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　総務委員会の委員長を仰せつかっております田中英文で
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ありが
とうございます。厚くお礼申し上げます。
　当委員会は、今期に入り組織が変わり前期までの財務委
員会と情報化推進委員会が統合され新たに総務委員会とい
う名称になりました。
　以下総務委員会の主な業務を説明致します。会計業務で
一番大変なのが決算、申告業務です。毎年６月上旬に委員
全員が集まり分担して決算書作成、申告書作成そして来期
の予算組みを行います。数年前から支所会計ができ、また
協同組合とは別個に厚生会でも法人申告を行うようになり
ましたのでその分業務が増え、プロが集まって１日で行い
ますが、やはり年によっては夜遅くまでかかることがあり
ます。毎月の業務としては、交替で現金監査、月次決算、
支払承認などがあります。当組合は組合員・賛助会員皆様
のお陰で、これまでは業績がよく予算どおり又それ以上に
業績も伸びておりましたので資金繰りに苦労することがあ
りませんでした。
　総務業務では、組合員名簿の作成、総会の議案書作成、
教育図書の選定・配布、会館の管理・運営そしてＨＰの管
理など幅広くいろんな業務がございますが、どちらかと言
えば他の委員会に属さない諸々とした地味な業務が多いか
と思います。
　情報化業務としては、前期において組合員・賛助会員の
データベースをシステム化（具体的には、研修会の出席、
図書の販売、大同生命の還元金、配当計算等々）がほぼ完
成しましたので、現在は、維持・改善をしており、今後は
それに事業分量配当金が算出できるようにシステムを改良
しております。
　近い将来、両丹の先生にも研修を受けて頂きやすくする
ためインターネットによる遠隔地同時配信の研修会を考え
ております。これまで半年間繰り返しテストをしてまいり
まして、ほぼいけそうな結果がでましたので、今年の夏頃
には実際に北部のどこかの支部にて試験配信を行い、実現
に向けて動いていきたいと考えております。また別に慶弔
連絡のパソコン、携帯へのメール配信システムも現在試行

錯誤しながら完成しつつあります。完成し本格的に利用で
きるようになりましたら、遠隔地配信につきましては研修
委員会に、メール配信につきましては各支所に運営をお願
いする予定にしております。このように情報化業務に関し
ましては、組合員及び賛助会員の先生方にこれまで以上に
組合事業にご参加して頂きやすくすることを考えておりま
す。こんな総務委員会ですが今後共よろしくお願い致します。

　京税協の各部門から委員長の声をお伝えしようと「委員
長からのお知らせ」をシリーズ化して６回目となりました。
これで各委員会は一巡し、この企画を考えた私の順番がや
ってきました。広報が自分のことを広報するのは変な感じ
もしますが、今回は、京都税理士協同組合ニュース「京税
協」の制作過程と、この広報誌の過去・現在・未来につい
て「お知らせ」したいと思います。
　まず、広報誌「京税協」は広報委員会が作成しています。
（以前は「京税協ニュース編集委員会」という長ったらし
い名前でした。しかし、昨年12月19日の理事会で「広報委
員会」に名称変更されました）広報委員会の構成は、委員
長と２名の副委員長及び11名の委員の合計14名です。そし
て、これは大きな特色であろうと思うのですが、うち女性
が８名と過半数を占めており、まさに男女共同参画を先取
りしています。
　「京税協」は年４回発行で、１号発行につき３回の委員
会（編集会議）を開きます。３回目は半舷上陸（委員長と
委員長を除く半数の委員が交代で参加）ですから、皆出席
ですと年10回出席になり他委員会と比べると多い開催であ
ると思います。
　１回目の編集会議では、委員長が事前に大まかな内容を
決め依頼しておいた原稿を割付し、文章表現のチェックを
行います。２回目・３回目はこの初校をもとに校正を行い
ます。刷り上がりを見ると、思っていたイメージと違うこ
ともありますから、単に文字の校正だけではなく、紙面バ
ランスも検討しなくてはなりません。それ以外にも、委員
には「京の文学散歩」「路線バスの終点へ」の原稿を書く
といった作業（任期中にどちらか１回をノルマにしていま
す）や京税協行事の取材に行く仕事も待っています。

　総務委員会の委員長を仰せつかっております田中英文で

京税協委員長からのお知らせシリーズ

第　　回6

総務委員会 委員長　
田 中 英 文

広報委員会 委員長　
有 田 行 雄
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京税協委員長からのお知らせ

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/

　「広報委員が楽しくなければいい紙面は作れない」をモ
ットーに、和気藹々と編集作業を進めていますが、活字に
なるため間違いは許されず、けっこうプレッシャーがかか
っています。
　次に、「京税協」の紙面を見ていただければ（特に、バ
ックナンバーをお持ちでしたら）、ここ数年の変化に驚か
れるのではないかと思います。
　まず最初の変化は、平成16年５月25日発行の第105号です。
税理士会館竣工に合わせイメージチェンジをということで、
それまで縦組み右開きから横組み左開きにし、文字も大き
くしました。
　そして、平成20年１月25日発行の第120号から印刷業者
の変更と同時に、全ページフルカラーにしました。広報誌
ですから、京税協としてお伝えしなくてはならないことを
掲載するのは当然ですが、読んで頂けないことには何にも
なりません。写真を多くし、読み易さとセンスアップを追
求したわけです。その流れで、題字やシリーズ記事の変更
などを行ってきました。
　これからの「京税協」はマンネリ化を防ぎ、よりよい紙
面づくりをするために、新たなアイデアで常に揺り動かさ
ないといけないと思っています。「京税協」の発行を待っ
ている組合員のみなさんが増えることを目指して…。
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　京都税理士協同組合では、去る１月21日ウェスティン都
ホテル京都において「第23回全税共全国統一キャンペーン」
の表彰式が開催されました。
　式は辰巳専務理事の司会で、廣瀬理事長の開会の挨拶、
平澤副理事長の経過報告に次いで、全国税理士共栄会等々
のご来賓の方々からのご祝辞がありました。「会長賞（ダ
ブルスター）」をはじめ「理事長賞」から「努力賞」まで
の多数の優績職員の方々が表彰されました。また、特別賞
である連続受賞の「雅ファイブ」、支社が受賞する「優秀
機関長表彰」等にも感謝状と記念品の贈呈が行われ、吉澤
副理事長の挨拶で表彰式が閉会となりました。
　引き続き、植田常務理事の司会、井上副理事長の挨拶の
もと華やかに祝賀パーティーが開催されました。第一部は
祇園花見小路にあるライブハウス「京都KENTO’S」のス

全税共 全国統一キャンペーン

テージに出演中のイエロージャケッツによるライブです。
懐かしのオールディーズナンバーの演奏が始まると、会場
はいつしかライブハウスと化し大いに盛り上がりました。
第二部は恒例の「お楽しみ抽選会」が開催され和やかな雰
囲気の中お開きとなりました。 （広報委員　高島良彦）

【受賞者の方々】 （敬称略）

◆VIP大型総合保障制度
会 長 賞 AIGエジソン生命保険株式会社　京都第一営業所 松崎　哲雄 
理事長賞 日本生命保険相互会社 京都南支社 竹村　和美  他３名
金　　賞 日本生命保険相互会社 京都西支社 萩野　次代 他９名
銀　　賞 AIGスター生命保険株式会社 京都エージェンシーオフィス 上村　文代 他16名
銅　　賞 日本生命保険相互会社　京都支社 奥野　知美 他63名
努 力 賞 第一生命保険相互会社　京滋支社 松本　良子 他68名
特 別 賞 AIGエジソン生命保険株式会社 京都第一営業所 松崎　哲雄 
◆雅ファイブ（連続入賞者）
 朝日生命保険相互会社　京滋支社 久下萬里子 他５名
◆雅ファイブ特別賞（20年連続受賞）
 朝日生命保険相互会社　京滋支社 久下萬里子
◆優秀機関長表彰 
 AIGエジソン生命保険株式会社　京都第一営業所 本田　拓也  他13名
◆優秀支社賞10
 日本生命保険相互会社　京都西支社 他５支社
◆年間表彰
年間５億賞 日本生命保険相互会社　京都西支社 西田　珠惠 他５名
年間３億賞 明治安田生命保険株式会社　京都支社 久家いづみ 他５名

大阪・奈良税理士協同組合と
京都税理士協同組合との

　大阪・奈良税理士協同組合（阪奈税協）と京都税理士協
同組合（京税協）の広報部門、事業部門の連絡協議会が４
月30日午後３時30分からウェスティン都ホテル京都「鳳凰
の間」で開催されました。
　この協議会は、両税協の２部門がお互いに活動状況を報
告しあい、今後の活動に役立てようとの趣旨に沿って、京
税協の相談役で阪奈税協の員外監事でもある片野晏弘氏の
口添えで実現したものです。京税協からは理事長、副理事
長、専務理事、担当部門の委員長・副委員長・委員が参加
しました。
　協議会は廣瀬京税協理事長、南口阪奈税協理事長の挨拶
のあと、会場を２つに仕切り、両部門ごとの分科会を１時
間50分に亘って行いました。当初は話題に困り時間が余る
のではないかと危惧する向きもありましたが、話題は尽き
ずお互いの問題点が認識でき、有意義な話し合いとなりま
した。
　午後５時45分からは会場を「稔りの間」に移し、懇親会

を行いました。ここでもテーブルの隣同士となった両税協
の参加者は、活動状況についてさらに詳しく話題にし、懇
親が深まる中、午後７時45分、平澤京税協副理事長の挨拶
で閉宴となりました。  （広報委員　有田行雄）

連絡協議会開催 －４月30日－

－１月21日－第23回

【4】 平成21年５月25日【4】【4】



“美酒に酔う”
　瀬田ゴルフ場の
神様は古希に近い
男が三丹から駆け
付けたご褒美に
「微笑ん」でくれ
ました。ハンディ
ホールはパー無し、

　平成18年の秋以来、２回目の参加で
した。前回は飛び賞をいただいた記憶
があり、実は今回も密かに何らかの賞
にあり付きたいとの希望を胸に１番ホ
ールのティーへ…。ドライバーを一閃

するとこれが今日一という位のナイス
ショットでした。上がってみればボギ
ーでしたが好調を予感させるホールで
した。
　２番ショートホールではあわやホー
ルインワンかと驚くショットで楽々バ
ーディー。その後もパーが続出で８番
を終って何と２オーバー。内心「優勝
があるかも」と色気を出したとたんに
９番ではダブルボギーを叩いてしまい
ました。この結果を「もっと謙虚にな
りなさい」との天の声と反省し、午後
は無理をせず刻みに徹し淡々とプレー
をしたところ、上がってみれば１オー

バーの37などというとんでもないスコ
アでびっくり仰天です。特に、パター
は入らないものと諦めている私が１パ
ットが３つに３パットが無しというお
まけまでついた奇跡のラウンドでした。
　ところで、勝因はいくつか挙げられ
ますが、何といっても秋山先生のセク
ハラ寸前の突っ込みをサラリと受け流
してくれた昭和63年生まれの可愛いキ
ャディーさんと、これに辛抱強く付き
合っていただいた平井、中川の両先生
が功一番と感謝しております。機会が
あればまた同じメンバーでラウンドし
たいものです。

下京支所　酒 井 陽 一

●各組の入賞者（敬称略）
東コースOUTスタート組 東コースINスタート組

優勝 人見孝文（福知山）酒井陽一（下京）
2位 高橋克典（中京）江上　明（伏見）
3位 笹岡憲一（下京）中居　章（下京）
BG 九鬼郁雄（右京）酒井陽一（下京）

●団体戦
優勝 中京支所
2位 下京支所
3位 上京･園部支所（合同チーム）

京税協・京都府支部連･大同生命ゴルフコンペ
 瀬田ゴルフコース

第43回　2009.４.20

優勝者の声

以外は５ホールパーでした。
　これからシーズンです。乗りやすい
者ですから、並酒？の機会は増えそう
です。パートナーの先生有難うござい
ました。連覇を目指して、その日まで、
並酒飲んで練習・練習・猛練習？

福知山支所　人 見 孝 文
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　会場に着いてみると、事務員・家族と
思われる人が大勢出席しておられる。ほ
ぼ満席でもあり、好評であることは明らか。
　平日の執務時間であるのに、落語を聞
けるとは、幸せなこと。
　最初は「桂二

に

乗
じょう

」。京都の二条に住ん
でいるとのこと。さすがに面白いことを

話すなぁと、最初から感心。
　「桂都

と

んぼ」。テキ屋を題材にした話。話の内容がとても
面白くて、笑い通し。将来は人気者になると思う。
　「桂雀々」。マクラは、舞鶴とお年寄りをバカにするもの。
お年寄りの精神的肉体的衰えを笑い飛ばす。他人の弱点を
笑うなどということは、不愉快極まりない。人をバカにす
るのは大嫌い。
　中入り
　「桂こごろう」。「桂小五郎」と同じ名前とは、ふざけた
もの。酒飲みを笑う話。酒飲みの動作が面白い。私も酒飲
みなので、恥ずかしいことをしているものと反省。
　「桂南光」。襲名の前は「べかこ」。だれが「べかこ」な
どという、けったいな名前を付けたのかというと、「桂米朝」

とのこと。「桂米朝」も面白い名前を付けるナァ。「べかこ」
とはどんな意味かと有田徳五郎先生に尋ねると、大阪では
「アッカンベー」とのこと。長い間けったいな名前でやっ
てきたナァーと少し尊敬。きれいな着物を着ている。私も、
きれいな着物を粋に着こなしたい。マクラは、「桂米朝」
を笑う話であるけれども、身内を笑うのだから構わない。
マクラも本編もオチも、みな品が良くて面白い。さすが３
代目「南光」。
　落語は、マクラでも本編でも、どんな面白い話になるの
かと期待させて、最後に面白い結末になるのが良い。笑い
がたった１回でも、上品で気が利いた結末であるのが良い。
オチが一番面白ければ最高。表情や動作の可笑しさよりも、
話の中身が面白いのが良いということが分かった。話の途
中で、必ず羽織を脱ぐことも分かった。
　５時に終って、６時過ぎまで仕事をして、７時からフレ
ンチレストランで美味しい食事をして、今日は最高。翌日
は前日の酔いのため、遅くに事務所に出る。
　今日の話が古典落語かどうかは知らないけれど、「古典落
語を楽しむ会」をこれからもしていただくことを期待する。
　後日、桂枝雀のDVDを買った。落語の魅力に惹かれそう。

　独身時代から、「落語」が大好きで、
でも一緒に笑ってくれる友が少なく、も
っぱらTV鑑賞ばかり。でも近年は数年
に一回程度の“生落語”に足を運んでお
ります。昨年は、念願の「桂南光独演会」
に行く事ができ、とても引きつけられ落
語の魅力を堪能しました。その余韻もま

だ残る今回の一門会は、楽しみも倍増でした。
　落語ではいつも「お酒」にまつわる話が多く、今回も４
人の噺家さんの出し物に出てきて、それぞれの個性が見事
に発揮され、表現が豊かで笑いが一杯。一人何役もこなし、
きっと同じ題目であっても演者が変わると、話が違うよう
に聞こえるのでしょうね。
　お付き合いの上でも、お酒の力は威力を発揮しますが、

落語には楽しく盛り上る道具として欠かせません。そして
落語の醍醐味は、何と言っても最後のオチ

4 4

。これがたまら
なくて最後まで、
ワクワクしなが
ら耳を凝らして
聞き入っていま
す。今回こんな
素敵な企画に参
加でき、あっと
いう間の楽しい
２時間でした。
　本当にありが
とうございまし
た。

中京支所
南 部 孝 男

　恒例の一泊旅行に代わる企画として４月15日に京都府立文化芸術会館において「古典落語を楽しむ会」
が開催されました。
　桂南光を始め米朝一門会の５名の落語家に出演していただき、古典落語の醍醐味を楽しみました。

古典落語 を楽しむ会

上京支所
山畑文雄組合員夫人

山畑よし子

　恒例の一泊旅行に代わる企画として４月15日に京都府立文化芸術会館において「古典落語を楽しむ会」

を楽しむ会
－４月15日－
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　お笑い好きでテレビは勿論、難波の吉
本に何度も観劇に行く程の自称お笑い通
です。この度の「古典落語を楽しむ会」
には嬉しくて早速申し込みました。落語
はNHKの連ドラ「ちりとてちん」で面
白さを再認識。DVDを買って一つ覚え
てみようかな、くらいの勢いでしたが、

なかなか落語会に行く機会が無く今回良い席での桂一門の
落語会に大いに楽しませていただきました。
　出し物は其々持ち味が生かされ、面白かった。特にベテ

ランお二人の落語はお見事。雀々さんは、老人会での講演
のドタバタのつかみ

4 4 4

から「手水鉢」の意味が解らない旅館
の主人と番頭の珍妙な行動の噺。南光さんは義眼入り茶碗
の水を飲んでしまった、酒飲みを診てびっくり仰天する医
者の噺。
　ご両人の長年修行を積んだ名人話芸に涙を流して爆笑、
感激しました。
　テレビで落語を見ても、結構笑えますがライブを観ての
帰りの喫茶店では同行したアラカン（還暦）世代の私達は、
次はあの噺家さん観に行こうと盛り上がりました。

　「古典落語を楽しむ会」が４月15日㈬
に京都府文化芸術会館で開催されました。
参加者は組合員の先生方、そのご家族、
職員さん及び顧問先の方々などで総勢
347名が春の午後、笑いのひと時を過ご
しました。
　出演者は米朝一門会より、桂二乗、桂

都んぼ、桂雀々、桂こごろう、桂南光といった方々でした。
　落語についての私の経験といえばテレビで見たことはあ
るものの、真剣に耳を傾けて最初から終りまで通して聴く
というほど興味があるわけではなく、もちろん生で聴いた
こともありませんでしたので、これは良い機会だと思い今
回の会を楽しみにしていました。
　さて、太鼓のお囃子が始まってしばらくすると幕が上る
のですが、舞台のシンプルなことに驚きました。そこそこ
広い舞台の上には座布団が一枚、背後には白い屏風が４枚、
横には演者の名前が記された紙が立ててあるだけでした。
もちろんテレビで観るのとほとんど同じなわけですが、落
語家は噺で勝負する職業なのだということを強く感じた場
面でした。
　演目は当日までのお楽しみということであり、当日も発
表はされませんでしたので、詳しくはわかりませんが、古
典落語だけではなく、創作落語も演じられたのではないか
な、と思っています。
　どの演者もそれぞれ面白かったのですが、やはりトリを
務めた桂南光は別格でした。初めに米朝師匠の息子の襲名
披露公演の話をしたのですが、普通ならやっかみと思われ
る内容を「うわぁ、おもしろ」と思わせてしまうところな
どさすがです。演目の内容は眼を患った男が眼医者に行き、
義眼を入れてもらったところから始まる話で、その義眼を
誤って飲み込んでしまった隣の部屋の男はこの先どうなる
の！と身を
乗り出した
ところでお
しまい。あ
っという間
の２時間で
した。

下京支所
北村茂昭組合員夫人

北村美年子

右京支所
太 田 晶 子 京都税理士協同組合　第37回通常総会

平成21年８月７日（金）
京都ホテルオークラ（京都市中京区河原町御池）

総　会：16時～
懇親会：18時～

通常総会 開催の お知らせ
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WBCについて
武部　まずWBC優勝について、２連覇達成は可能だとお
考えでしたか。
古田　５割位は可能じゃないかと思っていました。アメリ
カ、ドミニカ、ベネズエラ等強い国があるんですが、日本
は原監督のもと早い段階から準備して選手も気合が入って
ましたからね。
武部　韓国は強かったですね。日本とは相性がよくないの
でしょうか。
古田　もともとのプレースタイルが違います。パワーは韓
国の方があります。でもメジャーに比べるとパワーはない
ので、お互いピッチャーを中心に守りながら点を取ってい
くロースコアの試合になりますね。
武部　イチローの調子が良くなかったのに出場し続けまし
たね。
古田　最終的には監督の判断ですから。日本代表として、
実績があり周囲が納得するラインナップでないといけませ
んし、必ずやってくれるという原監督の信念があったので
しょう。
武部　選手達の重圧はかなりあったんでしょうか。
古田　あったと思いますよ。２月の宮崎のキャンプでは４
万人以上人が集まり、選手達も期待の高さにプレッシャー
を感じていたのではないでしょうか。
武部　ペナントレースが始まりました。今年はいかがでし
ょう。
古田　阪神は苦戦してますね。全体にレギュラー陣の年齢
が高くなって若手が育っていないんですよね。ヤクルト、
広島では若手が頑張っています。シーズンは長いですし意
外性のあるスポーツなので、まだどうなるかわかりません
が。

プロ野球選手になるまで
武部　古田さんが野球を始められたきっかけは何でしょう。
古田　私の父親は愛媛県宇和島の田舎で生まれ育ちました。
相撲や柔道など格闘技の選手だったのですが、一銭にもな
らないスポーツはやるな、お金になる野球をやれ！と言わ
れまして…。
武部　お金になりましたねぇ！
古田　こんなになるとは思いませんでしたねぇ（笑）。小
学３年生の時に川西市の少年野球チームに友達と入団し、

当時太っていた私がキャッチャーを務めることになり、そ
の後ずっと33年間キャッチャー一筋という訳です。
武部　他のポジションをやりたいと思われたことはなかっ
たですか。
古田　ありましたよ！　ボールが飛んできた時だけ動けば
いいポジションは羨ましかったです（笑）。ただキャッチ
ャーは、やり手が少ないので競争相手が少なかったという
点では良かったかもしれません。
　地元の中学、高校に通いながら野球を続けましたが、プ
ロ野球選手になる気はまだありませんでした。転機は大学
受験ですね。立命館大学と関西大学に合格し、家から通え
る関西大学に行こうと決めていたのですが、立命館大学野
球部の中尾監督から熱心な勧誘を受け、断ることができず
に立命館大学に進学しました。野球部の練習は初日から先
輩に殴られたり蹴られたりで非常に厳しかったので、辞め
たくて仕方なかったんですが、仕送りしてくれている親の
ためにも１、２年の辛抱と我慢して頑張りました。
　４年生でレギュラーになるとドラフト候補生に名前が挙
がり、関西の新聞では大きく写真が載ることもありました。
大学側もお祝いの垂れ幕まで用意してくれて、ドラフト当
日はテレビカメラの前で本人もワクワク、余裕の表情だっ
たのに結局指名がなかったんですよ！　その時は暗～い雰
囲気になり私も落ち込みました。実家でもお祝いムードで
近所の人や新聞記者が集まっていたらしく、落胆した母が
泣きながら電話で「あっちゃん、人生これからだから頑張
りなさい」と言ったんです。挫折を味わった私は、２年後
のプロ野球入団を目指して人間が変わったようにやる気を
出しました。
　就職活動は何もしていなかったのですが、幸いバブル絶
頂期でしたのでトヨタ自動車に入社することができました。
販売実習や現場実習も経験し、１台の車を売るのがどれだ
け難しい事か等、社会勉強をする機会に恵まれ、今となっ
ては貴重な２年間でした。プロ野球選手になる前に社会人
として働いた経験があったからこそ今の自分があると思っ
ています。その間、ソウルオリンピックに野茂投手らと出
場、銀メダルを獲得し実績を残すことができました。
　２年後のドラフト当日、ヤクルトに２位指名されました。
私自身は指名されて嬉しかったのですが、今回冷静に受け
止めた母から「トヨタ自動車は良い会社だからよく考えや」
と言われ、（笑）思わず苦笑してしまった事を覚えています。

「古田敦也氏に聞く！」
京都税理士会館竣工５周年記念講演

－４月17日－　場所：京税ホール

インタビュアー　武部亮太郎（㈱プランツコーポレーション）
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古
ふる

田
た

　敦
あつ

也
や

氏
生年月日　　1965年８月６日
出 身 地　　兵庫県
出 身 校　　川西明峰高・立命館大
球　　歴　　トヨタ自動車・ヤクルトスワローズ

【受賞タイトル】
ＭＶＰ ２回　　　　　　　首位打者 １回
正力松太郎賞 １回　　　　ベストナイン ７回
ゴールデングラブ ７回　　日本シリーズMVP ２回

ヤクルトに入団して
武部　当時、メガネをかけたキャッチャーとして話題にな
りましたが。
古田　メガネをかけだしたのは大学に入ってからです。遠
くにいる先輩を見つけられず挨拶しないと殴られたから。
乱視がきつくてコンタクトレンズができなかったんです。
昔はガラスレンズだったのでやはり不便でしたね。
武部　入団当時いつも野村監督の前に座っておられました
が席が決まっていたんですか。
古田　野村監督にはよく叱られました。「のび太くん！」
と言われたり…（笑）どうせ叱られるなら近くにいようと
前に座っていたんです。でも野村監督から学んだことは山
ほどあります。初日のミーティングで、「耳

じ

順
じゅん

」という言
葉を説明された。人間は目をよく使うが耳をもっと使えと
いう意味です。アンテナを広げ情報を仕入れ相手の出方を
考える野球をしなさいと言われました。次の日のミーティ
ングは「組織」についてでした。野球選手は個人の記録を
追いたがるが、組織に関わっている以上、チームが勝って
組織の利益を上げることが重要な事であり、そのためにど
うすればいいのか考え行動に移さないといけないというこ
とを話されました。毎日ミーティングがあり、色々な事を
教わりました。高圧的であってもこの人についていけば大
丈夫と思わせるのがリーダーシップだと思います。野村監
督は気合とかガッツという言葉が嫌いでプロの世界ではナ
ンセンスだと言っておられました。頭を使う野球をすれば
勝てるんだと。星野監督は気合を入れて「行くぞっー！」
と選手を引っ張るタイプ。対照的ですが、どちらもトップ
ダウン型のリーダーシップのあるカリスマ的な監督だと思
います。
武部　若松監督はどういう方でしたか。
古田　初日に「私は口下手なのでミーティングはあまりや
りません」と言われました。若松監督はそれぞれの長にそ
の役割を預け、調和のとれたチームワークからチームが活
性化するようにマネジメントするボトムアップ型。ですか
ら若い選手はやる気が出ましたね。
武部　理想の監督像とは？
古田　選手は不安を抱えながら一生懸命頑張っています。
責任は持つから思い切ってプレーすればいいという安心感
を与えてあげることじゃないでしょうか。悪い選手はチャ

ンスに手が出なかったり、何でも振ったりする。最終的に
は結果が大事なので、選手が練習通り冷静にプレーし実力
を発揮できるように指導していかないといけません。若い
選手の中には社会人教育を受けていないから礼儀作法も知
らない子がいます。40歳を過ぎたら後継者を育てていかな
いといけませんね。若い世代に機会を与えてあげる必要が
あります。
武部　監督業も兼任されていましたがやり残したと思って
おられることはありませんか。
古田　2004年に球界の再編に関わりある程度の成果を出せ
たと思っています。昔の各球団はファンには野球を見せれ
ばいいんだという考えでしたが、今はどこも色々なファン
サービスをするようになりましたよね。

今後の活動について
武部　そろそろ監督業に復帰されるのでしょうか。
古田　チャンスがあれば復帰したいとは考えています。た
だ、なりたいと言ってなれるものではありませんので…。
培ってきた経験を伝えていくことができればいいなとは思
っています。
武部　先日マラソンにも初挑戦されたそうですね。
古田　そうなんです。４時間27分かかりました。もう少し
早く走れると思っていたんですけど…。足が痛くて２週間
位まともに歩けなかったんですが４時間以内で走れるまで
再挑戦しようと思っています。心臓が止まらない程度に
（笑）。

会場からの質問　負けた時の気持ちの切り替え方を教えて
下さい。
古田　「命までとられる訳じゃない」と自分に言い聞かせ
ることです。負ければ勿論落ち込みますが、最善を尽くし
て駄目だったのならしょうがないと割り切るようになって
から不思議と成績も良くなりました。負けて反省はしても、
ひきずらないで、その日その日の試合に集中し、チャンス
をものにすることが大事だと思います。少しノー天気な位
の性格の方が選手には向いているかもしれませんね。
武部　本日は貴重なエピソードをたくさんお聞かせいただ
き、どうもありがとうございました。
 （広報委員　馬塲佳代子）

PROFILE
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　三条通りといえば、京都文化博物館
や予備校ができてから、人通りが多く
なり、今や繁華街のようになっています。
　今から30年近く前になりますが、当
時京阪沿線に通勤していた私は、往路
は市バスで三条京阪に向かい、復路は、
三条通りをぶらぶらと歩いて帰ること
がよくありました。三条大橋を渡りな

―三条通り界隈―
下京支所　島 　 陽 子

　俗に言う大都会から京田辺に移り住
んで25年が過ぎました。子供が幼稚園
に入るまでは、主人の知り合い以外に
お喋りする友人もなく、また真っ暗な
夜と静けさの中で聞こえてくる蛙の鳴
き声に寂しさがつのる毎日でした。小
さな子供を連れ気分転換にどこかへ出
掛けることもできず、主人の休みの日
に「どこかへ行きたい」と言うと必ず
行く所は歩いて行ける木津川か車で５
分ほどの甘

かん

南
な

備
び

山。その頃は生まれ育
った都会の雑踏が恋しくて、一緒に行
く気分になれない時もありました。
　末娘が幼稚園へ入る頃、親戚の姉一
家が遊びに来て「子供を育てるのに本
当にいい所で羨ましい……」と言われ

ました。そう言われてみると、春はお
弁当を持ち、山菜採りを兼ねて甘南備
山へハイキング。夏は木津川でボート
を浮かべ水遊び。そして秋は栗拾いに
また甘南備山へと、自然の中でのびの
びと子供達を遊ばせ、育てることが出
来ました。
　子供が皆社会人になってからは主人
と二人きりですが、木津川の土手へツ
クシやノビルを探しに出掛け、また甘
南備山へは山桜や藤の花を眺めながら
ワラビ、たらの芽、セリなどを採りに
と春は特に楽しみで、忙しい確申期を
乗り越える元気の源となっています。
　昔ワラビの宝庫であった場所が新し
い道路となったり、山が切り崩されて

―自然のめぐみ―
宇治支所　冨 田 三智子

住宅地になったりと様変わりしてきて
いますが、この自然が子供のそのまた
子供の代へと守られて行くことを願っ
ています。

私のいる
風景

がら灯りが点る料理屋さんや床を眺め、
レンタルレコード屋さんや本屋さんに
立ち寄ったりして、お勤め帰りを楽し
んでいました。三条商店街も、かに料
理屋さんを過ぎたあたりからは、京の
商家が並び、夕刻にはそんなに人通り
もありません。ガラス越しに漆器屋さ
ん、足袋屋さん、匂い袋屋さん、和紙
屋さん、ろうそく屋さんなどの商品を
のぞきながら歩くのが好きでした。ま
た、途中にある古いビルヂングの雰囲
気も神戸に匹敵するほど好きでした。
　２年ほど前に再び中京区に戻ってま
いりまして、三条通りのにぎやかさに
改めてびっくりしています。そしてそ

の便利さを享受しています。見た目は
古い町家やビルヂングも内側は新しい
空間として利用され、こうして次々と
できる新しいお店を利用しながら、ま
た老舗と呼ばれるお店も大切にする、
そんな京都人の感覚がここにはあるよ
うに思います。

―風景風景風景

週末の三条通り

京都文化博物館
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　とっておきのお店というと大げさに
なるが、少し時間に余裕のある昼休み
に足が向かうのがボンファンだ。ボン
ファンとは「やさしいお母さん」のこ
とらしいが、しゃれた料理を作り、ス
ポーツにも詳しいオーナーとテキパキ

要領よく働く奥さんの２人でお店を切
り盛りしておられる。
　週ごとにいろんな料理が楽しめるの
だが、今週は前菜のスペイン風オムレ
ツと魚の衣揚げ甘酢あんかけorビーフ
ステーキのいずれかのチョイス。近ご
ろ体脂肪が気になるので魚料理を食べ
ることにした。スペイン風オムレツは
オシャレな味付けだし、魚の甘酢あん
かけもおいしくて体に優しくて、豊か
な昼休みが過ごせた気がする。
　席数が15くらいしかないので、すぐ
に満席になるが、空いている時間をね
らって食べに行っている。
　場所は二条通に面して京都国際ホテ
ルから二筋ほど東にある。今年の３月
末から近くに「堀川遊歩道」が出来、
友禅流しや子供の水遊びなど京都市民
に親しまれた堀川の水が40年ぶりに復
活した。ボンファンで食事をした後、
堀川の川辺を散策するのはすごく優雅
で通りすぎる風もさわやかだ。

ボンファン

とっておきのお店　　─組合員先生方のお薦めのお店─

中京支所　坂部　浩

Restaurant 蒼（あお）

　本業は万延元年（1860年）創業の呉
服問屋さん、紅殻格子に虫籠窓の町家
レストランです。祇園祭の頃には役行
者山の鉾町として賑わいます。
　料理の鉄人でおなじみの坂井シェフ
の一番弟子だった堂瀬シェフが総料理
長を務めています。京野菜をふんだん
に使ったフレンチ&イタリアンは意外
とあっさり。ボリュームも控えめで女

の人にはちょうどな感じ。私のお気に
入りはお庭の緑を眺めながらいただく
ランチです。燈籠やつくばいの静かな
たたずまいに、三条室町という街中に
いるのをふと忘れてしまいそうになり
ます。
　ランチはコースが1890円から。ワイ
ンメニューも豊富な夜は2940円からで
す。アラカルトもあります。
　「人に優しい」をテーマに創られた
広々とした店内にはテーブル席、お座
敷席（いす席ですが低めのテーブルで
落ち着きます）、個室（８名）があり、
また奥庭のオープンテラスには愛犬同
伴の席（要予約）もあります。
　ウェディングパーティー会場にも使

東山支所　名古千尋

ボンファン
京都市中京区二条通小川東入西大黒町334

TEL 075-241-4150

営業時間　昼　11：30～14：00（LO）　夜　18：00～21：00（LO）
定休日　日曜

ボンファン

堀
川
通

二
条
城

二条通

油
小
路
通

小
川
通

　

京
都
国
際

●
観
光
ホ
テ
ル

われているので土日は貸切のことも多
く、ホームページで確認していただく
か電話予約がおすすめです。

蒼

烏
丸
通

室
町
通

衣
棚
通

両
替
町
通

御池通

姉小路通

三条通
大垣書店
スタバ●

地下鉄
烏丸御池

●
みずほ銀行

Restaurant 蒼（あお）
〒604-8174　京都市中京区室町通三条上ル

075-221-7775

営業時間　lunch　11：30～15：00（14：00 LO）　Dinner　17：30～22：00（21：00 LO）
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路線バスの終点へ☞
シリーズ

路線バスの終点へ
シリーズ

美山

広報委員　本 城 治 美

　「路線バスの終点へ」ということで、
一番に頭に浮かんだのが、美山でした。
　美山町は京都府北桑田郡から平成18
年１月１日に園部町、八木町、日吉町
と合併し南丹市となりました。その名
のとおり美しい山々に囲まれ、洛中と
は違った京都の香りがする里との事。
長年、京都に通勤していますが、周山
以北に行った事がなくこの機会に是非
バスでゆっくり行ってみたいと思った
のです。
　まず、京都駅中央バスのりばから
JRバス周山行き（７：15）に乗り約
１時間15分。途中、空にまっすぐ伸び
る北山杉の連なりに感動しつつ終点に
つき、そこから南丹市営バス京北線で
30分程走った宮脇のバス停で、「知見
口行き」というちっちゃなバスに乗り
換えます。このバスは15人程しか乗れ
ないマイクロバスでこの日の乗客は３
人。停車駅を知らせるボタンはなく、
運転手さんがあらかじめ「どこで降り
ますか」と声をかけてくれます。一昔
前という感じです。そして山道を20分
程走ると、終点の知見口に到着します。
　ここは福井県との県境にある八

はち

ヶ
が

峰
みね

（標高800m）の登山口だそうです。八
ヶ峰山頂からの360度展望できる景色
はすばらしく西にはオバタケダンとい
う変わった名前の山もみえるそうです
（同乗していた人に教えてもらいまし
た）。
　バス停には木で作られた待合所があ

り自転車置場もあります。座る所には、
ちゃんと格子柄の座布団が３つ置いて
ありました。ほんとうになごやかな風
景です。
　そこから由良川沿いに桜の花びらで
ピンクに染まった道を少し歩くと川向
こうに美山町自然文化村がみえてきま
す。ここはキャンプ場、運動場、創作
体験館などがあり、女性に大人気のバ
ラの花びらを敷きつめたお風呂や薬草
風呂があるとのこと。そこから10分程
又歩くと知井の里（かやぶきの里）に
つきます。

　杉木立の山々を背景として雛壇のよ
うな斜面に江戸時代中期に建てられた
入母屋造りの建物が30軒程建ち並んで
います。その集落の間をなんとなく歩
いていくと民家の前にみごとな八重の
しだれ桜がありました。そのまわりに
は、小手毬、かすみ草、菜の花、チュ
ーリップ等色とりどりの花が咲いてお
り春まっさかりの景色です。また村の

四辻の北には、
真っ赤な前掛
けをしたお地
蔵さんの祠が、
南にはすっか
り色あせて茶
色になってし
まった筒型ポ

ストがちょこんとかわいく立っていま
した。田んぼからは蛙の声が聞こえほ
んとうに心がなごみます。
　そこから一番近い “北” という名前

のバス停をみつ
け宮脇行きの時
刻表を見るとな
んと日に３本し
かないのです。
今は12時、13時
６分には乗れる
と思い、由良川

の河原を歩くなどして待っていました
が、時間になってもバスは来ずおかし
いなと思い確認するとそれは日祝日の
時刻表だったのです。今日は土曜日で
あり平日とかいてある時刻表を見直す
と15時38分まで次のバスはこないでは
ありませんか。アリャーどうしようと
思いながらも宮脇まで歩いていけばど
うにかなると考え村の人に聞くと「歩
いても相当かかるので待ってた方がま
し」と言われてしまいました。それで
もじっとしておれず西へ西へと歩くこ
と30分。山道に集落はなく、道を尋ね
る人もなく、「これで帰れるのだろう
か？」と不安な気持ちの中、浮かんだ
言葉がヒッチハイク

4 4 4 4 4 4

。道行く車に必死
に手をふりましたが、少しあやしい人
間と思われたのか、どの車にも無視さ
れ半ば絶望的な気持ちになっていた時、
親切な方が止まってくださり周山のバ
ス停まで送ってくださったのです。感
謝、感謝です。
　こうして少しトンチンカンな路線バ
スの旅は終わりましたが、普段とは違
った景色に出会いほんとうに心がふん
わりした１日でした。
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第５回理事会
　平成20年度第５回理事会を３月24日（火）午後４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50名　　監事４名　　相談役６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11名、法人２社、賛助会員８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1,229名、その出
資金額１億1,725万円。法人組合員49社、その出資金額436万円
となりました。また賛助会員は158名となりました。
 （申込順・敬称略）
【個人組合員】
○杉本　典生　○荒尾　正久　○松岡　洋史　○室屋　直人
○植村　武司　○中村さつき　○佐藤　善恵　○岡本　　徹
○吉村　和洋　○板橋　敬司　○土江田雅史
【法人組合員】
○税理士法人　京都財務サポート
○税理士法人　森金次郎事務所
【賛助会員】
○岡田　孝治　○谷原　義明　○三木　康弘　○小林　秀樹
○森　金次郎　○酒井　久美　○藤田　高広　○土江田省吾
第２号議案　事業分量配当の件
　事業分量配当を重視する運営を検討する上で、算定根拠とな
るデータを各企業に開示いただく必要があります。そのために
は個人情報保護法の観点から事前に各組合員の先生に情報開示
についてご理解・ご賛同をいただく必要があり、情報開示に向
けたお願い文書を配付することとしました。
　情報開示をご希望されない組合員の先生には平成21年４月10
日までにご回答をいただくこととし、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役員改選に伴う日程および関係資料について
　　役員改選に向けた日程について、４月13日（月）執行部推
薦の第一案を審議する正副理事長会、６月16日（火）推薦会議、
７月13日（月）役員選任に関する議案を決定するための正副・
常務・理事会、７月16日（木）役員候補者会議、８月７日（金）
定期総会、８月10日（月）事務引継会がそれぞれ予定されて
おり、関係書類の確認がそれぞれ行われました。

③今後の組合行事日程について（役員改選記載の日程は割愛）
　　今後の予定として、４月30日（木）大阪・奈良税理士協同
組合との懇談・懇親会（広報・事業）、６月17日（水）予算編
成準備会、６月23日（火）正副・理事会、７月10日（金）本監
査（※その後７月９日（木）に日程変更されました）の開催
並びに各支部総会開催予定がそれぞれ報告されました。

④２月６日（金）開催の中間監査実施について
　　何点か指摘事項はあるものの、特段大きな問題はなく無事
終了したことが報告されました。

⑤組合員名簿の発行について
　　本年４月１日現在の組合員名簿の発行について、提携企業

への個人情報開示拒否請求が今年度は19名となったことが報
告されました。
⑥教育情報資料の配付について
　　今年度も、利便性の高さから「税務ハンドブック」を選定・
発送することとなったことが報告されました。
⑦全税共文化財団助成団体決定報告
　　当組合の関与はありませんが、京都から４団体への助成が
決定し、目録を定期総会において贈呈することが報告されま
した。
⑧組合事務局の職責および担当事務の変更について
　　３月20日付で事務局長の岸見正美氏が退職したことに伴い、
３月21日付で事務局の職責並びに担当事務が変更されたこと
が報告されました。
　　事務局長　　　　　　空　席
　　事務局長代行　　　　柴田　和亮（総務・法規）
　　事務局長代行補佐　　桂　　典子（１課　保険）
　　事務局長代行補佐　　福井　雄大（２課　研修）
　　事務職員　　　　　　片木　聡美（１課　総務）
　　事務職員　　　　　　飯田真喜子（２課　事業）
⑨大阪・奈良税理士協同組合との懇談会について
　　前述の組合の日程で報告の通り、大阪・奈良税理士協同組
合からの申し出により開催されることが報告されました。
⑩４月15日（水）「古典落語を楽しむ会」の申込状況について
　　現段階での参加申込状況が組合員168人（内同伴者44名）
であることが報告されました。
⑪４月20日（月）大同ゴルフコンペの申込状況について
　　現段階での参加申込に人数が87名であることが報告されました。
・その他
　　弔辞連絡メールマガジン配信結果、講座のインターネット
配信テスト結果について、　弔辞連絡のメールマガジン配信
は、常務理事以上を対象に１か月余りテストを行ってきた結
果、実用に向けた目途がつき、支所の先生と打ち合わせの上
進めていく旨講座のインターネット配信は研修委員会と打ち
合わせを行い、来期には実用化に向けて進める旨それぞれ報
告がありました。
2．保険部門
①大同生命保有契約還元金の算出について
　　当初予定の還元予定額が予算を下回ることとなり、還元額
を増額するとの報告がありました。
②大同生命との連絡協議会について
　　４月14日（火）に開催し、新年度施策等各種施策について
審議される予定であることが報告されました。
③大同生命保険推進協議会（４税協実務者会議）について
　　大同生命の保険推進につき、名古屋税協・東海税協・北陸
税協・京税協の４税協が毎年秋に各税協の取組み報告や勉強
会を開催しますが、それに先立つ実務者会議が５月12日（火）
に開催されることが報告されました。
④大同生命優秀営業社員表彰式・祝賀パーティーについて
　　今年は５月15日（金）に開催されることが報告されました。
⑤全税共第23回全国統一キャンペーン結果報告について
　　今年は１月21日（水）に開催され、盛況を博したことが報
告されました。

【13】第125号京都税理士協同組合ニュース



組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

２・３
研修・短期講座「所得税の計算と申告の実務」
　講師　川勝高博先生
　参加　110名

２・５
研修・短期講座「所得税の計算と申告の実務」
　講師　川勝高博先生
　参加　52名

２・６ 中間監査

２・16 保険第一委員会【書面審議】　
（平成20年度大同生命保有契約還元金計算方法について）

２・24 保険第一小委員会
（大同生命保有契約還元金計算方法について）

３・９ 正副理事長会【書面審議】
（平成20年度大同生命保有契約還元金計算方法について）

３・24 正副･常務・理事会
３・26 保険第一小委員会開催（大同生命次年度施策について）
３・28～29 事務局職員慰安旅行
４・１ 事業委員会（４月27日開催の事業推進協議会について）

４・２ 地区連絡委員会
（古典落語を楽しむ会・大同生命ゴルフコンペについて）

４・２
勉強会「相続制度・相続法・相続税を考える」　第１回（全８回）
　講師　三木義一先生ほか
　参加　57名

４・７ 全国税理士共栄会事務局実務担当者会議
　於　ホテルパシフィック東京

４・７
研修・職員研修講座「会計実務の基礎と職員のビジネスマナー」
　講師　土屋信雄先生
　参加　23名

４・７ 総務（情報化）委員会開催
（弔事連絡のメルマガ配信･研修会の遠隔地配信について）

４・８

研修・短期講座「事業承継～経営承継円滑化法のた
めの相続法･会社法の基礎知識～」　
　講師　内藤卓先生　
　参加　89名

４・13 正副理事長会

４・13
研修・短期講座（福知山）「社会保険･労働保険の基礎知識」
　講師　高木和男先生　
　参加　40名

４・14 保険第一委員会（大同生命新年度施策について）
４・14 大同生命との連絡協議会（総合事業保障プランの実績報告）

４・15
研修・職員研修「社会･労働保険の基礎知識」
　講師　高木和男先生
　参加　44名

４・15
地区連絡・古典落語を楽しむ会
　於　京都府立文化芸術会館　
　参加　347名

４・17 京都税理士会館竣工５周年記念講演会「古田捕手に聞く！」
　参加　101名

４・20
第43回大同生命ゴルフコンペ
　於　瀬田ゴルフコース
　参加　80名

４・21
研修･職員研修｢やさしい税金教室｣
　講師　室谷澄男先生　
　参加　27名

４・23 全国税理士共栄会平成21年本部･業推委員･委託組合責任者会議
　於　帝国ホテル

４・27 事業委員会（事業委員会開催要領について）
４・27 事業推進協議会

４・30 大阪･奈良税理士協同組合との連絡協議会（広報･事業委員会）
　於　ウェスティン都ホテル京都

５・１ 研修委員会（今後の研修開催について）
５・７ 広報委員会（第125号編集割付）

５・７
勉強会「相続制度・相続法・相続税を考える」第２回（全８回）
　講師　三木義一先生ほか
　参加　57名

５・12 大同保険推進協議会実務者会議
（各税協推進施策･進捗状況について）

５・12 総務委員会
（弔事連絡メルマガ配信・研修の遠隔地配信について）

５・12 法規委員会
（定款変更･諸規定集の見直しについて）

５・12
研修・簿記実務講座第１回（全７回）
　講師　岩崎紀子先生　
　参加　12名

５・13 広報委員会（第125号ゲラ校正）　

５・13
研修･実務講座「法人税の基礎知識と計算の実務」
　講師　香川恭子先生
　参加　46名

５・14

研修･市民講座
「－経営承継円滑化法－あなたの会社は、誰に継がせますか？」
　講師　神緒美樹先生
　参加　８名

５・14
勉強会「相続制度・相続法・相続税を考える」第３回（全８回）
　講師　三木義一先生ほか
　参加　57名

５・15 広報委員会　（第125号ゲラ再校正）
５・15 正副理事長会

５・15 大同生命優秀営業社員表彰式･祝賀パーティー
　於　ウェスティン都ホテル京都

事務局からのお知らせ

事務局長　岸見 正美氏は
平成21年３月20日付で退職いたしました。

３．事業部門
①提携企業との事業推進協議会について
　　４月27日（火）に開催を予定し、新規提携企業を含め提携
企業56社中31社が参加予定であることが報告されました。

②平成20年分「税務便覧」の販売実績について
　　販売実績が前年より1,700部程増加し、49,955部販売された
ことが報告されました。

③大阪・奈良税理士協同組合との懇談会について
　　総務部門⑨をご参照ください。

④出版委員の一部交代の件について
　　任期満了に伴い、４人の委員が交代となることが報告され
ました。
⑤税理士会館竣工５周年記念講演について
　　古田敦也氏に講演をご依頼し、４月17日（金）開催を予定
していることが報告されました。
⑥各講座の受講状況について
　　各講座の受講状況について報告がありました。

【14】 平成21年５月25日



編
集 か
長
ら

　今号で広報委員会の2年の任期が終了です。

「喜怒哀楽、いろいろありました」としんみ

り総括しそうですが、エンドロールは華やか

に！　広報委員勢ぞろいです。いいメンバー

に恵まれてよかったー。（実は1名欠席）

京都市からのお知らせ
◆償却資産（固定資産税）の調査に御協力を！
　償却資産につきましては、所有している資産を毎年１月
31日までに申告していただくことになっております。
　京都市では、申告された内容を確認するために、法人税
等の減価償却資産明細書等と京都市の課税データとの照合
調査を行っております。
　実施に当たり、償却資産所有者の方に、調査資料として
税務書類等の写しの提出や開示を求める場合があります。
　税理士の皆様方にも、この調査に御理解・御協力をお願
いいたします。
　なお、調査の結果によりましては、過年度分につきまし
ても申告内容の是正をさせていただく場合があります。

◆住民税の住宅ローン控除について
　所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある
方（平成11年から平成18年末までに入居された方に限る）

で、税源移譲によって所得税が減少した結果、本来控除さ
れるべき税額が減少してしまう場合には、その分を翌年度
の住民税から控除できます。
　この控除の適用を受けたい方は、至急お住まいの区役所・
支所へ申告書を提出してください。

◆公的年金からの住民税の特別徴収について
　平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する住民税
の支払い方法が変わります。対象となるのは、平成21年４
月１日において公的年金（老齢基礎年金、退職年金等）を
受給されている65歳以上の方のうち住民税の納税義務のあ
る方で、10月に支給される年金から特別徴収（天引き）が
開始されます。
　同制度については、今後も市民しんぶんや市ホームペー
ジ等でお知らせします。

【15】第125号京都税理士協同組合ニュース



　今回の「京の文学散歩」は、「宇治
拾遺物語」と並ぶ説話文学「十訓抄」
の中から、鴨長明、小野小町と平清盛
の説話を選びその跡を取材した。「十
訓抄」は、和漢古今の教訓となる説話
282編を集録したもので、わが国初の
教訓的説話集といわれる。

鴨長明と日野の方丈石
　京都地下鉄石田駅を出て東の山に向
かって歩く。伏見区日野の山中に鴨長

明の庵跡と伝
えられる石碑
「長明方丈石」
がある。
　鴨長明は和

歌、音楽の道

でよく知られ

ていた人物で

あった。神官

の職に就くこ

とを望んでい

たが、叶える

ことができな

かったため出家してしまった。出家後

の方丈の庵で書いた方丈記の「ゆく川

の流れは絶えずして、…」は実に美し

い書き出しといえよう。その後、後鳥

羽院から和歌所の職員として伺候する

ようにと仰せ言が下されたが、

　沈みにきいまさら和歌の浦波に

　寄せばや寄らむ海人の捨て舟

と詠んで伺候することなく山に籠った

ままで終った。世の中も人も恨むとい

うのであればこんなふうにありたいも

のだ。

　第九の徳目「願望をもつべきでない
こと」の中の一説話である。人は心に
かなわないことがあるからといって、
よく考えもせず人を恨んだりしてはな
らないという戒め。編者は、不運なめ
ぐりあわせで出家の道を選んだ長明の
処世に心を打たれている。

小野小町と随心院
　日野の山を降りて小野随心院に向か
った。随心院は優れた歌人であり絶世
の美女といわれた小野小町が住んでい
た屋敷跡と伝えられている。

　小野小町のもてはやされ方は大変な

ものであった。衣には錦秋の刺繍を重

ね、口には和歌を詠み、男を軽蔑し女

御、皇后の位を願っていた。しかし、親、

兄弟が亡くなり独り身となってしまっ

た。栄光は日々に衰え、容色も年々落

ちていった。小町に想いを懸けていた

男たちも疎遠となり、家も壊れ傾いて

いった。こんなふうになっていたので、

三河国に下ることとなった文屋康秀か

ら、一緒に行かないかと誘われた。

　わびぬれば身を浮き草の根を絶えて

　誘ふ水あらばいなむとぞ思ふ

と詠んだ。昔を偲ぶ心の中には、どん

なにか悔しく思うことも多かったこと

だろう。

　第二の徳目「驕りを避けるべきこと」
の中の一説話。驕り高ぶる心の戒め。
編者は、豊かに富み栄えている者で驕
り高ぶらない者はなかなかいないとい
う。

平清盛と六波羅
　随心院から旧奈良街道を北上し京の
街に向かう。京阪五条駅近くの六波羅
を訪ねた。「六波羅探題跡」の石碑は
洛東中学校改築工事のため見ることは
できなかった。
　若い頃の平清盛はとても立派であっ

た。どんな嫌なことであっても本人を

前にしてはにこやかに笑ってやる。と

んでもないことを引き起こしても、

荒々しく声を立てることなども一切な

かった。冬の寒い頃には、若い侍従た

ちを自分の衣の裾の方に寝かせてやり、

早朝彼らが朝寝をしていれば、そっと

抜け出して思う存分ねかせてやった。

人の心を喜ばせるというのはこういう

ことをいうのだ。

　第七の徳目「ひたすら思慮深くある
べきこと」の中の一説話。この好例と
して平清盛の穏やかな人柄、こまやか
な気配りを取り上げ、思慮の大切さを
強調している。

文学散歩を終えて
　説話集「十訓抄」を初めて読んだ。
政治的社会的に変動していた当時にお
いて、「いかに身を処するか」が切実
な課題であった。十訓抄の重要課題で
ある「思慮深いこと」「心配りができ
ること」は鎌倉時代の武家の重要な徳
目であったという。
　日野の方丈石から始まった京の文学
散歩は、旧奈良街道沿いの平家物語ゆ
かりの平重

しげ

衡
ひら

の石塚などにも足を引き
止められ、中世文学の醍醐味を味わう
ことができた。古典は実におもしろい。
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長明方丈石
方丈の庵を作った長明の心境
は「老いた蚕

かいこ

の繭
まゆ

を営むがご
とし」とある。

随心院
境内には、化粧の井戸など小町ゆかりの遺跡あり

平清盛の塚
六波羅蜜寺の清盛坐像は「清盛の傲慢さはなく、
仏者としての気品を覚える」とある。
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