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　平素から「京都税理士協同組合学院運営委員会」の事業
に大きなご理解とご協力を賜っておりますことをこの紙面
をお借りして厚くお礼申し上げます。学院運営委員会委員
長の河原林温朗と申します。就任して今年度で２年目にな
ります。
　「学院運営委員会」は、昭和48年４月に開設された「京
都税経学院」から現在の「学院運営委員会」まで脈々と継
続発展し、改めて京都税理士協同組合の歴史の重みを感じ
ております。
　当初は「本科」と「研究科」があり「本科」では簿記・
会計・事務管理・保険実務・税法の研修をされ、「研究科」
では、税理士試験のための「税理士試験受験者コース」を
開講していました。しかし、私たち税理士を取り巻く環境
の変化はことのほか大きく、「学院運営委員会」の役割は
様変わりしてまいりました。税理士受験学校の増加、税法
の頻繁な改正、税を取り巻く周辺法律の改編、研修受講努
力義務の制定など、自己研鑽の場が今まで以上に求められ
てまいりました。
　そのような中で「学院運営委員会」では現在、次の事業
を行っています。
１．税理士の社会的貢献として地域社会に役立つ講座の開

催（簿記講座と税の講座）
２．京都府支部連合会との共催による近畿税理士会研修規

則に該当する短期講座や勉強会の開催（９月講座から
「研修受講カード」による受付にも対応しました。）

３．組合員・賛助会員やその事務所職員の資質の向上に資
する実務講座の開催

４．事務所新入職員に対する講座の開催
５．提携企業等との共催による講座の開催
６．税理士会館竣工記念講演会の開催
７．定時総会における講演会の開催
など京都府下のみならず広い範囲で受講者を募り講座を開
催しております。
　お蔭様で今年度も現在まで企画させていただきました講
座に多くの皆様のご参加をいただき、事業は順調に実施さ
せていただいております。
　「学院運営委員会」は、理事長・担当副理事長・専務理事・
委員長・副委員長・委員10名で構成されており、委員はお
おむね各支所から一人は参画していただき、出来るだけ幅
広いご意見をいただきながら運営していくように心がけて
おります。皆様が積極的にご参加いただけるよう、講座の
テーマも委員会の意見を集約し企画しています。また、出

学院運営委員会 委員長　河原林 温 朗

席された皆様の直接のお声を聞かせていただくことの重要
性から講座終了後「アンケート」を実施し、それを反省と
今後の参考資料にさせていただいております。ご出席の後
の「アンケート」には今後もご協力いただきますようお願
いいたします。
　税理士会館における講座で定員を超える応募があった場
合は２階でWEBサイトを利用した映像による講座も徐々
に実施しております。この運営については「学院運営委員
会」を超えて「総務委員会」の先生にご協力をいただいて
おります。
　両丹地域の組合員・賛助会員の皆様には京都市内まで研
修に来ていただくことが叶いにくいため、林同来先生、山
田忠雄先生に委員としてお役目をお願いし、毎回工夫を凝
らした講座を企画していただいており、いつも多くの皆様
にご出席いただいております。
　「学院運営委員会」が今後、今まで以上に力を入れなけ
ればならない内容としては「事務所職員の研修」の充実で
はないかと考えています。とりわけ新入職員の研修につい
ては「学院運営委員会」を意識していただけるような継続
的な企画が望まれていると感じています。
　今年度後半も「改正税法」はもちろんですが、「公益法
人制度改正」に係る講座や「税理士周辺法律の勉強会」な
どを企画しています。
　「学院運営委員会」一同一丸となって皆様に充実した講
座をご提供できるよう、今後も努力してまいりますので、
何卒積極的にご参加いただきますようお願いいたします。

京税協委員長からのお知らせ
シリーズ

　4

今後の短期講座開催予定

年末調整の仕方について
12月３日（水） 講師：税理士　岩崎紀子先生

贈与税と譲渡所得税の計算と実務
12月11日（木）※ 講師：税理士　谷口　薫先生
平成21年１月20日（火） 講師：税理士　谷口　薫先生

資産税をめぐる諸問題
評価・保証債務・裁決事例など

12月12日（金） 講師：税理士　神谷光春先生

会　場：京税ホール

※12月11日（木）は会場が
　サンプラザ万助（福知山）となります
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　税務便覧制作委員会の委員長を仰せつかっております森
敏行でございます。
　平素は組合事業に多大なご協力を賜りまして誠に有難う
ございます。
　当委員会は皆様ご存知のように、組合組織の事業部門の
中に置かれる委員会で、「確定申告のための税務便覧」の
制作業務を担当しております。
　活動内容について紹介しますと、まず委員会のメンバー
は、現在のところ１チーム３名の委員で４チームに分かれ、
それに私を含めて計13名で構成されております。委員の就
任期間は３年で、便覧の頁ごとに担当及びサブ担当を決め、
できるだけ多くの委員のチェックがかかる体制で編集及び
校正の作業を行っております。また３年目の委員はチーム
のチーフとしてチーム内の意見を集約するとともに、便覧
の全体的な検討も担当して頂くこととしております。
　例年10月初旬に印刷へまわし、11月には購入先への納品
を行う必要から、委員は組合の事業年度開始を待たずして
招集され、まずは税制改正の情報入手といった準備作業か
らとりかかります。その後７月に発刊される法令集が各委
員に配付されますと、いよいよ本格的な編集作業に入りま
すが、大きな税制改正が行われる年分については、新規に
掲載する項目、削除する項目または割付等々大変な作業を
強いられることとなります。紙面に限りがある関係上やむ
を得ませんが、税法の解釈はもちろん、それをいかに正確
でわかりやすくおまけに簡潔に表現することができるかが
編集作業の課題です。委員会では毎回この課題について熱
心な意見が交わされますが、さすがに委員として推薦され
集まっていただいたメンバーだけに、法律的で理論的な議
論が行われます。自讃するわけではございませんが、忙し
い中時間を割いて真剣に作業に取り組んでいただいている
委員の姿にひたすら感謝するのみです。
　本当に、ここ最近の税法の変身ぶりには頭を抱えさせら
れているところですが、ご存知のように平成20年分もやは
り大きな改正が行われました。委員会では本年と来年以降
の改正も見据えたうえで、もう２頁分紙面を増やすことと
致しました。少しボリュームアップしてしまいますが、ご
利用の皆様には必ず納得していただけるものになるものと
思います。
　さて、次にその掲載内容についてですが、大きくは所得
税、贈与税、消費税及び地方税並びにこれらに関連する各
種の付表といったところです。私自身もこの仕事に携わる
ようになり、おそらく20年くらい前から税務便覧を利用し

税務便覧制作委員会 委員長　森 　 敏 行

ておりますが、年末調整や確定申告または過年度分の検証
等、本当に便利な冊子だと言えます。携帯にも便利ですし、
これひとつで出先でのある程度の解答も可能なのではない
でしょうか。また便覧の材質もたいへんすばらしいもので、
耐久性、耐水性にもすぐれ、下敷きやうちわ代わりにもな
ります（冗談です）。
　今後もより便利で充実した税務便覧を目指して委員会活
動を続けたいと考えております。先生方には内容について
はもちろん、形態、見栄え等ご意見がございましたら是非
お聞かせいただき、今後の便覧制作の参考にして参りたい
と思います。
　この原稿を書いております現在は、校正作業及び右山昌
一郎先生の監修も終わり、便覧の完成品の出来上がりを待
っている状況です。完成後、先生方を始めとします購入先
への納品が行われ、いよいよ実際の実務の中で利用される
こととなります。先日の理事会で事業委員長（富村将之先
生）より、本年分の便覧の受注部数が５万２千部であると
いう報告をお聞きしました。あらためてこの委員会の責任
の大きさを感じるとともに、クレーム等がないことを祈る
だけです。
　最後に、先生方の今後とも変わらぬ税務便覧のご利用と
組合事業へのご支援をお願い申し上げます。
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　10月９日（木曜日）京税協・大同生命共催の両丹協議会、
「総務部門　地区連絡委員会」主催の両丹支所組合員との
懇談会が舞鶴市浜の「ホテルマーレたかた　飛翔の間」に
おいて開催されました。
　これらの催しは、京都市内と地理的に遠く日頃京税協の
活動に参加することが困難な府北部の組合員に対し、組合
の収入の大きな柱となっている大同生命の京税協「総合事
業保障プラン」の推進をお願いし、また京税協の活動状況
を報告するものです。
　まず午後２時30分から両丹協議会が谷保険第一委員長の
司会により開催されました。廣瀬理事長、岡本大同生命京
都支社長のあいさつのあと、大嶋大同生命京都税理士共済
支社長が現在の推進状況を報告し、澤崎大同生命京都支社
舞鶴営業所長が「大同生命による『保険指導実践セミナー』」
と題して講演を行いました。
　講演では、「保険指導（リスクマネージメントサービス）
を通して関与先様に喜んでもらうことは税理士の喜びであ
り、京税協の発展に繋がります。さらに、そのことは大同

生命の喜びでもあるので微力ながら関与先様の発展をサポ
ートしたい」とまとめ、最後に平澤副理事長があいさつを
して終了しました。
　ついで辰巳専務理事の司会で午後３時40分から両丹支所
組合員との懇談会が始まりました。廣瀬理事長のあいさつ
のあと、総務部門、保険部門、事業部門の活動について吉
澤、平澤、井上各副理事長が報告しました。
　このあと各部門への質疑応答を志田地区連絡委員長の進
行で行いましたが、委員長が指名して発言をお願いするな
ど発言の数が少なかったのは残念でした。そして、懇談会
は吉澤副理事長のあいさつで終了しました。
　この後、午後５時から会場を「彩華の間」に移し懇親会
が行われ、中井保険第一副委員長の司会により井上副理事
長のあいさつ、そして藤村舞鶴支所長の乾杯と続きました。
　途中、大同生命営業職員の紹介が行われ、最後に堀田専
務理事のあいさつと一本締めによってめでたくお開きにな
りました。
 （編集委員　有田行雄）

「両丹支所組合員との懇談会」など今年も開催！

両丹懇談会

　素晴らしい快晴の10月９日、東舞鶴
の「ホテルマーレたかた」で開催され
た両丹協議会に初めて参加させていた
だきました。
　私たち福知山支所の組合員は、普段
海を見ることはあまりありませんが、
真っ青な空、紺碧の海、対岸の造船所
に浮かぶ建造中の南極観測艦「新しら
せ」のオレンジ色の鮮やかな船体、海
上自衛隊北吸岸壁のイージス艦「みょ

うこう」、「あたご」の雄姿などを目に
しますと、さすが港町舞鶴を実感しま
した。
　協議会は廣瀬理事長のご挨拶に続き
役員の皆様方より事業内容のご報告、
大同生命の所長などより事業経営の中
での生命保険の活用等の講演を聞き、
あらためて税理士業務の何たるかを知
った感がします。
　丹波・丹後は昔に比べれば便利にな

▼ ▼ ▼ 福知山支所　前 原 龍 二

ったとはいえ、まだまだ京都へ出るの
が１日仕事になり各組合員の先生方も
京税協の業務に従事するのも大変な中、
理事長以下の役員の先生方に来て頂い
て協議会を開催してもらうのは、本当
に有り難く感謝します。
　今後とも今回の講演内容を税理士業
務の中で活かしていきたいと思います。

両丹協議会・懇談会に参加して

10／／９
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伏見支部 　連覇に輝く！
　恒例の支部対抗ソフトボール大会が、
９月13日（土）、京都府立山城総合運動
公園「太陽が丘グラウンド」で開催さ
れた。朝は雨、開催は危ぶまれたが昼
頃には雨もすっかりあがり、夏の日差
しが照りつける好い天気に。公認審判
員のきびきびした試合運営が大会を盛
り上げた。今大会では「三つの初もの」
を取材した。

その１　初の３連覇
　伏見支部が昨年、一昨年に引き続き
優勝、３連覇を成し遂げた。これまで
２連覇はあったが、３連覇は支部対抗
ソフトボール大会で初めてのことであ
る。
　初戦は右京支部。満塁でランニング
ホームランなどにより、12対７で快勝
した。続いて休むまもなく中京支部と
の２回戦。最終回に逆転されたが、そ
の裏レフト前ヒットで、サヨナラ勝ち
し、決勝戦に駒を進めた。決勝戦は下

京支部。３試合目となり選手は疲労困
憊の状態のなか、真夏を思わせる天候
の下で、投げる、打つ、走る。試合は
13対11で伏見がなんとか逃げ切った。
　試合終了後の西村監督（支部長）は、

「３連覇の公約を果たすことができた。
伏見支部は選手の平均年齢も高いこと
から、正直いって、３連覇達成は難し
いと思っていた。非常に嬉しい」。伏
見支部の３連覇達成の道は平坦ではな
かった。３年とも、２回戦を切り抜け
たことが３連覇に繋がった。昨年の２
回戦は宇治支部との対戦で、同点とな
りジャンケンで勝って決勝戦へ進出し
た。一昨年の２回戦も宇治支部との対
戦は再逆転の辛勝であった。

その２　初の女性投手
　支部対抗ソフトボール大会で、初め
ての女性投手が登場し大活躍。その会

員とは、本年登録開業の新人三多彩子
投手（上京支部）。元高校のソフトボ
ールの選手だったとか…。小気味よい
投球で三振を数える。なんと強豪の宇
治支部を「ゼロ」と完封してしまった。
第２戦は、連投の疲れもあり惜しくも
決勝戦の登板とはならなかった。

その３　初の「公認審判員」
　今大会の審判員は、初めて財団法人
日本ソフトボール協会の「公認審判員」
を起用した。厳正な審判と試合のスム
ーズな運営だけでなく、試合前のライ
ン引き、用具の安全点検などのチェッ
クも審判員の任務と聞いた。球場一杯
に響く判定の声、試合はきびきびとス
ピーディに展開された。ルールに則っ
た厳しい判定。ホームベースを踏み忘
れたことを見逃さずアウト。「幻のホ
ームラン」となった。
 （編集委員　須藤　弘）

３本の指をあげて喜ぶ伏見支部チーム

伏見支部 　連覇に輝く伏見支部 　連覇に輝く伏見支部 　連覇に輝く伏見支部 　連覇に輝く3

その１　初の３連覇その１　初の３連覇

伏見支部こころ一つに三連覇
 「不死身」の伝統今も健在

333
支部対抗ソフトボール大会

力投する三多投手

優勝　伏見支部（３年連続）

ソフトボール大会成績

準優勝　下京支部

園部
・東山 中京下京 左京 右京伏見上京宇治

2 9 0 7 17

11

9 12 7

1211

11

8
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　毎週土曜日の朝、自宅近くの成就山
に登るのがここ数年の習慣になってい
ます。成就山には四国霊場のお砂を持
ち帰って開設されたと言われている

「御室八十八ケ所霊場」があります。
午前８時30分、一番札所「霊山寺」前
に同じ町内のお友達４～５人が集まり、
お参りを済ませて「お山歩き」がスタ
ートです。足元は少々危うくても口は
皆すこぶるお元気。先日は、地区の運
動会の話、山道で出会った「百足」の

―お山歩きと般若心経―
中京支所　若 山 昌 子

　京都に来て、名前が変わって、税理
士登録をして24年。子供が生まれ仕事
と子育て、そして親の介護と忙しすぎ
る毎日の中、スポーツ苦手、芸術の才
もない私にはとりたてて自慢できる趣
味はありません。
　ただ、この原稿の依頼を受けたとき
頭に浮かんだのが哲学の道の景色でし
た。家から歩いてすぐの哲学の道を、
桜橋から若王子、桜橋から銀閣寺へと。
一人で、子供達と、そして今は夫と。
朝は元気なお年寄りに挨拶し、昼間は
観光客気分で、夜はそのまま食事とお

酒を飲みに。気がつけば週に１～３度
歩いています。
　無理をしない距離を楽しみながら歩
く事で、机に向かっているストレスか
ら解放され、運動不足も少しは解消さ
れ、何とかこの忙しい間を乗りこえる
ことができたのだと思っています。
　今、子供達はそれぞれ独立していき
両親も旅立っていきました。突然、夫
と二人の生活となってしまい淋しくな
りましたが、哲学の道をブラブラと歩
きながら、四季の移り変わりの中で、
また新しい出逢いに巡り会える日を今

―哲学の道―
左京支所　萩 崎 智 子

は夢見て。そして歩いた後のつめたい
ビールは何とか頑張ってこられた私へ
のご褒美に。

私のいる
風景

話、途中のすすきの原では、おしゃれ
なお花の活け方、落ちている山栗を拾
っては皮の上手なむき方、はたまたお
金の運用方法、介護の実際など話は途
切れることなく続きます。そうこうし
ているうちに「八十八番さん」にゴー
ルイン。
　私は、この短い「山歩き」で心身共
に生き返ります。仕事の疲れや悩みご

とを吹き飛ばして
くれるばかりでな
く、町内の人達と
の貴重なお付き合
いにもなっていま
す。そして、そん
な時、ふっと眼に

とまった「おん　ころころ……そわか」
の文字。お堂に書かれているご真言で
す。恥ずかしいことに、これまでお経

にはほとんど関心がなかった私ですが、
山歩きを続けているうちにもっと覚え
てみたいという気持ちになりました。
未だその深い意味を知ることは難しい
のですが、毎日寝る前に「般若心経」
を唱えるのが私の日課となりました。
心がすぅーと落ち着き、ゆったりとし
た心境になれるのです。私は、そんな
お友達との「山歩き」と寝る前の「般
若心経」、最近得られたふたつの「心
の風景」をこれからも大切にしていき
たいと思っています。

―お山歩きと般若心経―風景風景風景風景風景
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　にぎやかな四条河原町から歩いて約
５分、行きかう人と肩が触れあうよう
な狭い西木屋町通りを下がっていった
ところに、ご紹介させていただくお店
はあります。
　店内からは、高瀬川のせせらぎを眺
めることができ、いい雰囲気のなかで
ゆったりと食事を楽しむことができま

す。お店を知ったきっかけは、とある
先輩先生方に連れていっていただいた
ことがきっかけです。以来、時折利用
させていただいており、今年は私の40
回目の記念すべき!?バースデーを大勢
の方に祝っていただきました。
　料理は、シェフが厳選した素材をふ
んだんに使った「見て楽しい、食べて
楽しい料理」です。コースでいただく
ことが多いですが、非常にボリューム
もあり、量的にも十分満足させられま
す。料理の脇にはお酒も必要でしょう。
ソムリエの方がいらっしゃるので、好
みや懐具合を率直に話せば、そのとき
にピッタリのものを選んでもらえます。

ビストロ
クー・ド・クール

半兵衛麩

とっておきのお店　　─組合員先生方のお薦めのお店─

ビストロ クー・ド・クール
京都市下京区西木屋町通り松原上ル清水町454-3

TEL・FAX 075-353-5150
営業時間 ランチ 11：30～15：00（L.O.14：00）

ディナー  17：30～22：30（L.O.21：30）
水曜定休　http://www.bistro-coup-de-coeur.com/info.html

　言わずと知れた名店「半兵衛麩」。
とっておきのお店のテーマの趣旨が隠
れたお店を発掘するという事なら、
少々趣旨から外れますが、私にとって
のとっておきのお店としてこの名店を
ご紹介いたします。
　創業元禄元年の京麩・京ゆばの老舗
であるこのお店のメニューは「むし養
い料理」（３千円）のみでその言葉の
意味は、空腹を一時的にしのぐ軽い料
理ですが、意味とは違い写真の通り
様々なバリエーションがあり、これが
麩なのかと思うほど見た目も美しい上、
味も京料理らしく繊細で満足していた
だけるお店です。
　また、食材の良さやお料理の質のみ

ならず、お店の室
しつ

礼
らい

や町家づくりの店
舗にも注目です。おくどさんや井戸が
あり昔の京町家を充分に見学できる上、
お店の室

しつ

礼
らい

にも細心の心配りがなされ、
季節に応じたおもてなしをしていただ
けます。
　最後に、さすがプロと思わせる心の
こもったサービスにも感服します。
　色々な美味しいお店は、京都には多
くあると思いますが、総合得点では上
位に位置する名店だと思います。行か
れたことのない方、是非とも一度足を
運ばれてみては如何でしょうか。

半兵衛麩
京都市東山区問屋町五条下る上人町433

（五条大橋東南詰め）
TEL 075-525-0008㈹

営業時間　11：00～14：30
定休日　年中無休（但し、12月29日～１月5日休み）

伏見支所　縄田浩昭

下京支所　前岡照紀

半兵衛麩
本店

鴨
川
川
端
通

京
阪
本
線

五
条
大
橋

問
屋
町
通

中信

グランバック
（紳士服）

キャノン

五条駅２号口

鞘
町
通

ビストロ
クー・ド・クール

四条通
阪急京都線 河原町烏丸

大丸

藤井大丸

ホテルサンルート京都

髙島屋
阪急

四
条

河
原
町
通

寺
町
通

京
阪
本
線

鴨
川

そんな美味しい料理とお酒だけでなく、
お店の方の当意即妙なサービスも加わ
り、仲間との会話が弾むこと請け合い
です。食べて、飲んで、話して、大変
楽しいひと時を過ごせるお店です。
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―僕の青春、そして喪われた親友と、
永遠に愛する初恋の人へ―
　「活動寫眞の女」は、昭和44年の
京都が舞台だ。この年、京都大学へ
入学した主人公三谷薫が親友清家忠
昭、恋人結城早苗と出会い過ごした
青春物語である。

　昭和44年は学生紛争のために東京
大学の入学試験が中止された年であ
った。地元の東京大学を目指してい
た三谷は、そのため、京都大学の文
学部に入学した。しかし、京都独特
の雰囲気に慣れず、なかなか友人も
出来ないままひとり異邦人の気分を
味わっていた。三谷は大の映画好き
で、映画館でたまたま知り合った京
都大学医学部２回生の清家忠昭とす

ぐさま意気投合し、彼の紹介で、太
秦撮影所でアルバイトをすることに
なる。そんなある日、清家は撮影所
で絶世の美女と出会い、激しい恋に
落ちる。しかし、彼女は既に昭和13
年に亡くなっていた大部屋女優、伏
見夕霞であった。不運な一生だった
伏見夕霞の映画への強い想いを感じ
ながら、４人が織り成す物語は、昭
和40年代の時代を物語るように、セ
ピア色で甘く、もの悲しい話になっ
ている。
　浅田作品に幽霊はよく登場する。
そこには、過去と現在の人物が時空
間を越えてシンクロナイズしていく。
本書はそんなノスタルジアを醸し出
す雰囲気を漂わせながら時代を超え
て繰り広げられる青春と恋愛をテー
マにした作品といえる。そして、本
人たちが生きる昭和40年代の時代と、
亡霊が生きる古きよき日本映画の全
盛期の時代が交互に描かれ、セピア
とモノクロを行ったり来たりして、
それが独特なレトロ感を醸し出して
いる。まさに亡霊出現に似つかわし
い状況設定
がなされて
いるといえ
る。そこは
大学紛争当
時の京都大
学をモティ
ーフに黒谷、
真如堂、南
禅寺という
東山界隈が
舞台となっ
て登場する。老舗の喫茶店「進々堂」
も出てきて、当時京都で学生時代を
送った人には懐かしいシーンが数多
く登場する。また、太秦界隈の映画
撮影所の姿も「太秦映画村」として
営業する以前の姿で、東洋のハリウ
ッドと称された太秦がテレビの到来
と共に衰退していく頃でもあるので、

寂
せき

寥
りょう

感も漂っている。ちなみに、舞
台となる撮影所が東映か大映か松竹
か、具体的な名称は出てこない。小
説では「中央映画京都撮影所」、略
して「中撮」となっているが架空の
名称である。―「中撮商店街」を歩
いた突き当たりに、それは往時と少
しも変わらぬ威容をもって聳えてい
る―という記述から、「中撮商店街」
は「大映通り商店街」、「中撮」は「松
竹京都映画撮影所」になるのかもし
れない。嵐電「太秦広隆寺」駅から
商店街を歩いてみると、確かに松竹
撮影所は存在したが、現在は改修工
事が行われていて、撮影所の様子を
うかがい知ることはできない。
　本の中で登場する「伏見夕霞」と
いう女優は実在していたのか？とい
う疑問がわいたが、どうもそのよう
な事実はないようだ。そのかわり、
伏見夕霞がアップで出た唯一の作品、
溝口健二監督の「祇園の姉妹」、彼
女が恋愛関係に陥ったという若くし
て死んだ天才監督山中貞雄、これら
は実在している。彼女をとりまく周
辺の映画事情が全て事実であるため、

 

著　
　

者　

浅
田　

次
郎

 

編
集
委
員　

北
尾　

剛
久

「
活
動
寫
眞
の
女
」

京
の
文
学
散
歩

京都大学

進々堂

嵐電「太秦広隆寺」駅
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リアリティーがあるし、映画ファン、
京都ファンの方にはお勧めである。
　伏見夕霞や山中貞雄が青春を送っ
た戦時体制の昭和13年と三谷薫や結
城早苗が生きた30年後の学園闘争高
揚期の昭和44年。後段になると、こ
の過去と現在の時代設定が次第に真
価を発揮する。亡霊であるにもかか
わらず夕霞の存在を信じ、夕霞を愛
し続けた医学生清家は夕霞が彼らの
前から姿を消した時、自らも忽然と
姿を消す。彼は昭和13年制作のニュ
ースフィルムの中に存在していた。
正月の浅草六区の興業街に清家と夕
霞はぴったりと寄り添っているのだ。
やがて２人は語り合い、見つめ合い
ながら群集の中に消えてしまった。
清家は軽々と時空を飛び超えて昭和
44年から昭和13年へと移行する。伏
見夕霞の亡霊にいざなわれ、鮮やか

にタイムスリップして昭和13年の東
京に青春を生きているのである。
　読み進むにつれ、徐々に浅田次郎
の世界に引き込まれていく。ありえ
ないこととわかっていても、文章の
巧みさや圧倒的な語彙力で「こんな
ことって、起きてしまうかもしれな
いなあ」と思ってしまう。きれいな
文章も数多く出てくるがそれを通り
越して自分の素直な気持ちを掘り起
こしてくれる面がある。結城早苗に
恋をした主人公、三谷薫や亡霊の夕
霞を愛した清家忠昭の姿に自らの淡
い恋の思い出を重ねて懐かしむこと
のできる青春恋愛小説といえる。京
都の大学生という魅惑的な要素を含
んだ作品なので当時を懐かしむ方は
本著で昭和へタイムスリップしてみ
てはいかがでしょうか。

只今工事中

京都市からのお知らせ
■平成21年度償却資産の申告について

◆提出期限
　平成21年２月２日（月）

◆提出先
　電子申告（エルタックス）以外は、資産所在の区役所（支
所）の固定資産税課（課税課）

◆対象資産
　土地・家屋以外の事業用資産で減価償却の対象となるも
の。ただし、自動車税及び軽自動車税の課税客体となるも
のについては除外されます。

◆家屋の所有者以外の者が取り付けた家屋の附帯設備について
　家屋の所有者以外の方が、事業用に供するため、平成16
年４月１日以後に取り付けた家屋の内装や建築設備などの
附帯設備については、すべて償却資産として申告が必要で
す。

◆中小企業等の損金算入の特例について
　租税特別措置法の規定により取得価額10万円以上30万円
未満の少額資産を一時に損金算入された場合も、償却資産
の課税客体となりますので、申告が必要です。

◆税制改正による耐用年数の見直しについて
　既申告分の償却資産（固定資産税）については、平成21
年度以降、改正後の耐用年数により評価額の計算を行いま
す。耐用年数の変更資産の申出方法及び申告方法などにつ
いては、お届けする申告書類の中の説明文書をご覧下さい。

新 春 講 演 会
新 年 祝 賀 会
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　当会は先日の例会（平成20年８月31日）で記念すべき
30回を迎えました。初例会が平成16年１月18日だったの
で４年半になります。ハイキングではなまぬるく、しか
し登山ではきつすぎるという、税理士特有？のわがまま
をトレッキングというその中間でまとめてみました。
　天気には大変恵まれて30回のうち中止は２回。１回は
雨、もう１回は天気はよかったのですが予定のコースの
山道がそれまでに降り続いた雨で崩壊したということで
前日に中止としました。
　参加者は28回で延べ381名にのぼり平均参加者は13.6
名になっています。毎回そのコースの難易度を１～５で
表示して案内していますが、やはり難度が高いと思われ
るときは参加者は少なくなります。
　初代会長は北條巖先生、現在は作見藏市先生にお願い
しており、現在の会員数は48名で１回でも参加した人が
44名となっています。京税協から頂いた補助金は事務通
信費のほか、例会ごとの傷害保険料や携帯医薬品、入山
料・入場料に使わせていただき、大変ありがたく感謝し
ています。
　健康のため、メタボ解消のため、あなたも参加してみ
ませんか？山の緑の木々が、森の空気が、きっとあなた
を癒してくれること請け合いです。

京税協トレッキングクラブ

連
絡
先

左京支所
二股　茂 TEL：075-702-7002

連
絡
先

左京支所
木村　正 TEL：075-771-0786

親睦をはかることを目的とする」と会則にありますよう
に、気楽にテニスを楽しむことをモットーにしています。
⑴　活動状況は、京都市営のスポーツ施設、左京区の岡

崎グラウンドにあるテニスコートを使用して、練習
は月２回程度、午後７時～９時までの平日ナイター
です。８月と12月～３月は休会とし、５月に総会と
懇親会を催しています。

⑵　会員数は現在35名で、上京、中京、右京、下京、東
山、伏見、宇治、左京支所の先生方です。

⑶　会の世話役には、会長に吉澤俊二先生、副会長木村
正・伊島睦先生、会計監事木村明先生という構成です。

　これからテニスを始めたい方もぜひ参加をお待ちして
います。

　京税謡曲同好会は、現在会員数17名で、金剛流師範の
田畑臣雄先生の他は全員観世流。滋賀県から２名、大阪
から１名の応援を受けて、毎年、６月の第一土曜日と、
10月の最後の土曜日に上京区のルビノ堀川に於いて発表
会を行っています。発表会も今回（10月18日）が39回目
です。
　参考迄に今回の会の番組を抜粋して掲載します。
　　百　萬 　　　岩崎　寿天男　　大藤　康夫
　　松　虫 　　　望月　美木造　　菅原　宏平
　　俊　寛 　　　中川　勝晴　　　出野　公人　他
　　独吟 玉葛　　田畑　臣雄
　　隅田川 　　　戸次　威左武　　村瀬　嘉男　他
　発表会の曲目は、シテ（主役）に指名された方の希望の
曲で、それにワキ、ツレ等の役を適宜割当ててやってい
ます。
　謡と言えば「高砂や～」と思われる方が多いでしょう
が、源氏物語や平家物語から題材を取ったものが多く、
約240曲（観世流）あり、能の歌の部分が謡曲です。ラ
ジオで聴くオペラのようなものです。
　趣味の高度さと奥深さで、謡を謡う人が最近は少なく
なっています。本会も御多聞に洩れず会員が少なく、先
行きを心配しています。少しでも興味のある先生の入会
をお待ちしています。

京税謡曲同好会

連
絡
先

右京支所
岩崎　寿天男 TEL：075-331-3481

宝ヶ池テニス同好会
　永く感じられた夏も、いつの間にか秋の気配の深い、
スポーツの季節となってきました。
　我が「宝ヶ池テニス同好会」は、昭和57年に発足し「テ
ニスを通じて、自由に自己の健康を保持し、会員相互の

同好会だより
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　昭和40年代前半のボウリングブームの時にプレーされ
た団塊の世代の人達が、定年退職後にボウリングをされ
ることが多くなり、各地のボウリング場が賑やかになっ
ているようです。
　当同好会でも毎月１回のペースで平日の夜にボウリン
グ大会を開催しております。場所は、しょうざんボウル
とラウンドワン京都河原町店を交互に利用しています。
完全ハンデ戦を行っておりますので、会員誰もが優勝す
るチャンスがあります。大会終了後に表彰パーティーを
行い、賞品も用意しております。会員の実力も伸び、全
体的にもレベルアップしております。今年の支部対抗ボ
ウリング大会も会員の寺石光宏先生が優勝されました。
　当同好会の参加者は会員先生ばかりではなく、人数に

ボウリング同好会

連
絡
先

左京支所
石原　京二 TEL：075-781-0479

制限はありますが、会員先生にご紹介いただければ、18
歳以上の方なら参加できますので、運動不足やストレス
の解消はもちろん、本格的にボウリングを始めてみたい
先生方は、お気軽に下記連絡先までご連絡くださいます
よう、お願い申し上げます。
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第３回理事会
　平成20年度第３回理事会を10月15日（水）午後４時00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46名　監事４名　相談役３名
【審議・決議事項】
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15名・法人２社、賛助会員９名がそれぞれ加入
を承認されました。なお、組合員数は個人組合員1,251名、
その出資金額１億2,059万円、法人組合員46社、その出資
金額433万円となりました。また、賛助会員は138名となり
ました。
 （申込順・敬称略）
【個人組合員】
○岩井盛一郎　○松林　秀悟　○上前　孝晴
○今井　　滋　○人見　真也　○三多　彩子
○石田　一郎　○大村　由美　○元木　啓雄
○塩谷　邦幸　○松井　芳雄　○田中　隆久
○芦田　　太　○高屋　豊明　○中村　政温
【法人組合員】
○税理士法人　エム・エイ・シー京都
○税理士法人　りたっくす
【賛助会員】
○八尾　利加　○大薮真一朗　○村尾壽太郎
○國場　　淳　○横山　秋一　○井本　篤志
○松村　尚志　○吉田　和之　○久乗　　哲
第２号議案
　篠田展俊支部連会長から「税を考える週間」行事（H20．
11／11～17）について協賛金の依頼があり、要望通り協賛
金を拠出することが承認されました。
【報告事項】
各部門報告
１．総務部門
①財務報告の件

田中英文総務委員長より財務報告があり、了承されまし
た。

②組合行事日程について
支部連新春講演会・賀詞交歓会が１月９日（金）から１
月14日（水）に日程変更される旨、また今後の予定とし
て１月７日（水）に常務理事会が、８月７日（金）に正副
理事長会並びに通常総会が開催される旨それぞれ報告が
ありました。

③支所担当者会議（10月３日開催）の報告があり、支所会
計並びに行事予定に関する議題が取り上げられた旨報告
がありました。

④京税協ホームページの「行事案内」について、パスワー
ドを入力せずに予定を閲覧できるシステムを準備中で、
10月16日（木）開催の総務（情報化担当）委員会を経て、
11月上旬に運用できる見込みであることが報告されまし
た。

⑤「規定類」の整備について、本年の総会で承認された「定
款」の「公告の方法」が、法務局で登記不可となり再度
文言を検討し、来年の総会で再び定款変更を行う旨の報
告がありました。

⑥11月12日（水）に開催される全税共ゴルフコンペにつき、
10月15日現在の参加者数が108名であることが報告され
ました。

⑦10月17日（金）の地区連絡委員会で一泊旅行に代わる「懇
親会」企画を検討する予定で、次回の理事会では企画の
発表を行う旨の報告がありました。

⑧事務局職員採用について…石野明美さんの退職に伴い、
柴田和亮さんを採用した旨報告がありました。
２．保険部門
①スタートアップセミナーが11月５日（水）に開催され、

今年度は大同生命研修部講師による講演であることが報
告されました。

②全税共業務推進会議が７月24日（木）に開催され、第23
回全国統一キャンペーンに関する議題について協議され
たことが報告されました。

③全税共統一キャンペーン施策に関し、全税共・京税協の
施策報告と、来年１月の表彰式に向けた準備を進めてい
る状況が報告されました。
３．事業部門
①平成21年版「組合員ハンディブック」制作について、コ

ンペの結果、為国印刷に決定し、今回はフルカラーで制
作されることが報告されました。

②「年末特別融資」の斡旋について、取扱い件数減少に伴
い、従来の制度に変えて、条件等を個別に対応していた
だく方向で検討していることが報告されました。

③提携企業「ロックス」の料金改定があり、たくさんの先
生方にご利用いただけるよう、少量から取引がしやすい
利便性を考慮した価格設定にされたことが報告されまし
た。

④平成20年分税務便覧の販売状況並びに制作状況について
報告がありました。

⑤税経学院の開催状況について報告があり、受講カードの
不適切な使用が数名見うけられた状況にあり、適切な使
用をお願いする旨要請があったことが報告されました。
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組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

８・22 神戸税理士協同組合第18回（第31期）通常総代会出席
　於　ニューオータニ神戸ハーバーランド

８・25 総務（情報化担当）委員会開催
（行事予定システムの選定について）

８・26 大阪・奈良税理士協同組合第20回通常総代会出席
　於　帝国ホテル大阪

８・27 朝日生命との個別業推懇談会開催

８・28 日本生命との個別業推懇談会開催

８・29 近畿税理士協同組合連合会第44回理事会出席
　於　阪奈税協

８・29 全税共近畿地区会会議出席
　於　大乃や

９・１ 税務便覧制作委員会開催（平成20年分税務便覧校正）

９・４ 大阪国税局へ「定款変更認可申請書」提出

９・５ 近畿税理士政治連盟第42回定期大会懇親会出席
　於　帝国ホテル大阪

９・８ 中小企業基盤整備機構との打合せ開催
（「小規模企業共済制度・中小企業倒産防止共済制度」推進について）

９・９
学院・短期講座開講「実務に役立つ裁決・判決事例」
　講師　上西左大信先生
　参加　112名

９・９ 日本税理士協同組合連合会第１回理事会出席
　於　日本税理士会館

９・10 支所担当者会議打合せ開催
（支所交付金の使用目的範囲及び会計処理基準について）

９・10 事業委員会開催
（今年度の事業委員会施策について　他）

９・16
学院・実務講座開講「所得税の基礎知識と計算の実務」
全10回（１回目）
　講師　横田聡先生
　参加　59名

９・17 AIGエジソン生命との個別業推懇談会開催
（全税共事業の業務推進について）

９・18
学院・短期講座開講

「同族会社の行為計算否認規定と実務家としての対応」
　講師　植田卓先生
　参加　187名

９・18 近畿税理士会協同組合連合会第13回通常総会出席
　於　ホテルグランヴィア大阪

９・24 定款変更認可日

９・26 明治安田生命との個別業推懇談会開催
（全税共業務推進について）

９・29 日本税理士協同組合連合会第13回通常総会出席
　於　第一ホテル東京

９・30
学院・実務講座開講「所得税の基礎知識と計算の実務」
全10回（２回目）
　講師　横田聡先生
　参加　59名

10・３ 支所担当者会議開催
（支所会計について、HP「支部行事予定について」）

10・３ 法規・諸規則委員会
（諸規定〈規定類集〉全般に亘る見直しについて）

10・６ 第13回大同生命保険推進協議会開催（当番：名古屋）
　於　名古屋観光ホテル

10・７
学院・短期講座開講

「輸出の消費税・輸入の消費税」
　講師　金井恵美子先生
　参加　166名

10・９
両丹協議会並びに両丹支所組合員との懇談会開催

（大同生命による「保険指導実践セミナー」）（各部門報告）
　於　ホテルマーレたかた〈舞鶴〉
　参加　80名

10・14
学院・実務講座開講「所得税の基礎知識と計算の実務」
全10回（３回目）
　講師　横田聡先生
　参加　59名

10・15 正副理事長会開催

10・15 常務理事会開催

10・15 理事会開催

10・16 総務（情報化担当）委員会開催
（行事予定表について）

10・17 地区連絡委員会開催
（平成20年度の行事について）

10・20
事業委員会及び事業推進協議会開催

（事業推進協議会開催要領について）
　参加　28社　33名

10・21
両丹５支部対抗ゴルフコンペ
　於　宮津カントリークラブ
　参加　30名
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10・21
学院・実務講座開講「所得税の基礎知識と計算の実務」
全10回（４回目）
　講師　横田聡先生
　参加　59名

10・24 全国税理士共栄会第34回定期総会出席
　於　沖縄ハーバービューホテル

10・24

学院・短期講座
「経営承継円滑化法と事業継承税制について」
　講師　小池正明先生
　参加　179名
　協賛　株式会社国土工営

10・28
学院・実務講座開講「所得税の基礎知識と計算の実務」
全10回（５回目）
　講師　横田聡先生
　参加　59名

10・30
学院運営委員会開催

（今後の学院運営について・司会及び受講カード
受付担当分担について）

11・４
総務委員会

（教育情報配付資料　図書の選定について・支所
会計収支報告書のひな形の検討について・封筒の
検討について）

11・4
学院・実務講座開講「所得税の基礎知識と計算の実務」
全10回（６回目）
　講師　横田聡先生
　参加　59名

11・４ 編集委員会開催（第123号編集割付）

11・４ 大同生命事業報告懇談会開催
　於　木乃婦

11・５ 大同生命「スタートアップセミナー」
　参加　29名

11・６
学院・短期講座

「広大地評価の実務事例・論点」
　講師　笹岡宏保先生
　参加　142名

11・11
学院・実務講座開講「所得税の基礎知識と計算の実務」
全10回（７回目）
　講師　横田聡先生
　参加　59名

11・11 編集委員会開催（第123号ゲラ校正）

11・12
第42回全税共VIP君・ランちゃんゴルフコンペ開催
　於　琵琶湖カントリー倶楽部
　参加　109名

11・14 編集委員会開催（第123号ゲラ再校正）

11・14
学院・短期講座

「平成20年度金融・証券税制関連の改正ポイント」
　講師　四元篤子先生
　参加　97名

11・17
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「優績営業
職員表彰式・祝賀パーティー」開催要領について）

11・18
学院・実務講座開講「所得税の基礎知識と計算の実務」
全10回（８回目）
　講師　横田聡先生
　参加　59名

11・20

事業委員会開催
（事業推進協議会の実施報告について・平成20年
分税務便覧販売状況について・平成21年版組合員
ハンディブック制作状況について・新規提携企業
について）

11・20 地区連絡小委員会開催
（春の新行事開催日程等について）

中小企業による
中小企業のための金融機関

京都支店　TEL：075（221）3181
〒604-0953　京都市中京区富小路通御池上ル守山町156-3
http://www.shokochukin.co.jp/
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編集 か
長

ら

　全ページカラー印刷化となってから、印刷会社か

ら上がった初校を見ながらの色彩バランスチェック

が重要になってきました。でも、私は美的センスが

「？」のため、編集委員の作業をジャイアンツ原監

督よろしく「キョーゼイキョー愛」の気持ちで見守

るだけです。こうした編集委員の努力も見ていただ

ければ嬉しい限りです。

前回号（平成20年８月25目発行・第122号）誌面10頁にお名前
の誤りがありました。
謹んでお詫び申し上げます。
10頁…左段・文中上段から８行目

（誤）お名前：松山臣保　日本生命執行役員代理店営業部長
（正）お名前：松山保臣　　〃　※肩書の誤りはありません

― お詫びと訂正 ―

新事務職員のご紹介

退職のご挨拶

柴田　和亮

事務局　石野　明美
平成20年９月20日退職

京税協・支部連共催　大同生命協賛

大同ゴルフコンペ
４月９日木平成

21年

〈場所〉瀬田ゴルフコース

　このたび９月20日をもって退職させていただきまし
た。在職中はご指導ご鞭撻を賜わり誠にありがとうご
ざいました。心より感謝しております。
　皆様のご健康とご活躍を心からお祈り申し上げます。

　10月１日より勤務させていただい
ております。
　先生方の組合活動をサポートでき
ます様、微力ではございますが精一
杯頑張ります。
　どうぞ宜しくお願い致します。

　10月１日より勤務させていただい

　先生方の組合活動をサポートでき

杯頑張ります。
　どうぞ宜しくお願い致します。
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　「『路線バスの終点へ』の原稿を書くのは
大変！」との編集委員の皆さんの声が聞こ
えてきます。（辛いです）
　そこで、「アイデア勝負。ネタは何ぼで
もある」と呟きながら今回私が行ってきた
のは高速路線バスの終点高知です。高知県
馬路村（ゆずが名産の山村で、「ぽん酢し
ょうゆ」や「ごっくん」という商品は結構
有名です）で10月５日に開催される「第
17回おらが村・心臓破りフルマラソン」
に私が出場することを決めたことで考え付
いたのですが、この村へ行くのにはまず高
知駅へ、そして土佐くろしお鉄道 “ごめん
なはり線” で安田駅まで行き、さらに村が
用意したバスで運んでもらうことになりま
す。
　JR利用の場合、岡山から瀬戸大橋を通
って高知に行きますが、バスの場合、淡路
島を抜け徳島道を通り、阿波池田から高知
道というコースを取ります。もちろん、今
回はバスで行くわけです。
　10月４日午前８時20分、ホテル京阪前
の乗り場をバスはスタートしました。（バ
スは京阪バス・土佐電鉄・高知県交通の３
社で共同運行されており、今回は土佐電鉄
でした）乗客は20数人、隣に乗客が座る

ということもなく、ゆったりとした旅です。
　長距離バスの旅は長時間におよぶため、
特に車窓観光をするわけでもなくひたすら
睡眠または読書というのが基本的パターン
となります。しかし、今回は取材だからと
「眠らない」ことを意識していたのですが、
乗車すると同時に睡魔が襲い、気がつけば
明石海峡大橋の途中です。おかげで、写真
撮影には失敗してしまいました。名誉挽回
とばかりに最初のトイレ休憩場所である室
津PAで播磨灘の写真を撮りましたが、薄
曇りでもう一つの景色でした。
　このPAで、愉快なことがありました。
なんと隣に停車した路線バスの乗客がトイ
レのあとバスを間違えて座っていたのです。
ドライバーが人数確認しているときに気が
ついて慌てて降りて行きましたが、雰囲気
でわかりそうなものですけどねぇ。
　大鳴門大橋通過時にはちゃんと撮影に成
功しました。さらに次のトイレ休憩の吉野
川SAでは景勝地「美濃田の渕」も。ただ、
このあと特に見るべきところもなく山間部
をバスは走り、午後１時20分に高知駅に
到着です。終点の高知駅は新築され、立派
な姿になっていました。（ただし、駅前再
開発中で裏側である北口から撮影したもの

です）
　これでノルマは達成ですが、もちろん旅
は続きます。とりあえず、土佐の高知のは
りまや橋（ご存知、がっかり名物。しょぼ
いです）を記念撮影し、そのあと今夜の宿
泊地タイガースタウン安芸のビジネスホテ
ルに向かいました。なぜなら、馬路村では
マラソン参加者を収容しきれず、旅館は相
部屋となります。やむなく、当日現地に入
ることにしたのです。途中、後免駅でタイ
ガース列車に遭遇、撮った写真は今期の阪
神のペナントレースを象徴するようなもの
となりました。
　着いた安芸は童謡の里だそうで、駅前に
はなぜか実物の帽子をかぶせられた「靴が
鳴る」の子供の像と虚しく止まっている阪
神のマジックナンバー表示板がありました。
　翌日、安田駅まで列車、そこから送迎バ
スで馬路村へ向かいました。マラソンの結
果は自分で自分を褒めてやりたいものとな
り、めでたく一石二鳥で取材は終了となり
ました。
　やっぱりこの企画は「オモロー！」です。
発案していただいた前編集副委員長の中村
先生に感謝！

路線バスの終点へ☞
シリーズ

路線バスの終点へ
シリーズ

高知
編集委員長　有 田 行 雄

高知県

至松山

至川之江 至高松

至徳島

野根
高知空港

南国 IC

安田

馬路

魚梁瀬

安芸

高知伊野 IC

高知 IC

大津 IC
高知自動車道

久木

二又

321

56

33

32

55
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