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　去る１月19日（火）京都ホテルオークラにおいて、全税
共創立35周年となる「第24回全国統一キャンペーン」の優
績営業職員表彰式が開催された。
　表彰式は、田中英文専務理事の司会により定刻に開始さ
れた。平澤政治理事長の開式の挨拶に始まり、小坂文夫副
理事長の経過報告に続いて来賓の方々の祝辞へと進んだ。
不況が続くなか、今年も前年とほぼ同数の職員の方が「理
事長賞」「金賞」「銀賞」「銅賞」「努力賞」で表彰された。
その他連続入賞の「雅ファイブ」等にも感謝状と記念品が
贈呈された。
　片野晏弘副理事長の閉式の挨拶の後、休憩を挟んで植田
順常務理事の司会、辰巳修偉副理事長の挨拶で祝賀パーテ
ィーの幕開けとなった。第１部は昨年に引き続き「京都

全国統一キャンペーン
KENTO’S」のステージから飛び出したイエロージャケッ
ツによるオールディーズライブ。会場中央に設けられたス
テージ前のフロアがライブハウスと化した。
　第２部は恒例のお楽しみ抽選会が行われ、当り番号が発
表されるたび会場のあちらこちらから歓声が上がっていた。
　終始和やかな雰囲気のなか太田克専務理事の閉会の挨拶
でお開きとなった。 （広報委員長　河村澄子）

【受賞者の方々】 （敬称略）

VIP大型総合保障制度
理事長賞 日本生命保険相互会社 京都西支社 瀬川　早苗 他６名

金　　賞 明治安田生命保険相互会社 京都支社 上枝　利枝 他10名

銀　　賞 住友生命保険相互会社 京都支社 森安　妙子 他19名

銅　　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 石橋　広和 他65名

努 力 賞 第一生命保険相互会社 京都総合支社 佐古田朋美 他60名

雅ファイブ（連続入賞者）
 朝日生命保険相互会社 京滋支社 長嶋　陽子 他５名

優秀機関長表彰 
 AIGエジソン生命保険株式会社 京都第一営業部  

  池上　真仁 他13名

優秀支社賞10
 日本生命保険相互会社 京都支社  他６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４名

年間３億賞 日本生命保険相互会社 京都南支社 穂積　妙子 他６名

全税共創立35周年記念

第24回 優績営業職員表
彰式・

祝賀パーティー
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●各組の入賞者 （敬称略）

北・東コース 東・西コース 西・北コース
優勝 西野　雅博（東山） 吉田　史樹（園部） 村瀬　壽男（宇治）
２位 中居　　章（下京） 岡本　正人（大同生命） 原　　綱宗（下京）
３位 松見　靖雄（東山） 三浦　幹雄（右京） 片野　晏弘（宇治）

BG 西野　雅博（東山） 植田　　順（伏見） 安井　伸夫（中京）今西　　到（右京）

●団体戦
優勝 伏見・宇治・福知山支所・大阪東支部（合同チーム）
２位 東山・園部支所（合同チーム）
３位 下京支所

園部支所　吉 田 史 樹
　ゴルフは素晴らしいスポ―ツです。
こんな下手な私でも優勝できるのです
から。
　午後のラウンドでは、シャンクは出
るし、池に入れるし、散々でしたが関
本支所長の励ましの言葉に支えられ、
あきらめずラウンドできたのが功を奏
しました。
　これからも、仕事にゴルフにがんばります。

宇治支所　村 瀬 壽 男

優勝できました
東山支所　西 野 雅 博
　栄えある「京税協・大同ゴルフコン
ペ」の節目の第45回大会において、二
回目の優勝を達成できました事は、ひ
とえに当日の素晴らしい同伴競技者の
方々のおかげであり、改めて厚く御礼
を申し上げます。
　今回は、「中居さんの豪快なドライ
バショットとスタートイーグル」に圧
倒され、また「田中さんの華麗なショットや望月さんの若
さあふれるプレー」を拝見しながら、楽しくプレーできた
結果ではないかと振り返っています。しかし、内容的には
多々反省もあり、次回に備え向上心も忘れないよう戒めて
おります。
　ゴルフプレーには、競技者それぞれがいろんな思いを胸
に秘めて参加されていると存じます。私は、まず「第一に
運動であり、プレー出来ることは健康の証しである」と強
く意識し、しかし人間だれしも欲がありまして「ベストス
コアと入賞」を秘かに期待しつつ、今後も可能な範囲で努
力を惜しまず、精進していきたい。
　結びに当たり、大会をいつもお世話いただいております
京税協・大同生命の皆様方に感謝並びに御礼を申し上げま
す。

　ラッキー。ラッキー。ダブルぺリア
方式万歳！！今回程びっくりした事は
今迄にありません。
　20数年前に一度全税共のＶＩＰ君・
ランちゃんで優勝しましたが、其の時
のスコアーはグロス83で、それなりに
期待をもっての優勝でした。その後、
優勝はおろか入賞すらありませんでしたが、今回はどうな
ったのか？グロス106、ネット71.2という驚くべきハンデ
ィに恵まれ恥ずかしながら見事？団体戦と共にダブル優勝、
初めて貢献でき仲間に入れてとても嬉しかったです。
　残り僅かの人生の運を今回で一度に使ってしまった様な
気がしてちょっと心配です。
　とは言いながら今後も皆様に迷惑をかけながら……ちょ
っぴり幸運を期待しつつ……出来るだけゴルフコンペに参
加し続けたいと思います。
　これからも宜しくお願い致します。

コンペに優勝して

２回目の優勝
団体戦優勝チーム
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京税協・京都府支
部連・大同生命

ゴルフコン
ペ京税協・京都府支

部連・大同生命

ゴルフコン
ペ京税協・京都府支

部連・大同生命

ゴルフコン
ペ

於：信楽カントリー倶楽部　杉山コース 2010.４.21

第45回



　本年も旅行に代わる企画として４月３日、京都劇場において劇団四季ミュージカル「美女と野獣」の観
劇が催されました。
　ミュージカルの観劇という初めての試みで、みなさん参加して下さるだろうかと不安一杯でしたが、心
配をよそに定員を上回る申し込みをしていただきました。
　参加していただいた会員、会員のご家族から驚きや感動のお声をたくさんいただきました。

ミュージカルを楽しむ会
2010.4.3

（C）Disney 撮影：下坂敦俊

　今年度の京税協、春の文化行事は劇団四季によるディズニー版ミ
ュージカル「美女と野獣」JR京都駅内京都劇場での公演です。驚
いたのは観客層、会場を見渡せば幼い子供からお年寄り、カップル、
夫婦と実に多彩、期待を胸に開演を待ちます。
　幕が上がれば、一瞬たりとも退屈させない歌と踊り、ライティン
グ、思わず見入ってしまう舞台装置など、エンターテインメントを
制作する企業として世界有数のウォルト・ディズニーと我が国最大
の演劇集団、劇団四季出演者達の圧倒的パフォーマンスの前に、最
後まで耳目はステージに釘付けとなります。
　舞台は原作の伝奇的奇譚からは離れ、野獣（＝城主）の苦悩と成
長の物語で、ディズニーらしくキリスト教的倫理観なども随所に織
り込んだ作り。野獣とガストンの戦いの後、最後に残ったバラの１
片が落ちて呪いが解ける瞬間が素晴らしく、これを宗教的暗喩と取
るのは読み過ぎでしょうか。でもガストンってよしもとの「なだぎ
武」に似ていたなぁ。
　京税協スタッフの皆様、有難うございました。

東山支所　米澤　博充・文子さん
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（C）Disney 撮影：下坂敦俊

（C）Disney 撮影：下坂敦俊

　遠路峰山支所からは今年も15名の大挙参加で、バスの手
配、理事長・委員長・局長などの温かい送迎etc．大変お
世話になり、ありがとうございました。
　なかなか観る機会のないミュージカル…臨場感あふれる
舞台、そして心奪われる魅力的な歌とダンスによって、“夢と
魔法”の世界へ引き込まれ、気分がリフレッシュ、感動を一杯
もらいました。来年も楽しい企画を期待しています。
　最後に、日頃税務に携わる私達も、人の外見に惑わされる
ことなくその心の真実を見極め、そして、モノの真贋を峻別
出来るような、気高い主人公ベルのようでありたいものです。

峰山支所　林　　同来

　美女と野獣は今回で２回目です。主役の人よりも脇役の
人に目がいってしまいます。特にフロアマット役の人の頭
と手足が少ししか出ていない状況で飛んで跳ねて踊る所に
は驚きと感動をおぼえます。少し違う所に視点を置くのも
楽しみの一つですね。

　いきなり花火があがり、びっくり。歌にダンス、そして
華やかな舞台セットに感激しました。
　夢の世界を十分堪能しました。

中京支所　永田　幹人

中京支所　坂部　浩・剛子さん

　たいしたものです！
　最後のどや

4 4

顔がよかったですね！
　いい企画をありがとうございました。

伏見支所　堀口　裕弘
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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（361）1120
〒604-8421　京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町159-1
（最寄り駅　地下鉄烏丸線四条駅）
http://www.shokochukin.co.jp/

　恥ずかしながら、ミュージカルを初めて観劇しました。
　２時間半を連続して演じる出演者のエネルギー、舞台装
置に驚きました。この様な機会があればまた観劇したいで
すね。

左京支所　二股　　茂

　ファンタジーの世界に引き込まれ、素敵な夢のひととき
でした。華やかな舞台、衣裳、音楽、そして笑いあり、涙
あり、悦びと希望ありの舞台に魅了されました。役者と観
客の一体感は舞台ならではの醍醐味です。気持ちもリフレ
ッシュし、お世話下さった皆様に感謝しています。

東山支所　林　伸三郎・紘子さん
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　近年の北新地は高級なイメージは一
変し、人通りも変わって過ごしやすく
なっています。店名
の通り誰でも気軽に
出迎えてくれるお店
ですので、街の喧噪
から離れてこのお店
のワンショット、是
非ご賞味あれ！

　事務所から歩いて1分のところにあ
るフレンチのお店を紹介します。店名
の「ベ・レギューム・ア・ターブル」
はフランス語で「食卓の上の野菜」と
いう意味だそうです。その名のとおり、
契約農家から取り寄せた京野菜をふん
だんに使ったお料理がいただけます。
たとえば、ある日のラン
チでは、前菜に「自家製
スモークサーモンと彩り
野菜のサラダ」。さすが、
野菜自慢のお店だけあっ
て、サラダの味が濃く感
じられます。次のスープ
は、私が最も楽しみにし

ているメニューです。季節野菜のポタ
ージュかリゾットのいずれかを選べま
す。どちらも聖護院大根や堀川牛蒡な
ど、その季節の京野菜を使ったもので、
思わず幸せな気持ちになります。メイ
ンに、お肉とお魚のどちらかをチョイ
スしたあと、数種類の中からデザート
を選び、これでお値段は2,000円です。
あまりにものお得感に一緒に行った人
はみんなびっくりします。
　満員になってしまうのがこわいので
本当は秘密の隠れ家にしておきたいの
ですが、こっそりお教えしちゃいます。

ベ・レギューム・ア・
ターブル

とっておきのお店　─組合員先生方のお薦めのお店─

下京支所　磯田利佳子

Public Bar
（パブリックバー エス）

　『いらっしゃいませ！』ドアを開け
ると威勢のいい声で迎えられる。酒が
運ばれると『どぞっ！』と大声の一撃。
初めはこの声に驚くが、慣れてくると
心地よい。此処は私の同級生の店、お
初天神通りにあった先代のお店の造り
を真逆にしてここに移転した。先代か

ら受け継いだ扉、
一枚物の欅を使
ったカウンター
だけの店内は、
日常の慌ただし
さから解放され
て時間を忘れる
空間である。
　ヨットマンだ

った先代のイニシャル、Sailor、Ship、
Sea、店名と共に画かれている操舵輪
には、氏の海への思いが込められてる
らしい。圧倒的なボトルの数。関西バ
ーテンダーの草分けとして名を馳せた
父を受け継ぎ、酒を愛し客をもてなす
マスターが差し出すグラスには、いつ
もと違う薫りが感じられる。私が所属
する支部、伏見には古くから酒蔵や醤
油蔵が多くある。その蔵には菌が住み
つき、人と共に味を創
ると言われている。あ
りきたりの酒を出すこ
のお店にも、何かが住
みつきマスターと共に
味が創られているよう
だ。
　20歳代の女性から老夫婦まで、老若
男女を問わず楽しめるこのお店ですが、
私が生まれる前からお客様を見守って
きた重厚なカウンターの歴史には、そ
れぞれに帰って行く人を笑顔にさせる
力があります。

伏見支所　市川　晃

ベ・レギューム・ア・ターブル
京都市中京区四条油小路上ル３軒目559-1

TEL　075-213-5563
営業時間 ランチ 11:30～14:30 LO
 ディナー 17:30～21:30 LO
定 休 日 月曜日、第３日曜日

ベ・レギューム・ア・ターブル

四 条 通

西
洞
院
通

油
小
路
通

醍
ヶ
井
通

堀
川
通

花直花直

●

●

●

全日空ホテル全日空ホテル

堂島
アバンザ

国道２号線

北新地本通

四
つ
橋
筋

UFJUFJ

御
堂
筋

堂 島 上 通

JR北新地駅

パブリックバーパブリックバーパブリックバー

Public Bar 　（パブリックバー エス）
大阪市北区堂島1-5-39小蝶ビル1階

（堂島アバンザ南東・名門バー「堂島サンボア」隣り）
TEL　06-6343-1900

営業時間　17時～24時頃
定休　日祝日
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於　京都税理士会館３階　京税ホール
講師　法政大学大学院政策創造研究科教授　坂本光司 氏

　平澤理事長のあいさつと近藤研修委員長の坂本教授プロ
フィール紹介の後、講演に移った。その概要は次のとおり
である。

　まずは「日本でいちばん大切にしたい会社」の著書のこ
とから。平成20年４月に出版してからこの２年間で35万部
売れた。昨年12月発行の２冊目の続刊と合わせると50万部
を超えた。いずれの本も「儲け話」を書いたものではない。
中小企業を研究している経営学者として40年間論じている
こと。世の中の動き・変化に驚く。読んだ方々からメール、
FAXなどがくる。３割は経営者、３割は社員。経営者か
らは、会社経営のやり方がわかった、経営の羅針盤になる、
という内容である。

１． 会社経営とは「５人に対する使命と責任を果た
すための活動」、その使命と責任とは、「幸福の
追求・実現」である。

その５人とは、
①　社員とその家族
②　 社外社員（下請け・協力会社の社員）とその家族
③　顧客
④　 地域住民、とりわけ障害者や高齢者
⑤　株主・出資者・関係者

　以上の５人のなかで最も幸福を追求すべき者は、「社員
とその家族」だ。これまでは、株主・出資者の幸福が重視
されてきた。これは①から④の人に対する行動の結果とし
てもたらされるものである。売上や利益などの業績や成長
はその結果・現象にすぎない。中小企業を歩き回り、現場
から学んだ人間尊重の会社経営である。

２． 社員とその家族の幸福を追求している会社の業
績は増収増益

　売上、経常利益などの経営指標は立派な数字である。短
期間だけではない、５年、10年と長期間である。48年間増

収増益という驚くべき会社もある。この会社の社長は、増
収増益を目標に経営してきたわけではない、たまたまの結
果にすぎない。それよりも、48年間、社員に給料を上げ続
けてきたことを誇りにしたいという。
　いずれの会社も、社員を大事にしている会社である。リ
ストラは社員とその家族を不幸にする。好況と不況という
ものは繰り返すもの。好況のときは、不況に備えて積み立
てておくことだ。それをしなかったのは経営者の職務怠慢。
不況の時は、社長と社員が「喜びも苦しみも分かち合う」。
１人のリストラもしないで、経営者の給料は５割カット、
部課長は３割カット、従業員はそのままとした会社もある。
　社員とその家族の幸せを追求しない会社が倒産する、と
いうのは自然の摂理だ。社長が家族と飲食したレストラン
の領収書を経理担当者に回すのは公私混同。このような会
社の社員は一生懸命に仕事をする気になれない。300人の
会社が倒産。社員３人が引き継いだ。10年間増収増益の業
績である。商品は全く同じ、経営者が変わっただけだ。

３． 増収増益のもとは社員によるサービスの感動

　商品の品質や価格ではない、社員が与えるサービスの感
動だ。社員の幸福の追求を第一義とする会社の社員は、一
生懸命に働く。その結果、顧客に感動を与える、新しいマ
ーケットを創造する。機械の生産性は有限であるが、社員
の生産性は無限である。

４．大切にしたい代表的な会社

　本日の講演で「大切にしたい会社」として、また、「こ
の会社に学べ」と題して紹介された会社は次のとおり。
● 沖縄教育出版（沖縄県）：高業績企業。日本でいちばん
長い朝礼（平均１時間）を実施。この朝礼を通じて社員
同士が心を共有する。障害者と健常者が一体となって働
く。

● 富士メガネ（北海道）：松下幸之助と司馬遼太郎が愛し
たメガネ店。中国残留日本人孤児たちにこれまで28回、

日本でいちばん大切にしたい会社
第６回会館記念講演

平成22年４月15日（木）
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計863人にメガネをプレゼントした。
● ネッツトヨタ南国（高知県）：自動車不況のなかでも売
上高が下がらない会社。新入社員研修は、全盲の方と行
く四泊五日の四国巡礼の旅で人のやさしさを学ぶ。

● 日新堂印刷（北海道）：社員７人の名刺印刷会社、値段
は通常の３倍。新規顧客も続々。

● アールエフ（長野県）：小さい命を救いたいとの思いで
カプセル内視鏡、マイクロカメラなど医療機器を創り続
けている。

● 亀田総合病院（千葉県）：患者さんに対する徹底したサ
ービスが売り物。
● サイボクハム（埼玉県）：日本の食料不足をなんとかし
ようと使命感に燃えて牧場を経営。農業のディズニーラ
ンドをめざす。

５． 坂本教授の研究方針は足で現地調査

　坂本教授のモットーは、「現場で中小企業研究やがんば
る中小企業の支援をする」こと。毎週１～２日は大学の研
究室を飛び出し、さまざまな企業を訪問し調査する。その
数は600社を超えた。著書に取上げる会社には最低５回足
を運ぶ。訪問対象の企業は、新聞や雑誌から、研究者仲間
又は各地への講演で知り合った方々からの情報による。会
社の経営状況を調査し財務資料を自分で分析して「大切に
したい会社」を決める。

記念講演を聞いて

　中小企業の「生きた経営講義」であった。熱のこもった
２時間の講演。京税ホール満員の盛況（別室でカメラ中継
も）であった。企業経営は人・物・金だと教わってきた。
しかし、本当の経営は社員とその家族を大切にすること、
リストラは社員とその家族を不幸にするだけだという。関
与先への経営支援の方向が見えてきた。二宮尊徳の報徳仕
法を想う。昨年10月26日の鳩山首相の所信表明演説で、「日
本でいちばん大切にしたい会社」の中の日本理化学工業が

■講師略歴　坂本光司氏
　浜松大学教授・静岡文化芸
術大学教授等を経て2008年４
月から法政大学大学院政策創
造研究科（地域づくり大学院）
教授及び法政大学大学院イノ
ベーション・マネジメント研
究科（MBA）兼任教授。静
岡サテライトキャンパス長。
NPO法人オールしずおかベ
ストコミュニティ理事長等。

専門は中小企業経営論・地域経済論・産業論。
　編著書に、「日本でいちばん大切にしたい会社」（あさ
出版）のほかに、「ケーススタディこの商店街に学べ」（同
友館）など多数。

紹介された。鳩山首相も感銘を受けたのであろう。
　本日の素晴らしい記念講演会を企画していただいた平澤
理事長はじめ、近藤研修委員長等関係者の方々に心から御
礼を申しあげます。 （広報委員　須藤　弘）
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踊りを披露してくれた。
　五月の連休が過ぎて、離れ庵にさわ
やかな風が吹き、谷間から流れ下りて
くる水路の水も豊かで、早苗の植えそ
ろった田を潤している。垣根のうの花
（ウツギ）はほのか
な甘い香りをにおわ
せている。
　比叡にさし昇る月
を愛

め

で、田の畦にゆ
れるホタル明かりを愛でながら、庭の
テーブルで飲む生ビールのさわやかさ
はまた格別である。
“うの花のにおう垣根に
　　ほととぎす早やも来鳴きて
　　　　しのび音もらす　夏は来ぬ”

　平成22年１月15日、中国の青
チン

島
タオ

で日
沈直前の金環日食が見られるというこ
とで観測に行ってきました。
　水平線に沈む太陽を見るために選ん
だ場所は極寒の海辺でしたが、寒い、
とにかく寒い、何と海が凍ってる！
　午後３時半頃の太陽の欠け始めから

　事務所のあるビルは京都御所の西南
角、地下鉄丸太町に近い。パソコン入
力で疲れた目を休めるため、御所には
よく散歩に出かける。早春には梅、桃
が咲きはじめ、桜の花へと移る。連休
明けのこの頃は新緑が目にしみる。
　間之町切通しにある九条池には池の
主のでっかい青大将が住んでおり、池面
をゆうゆうと泳ぎわたるのを見かける。
　事務所のビルの屋上には秘密の花園
があり、大家さんが植物の育成に丹精
されていた。当事務所にはずっと絶え
ることなく切り花、鉢植えを配給して
下さり、お蔭で事務室は花のあるサロ
ンとなった。
　税理士であった大家さんは一年前に
永
なが

の旅路に出られた。その数年前から
屋上の花園の整理をはじめられた。植
物の多くが植木屋へ
運ばれたが、一部は
地下鉄国際会館の北
の地、私の離れ庵へ
引き継いだ。ウツギ、

サツキ、オモト、ソテツ、コノデガシ
ワ等々、その多くを地植えした。
　私は独り身をやめてからこの方、比
叡山麓は修学院離宮のほとりに居を構
えてきた。やがてきれいな花嫁がやっ
てきた。息子たちは家族を増やし、私
が “おじいちゃん” となる頃には居候
の分際で母屋を占拠してしまった。仕
方なく私は離れ庵に移るはめとなった。
　離れ庵は草深い田園の中にあった。
東方に比叡から南へ連なる山なみをは
るかに望むことができた。すぐ近くに
瓢箪崩れ山の登り口があり、尾根を北
へたどると大原の里へと続いていた。
　私を迎えてくれた野いたちは、翌年
には家族を増やしていた。子供のいた
ちはぴょんぴょんとび跳ねて、いたち

―夏は来ぬ―
中京支所　吉 岡  誠

私のいる
風景

待つこと約１時間半、今まで見たこと
のないオレンジ色の光のリングが薄雲
の中から現れました。寒さを忘れて感
激!!
　次の金環日食は２年後の平成24年５
月21日午前７時半頃です。今度は日本
の各地、京都市内でも見られますよ！

―夕暮れの金環日食―
中京支所　板 倉 義 守

青大将の住む九条池

新芽を吹き上げる蘇
ソ

鉄
テツ

ほ
の
か
に
に
お
う
、

う
の
花（
ウ
ツ
ギ
）
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　私の事務所の周りはとても自然に恵
まれています。北山通りを数分歩くと
鴨川があり、その側には加茂街道が走
っています。普段は車が頻繁に行きか
っていますが、春には桜並木が、そし
て秋には見事な紅葉が街道筋を美しく
彩ってくれます。
　大阪から引っ越してきて、この事務
所に働き始めてもうすぐ２年が経とう

としていますが、慣
れない生活と日々の
忙しさで近くの街道
の美しさも感じ取れ
ていないような気が
します。
　悠然と流れる鴨川
ですが、鴨長明は「方
丈記」で「ゆく川の
流れは絶えずして、

しかももとの水にあらず。よどみに浮
かぶ泡沫は、かつ消えかつ結びて久し
くとどまりたるためしなし。世の中に
ある人と住みかとまたかくのごとし」
とこの鴨川を見ながら、世の中の無常
さを詠っています。
　今も昔も変わらないこの風景の中で
日々の生活に忙殺され、ただ流される
だけでなく、この京都の自然、歴史、

人とふれあいながら、一日一日を大切
に過ごしていきたいと、改めて感じる
次第です。

―ゆく川の流れは絶えずして―
上京支所　髙 村  智

　私が引っ越ししてから２年半経ちま
した。地下鉄沿線ということもあり、
よく地下鉄で出かけるようになりまし
た。今日はお気に入りのコースを紹介
したいと思います。
　東山駅で下車し、知恩院に向かいま
す。知恩院の本堂に入り、読経を聞い
たりして、ゆっくりすごします。冬は
寒いですが、他の季節は風が涼しくと
ても心地よく、心が落ち着きます。
　次は円山公園・八坂神社・石畳をぶ
らぶらです。時には桜を楽しみ、音楽
堂で催しを見物し、八坂神社のいろい
ろな神様をお参りします。
　そして、二年坂・三年坂です。私の

特にお気に入りの風景です。何処に行
っても石畳・坂道・昔ながらの木の建
物はいいなあと思いますが、ここには
すべてがあります。石段があり、両脇
には木の格子がある家々が並び、初め
て訪れた時には感動しました。ここで
ミニ知識ですが、二年坂・三年坂は清
水寺の子安の塔に向かう安産祈願の坂
「産寧坂」それに連なるので「二寧坂」
とも言われます。また、大同２年（807
年）、３年（808年）にできたので、「二
年坂」「三年坂」と名付けられたとい
う説もあるそうです。よく知っておら
れる所だと思いますが、ゆっくり歩い
てみて下さい。

―ぶらぶらある記―
中京支所　西 田 智 子
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かもしだしています。

　心洗われた気分になりながら朝霧橋
を渡り、宇治公園中の島へ。ここでは、
春は桜、夏は鵜飼や花火などのさまざ
まな行事が催され、人々の憩いの場と
なっています。すぐそばには、10円硬
貨の意匠で知られている平等院や宇治
を代表する県

あがた

祭りが行われる県神社も
あり、歴史と自然が絶妙にコラボされ
ています。
　平等院参道に並ぶお店で、宇治の銘
茶やお土産を探し、宇治川の流れを感
じながら抹茶パフェで一息つくことに
します。

　また、約３年前、宇治橋を少し下が
った宇治川右岸堤防外で、遺存状況が
極めて良好な石積護岸遺跡が延長75m
発掘されました。これは、豊臣秀吉が
文禄３年（1594年）から造営を始めた
『太閤堤』に関連するものと考えられ、
江戸後半に埋没し、その後陸化し今ま
で存在がわからなかったものです。今
後の活用策が期待されます。
　宇治川周辺を後にして
再びバスに乗り「太陽が
丘」で下車。山城総合運
動公園（太陽が丘）は、
もともと国有林でありま
したが、昭和40年～50年代の京都府南
部地域の都市化の進展と人口の急増に
より、スポーツ・レクリエーション活

　桜で華やぐうららかな春の一日、我
が家の一番近くのバス停「宇治車庫」
から「太陽が丘」行きのバスに乗って
宇治を散策します。

　この路線に乗ると、お茶と文学と歴
史の世界に浸ることができます。
　バスに乗る前にちょっと足を伸ばし
てみれば、西国観音霊場十番の札所三
室戸寺に着きます。ここは、５月のつ
つじとシャクナゲ・６月のあじさい・
７月の蓮・秋には紅葉といった四季
折々の風景を楽しむこともできる散策
の古刹です。
　「宇治車庫」から４分ほどで「京阪
宇治」のバス停に到着で
す。京阪電車の終点「宇
治」駅と交差するロータ
リーを南へ向かうと、ま
もなく橋寺放生院が見え
てきます。ここは、聖徳
太子の発願により創建、
宇治橋の管理をまかされ
「橋寺」の名前で親しま
れています。

　そのまま桜並木に誘われ、宇治川に
沿ってずんずん進むと、宇治神社から
国宝宇治上神社へ、そして源氏物語ミ
ュージアムに到着です。宇治上神社は、
世界文化遺産に登録されている日本最
古の神社建築であり、厳かな雰囲気を

シリーズ

▼ 広報委員　徳 田 明 子

動の一大拠点となる大規模公園として
開園されました。京都府支部連対抗ソ
フトボール大会が、最近ではここの野
球場で行われています。
　私の子供が幼稚園入園前後の頃まで、
何度も遊びに来て、くたくたになって
帰ったことを思い出しながら、自然林
に囲まれた清々しい空気を胸いっぱい
吸い込み、太陽が丘を後にしました。
　「太陽が丘西ゲート前」から乗ると
直ぐに「植物公園」に到着。この公園
は、太陽が丘に隣接した
丘陵地にあり、入口まで
をコンテナやハンギング
バスケットを用いて四季
の花を飾り、入園者を歓
迎してくれています。
　散策の足取りも自然と軽くなり、早
速に植物公園のシンボル「花と水のタ
ペストリー」へ。これは、日本一を誇
る大規模立体花壇で、宇治市に因んだ
テーマやキャラクターなどを季節に合
った植物で表現した花模様は見事なも
のでした。

　花と緑と水の楽園に心豊かになり、
ここを私のバスのたびの終点とします
が、バスはさらに大久保（昔の新田）
から城陽市へ、また西へ分かれて久御
山へと向かいます。

京阪宇治バスに乗って

バス停「宇
治車庫」

↓
太陽が丘

ゆき

発売当日限
り有効

途中下車前
途無効

乗車券

10.05.25

路線バス路線バスののたびたび
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■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。

（御注意）４月１日から償却資産の窓口を変更しました。
　〒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
　京都市行財政局税務部資産税課
　TEL（075）213-5214

京都税理士協同組合

第38回通常総会
平成22年８月６日（金）
ウェスティン都ホテル京都
京都市東山区三条けあげ

総　会　16時～
懇親会　18時～

　いつも広報誌の編集をしていると、自分の知らない京
都を再発見できる気がします。
　今号の編集にあたっても、京都には九条池があり、鴨
川があり、そして京都劇場があるのだと感じ入りました。
　お読みいただく会員の皆さまにも、そのような広報誌
であれば良いなと思います。
　最後に、ミュージカルを楽しむ会に参加できなかった
ことが悔やまれます。 （I.M.）

編 集 後 記
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理事会報告
第７回理事会

　平成21年度第７回理事会を３月24日（水）午後３時40分
より開催。当日の出席状況は次の通り。
　理事44名　監事４名　相談役５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21名、法人会員２社、賛助会員14名がそれぞれ加入
承認された。承認の結果、組合員数は1,283名、出資金額11,301
万円、法人組合員54社、出資金額434万円、賛助会員197名とな
った。 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○岡井　伸介　○堂本　　伝　○檜垣　和孝　○富永　信男
○赤石　崇士　○新藤　慶子　○今江冨美子　○村尾　耕司
○齋藤　和敬　○中野　雄介　○藤原　　隆　○湯浅　光義
○藪木　茂雄　○伊佐　義雄　○岡松　庸一　○臼田　多惠
○木村　直義　○村岡　大輔　○井本　篤志　○岩木　節子
○角谷　雅子
（法人組合員）
○清心税理士法人
○オフィスコ税理士法人
（賛助会員）
○横溝　有美　○須賀　庸子　○津村　良樹　○吉田　真人
○藤本　和男　○宮﨑　　武　○加来　　昇　○白澤　　守
○嘉村　智道　○森川忠利志　○髙井　英子　○原　　謙介
○久乗　　晋　○香本　和也
【報告事項】
（総務部門）
①財務報告
②今後の組合行事日程
　６月23日（水）理事会（予算編成）
　　　　　　　 支所合同推進協議会
　　　　　　　 大同生命共済支社スタッフ表彰
　７月２日（金）期末監査
　７月14日（水）理事会
③中間監査実施報告
　２月９日（火）に実施され、何点かの指摘事項はあるが、
特段大きな問題はなく無事終了したことが報告された。
④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39名となったことが報告され
た。
⑤大阪・奈良税理士協同組合との協議会開催について
　事業分量配当に関する協議会が４月１日（木）に開催され
ることが報告された。
⑥全税共文化財団助成決定団体の報告
　当組合を経由し助成応募された３件中、２件の助成が決定
し（京都地区全体で４件の助成決定）、目録を定期総会に
おいて贈呈することが報告された。
⑦支所経理Q&Aについて

　組合の実態に即した改訂を行い、各支所へ送付することが
報告された。

⑧教育情報資料配付について
　昨年同様に「税務ハンドブック」を選定・送付することが
報告された。

⑨「京税協」第129号発行について
　５月25日（火）に発行予定であることが報告された。
⑩ミュージカル観劇について
　４月３日（土）に開催され、参加者が310名となることが報
告された。

⑪第45回大同生命ゴルフコンペ申込状況
　信楽カントリー倶楽部（杉山コース）において４月21日（水）に
開催され、現段階で87名の参加者であることが報告された。

その他
　日本税務研究センターより、支援会員として支部単位での
加入要請がなされた件、近畿税理士協同組合連合会で検討
の結果、近畿税理士会管内全支部の加入金を負担すること
になったことが報告された。

（保険部門）
①保険第一委員会（大同生命）
　・保有契約還元金の算出について
　　 今年度の還元率が決定し、その還元率に基づいて還元す
ることが報告された。

　・連絡協議会開催について
　　 新年度施策等につき協議会が４月16日（金）に開催され
ることが報告された。

　・大同生命優秀営業社員表彰式・祝賀パーティーについて
　　５月14日（金）に開催されることが報告された。
　・大同保険推進協議会実務者会議（４税協実務者会議）
　　 大同生命の保険推進について、名古屋税協・東海税協・
北陸税協連・京税協の４税協が、毎年秋に各税協の取組・
施策について協議会を開催するが、それに先立つ実務者
会議が５月19日（水）に開催されることが報告された。

②保険第二委員会（全税共）
　・第24回全国統一キャンペーン結果報告
　　 昨年と比較しほぼ同数の入賞者数であったこと、１月19
日（火）に表彰式・祝賀パーティーが開催されたことが
それぞれ報告された。

（事業部門）
①事業推進協議会について
　４月27日（火）に開催され、提携企業63社中39社の参加予
定であることが報告された。

②平成21年分税務便覧販売状況について
　最終の販売実績が確定し、49,098部販売されたことが報告
された。

③出版委員の一部交代について
　任期満了に伴い、４人の委員が交代されることが報告された。
④各研修講座の開催状況について
　各講座の開催実績・今後開催予定講座の申込状況が報告さ
れた。
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組合の動き
平成22年

１・29 総務委員会（支所経理Q&A・事業分量配当について）

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　86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　44名

２・９ 中間監査

２・12 正副理事長会

２・12 相談役会

２・19 保険第一小委員会
（大同生命保有契約金還元方法について）

２・22 正副理事長会

３・17 保険第一委員会（大同生命新年度施策について）

３・19 研修委員会（今後の運営について）

３・24 正副・常務・理事会

３・27
～28 事務局職員慰安旅行

３・29 事業委員会（平成21年分税務便覧販売実績について）

４・１ 大阪・奈良税理士協同組合との協議会
（事業分量配当について）

４・２
研修・短期講座「民主党政権で今後の税制はどう変わるか」
　講師：右山昌一郎先生
　参加　67名

４・３
地区連絡・ミュージカルを楽しむ会
　於：京都劇場
　参加　310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・８

研修・職員研修講座
「職員のための会計実務の基礎知識」
　講師：土屋信雄先生
　参加　29名

４・９ 地区連絡小委員会
（大同生命ゴルフコンペ開催要領について）

４・12
研修・短期講座「税理士のための相続税・贈与税の実務」
　講師：神緒美樹先生
　参加　61名

４・13
研修・職員研修講座「社会・労働保険の基礎知識」
　講師：髙木和男先生
　参加　77名

４・15

第６回会館記念講演
「日本でいちばん大切にしたい会社」
　講師：坂本光司先生
　参加　120名

４・16 保険第一委員会（大同生命新年度施策について）

４・16 大同生命との連絡協議会
（総合事業保障ブランの実績報告等）

４・20 法規委員会（規約・規程の見直しについて）

４・21
第45回京税協・京都府支部連・大同生命ゴルフコンペ
　於：信楽カントリー倶楽部　杉山コース
　参加　94名

４・23
研修・職員研修講座「やさしい税金教室」
　講師：室谷澄男先生
　参加　16名

４・26 全国税理士共栄会平成22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（事業推進協議会開催要領について）

４・27 事業推進協議会

５・６ 広報委員会（第129号編集割付）

５・12 広報委員会（第129号ゲラ校正）

５・13
研修・実務講座「相続税申告の実務第１回」（全10回）
　講師：藤本純也先生
　参加　48名

５・13 地区連絡小委員会
「第39期事業計画及び予算について」

５・14 正副理事長会

５・14 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

５・14

研修・府民市民のための無料講座
「やさしい相続税・贈与税」
　講師：神緒美樹先生
　参加　52名

５・17 広報委員会（第129号ゲラ再校正）

５・19 大同保険推進協議会実務者会議
（各税協推進施策・推進状況について）

５・20 事業小委員会（第39期予算・総会議案書草案について）

５・21
研修・実務講座「相続税申告の実務第２回」（全10回）
　講師：藤本純也先生
　参加　48名

５・25 「京税協」第129号発行

【15】第129号京都税理士協同組合ニュース



　やがて薫に匂宮との事を知られてし
まいます。

　薫から

浪（なみ）こゆる頃とも知らず

末の松まつらむとのみ思ひけるかな

　　　　　　人に笑はせたまふな

（心変わりするころとは知らずにいつまで
も待ち続けていらっしゃるものと思って
いました。世間の物笑いになさらないで
ください）

と、手紙が来ました。浮舟は思わず胸
をふさがれます。
　やがて追い詰められ憔悴しきった浮
舟は自ら入水の決心をします。

　身を投げようと宇治川をさまよい宇
治の院の森に倒れていた浮舟は、横川
の僧都に救われ、出家を果たします。
　その後、薫に消息を捉まれ自らの元
に戻るよう勧められますが、終始拒み
続けたのでした。

　山の緑に囲まれた宇治には、藤原道
長の栄華の象徴である平等院があり、
風流の源である宇治川が滔

とう

々
とう

と流れ、
王朝絵巻さながらの景色が今も尚存在
し続けています。
　1000年を超えて読み続けられている
華麗で悲しい恋物語の終焉には、宇治
が打ってつけの舞台だったのだと思い
ます。

　源氏物語は平安時代中期1000年頃の
世界最古の長篇小説です。
　桐壺帝（父）からその皇子光源氏（本
人）、そして薫（息子）の三世代に渡る、
壮大な愛の物語で、桐壷帝と桐壺の更
衣との悲恋に始まり、薫と浮舟との悲
恋で終焉を迎えます。
　全54帖で構成され、「宇治十帖」と
よばれる最後の十帖に、薫と浮舟との
物語は書かれています。

　浮舟は薫と匂
におうの

宮
みや

という２人の男性か
らの想いを受け、苦しい恋に悩み、そ
の果てに悲しい人生を生きた女性です。
　浮舟は、彼女に想いをよせる薫の計
らいにより宇治で暮らしていたところ、
薫の留守中に、同じく彼女を想う匂宮

に、出会ってしまいます。
　運命のいたずらか、図らずも彼女は
匂宮に惹かれてしまうのでした。これ
が悲恋の始まりです。
　美男だがどこか陰のある薫と、明る
さで満ち溢れた匂宮。
　薫の穏やかな愛と匂宮の情熱の板ば
さみに苦しむのでした。

年経とも変はらむものか

　　　橘の小島の崎に契る心は

（何年たとうとも変わりません。橘の小島
の崎で約束するわたしの気持ちは）

と、匂宮が詠んだ歌に返して、

橘の小嶋は色も変はらじを

　　　この浮舟ぞ行くへ知られぬ

（橘の小島の色は変わらないでも、この浮
舟のようなわたしの身はどこへ行くのや
ら）

と浮舟は答えました。
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平等院の藤棚

浮舟の古蹟（三室戸寺）
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