総合事業保障プラ
ンを担当する保険第一委員会と、全税共を
中心に企業共済等を担当する保険第二委員
会に二分して、委員会活動を展開し所期の
目的を果しました。
　第37期においても保険部門が組合収益の

主柱であることに変りなく、組合の更なる
発展のため、対前年度比103％の収益を得
るため、努力していきたいと考えております。
　委員会ごとに事業計画の概要を記載致し
ます。

保険第一委員会

　組合収益の54％（前年度実績）を占める
総合事業保障プランを、大同生命と連携し
ながら推進するため、次の施策を実施致し
ます。本年度は事務手数料収入１億5,000
万円達成５カ年計画の２年目に当り、目標
額１億3,800万円達成に向けて、新たな施
策を含めて充実した推進策を計画していま
す。新施策として市内及び宇治の８支所に、
支所ごとの推進協議会を実施しました。６
～７月には、大同生命が毎年行う保険推進
月間に合せて、スタートダッシュキャンペ
ーンを展開し、推進に努めました。また初
めて代理店登録勧奨リーフレットを作成し、
これによる紹介活動を行い、登録代理店の
増加に繋げたいと考えております。この他、
例年実施している施策として、手数料還元
金は事業分量配当と位置づけて内容を充実
致します。更に、両丹協議会、事務所研修
支援、代理店ゴルフコンペ等の施策を実施
してまいります。

　総務部門担当の副理事長を仰せつかって
います吉澤俊二でございます。
　日ごろは京税協に対しまして、先生方か
ら何かと暖かいご支援・ご協力をいただい
ており、厚く御礼申し上げます。ありがと
うございます。
　前期から組合組織が５部門制から３部門

制に変更になったことはご承知のことと存
じます。従来の、総務・学院・保険・事業・
地区連絡の５部門から、改定後は、総務・
保険・事業の３部門になりました。部門と
しては無くなりましたが、学院運営委員会
が事業部門に入り、地区連絡委員会が総務
部門に入ったわけでございます。
　では、私の担当部門の総務部門とはどの
ようなことをし、どのように推進していく
のか、をご紹介させていただきます。まず、
総務部門には、（１）総務委員会（２）京
税協ニュース編集委員会（３）法規・諸規
則委員会（４）地区連絡委員会の４委員会
があります。総務委員会は、総務、会計及
び情報化推進という縁の下の力持ち的な各
業務を担っています。京税協ニュース編集
委員会は、組合行事等の情報を組合員・賛
助会員及び関係者に周知するために組合報
「京税協」を年４回発行します。全頁カラ
ーの、読みやすく、楽しく、情報量の多い
紙面作りを目指しています。法規・諸規則
委員会は、組合関連の各種法規を遵守すべ

保険第二委員会

　全税共事業を中心に積極的な事業活動を
展開します。９～11月に実施される全税共
全国統一キャンペーンに参加するため、参
加生命保険各社との推進協議会を開催して、
全税共の奨励策に加えて、当組合の奨励策
についても理解を求め、キャンペーンに対
する協力をお願いし入賞者の増加に努めま
す。またキャンペーンの支援策として、参
加生命保険各社との個別推進協議会の開催
を計画しています。２年目を迎える年間表
彰についても、施策の充実を図ってまいりま
す。
　更に、全税共Z１キャンペーンを推進す
るため、日本生命と提携し、VIP代理店の
増強に向けて、第２回推進協議会を開催し
代理店への登録を訴えました。
　全税共の収入については、前年度対比105
％の達成に向けて鋭意努力をいたします。
　また本年度は、組合として初めて企業共
済の増強運動を実施したいと考えておりま
す。具体的には今後検討してまいりますの
で、よろしくお願いします。
　以上が保険部門の今年度事業計画の具体
的施策です。先生方のご理解とご協力をお
願いします。

保険部門

く検討・審議し、また、必要に応じ組合諸
規定の見直しや制定・立案をします。地区
連絡委員会では、組合未加入者に対する加
入勧奨をはじめ、組合事業の一層の活性化
を図るため、府下税理士会各支部との連絡
協調を推進し、京都府支部連合会や各支部
と共催する行事を実施します。
　また、組合員・賛助会員の慶弔に係る情
報連絡の一層の迅速化を図り、組合主催の
親睦ゴルフ大会や両丹地区での懇談会を継
続実施します。なお、毎年実施していまし
た恒例の春の一泊旅行を今期は実施しない
ことになりましたが、旅行に代わる楽しい
行事を委員会で企画検討いたしますので、
どうぞご期待下さい。
　以上、誠に簡単ではございますが、総務
部門の概要説明とさせていただきます。総
務部門の各委員会構成メンバー全員、力を
合わせて努力してまいりますので、これか
らも、京税協に対しまして暖かいご支援・
ご協力をお願いいたします。ありがとうご
ざいました。

総務部門担当副理事長

吉 澤 俊 二

総務部門

保険部門担当副理事長

平 澤 政 治
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　事業部門を仰せつかっております井上で
ございます。
　組合員先生方には、平素から事業部門に
多大なご協力を賜りありがとうございます。
　おかげさまで前年度は、予算を上回る実
績を上げることができました。この場をお
借りして御礼申し上げます。
　今年度も、前年度の実績に甘んじること
なく、さらなる飛躍を目指してがんばって

いこうと、委員長ならびに委員と共に心新
たにしているところでございます。
　事業部門は、事業委員会・税務便覧制作
委員会・学院運営委員会からなっておりま
す。
　税務便覧制作委員会は、６月より委員会
を立ち上げ、現在委員一同チームワークで
作成に邁進しております。今年度も、本当
に便利に使っていただけるものができると
思います。ご期待ください。
　事業委員会では、物品販売においては、
この税務便覧の拡販を推進してまいります。
なお組合員先生方には、今年度から組合員
特別価格でご提供させていただきます。ど
うぞご活用ください。
　斡旋手数料については、今年度も提携企
業51社と、事業推進協議会を開催し、提携
内容の充実を図ってまいります。商品やサ
ービスについては、「組合員ハンディブッ
ク」や、ダイレクトメール、チラシ等を送
付させていただきお知らせします。ぜひご
高覧ください。また関与先様に向けた一覧
表もございます。ご活用いただきましたら
関与先様も喜ばれることと存じます。

　新しい提携先については、市内大手ホテ
ルなどと交渉中です。ご期待ください。
　学院運営委員会は、今年度も組合員・賛
助会員及び職員に対しては、業務に有用な
専門知識の修得のために、「短期講座」と「勉
強会」を開催します。また職員様向けに、「実
務講座」や「新入職員講座」を実施します。
　そして地域社会に対しては税理士制度の
理解と税務・経理知識の普及のため、「市
民講座」を実施します。
　どの講座も、タイムリーなテーマを選び、
今までの参加人数やアンケートを参考に、
人気の高い先生に講師を務めていただきま
すように、計画しております。
　また今年度は、京都税理士会館竣工５周
年にあたります。４月の「記念講演」は、
例年以上に特別なものになりますよう準備
を進めております。どうぞご期待ください。
　今年度も事業部門は、委員長中心に委員
全員団結して、がんばってまいります。先
生方のよりいっそうのご支援をよろしくお
願いいたします。

期末本監査実施

　去る６月30日、当組合第36期の期末本監査が廣瀬理事長
以下５名の役員立会いのもと行われました。
　今期からは新たに員外監事（大阪の井上悦治先生）が監

事業部門担当副理事長

井 上 玲 子

事役員に含まれることになり、監事４名により３時間に渡
りこれまで以上に厳正な監査、指導が行われました。
　監査報告は、８月８日の総会にて報告されました。

事業部門

【4】 平成20年８月25日



　初マラソンのスタート地点となった
ホノルルのアラモアナ公園、午前５時
の暗闇にスタート合図の打上げ花火、
２万人超のランナーの人波、走り始め
て１時間頃ようやく日の出を迎えたダ
イヤモンドヘッドでの朝日に染まる海
の景色。あれからもう８年経過しまし
たが、まだくっきりと映像が残ってい
ます。ただ景色を見ていたのは、ここ
までで後はもう苦痛との戦い。でも足
を引き摺りながら、ゴールへ入った後

私とマラソン
東山支所　山 﨑 俊 嗣

　熱中し続けてきたスポーツにテニス
（硬式庭球）があります。他のスポー
ツと違い常にテニスのある風景が生活
の一部になってきました。
　中学生からテニスを始め、大学の体
育会を引退するまでは、勝つ強いテニ
スを目指して毎日黄色い球をがむしゃ
らに追い続けました。また会計事務所
に就職して税理士を目指し、退職した
時も生活していく為にテニスコーチを
して税理士の受験勉強をしてきました。
受験生の中で一番日焼けをしていて、
勉強を余りしていない様にみられるの

が少し気にはなりましたが……。
　そして、受験勉強を終えてからは楽
しむテニスに変わりました。市民大会
に出場したり、京税協組合員で構成さ
れている宝ケ池テニス同好会に参加し
たりしています。勝つテニスから生活
としてのテニス、そして楽しむテニス
と変化をしてきた様に思えます。
　最近現役復帰をした伊達公子選手の
活躍を見ていると、もう一度楽しむテ
ニスから強くなるテニスを目指したく
もなりますが、気力と体力とは別な訳
で…、見た目よりも激しいスポーツで、

黄色い球
宇治支所　村 瀬 研 次

腰の回転を使うスポーツです。メタボ
対策に皆様もテニスを始めてみてはい
かがでしょうか？

私のいる
風景

にビールを飲むと、また今度いつか走
ろうとの思いが蘇ってきました。
　厄年より始めたマラソンですが、走
った後には、なぜか痛風の腫れが出や
すく、ドクターからは走ることか飲酒
を止めるようにと言われます。しかし
ビールの美味さを堪能するためと、ダ
イエットのためにマラソンを始めたの
で、いずれも止めるわけにはいきません。
　練習場所は、道さえあればどこでも
良く、帰宅途中の電車を下車して走っ

て帰ることで練習も出来ます。車では
走れないような細い路地、川縁も走る
ことが出来ますし、普段は見過ごすよ
うな道標とか、四季の移り変わりを体
感出来ますし、絶好の居酒屋を発見す
ることも出来ます。
　当ニュース編集委員長有田先生には
到底及びませんが、年２回ペースでの
国内レースに出場し、還暦の年末には
家族とホノルルでの夜明けを迎え、ゴ
ール、そして美味いビールで乾杯した
い。それまでは日本の四季の移り変わ
りを目の当たりにして練習。「私のい
る風景」というよりも還暦に向けて楽
しみな風景を見るために、京都税理士
ランニングクラブ登録番号５番、まだ
まだ頑張ります。

風景風景
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１．オリンピックのすばらしさ

　本日は京都税理士協同組合にお招きいただき、多くの
皆様方にお話できることを大変うれしく思います。67年
間の人生の中でマラソンを通じていろいろなことを経験
し、学んでまいりました。今日から北京オリンピックが
開催されます。オリンピックは私たちに夢や希望、感動
を与えてくれます。日本人選手の活躍に期待したいと思
います。オリンピックが回を重ねるごとに参加国、参加
人数が増え、それとともに世界中にスポーツが盛んにな
っていきました。現在のオリンピックは古代オリンピッ
クをモデルとして始まりました。この古代オリンピック
には３つの願いがこめられています。１つめは平和や友
愛を求めて行われたことです。２つめは健康を目指して
いたという点です。当時製作された数多くの彫刻が残っ
ていますが、あの美しいバランスの取れた健康的な体型
が理想とされていました。３つめは奉仕の精神です。選
手は４年に１度の栄光を勝ち取るために神様にすべてを
捧げて練習に取り組んだ、そこに奉仕の精神を見ること
ができます。社会生活の中で、学校、職場、家庭といっ
たあらゆる人間関係の中で奉仕をし合ってこそ、強い絆
がうまれ、よりよい社会生活が営まれるのです。以上の
３つは時代が移り変わろうと、人類普遍の願いとなって
います。

２．マラソンとの出会い

　そんなすばらしいスポーツに出会ったのは私が中学２
年のときでした。子供のころから勉強も運動も劣ってい
る、いわゆる劣等生でありました。が、小学校時代から
算数は比較的得意だったので、それをスポーツに生かす
ことができました。42.195kmを効率的に走るには一定
のペースを保つことが重要です。走るという一見単純な
スポーツですが、そこには精密に計算された高度な技術
が要求されるのです。約半世紀にわたる競技を続けてき

ましたが、競技人生の間にはスランプや故障に見舞われ、
うまくいかないことも多々ありましたが、実のところこ
れが成長への踏み台であったのです。どこに問題があり、
どうしたら解決できるのかについて自ら考え、解決して
いきました。それはまさに、今子供たちに求められてい
る「生きる力」を身につけていたことにほかなりません。
　

３．人間としての成長をさせてくれたマラソン

　高校卒業当時、就職先が決まっていなかった私を八幡
製鉄所に採用していただいたことには大きな恩を感じて
いたので、私なりに感謝の気持ちを示さなければなりま
せんでした。そこでは、たとえ先輩達のように一流選手
になれなくとも、努力は続けなければなりません。する
と「自分は強いチームの一員なんだ」というメンバー意
識が生まれました。また強くならなければならないとい
う使命感が生まれました。と同時に練習をすればするほ
ど強くなれるという信念を抱くまでになりました。人よ
りも多くの練習をこなしながら、新たな目標を次々に掲
げ、どんなに小さくてもそれを達成したときの達成感と
いう喜びを味わうこともできました。そのことがやがて
駅伝からマラソンへの転向、東京オリンピック出場、メ
キシコオリンピック銀メダル獲得へとつながっていった
のだと思います。その間、日本代表選手という大きなプ
レッシャー、責任を果たす辛さから逃れたいと思うこと
もありました。しかし、選手、責任、栄光という３つの
関係を考えたとき、これらはバランスの取れたものだと
思いますし、大きな責任を伴えばたとえ辛くとも大きな
栄光を得ることができる。これは一人ひとりが社会の選
手である全ての社会人にもあてはまると思うのです。

４．これからの生き方とマラソン

　数々のレースに出場しましたが、私が満足できたレー
スとは必ずしも結果がよかったレースではありません。

第36回 通常総会

講演会

―私のマラソン人生― 目標への挑戦と努力
君原　健二氏
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結果に至るまで自分はどうがんばったか、結果に至るま
での過程が大切なのであって、プロセスを自分の大切な
評価の基準として考えてきたつもりです。３度めに出場
したオリンピックミュンヘン大会では５位入賞を果たし、
競技者生活としては大きな成果を残すことができたと思
います。私がこれまで走った距離は16万km、地球４周
分にもなりますがスポーツを通して精神面の強化、健康
の基本を身につけることができました。こういったもの
は競技者生活を終えても求められるものだと思います。

君
きみ

原
はら

　健
けん

二
じ

氏 プロフィール

首を振り振り走る独特のフォームで知られる名選手。

1968年のメキシコオリンピックでは、高所と炎熱を克服し、エチオピアのマモ

に次いで２位となり、一人気を吐く。加えて４年後のミュンヘンオリンピックで

は日本の付き添い役として出場、宇佐美に代わって見事５位入賞を成し遂げた。

その気力と根性はメキシコの銀メダルをしのぐ快挙として、時の関係者は氏の快

挙をほめたたえる。32歳で競技の第一線を退いたが、50回以上マラソン大会に

出場し、途中棄権はない。

（略歴）

1941年　３月20日生まれ。福岡県北九州市出身。

1964年　東京オリンピック マラソン ８位 ２時間19分49秒

1965年　ボストンマラソン大会  優勝 ２時間17分11秒

1968年　メキシコオリンピック マラソン 銀メダル ２時間23分31秒

1972年　ミュンヘンオリンピック マラソン ５位 ２時間16分27秒

これからも生涯スポーツとして走り続けたいと思います。
今後は８年後に招待される予定のボストンマラソンに備
えて毎年フルマラソンに出場し、それにつなげていきた
いと思います。そして夢や希望、目標をもった充実した
人生を歩んでいければと思っています。
　まさに「ゴールは無限だ」と申し上げまして本日の講
演を終了させていただきます。ご静聴ありがとうござい
ました。
 （編集委員　北尾剛久）
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　京都地方法務局の近く、河原町荒神
口下る東側に安兵衞はあります。お店
は12席ほどのカウンター席と座敷が一
つの小さいお店ですが、お店の歴史は
随分古く昭和11年ごろから営業してお
り、今の店主になってからでも26年ぐ
らいになります。私どもも足掛け15年
近くお店に通っています。

　お料理は、夏は鱧・冬はふぐ料理が
特にお薦めで、安兵衞でしか味わえな
い食べ方にいつも満足しています。鱧
やふぐ以外の旬の魚の刺身、焼き物、
蒸し物、また旬の野菜を使った炊き合
わせ、天ぷらなども本当においしくて、
お酒が進むこと請け合いです。私こう
見えても料理が好きですから店主の調
理をしているところを見ながら、味付
けの仕方を聞いたり、料理談義をした
りと楽しみながら食事をしています。
　なお、私の連れ合いも、税理士にな
っていなかったら「板さん」になりた
かったとのことです。
　お酒の後の締めは、「ホームラン丼」

季節料理 安兵衞

肉料理・韓国料理 一
いち

実
み

とっておきのお店　　─組合員先生方のお薦めのお店─

季節料理 安兵衞
京都市上京区河原町通荒神口下ル

TEL 075-222-0584
　営業時間 18：00～21：30

水曜定休

　この原稿が載る頃は夏真っ盛りと聞
いておりますので、暑さを吹っ飛ばす
のにぴったりのお店を紹介します。
　場所は東大路通の御蔭通（里ノ前の
交差点）を東に200ｍ程行ってもらい
ますと南側に小さな看板で「一

いち

実
み

」と
いう韓国料理の店が有ります。
　私の事務所から近いのですが、知っ
たのは最近です。左京の先生と一緒に
行きまして大変おいしいというお墨付
きをいただきましたので、ご紹介をし
ようと思いました。
　お店の自慢は肉の刺身、レバーの刺
身は匂いもなく新鮮で、レバー嫌いの
方でも大丈夫。他のメニューも蒸し豚、
テール蒸し、チヂミもカリッとして大

変おいしい。それにタッペキという韓
国のお酒を飲めば、もう夏の暑さも関
係なくぐっすり寝られます。
　まだ足りない方は、チゲ鍋（一人前
1,800円、二人前より）がお薦めです。
いろいろなトッピングも出来ます。そ
れでも辛さが足りない方は、コチュジ
ャンラーメンを仕上げにされては如何
でしょうか。
　大変満足していただけると思います。
値段も5～6,000円で済むと思います。
アルコールの量にもよりますが。

肉料理・韓国料理 一
いち

実
み

京都市左京区田中里ノ前交差点東入ル南側
TEL 075-703-1853

営業時間　17：30～24：00
木曜定休

右京支所　篠田喜代子

左京支所　二井　徹

一実
御蔭通り

京
都
銀
行
ロ
ー
ソ
ン東

大
路
通

高
原
通

N

安
兵
衞

御
所

今出川通

丸太町通

荒神口

河
原
町
通 京都地方法務局

N

で仕上げとなります。「ホームラン丼」
の詳細は安兵衞のお店でどうぞ！
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　６月の下旬、とにかく行ってきまし
た。委員長から「京都市内にはあまり
路線が残っていないので、丹後方面に
行ってみたら？」との助言を頂き、丹
後の宮津駅から丹海バスで「蒲

かま

入
にゅう

」と
いう、経ヶ岬の少し手前にある伊根町
の小さな漁港を目指すことにしました。
旅館で作ってもらったお弁当を持って
駅前のロータリーで待つこと５分、午
前７時27分時間どおりバスがやって
来ました。出発時にバスの写真を撮る
よう言われていたので、バスの正面に
回り込んでシャッターを切ろうとする
と、運転手に「危ないからどきなさい」
と叱られながら何とか写真を撮って、
バスに乗り込みました。走り出して
10分もすると日本三景として有名な
天橋立が見えてきました。歌人の与謝
野晶子は、丹後地方、特に天橋立を度々
訪れたそうです。それは夫である寛（号
鉄寛）の父、与謝野礼厳がこの地（旧
加悦町）の出身だったので親しみを持
っていたからでしょう。丹後地方には、
今も夫妻の旅の跡とその歌や書が沢山
遺っています。私が何年か前、この天
橋立で泊った対橋楼という旅館にも夫
妻の作品が展示されていました。

　橋立の細江にかかる板の橋
　船来とひらく扉のやうに
 与謝野晶子

　バスはゆっくりと目的地に向けて片
道１時間35分の道のりを走っていき
ます。右手に若狭湾（途中内海の阿蘇

海）を見ながら府中（股のぞきで有名
な笠松公園があります）を通って舟屋
のある伊根町にやって来ました。だい
ぶ前、NHKの連続ドラマ「ええにょぼ」
の舞台になったところです。この丹後
地方には多くの伝説がありますが、伊
根町の新井崎には徐福伝説があります。
今をさる2,200年前、贅のかぎりをつ
くした秦の始皇帝にも老いがしのびよ
ってきました。徐福に命じて東海の地

に不老薬を探しに行かせます。西日本
各地に上陸した徐福船隊が聖地を求め
て陸路や海路をたどると、みんなが新
井崎にたどりつき、この地が徐福隊の
集結地となりました。稲作・製鉄・絹
織など、徐福のもたらした文化は、丹
後王国の基礎をきずいた、と言い伝え
られています。

　伊根町の中心部を過ぎるとしばらく
山道を走っていきます。山道を下って、

視界が広がってくると、見下ろすよう
に蒲入の港がみえてきました。午前９
時過ぎ、終点の蒲入に到着。バスから
降りると磯の香りが空腹を刺激してき
ます。しかし、帰りのバスまで約１時
間しかないので、まずは町を散策する
ことにしました。ちょうど漁に出てい
る時間帯なのか、人影がほとんどあり
ません。写真を撮りながら歩いている
と、やっと地元のおばさんと話をする
ことができました。ここは世帯数60
数軒、人口約200人の小さな集落との
こと、さらに写真のお勧めスポットを
教えて頂きました。次にお会いした人
は釣り人で、丹波町から車で釣りにや
って来たとのことでした。この日の収
穫のキスをみせてもらい、う…ん美味
しそう。写真を撮り終えて、やっと朝
ごはん。港で海を眺めながら食べる手
作りのおにぎりは格別でした。

路線バスの終点へ☞
シリーズ

路線バスの終点へ
シリーズ

蒲
かま

入
にゅう

編集委員　髙 島 良 彦
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　６月23日、第２回日本生命税理士
VIP代理店推進協議会が、京都税理士
会館３階京税協ホールにおいて京都税
理士協同組合と日本生命保険相互会社
との共催で行われた。
　会議は、植田順保険第二委員長の司
会で行われ、廣瀬伸彦理事長の挨拶に
次いで、松山臣保日本生命執行役員代
理店営業本部長が「税理士代理店を中
心としたチャンネル（販路）を強化し
たい」と挨拶をした。
　このあと、大西恭則日本生命代理店
業務部専門部長が「相続・事業承継、
コンサルティング手法を考える」との
タイトルのセミナーを行った。
　セミナーは、本年10月から施行され
る事業承継税制にあわせて、相続税の
課税方式が遺産課税から遺産取得課税
への大幅な改正が行われるという見通
しのなかで、生命保険を税理士がどう
取り扱っていくのかという内容の熱の
こもったものとなった。
　セミナーの後、推進協議会に移り、
まず平澤政治副理事長が「乗合代理店*
になれば、関与先に複数の保険会社か
ら多様な商品を選択してもらうことこ

とができる。京税協としても全税共の
割合を増やしラインナップの充実を計
り、増収につなげたい」と乗合代理店
推進のお願いをした。
　次いで、石山佳史日本生命近畿代理
店第一部部長が、「日本生命を選択肢
として代理店に加えて欲しい。代理店
報酬についても皆さんのご期待に応え
ることができる」と話した。
　終了後、会場を京都ホテルオークラ
17階「アポロンの間」に移し、辰巳修
偉専務理事の司会で、懇親会が開かれた。
　井上玲子副理事長の挨拶、滝沢伸一

郎日本生命代理店営業本部担当部長の
乾杯で開宴された。宴半ばで、櫻井浩
志日本生命京都代理店営業部長及び湊
正和京滋代理店営業部長が地区担当ス
タッフ（エージェンシーマネージャー）
を紹介し、各スタッフは自己紹介した。
　最後に吉澤俊二副理事長が閉宴挨拶
を行い、和やかなうちに終了した。
 （編集委員　有田行雄）

日本生命税理士VIP代理店推進協議会開催される
―単独から乗合へ！ VIP代理店制度の拡大を―

第2回

奮ってご参加ください！奮ってご参加ください！

お待ちしています★

京
税
協
の
旅
「
折
お
り
の
歌
」
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び
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乗合代理店とは、一社だけでなく、生命保険各
社の商品を取り扱うことができる代理店のこと
です。
乗合代理店になるには、２名以上の募集人登録
（うち１名は使用人登録）かつ１名以上の専門
課程試験合格者がいることが必要です。

*

京税協・支部連共催　全税共協賛

11月12日水平成
20年

全税共VIP君・ランちゃん
ゴルフコンペ京都大会

〈場所〉　
琵琶湖カントリー倶楽部
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第１回理事会
　平成20年度第１回理事会を６月24日午後２時30分より開
催致しました。
　当日の出席状況は次のとおりでした。
　理事44名　　監事２名　　相談役４名
【決議事項】
１．総会議案　第２号議案　「定款」の変更について
　一部追加変更する第42条、第48条の条文が提出され、審
議の結果、原案どおりに承認可決されました。
２． 総会議案　第３号議案　第37期事業計画及び収支予

算承認の件
　第37期の事業計画及び収支予算が各部門担当の常務理事
より提出され、審議の結果、原案どおりに承認可決されま
した。
３．総会議案　第４号議案　借入金最高限度額承認の件
　借入金最高限度額は１億5,000万円とすることが承認さ
れました。
　以上、第２号・第３号・第４号とも８月８日開催の通常
総会に提出することとなりました。

第２回理事会
　平成20年度第２回理事会を７月９日午後３時より開催致
しました。
　当日の出席状況は次のとおりでした。
　理事42名　　監事５名　　相談役３名
【決議事項】
　審議に先立ち、従前の出資口数及び出資金額10口10万円
について、新規加入の先生には１口１万円でお願いをする
ことになった旨の報告がありました。また、法人組合員も
同様に１口１万円となりました。

第１号議案　組合加入並びに賛助会員加入承認の件
　次の個人加入10名・法人１社、賛助会員２名はそれぞれ
加入を承認されました。なお、組合員数は個人組合員
1,248名、その出資金額１億2,159万円、法人組合員45社、
その出資金額441万円となりました。また、賛助会員は132
名となりました。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○藤井　昭夫　　○寺石　弘美　○林　剛史
○伊藤　美通彦　○伊藤　壽邦　○樋口　ほあき
○由里　いずみ　○石橋　実　　○小森　健史
○乾　裕彦
（法人組合員）
○税理士法人　WELL　CANON

（賛助会員）
○井筒　敬史　○前岡　照紀
第２号議案　第36回通常総会議案審議の件
　事前に送付済の総会議案に基づき説明があり、原案どお
り承認可決されました。
第３号議案　組合員「趣味の会」助成額承認の件
　福利厚生事業「趣味の会」助成金については、申請４団
体の活動状況等と、各７万円を支給する旨説明があり、原
案どおり承認可決されました。
【審議並びに報告事項】
各部門報告
１．総務部門
⑴第36回通常総会について
　① 資料に基づき説明があり、本年の議長候補は中京支所

の田中裕司先生を予定している旨報告がありました。
⑵当面の組合行事日程について
　① 今後の行事予定として、７/23（水）に総会議案を発送

予定であること、10/15（水）に理事会、12/19（金）に
理事会・忘年会を予定している旨報告がありました。

２．保険部門
⑴大同生命の施策
　① ７/７（月）の下京支所から支所別推進協議会を開催し

ている旨報告がありました。
　② 「保険指導業務のご案内」リーフレットを今後配付予

定である旨報告がありました。
⑵全税共の施策
　① 第23回全国統一キャンペーンに向けた全税共と京税協

の施策及び表彰基準について報告がありました。
３．事業部門
⑴提携企業による企業PRの実施について
　① ８/８（金）総会当日に休憩時間を利用して、企業PR

を行うブースを12社設けることになった旨報告があり
ました。

⑵税経学院の各講座開催状況について
　① 近税会の受講カードシステムを７/８（火）の講座から

導入した旨報告がありました。
　② 今後開催予定の申込状況は、短期講座９/９（火）「実

務に役立つ裁決・判決事例」51名、９/18（木）「同族
会社の行為計算否認規定と実務家としての対応」92名、
実務講座９/16（火）～12/２（火）「所得税の基礎知識と
計算の実務」は現在12名の状況のため、勧誘のお願い
を行いました。
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５・21 保険第二小委員会開催
（第23回全国統一キャンペーン実施要領）

５・21
学院・一般無料講座開講「相続・贈与の基礎知識」
　講師　田中　清先生
　参加　39名

５・22 舞鶴支部定期総会祝電

５・22
学院・実務講座開講「相続税申告の実務」全10回（３回目）
　講師　藤本純也先生
　参加　45名

５・22
学院・事例勉強会開講「資産税関係」全10回（５回目）
　講師　前野　博先生
　参加　70名

５・23 兵庫県西税理士協同組合　第39回通常総会出席
　於　ホテル日航姫路

５・26 名古屋税理士協同組合　第41回通常総代会出席
　於　名古屋東急ホテル

５・27
学院・簿記実務コース開講・全７回（３回目）
　講師　岩崎紀子先生
　参加　12名

５・27 近畿税理士会　有限会社近税保険代理社
第11期定時株主総会出席

５・27 近畿税理士協同組合連合会　理事会出席

５・29
学院・実務講座開講「相続税申告の実務」全10回（４回目）
　講師　藤本純也先生
　参加　45名

５・29
学院・事例勉強会開講「資産税関係」全10回（６回目）
　講師　前野　博先生
　参加　70名

５・30 総務打合せ会開催（総会案内文書一式・名簿の検討等）

６・２ 事業委員会開催（第37期予算について）

６・３ 上京支部定期総会出席

６・３ 中京支部定期総会出席

６・３ 伏見支部定期総会出席

６・３
学院・簿記実務コース開講・全７回（４回目）
　講師　岩崎紀子先生
　参加　12名

６・４ 下京支部定期総会出席

６・４ 福知山支部定期総会祝電

６・４ 税務便覧制作委員会開催
（平成20年分税務便覧の作成について）

６・５ 左京支部定期総会出席

６・５ 宇治支部定期総会出席

６・５ 保険（第一・第二合同）小委員会開催
（第37期事業計画並びに予算編成について）

６・５
学院・実務講座開講「相続税申告の実務」全10回（５回目）
　講師　藤本純也先生
　参加　45名

６・５
学院・事例勉強会開講「消費税関係」全10回（７回目）
　講師　金井恵美子先生
　参加　70名

６・６ 右京支部定期総会出席

６・６ 東山支部定期総会出席

６・６ 園部支部定期総会出席

６・９ 財務委員会開催
（第36期決算並びに第37期予算について）

６・10
学院・簿記実務コース開講・全７回（５回目）
　講師　岩崎紀子先生
　参加　12名

６・10
大同代理店ゴルフコンペ開催
　於　ジャパンエースゴルフ倶楽部
　参加　38名

６・12 保険第一委員会開催
（第36期通常総会の議案審理並びに第37期事業計画と予算について）

６・12 保険第二委員会開催
（第23回全税共全国統一キャンペーン実施要領　他）

６・12
学院・実務講座開講「相続税申告の実務」全10回（６回目）
　講師　藤本純也先生
　参加　45名

６・12
学院・事例勉強会開講「消費税関係」全10回（８回目）
　講師　金井恵美子先生
　参加　70名

６・13
両丹５支部対抗ゴルフコンペ開催
　於　舞鶴カントリークラブ
　参加　35名

６・17 予算編成準備会開催
（第36期決算並びに第37期予算について）

６・17
学院・簿記実務コース開講・全７回（６回目）
　講師　岩崎紀子先生
　参加　12名

６・19
学院・実務講座開講「相続税申告の実務」全10回（７回目）
　講師　藤本純也先生
　参加　45名

６・19
学院・事例勉強会開講「法人税関係」全10回（９回目）
　講師　岸田光正先生
　参加　70名

【12】 平成20年８月25日



６・19 京都府中小企業団体中央会　第53回通常総会出席
　於　京都全日空ホテル

６・20 東海税理士協同組合　第29回通常総代会出席
　於　名古屋マリオットアソシアホテル

６・20 近畿税理士会　第44回定期総会出席
　於　帝国ホテル大阪

６・21
近畿青年税理士連盟京都支部
第44回定期総会出席
　於　京都ホテルオークラ

６・23 第２回日本生命税理士VIP登録代理店推進協議会開催

６・24 正副理事長会開催

６・24 理事会開催

６・24
学院・簿記実務コース開講・全７回（７回目）
　講師　岩崎紀子先生
　参加　12名

６・26 総会議案審理会開催

６・26
学院・実務講座開講「相続税申告の実務」全10回（８回目）
　講師　藤本純也先生
　参加　45名

６・26
学院・事例勉強会開講「専門家責任関係」全10回（10回目）
　講師　西村公克先生
　参加　70名

６・30 期末本監査実施

７・１ 「支所別推進協議会」事前打合せ開催

７・２ 定款変更「前査」承認（大阪国税局）

７・３
学院・実務講座開講「相続税申告の実務」全10回（９回目）
　講師　藤本純也先生
　参加　45名

７・４ 大阪・奈良税理士協同組合　創立30周年記念式典出席
　於　帝国ホテル大阪

７・４

学院・短期講座開講（福知山）
「平成20年度税制改正実務上のポイント」
　講師　山下宜子先生
　参加　66名

７・７ 支所別推進協議会開催（下京）

７・８

学院・短期講座開講
「平成20年度税制改正実務上のポイント」
　講師　山下宜子先生
　参加　118名

７・８ 大同生命「所員セミナー」開催
　於　からすま京都ホテル

７・９ 正副理事長会開催

７・９ 常務理事会開催

７・９ 理事会開催

７・９ 京都税理士協同組合厚生会役員会開催

７・10
学院・実務講座「相続税申告の実務」全10回（10回目）
　講師　藤本純也先生
　参加　45名

７・10 支所別推進協議会開催（中京）

７・11
株式会社　日税ビジネスサービス
第34回定時株主総会出席
　於　京王プラザホテル

７・11 支所別推進協議会開催（左京）

７・14 支所別推進協議会開催（東山）

７・15 支所別推進協議会開催（上京）

７・15
学院・短期講座「医療法改正後の医療法人運営上の留意点」
　講師　花山和士先生
　参加　172名

７・18 税務便覧制作委員会開催
（平成20年度分税務便覧第１回編集会議）

７・18
福井県税理士協同組合
第30回通常総会・創立30周年記念式典・祝賀パーティ出席
　於　ウェルシティ福井厚生年金会館

７・18 支所別推進協議会開催（右京）

７・22 支所別推進協議会開催（宇治）

７・23 大同生命事業推進懇談会出席
　於　ホテルオークラ東京

７・23 近畿税理士会　上京支部　例会・意見交換会出席
　於　京都国際ホテル

７・24 全税共　京都地区業務推進会議開催
　於　京都ホテルオークラ

７・25 相談役会開催
　於　京都ホテルオークラ

７・25 税務便覧制作委員会開催
（平成20年度分税務便覧第２回編集会議）

７・28
総務委員会開催
（事業分量配当金の計算根拠について）
　於　木乃婦

７・31 AIGエジソン　キックオフミーティング出席
　於　ホテルモントレラスール大阪

８・１ 税務便覧制作委員会開催
（平成20年度分税務便覧第３回編集会議）

８・４ 編集委員会開催（第122号編集割付）

８・５ 税務便覧制作委員会開催
（平成20年度分税務便覧第４回編集会議）

８・５ 支所別推進協議会開催（伏見）

８・８ 正副理事長会開催
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■事業所税について
◆概要
　事業所税は、都市環境の整備・改善に要する費用に充
てるための目的税で、一定規模以上の事業を営む法人又
は個人に対して、事業所の床面積や従業者数の給与総額
によって課税されます。
　概要は次のとおりです。

京都市からのお知らせ

項　目 資産割 従業者割

納税義務者 事業を行う法人又は個人

課 税 標 準
事業所用家屋の床面積
（借受け分を含む。）

従業者給与総額
（賞与を含み、退職金は除く。）

税 率 １m2につき600円 従業者給与総額の0.25％

免 税 点 延べ床面積1,000m2以下 従業者数100人以下

課税標準の
算定期間

法人…事業年度　　　　　
個人…１月１日～12月31日

納 付 方 法 申告納付

申告納付の
時期

法人…事業年度終了の日から２か月以内
個人…翌年の３月15日まで　　　　　　

※ 　旧京北町域の事業所等に係る事業所税については、平
成22年度まで軽減税率の適用があります。

８・８ 第36回通常総会・講演会・懇親会開催
　於　京都ホテルオークラ

８・11 編集委員会開催（第122号ゲラ校正）

８・11 税務便覧制作委員会開催
（平成20年度分税務便覧第５回編集会議）

８・11 第11回西日本税協連絡協議会出席
　於　高知市内

８・18 編集委員会開催（第122号ゲラ再校正）

８・18 第一生命との個別業推懇談会開催

８・19 保険第一小委員会（大同生命）開催
（両丹協議会開催要領について）

８・19 保険第二小委員会（全税共）開催
（全税共「紹介カード」の取扱方法について）

８・19 常務理事会開催

～期限内に申告納付してください！～
①期限後の申告には、不申告加算金が課されます。
　 納付すべき税額×15％

　（50万円を超える部分については５％を加算）
　　ただし、決定があるべきことを予知したものでないと
　きは、 納付すべき税額×５％

②納付が遅れますと、延滞金が課されます。
　
～電子申告もご利用いただけます！～
　平成20年１月15日から、京都市への事業所税の申告手続
について、電子申告をご利用いただけるようになりました。
また、平成20年３月24日からは電子申請・届出も開始され、
事業所等新設届や減免申請も行えるようになりました。

　電子申告の詳細については、「エルタックス」のホーム
ページをご覧ください。
　「エルタックス」ホームページアドレス
　http://www.eltax.jp/

◆申告書の提出先及び問合せ先
〒604-8091
京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500番地の１
中信御池ビル４階
京都市理財局税務部法人税務課事業所税担当
TEL 075-213-5248
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編集 か
長

ら

　いい原稿を集めることは編集の大きな仕事です。

　そこで、投稿者が少しでも書き易いように、今月

号から「私の残したい風景」というシリーズのタイ

トルを「私のいる風景」に変えました。

　「風景」を景観だけではなく、心象にまで広げた

つもりです。

　とりあえず「これでいいのだ」！

【15】第122号京都税理士協同組合ニュース



　鴨川ホルモー？ 一瞬、新種の肉料
理を連想するような摩訶不思議なタイ
トルに魅せられ、思わず本を手に取った。
　作者の万城目学は、1976年生まれ、
京都大学法学部出身で2005年にこの
「鴨川ホルモー」でボイルドエッグズ
新人賞を受賞し作家デビューを果たす。
斬新かつ奇抜なストーリー展開が若者
の人気を集めている。今春、フジテレ
ビ系列で放映された「鹿男あをによし」
の原作者といえば「あぁ、あの奈良の
鹿がしゃべるヘンなドラマの…」と思
い出される方もおられるのではないだ
ろうか。
　本の帯タイトルに「疾風怒濤の奇想
青春ファンタジー」と記してある通り、
恋あり、友情あり、笑いあり、涙あり
の青春恋愛小説である一方、京都に実
在する地名や大学名を随所に出しなが
ら展開される奇想天外な歴史的ＳＦフ
ァンタジーでもある。読むほどに現実

と荒唐無稽な非現実が絶妙に交錯する
「マキメワールド」の魅力に引き込ま
れていく。

　二浪して京都大学に入学した安倍は、
葵祭で牛車を引くアルバイトをした帰
り、上賀茂神社で菅原（以下スガ氏）
から「京大青竜会」という謎のサーク
ルに勧誘される。新歓コンパに参加し
た安倍は、早

さわら

良京子という美しい女性
に一目惚れし、サークルへの入部を決
意する。
　しかし！「京大青竜会」とはとんで
もない事をするサークルだった！ そ
の内容を祇園祭宵山の夜に初めて知る
事になる安倍、高村ら10名の一回生達。
　宵山の夜、スガ氏率いる「京大青竜
会」の上回生10名は青い浴衣を纏い、
四条烏丸交差点に向かった。そこには
黒い浴衣の「京都産業大学玄武組」、
白い浴衣の「立命館大学白虎隊」、朱
色の浴衣の「龍谷大学フェニックス」
総勢40名が集合し、「〈ホルモー〉ニ関
スル覚書」第３条の宵山協定解除を宣
言する。宵山の日まで一回生にはホル
モーの事を伝達してはいけないのだ。
　ホルモーとは一体何なのか？ 第499
代会長のスガ氏によれば、鬼や式神を
使って４つの大学が争う競技で、約一
千年も前から京都を舞台に競われ続け
てきたという。４大学内の頂点に立つ
ために、部員は鬼語を口伝により習得
し、鬼を自在に操る術を身に付けなけ
ればならない。安倍はサークルへの不
信感を募らせながらも、早良京子に会
いたい一心で鬼語の特訓を受け続ける。

　ついに翌年３月の深夜、吉田神社に
おいて「吉田代替りの儀」が執り行わ

れ、安倍ら一回生は初めてオニの群れ
と対面する。その姿は茶巾絞りのよう
な頭でっかちの体で身長は20cmほど。
目や鼻はないが、小さく尖った耳や絞
りのような口がついていた…。
　安倍らの第500代目ホルモーは、京
都の地名を冠した呼び名を付ける慣習
に基づき鴨川ホルモーと命名される。
ホルモーでは、一千のオニたちが鬼語
の命令を忠実に守りながら棍棒や熊手
を振りかざして戦う。しかし致命的な
ダメージを受けると地面に消えてしま
う。消滅寸前に救援オニからレーズン
を受け取る事が出来れば復活する。オ
ニがすべて消滅した場合もしくは降参
宣言をした場合に勝負が決まる。敗者
の一人は、自分の意思とは無関係に「ホ
ルモォォーゥ」と雄叫びをあげなけれ
ばならない。
　安倍は立命館大学、下鴨神社の糺の
森、吉田グラウンドでホルモー戦を繰
り広げる中で、サークル内での失恋や
友達との仲違いを乗り越え、新しい恋
の予感を感じさせながら、京大青竜会
第500代会長へと成長していく。
　万城目は４大学の方角、サークル名
及びサークルカラーを陰陽道の「陰陽
五行説」に例え、昔は神と同様、鬼も
普段は目に見えない特別な存在であっ
たとしている。平安時代、陰陽道はれ
っきとした朝廷の仕事で、安倍晴明も
その役人の一人だった。多くの陰陽師
たちはそれぞれに式神と呼ばれる鬼た
ちを手下として使っていたという。
　最終章に、主人公の安倍が安倍晴明
の遠い子孫であることをほのめかして
いる件

くだり

がある。鬼に対し畏敬の念を持
ちその存在を信じ続ける万城目の思い
に触れたような気がした。

　咋年には続編「ホルモー六景」が発
刊された。また「鴨川ホルモー」は映
画化が決定され、来春公開予定である。
ホルモーの乱戦がどのように実写化さ
れるのか、興味深いところである。
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