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大同生命定例研修会 8月24日（火）

場　所：京都ホテルオークラ
講演会：15時30分より 　祝賀会：17時30分より

 支部連・
京税協共催 新春講演会 支部連主催 新年祝賀会

場　所

講演会 より

新年祝賀会

　保険第一委員会主催の第１回定例研修会を８月24日（火）
に開催致しました。
　この定例研修会は、税理士業務の一環として、保険に関
する知識を習得し、法人顧客に対しては標準保障額の算定
方法、個人顧客に対しては生活防衛資金の算定方法、そし
て、代理店向けとして企業経営者への提案手法など、保険
に関することを継続的に研修していこうという趣旨のもと
に企画したものです。
　われわれ税理士にとりまして、保険に関する相談業務は、
案外多いのではないかと思いますが、じっくり基礎から学
ぶ機会がないため、適切なアドバイスができているかどう
か不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか？　私も、
保険のことが分からず、ファイナンシャルプランナーの資
格取得の一環で保険のことを学んだ一人です。

開催日：平成23年１月12日（水）

　一般に市販されている書籍や営業職員さんからの情報で
は、税理士業務に必要な知識の習得は不可能です。
　この定例研修会は、保険に関する相談業務に直結するよ
う具体的な事例をとりあげ、毎回テーマを替えながら開催
していく予定ですので、興味のある先生方は是非ご参加い
ただきたいと思います。
　また、今年度の施策として、「標準保障額算定提示実践賞」
を設けました。
　この標準保障額の算定業務が税理士業務のスタンダード
モデルとして定着してくれば、他の事務所との差別化がは
かられることでしょう。この波に乗り遅れないためにも、
是非ご参加いただきたいと思います。これからの予定です
が、第２回を10月１日（開催済）、第３回を12月１日、第
４回を２月１日に開催いたします。

保険第一委員長　安井　伸夫

第１回

「定例研修会」について
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　第１回定例研修会に参加しました。
本研修のテーマは、「標準保障額算
定を活用した関与先のリスクマネジ
メント」でした。
　まず、安井伸夫保険第一委員長よ
り、やさしく、又具体的な事例を踏
まえ①標準保障額の算定②保険を活
用したリスク対策（借入金対策）に
ついて説明されました。以前にも安

井先生の講義は受けたことがあるのですが、お話するのが
ほんま上手です！（お世辞抜きで（ ・^^ ））
　今回の研修会は、京都税理士協同組合初めての試みであ
り、どのような研修になるのか想像もつきませんでしたが、
大変ためになる研修会でした。
　我々税理士として、関与先にリスクマネジメントを指導
することは必要不可欠であります。
　定例研修会は、そのようなスキルをレベルアップするこ

　まず平澤理事長から本日の研修会
の趣旨説明がありました。京税協の
収入の大半は保険事務手数料収入で
あり、京税協の基盤安定に寄与して
おります。保険指導術は関与先企業
と税理士事務所と京税協の「３つの
繁栄」を目指しておりますので、こ
の際、保険指導のノウハウを是非マ
スターしてほしいとの要望です。

　その「保険指導術」について、保険第一委員会の安井委
員長から説明がありました。現在の厳しい経済情勢下にお
ける最大のリスクは、社長に万が一のことがあった場合の
人的リスクであり、このリスクを保険指導術では「標準保
障額」で算定します。その標準保障額は、会社の経営実態、

8月24日（火）

とができる大変有意義な研修でありました。
　研修って居眠りしそうになるものが多いですが、この研
修は、100％眠くなりませんよ。第１回は、具体的事例に
そって皆さんで考え、双方向で意見を出し合い理解できる
といった感じでした。はっきりいって受けなきゃ損と思い
ますよ。
　是非皆様参加してみてはどうですか！

研修会に参加して

考え方により変わってくる、ひとつしかないというもので
はないということでした。
　大同生命京都税理士共済支社の大入課長から、保険商品
の「掛捨型」と「積立型」について説明がありました。掛
捨型には保障額が一定のものと逓減するものがあり、積立
型には保険料が全額経費になるものと半分経費になるもの、
とがあります。自動車を運転するのに保険をかけない方は
いません。生命保険も同じリスク対応商品で、会社を安全
に運転する為のものであり、家族のための安心をも保障す
るものです。
　はじめて保険指導術研修会に参加しました。税理士事務
所のためにもおいしいメニュー（収益源）となるように思
います。これまで取り組んだことのない会員の方は試しに
一度研修会に参加してみてはいかがでしょうか。

伏見支所
須藤　弘

中京支所
南　博光
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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
〒600-8421　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/

　去る11月10日（水）、京税
協・大同生命共催の両丹協
議会と総務部門地区連絡委
員会主催の両丹支所組合員
との懇談会が開催された。
会場は福知山市の「サンプ
ラザ万助」。
　安井常務理事（保険第一
委員長）の司会により始ま
った両丹協議会は平澤理事

長、岡本大同生命京都支社長の挨拶に続き、島津大同生命
業務部研修部長を講師に招き、「保険税務とコンサルティ
ングリポート」をテーマに研修が行われた。生命保険の相
談の中で特に多い相続・事業承継絡みの事例を説明され、
我々税理士が関与先へ生命保険指導を通じて何を伝えるべ
きかを再確認した研修であった。
　次に木村大同生命京都税理士共済支社長から現在の推進
状況の報告について説明が行われた後に、中井理事の挨拶
で終了した。
　休憩の後、田中専務理事の司会により両丹支所組合員と
の懇談会が行われた。平澤理事長の挨拶の後、総務、保険、

事業の各部門の担当の副理事長、常務理事より活動につい
て報告が行われた。
　その後に質疑応答が行われ、主な質問・要望として、
・同好会の補助金の内訳、来年４月の親睦旅行の詳細内容
と全税協の手数料収入の取扱についての質問

・両丹ゴルフコンペへの協賛金の支出の継続と両丹での研
修会の開催を増やしていただきたい、

等の意見があった。これに対し、各担当副理事長等が適宜
回答した。
　親睦旅行の再開に伴い、組合員の先生方の旅行への関心・
思いが非常に高いと感じた。
　組合員の皆様の熱心な質疑応答の中、終了時間を迎え、
懇談会は閉会となった。
　その後、懇親会が太田専務理事の司会により、辰巳副理
事長の挨拶、衣川福知山支所長の乾杯で開宴となった。
　初めて出席させて頂いた私にとって、５支所の組合員の
先生方と触れ合う機会をいただき、非常に有益な時間であ
った。
　和やかな宴は、片野副理事長の挨拶で閉幕となった。
 （広報委員　伊藤政宏）

懇談会開催
両丹地区両丹地区両丹地区両丹地区両丹地区両丹地区 11月10日

島津氏（大同生命）
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「新入組合員オリエンテー
ション」に参加して

　10月13日（水）に京都税理士会館にて組合に入会５年未
満の会員を対象に京税協活動の説明がされました。私自身、
入会してようやく１年が経とうとしています。この１年、
京税協の活動がどういったものなのかあまりわからないま
ま過ごしてきたような気がします。
　そう思っていた矢先にこのようなオリエンテーションの
案内をいただき、これは是非参加しようと思いました。私
と同じように感じられていた方が多かったのか、５年ぶり
の開催という事なのか、会場は満席でした。

　まず初めに平澤理事長のご挨
拶があり、その後、各委員会か
ら事業内容の説明がありました。
説明を受けた印象は、思ってい
たより多くの委員会があるとい

う事でした。委員をさせていただいている出版委員会や広
報誌「京税協」を発行されている広報委員会などは馴染み
があるのですが、その他の委員会の理解はまだまだでした。
　オリエンテーションの後は、場所を京都ホテルオークラ
に移し懇親会が開催されました。参加者が多かったため、
全員とお話はできませんでしたが、多くの先生方とお話を
させていただき、親睦を深めることができました。
　オリエンテーション、懇親会ともに、私にとって京税協
の業務を理解するうえでとても有意義なものであったと感
じています。これから京税協をもっと活用していきたいと
思います。
　最後になりましたが、平澤理事長をはじめ、理事の方々
にはお忙しい中、このような会を設けていただきまして本
当に有難うございました。

宇治支所　中 山 　聡中 山 　聡
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携ハウスメーカー合同住宅セミナー・相談会提

日本生命税理士ＶＩＰ代理店推進協議会第４回

　当組合が提携している下記住宅メーカー７社による合同住宅セミナー・相談会が、去る８月21日（土）に開催され
ました。
住宅エコポイント制度の仕組みや住宅ローンの活用方法について住宅メーカーの講師の方から有益な情報をおうか
がいすることができました。
　住宅エコポイント制度は、新築に限らず一定の要件を満たしている場合には、リフォームやバリアフリー工事も
対象となり、その仕組みについて理解が深まりました。
　当組合は、下記住宅メーカーとの業務提携により、建築・リフォームの割引特典をご用意しております。詳しく
は組合員ハンディブックをご参照ください。

 ８月31日（火）京都税理士会館２階において、今回で４回目となる「日本生命税理士ＶＩＰ代理店推進協議会」が
午後３時より開催された。
　第１部の協議会は、植田順保険第二委員長の司会により始まった。平澤政治理事長の挨拶、槙裕治日本生命支配
人代理店営業本部長の挨拶に続き、田中英文保険部門担当専務理事より全税共の仕組み、ＶＩＰ扱収入保険料の推
移等の説明が行われた。
　次に、荒木立成日本生命近畿代理店第二部部長により、ニッセイ代理店制度の説明等が行われた。
　セミナーは、ニッセイ基礎研究所の矢嶋康次主任研究員により「最近の経済とビジネス動向」という内容で行わ
れた。話の中で「物を売るとき当然コマーシャルをするのだが、なにを対象にコマーシャルするのか」という話が
あった。今の時代、使用者＝購入者ではない。
　たとえば、ランドセルのコマーシャルは、購入者はおじいちゃんおばあちゃんが多いので、その人たちの目に触
れるところでコマーシャルする等。「目からうろこ」のなかなか新鮮なセミナーであった。
　第２部の懇親会は、場所を京都ホテルオークラ４階の「ルイの間」に移し、石原牧保険第二副委員長の司会によ
り開宴し、和やかなうちに片野晏弘副理事長の挨拶により閉宴した。
　また、組合員より「『協議会』であるので説明で終わるのではなく、協議する場にしていただきたい」との意見
があり、今後の貴重な検討すべき課題となった。 （広報委員長　河村澄子）

エス・バイ・エル㈱　大和ハウス工業㈱　セキスイハイム近畿㈱　ミサワホーム近畿㈱　京都パナホーム㈱　住友林業㈱　三井ホーム㈱　（順不同）

【6】 平成22年11月25日【6】【6】【6】【6【6】【6【6】】【6】】【6】



　恒例の支部対抗ソフトボール大会が９月11日（土）、京都
府立総合運動公園「太陽が丘グラウンド」で開催されまし
た。前年の大会は雨天中止となりましたが、今大会は当日
の朝から晴天となり９月の残暑というより猛暑のなかで熱
戦が繰り広げられました。
　下京支部は前々年の大会の決勝戦で伏見支部に敗れ準優
勝に終わりましたが、今大会では右京支部に劇的な逆転サ
ヨナラ勝ちを収め、９年ぶりに優勝杯を手にすることがで
きました。
　下京支部の優勝の道程は厳しいものでした。宇治支部と
の１回戦は最終回の表に３点を奪い逆転し10対９で辛くも
逃げ切りました。２回戦は３連覇中の伏見支部が順当に勝
ちあがってくるものと思っていましたが、東山・園部支部
の連合チームが試合相手となりました。この試合は最終回
に４点差がついており楽勝かと思われましたが、終わって
みれば連合チームに２点差まで追いつかれる接戦でした。
決勝戦の相手は野球経験者ぞろいの右京支部でした。試合
は５回まで５対５の同点であり、時間制限により６回が最
終回になることを審判から告げられました。最終回の表に
右京支部に４点を奪われ、もうダメかと思われましたが、

支部対抗ソフトボール大会

― オプショナルツアー（予定） ―
阿蘇温泉プラン・ゴルフ・人吉SL列車プラン他

優勝 下京支部

劇的な逆転サヨナラ勝ち

福利厚生事業

親 睦 旅 行
九州新幹線で行く

「火の国」熊本の旅
平成23年
4月8日金～9日土

詳細は改めてご案内いたします。
☆九州新幹線は平成23年３月12日全面開通予定です☆

奮ってご参加ください！

詳細は改めてご案内いたします。

日程

志田育夫支部長が率いるチームは諦めず連打に継ぐ連打で
加点し、ツーアウト２・３塁のチャンスにヒットを放ち２
点を入れて劇的な逆転サヨナラ勝ちを収めました。
　下京支部は３試合とも全て10点を取り合計30点で優勝し、
支部創立30周年に花を添えることができました。優勝祝賀
会では支部創立30周年の年に優勝できた記念に帽子・Ｔシ
ャツを新調しようという話も出て大いに盛り上がることが
できました。
　大いに盛り上がる優勝祝賀会ができたのも、この大会を
企画し運営していただいた関係者の方々のおかげです。あ
りがとうございました。また、大きなケガもなく熱戦を繰
り広げられた選手のみなさんお疲れ様でした。
 （下京支所　上田浩嗣）

下京

下京

右京
右京

上京

右京
中京
左京
上京
東山・園部
伏見
宇治
下京

東山・園部

下京
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間は２時間弱ですが、とても気分爽快
になることができます。
　走るようになって４年程たちました
が、続けているのは無理をしないがモ
ットーで、月間走行距離の目標は立て
ません。雨の日はもちろん、気分が乗
らないときも走りません。こんな適当
ランナーですが、いつまでも適当にラ
ンニングを続けたいと思っております。

　今回、私の住む右京区の紅葉のスポ
ットをご紹介します。
　場所は嵯峨野です。電車ではJR嵯
峨野線の嵯峨嵐山駅又は嵐電嵐山本線
の嵐山駅で下車して徒歩となります。
　嵯峨野に
は二尊院、
化
あだし

野
の

念
ねん

仏
ぶつ

寺
じ

、
愛
おた ぎ

宕念
ねん

仏
ぶつ

寺
じ

、
そして五山
送り火の「鳥居」があります。
　私は右京区に住み、早、18年になりま
すが、嵯峨野には意外に、父が亡くな
るまで訪れる機会がありませんでした。
　今は二尊院のある小倉山の麓に父の
お墓がありますので、お盆やお彼岸等、
年に何度かお参りに行きます。この小
倉山の麓より京都が一望できますので、
父がここから母と私を見守ってくれて
いると思っています。

　ランニングを始めて４年程になりま
す。始めたきっかけは、京都シティハ
ーフマラソンに参加することになった
ためです。それ以来、年に数回大会に
参加しておりランニングを継続してい
ます。

　そんな私は、
夏場に数回ト
レーニングを
兼ねて、自宅
から３㎞程の
赤山禅院近く

の梅谷登り口からケーブル比叡駅まで
の往復を走っております。登り口まで
も結構坂道なので登る前から既に汗だ
く状態ですが、気分を切り替えスター
トします。山道は急ですぐに心臓がバ
クバクし、殆ど歩いているのと変わり

ませんが気持は走っ
ているつもりで進み
ます。
　しばらく登ると大
比叡まで約半分の水
飲対陣跡に着き、こ
こからは岩倉あたり
が一望でき少し登ったことを実感しま
す。ここからさらに高度を上げてしば
らく登るとやっとのことでケーブル比
叡駅に到着です。ここからの京都市内
の展望はとても良いです。
　そして深呼吸をして一気に駆け下り
ます。少し怖いですが、少し前を見る
ようにして足の着地するところを予測
しながら疾走？します。登りの辛さは
何だったのと思うぐらいあっという間
に登り口に到着し家まで走って所要時

―気分はトレイルラン？―
左京支所　村 中 研 治

　今回、私の住む右京区の紅葉のスポ

私のいる
風景

　ここから五山送り火の「鳥居」が目
の前に広がり、雄大な眺めです。また
二尊院や常

じょう

寂
じゃっ

光
こう

寺
じ

の紅葉は非常にきれ
いで感動的で特にお薦めです。
　二尊院から北上しますと、化野念仏
寺があり、奥には愛宕念仏寺があり、
紅葉の時期はきれいです。
　この「化野」とは「はかない、むな
しい」という意味があるそうです。
　また「愛

おたぎ

宕」は元々西院から東山を
「愛

おたぎぐん

宕郡」と呼ばれたことからの由来
です。
　特に愛宕念仏寺は嵯峨野めぐりの出
発点と言われ、また色々なユニークで
滑稽な顔の石像が並んでいるので、不
思議な光景に感じます。
　今年は猛暑が続いたので、秋の訪れ
が遅く、紅葉にはまだ時間を要するよ
うですが、11月後半には紅葉がきれい
であるよう祈るばかりです。

　嵯峨野は清滝と高雄の道中にありま
すので、なかなか目につかない場所で
すが、秋のすごしやすい休日のひとと
き、目の保養・心のリラックスにぜひ
訪ねてみてください。

―紅葉の嵯峨野―
右京支所　伊 藤 政 宏
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えてきました。その門は西本願寺の国
宝である唐門ですばらしい彫刻と色彩
が施されていました。こんなところに
国宝とは！
　大宮五条から四条京阪に向かい昼食
を取ることに。市バスを降りると目の
前に南座があり、その隣の「松葉」が
目に入ったため、
久々に松葉そば（に
しんそば）を食べま
した。やっぱりおい
しいなと思いながら、
おつゆまで完食。昼
食後は歩いて八坂神
社に。その道中にか
わいい二人の舞妓さ
んに遭遇、後ろから
写真をパチリ。
　八坂さんをお参り
した後、東山安井から東山七条へ、三
十三間堂に着きましたが、仏像はもう
いいかと思い、京都国立博物館に何か
ないかなと思いぶらぶらと歩いている
と修学旅行生達が南の方に歩いて行き
ました。その後を追っていくと血天井
の幟が見え、幟に惹かれ養源院の門前

に到着。
　拝観料500
円を支払い本
堂の中に、左
甚五郎の造っ

たものと伝えられている鶯張廊下を通
り、俵屋宗達が描いた象の杉戸絵の前
に座り、カセットテープから説明を聞
きました。その後、長い棒を持った女
性から血天井の説明を受けました。血

　今回の「たび人」は南区の仕事場で
働き始め20年余りになるのに「弘法さ
ん」に行ったことがないため、東寺を
皮切りに文化遺産を巡る路線バスの
「たび」に行くことに決めました。10
月21日の小雨が降る中、事務所前の大
石橋バス停から市バス専用１日乗車券
を握りしめ、市バス207号・九条車庫・
四条大宮ゆきに乗り込み目的地の東寺
（東寺東門前）を目指しました。
　東寺の「弘法さん」は祖師空海入寂
の３月21日を期して毎月21日に御影堂
で行われる御影供のことを指していま
す。この日に参詣すると大きな功徳が
あるということで多くの人が参詣する
ようになり、江戸時代に参詣する人々
のために多種多様な露店が出るように
なったのが起源だと言われており、今
日まで続いています。

　この日は
小雨が降る
にもかかわ
らず露店に
は多くの人

が集まっていました。先に御影堂にお
参りし、その後、拝観料500円を支払
い五重塔・講堂・食堂・金堂を巡り仏
像等の国宝・重文等を見て回りました。
初めて東寺の中を拝観し、仏像等の迫
力に目を見張りました。また、干支に
よって守護神が決まっていることも初
めて知りました。
　お参り・拝観が終わり、楽しみにし
ていた「弘法市」に買い物に行くこと
に。いろいろな露店がある中、骨董屋
さんを巡り値段の交渉等をして対面商
売のおもしろさを楽しむことができま
した。また、旅行気分を演出するため
朝からおでんとビールを頂きました。
　次に向かったのが龍谷大学大宮キャ
ンパス（七条大宮）です。その中にあ
る重文を見学した後、市バスに乗るた
め北小路通に出るとカラフルな門が見

シリーズ

▼ 広報委員　上 田 浩 嗣

天井は関ヶ原の合戦の前哨戦となった
伏見城落城の際、徳川家康から伏見城
の守備を命じられた鳥居元忠以下の将
士が自刃した際に飛び散ったおびただ
しい血痕がついた板間の板を使用して
います。
　同じ板の血天井が他の寺院にもあり
ますが、養源院のものが一番生々しい
と言われているそうです。長い棒で鳥
居元忠の血痕を指し、これが頭、これ
が足の跡等の説明を聞いていると背中
がゾクゾクしてきました。

　東山七条から最終目的地である東福
寺に向け市バスに乗車しました。まだ、
東福寺の境内は紅葉していないなと思
いながら、ＴＶ中継される通天橋から
臥雲橋の景観を見るため拝観料400円
を支払い開山堂に向かいました。全く
紅葉していないとは言えませんが写真
の通りです。残念！

　東福寺を後にして大石橋バス停まで
戻り、市バス207号の「たび」の終わ
りです。今回の路線バスのたびは循環
バスの旅のため、バスの時間に遅れて
大変だとか、バス停間の距離が長いと
かの苦労がなかった気楽な「たび」と
なりました。近場でいつでも行けると
思われている先生方は時間を作って新
しい京都を見つけてください。楽しい
日帰りの旅が待っています。

市バス207号にのって

バス停「大
石橋」

↓
九条車庫・四条大

宮ゆき

市バス専用
１日乗車券

発売当日限
り有効

乗車券乗車券乗車券

10.11.25

路線バスのたび
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　芸舞妓たちがかつて通りを行きかっ
た旧花街・新浜。「縞の財布が空となる」
と宮津節に謡われたこの場所は、北近
畿タンゴ鉄道の宮津駅から徒歩10分ほ
どに位置します。その一角にある日本
料理店「料理大手川」を紹介します。
　店主の濱野さんは、大阪の料亭神田
川などで修業された後、宮津の地で店
を構えて３年目を迎えられました。
　食材は、毎朝地元の漁協に水揚げさ
れた海の幸がふんだんに使われており、
内容はその日の魚次第。魚が早々に

品切れになったり、海がしけて暖簾が
出せなかったりすることもあります。
　料理は、手頃なランチ（800円～）
から、おまかせ料理（3,000円～）、事
前相談で特別な会席料理にも対応して
いただけます。

　主な季節のおしながきを紹介します。
【春】 甘鯛会席（造里、しゃぶしゃぶ、

焼目甘鯛押し寿司など）、オコゼ
ボコ料理

【夏】 鱧会席（しゃぶしゃぶ、信州蒸し
など）、とり貝料理、岩ガキ料理

料理　大手川

とっておきのお店　　─組合員先生方のお薦めのお店─

宮津支所　山添謙三

料理　大手川
京都府宮津市新浜1949番地
Ｔ Ｅ Ｌ：0772-25-1400
営業時間：11:30～14:00（LO 13:30）
　　　　　17:00～22:00（LO 21:30）
定 休 日：日曜・祝祭日

市役所

清輝楼様

折込
センター

消防署

本町通り

魚屋町通り

新浜通り

国道178号線

裁
判
所

大
手
川

ＫＴＲ
宮津駅

大手川

【秋】 蛤会席（蛤真蒸の吸物、焼蛤、
蛤ご飯など）、渡り蟹料理

【冬】 蟹会席（蟹鍋、蟹刺し、蟹セイ
ロ蒸しなど）、ブリ料理

　威勢のいい
声で出迎えて
くれる店主と
若い女将が、
疲れを癒して
くれる「料理
大手川」に是
非お立ち寄り
下さい。
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ても新鮮な、しかもおいしい味覚を提
供させていただきます。もちろんそれ
以外にも丹後牛の料理もいいですよ。
宿泊だけにこだわらずお昼の食事も提
供していただけます。若おかみ・板長
が予約をお待ちしています。

とっておきのお店　　─組合員先生方のお薦めのお店─

間人のお宿 炭平

　「世界ジオパーク」として京丹後市
経ヶ岬から鳥取砂丘まで認定されまし
た。国内では４番目となります。当地
では険しい岩肌の海岸線又美しい鳴き
砂の浜と、変化に富んだ海岸線が続い
ています。
　11月６日からは「幻のかに」と呼ば
れている「間人ガニ」が、いよいよ解
禁となります。その中で最も古くから
料理旅館として営業を続けてきた「炭
平旅館」を紹介します。
　すでにインターネットで検索された

方、又テレビの冬の味覚で承知の方等
がおいでのことと思いますが、この７
月よりリニューアルオープンし丹後温
泉の露天風呂が男女とも完備いたしま
した（日本海・夕日の眺めがすばらし
い）。かぜをひきやすい方・冷え性の方
にはとても効能があると言われていま
す。宿泊できる各部屋からは日本海が
一望でき夕日が海を染めていく様子は
一日の疲れを癒してくれます。またこ
こから香住の海岸線まで見ることがで
き、ジオパークを感じていただけます。
　その中でお薦めしたいのは、季節の
魚介類と何といっても「間人ガニ」の
料理です。地元の港で水揚げされたと

峰山支所　東　幹夫

間人のお宿 炭平 
京都府京丹後市丹後町間人3718
ＴＥＬ：0772-75-0005
ＦＡＸ：0772-75-1476
Ｅ-mail：yoyaku@sumihei.com
Ｈ　Ｐ：http://www.sumihei.com

京税協・支部連共催／

大同生命協賛

瀬田ゴルフコース

奮ってご参加ください！　
お待ちしております。　

平成23年 4月19日（火）開催日

場　所

大同大同 大同生命協賛大同大同大同大同
チャリティーゴルフコンペチャリティーゴルフコンペ
第47回
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第３回理事会
　平成22年度第３回理事会を10月20日（水）午後３時30分より
開催。当日の出席状況は次の通り。
　理事41名　監事５名　相談役３名
【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16名、法人１社、賛助会員10名がそれぞれ加入承認
された。承認の結果、個人組合員は1,277名、法人組合員 58社、
出資金額１億1,478万円、賛助会員206名となった。
 （申込順･敬称略）
（個人組合員）
○中谷　吉伸　○長谷川浩史　○岡田　文彦　○桑木小恵子
○井上　貴晴　○有田　文茂　○中村紀代美　○早田　文幸
○中路　健一　○野口　温美　○中西　勝重　○白木　勝博
○村田　和男　○𠮷村　安弘　○松本　清嗣　○板垣　賢紀
（法人組合員）
○宮岸会計税理士法人
（賛助会員）
○岩井　啓治　○今村　真菜　○大川　真司　○清水　誠吾
○奥村　圭祐　○近藤　誠一　○清水　幸子　○山西　　愼
○安田　暁生　○遠藤　裕伸
第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
　先の総会で承認可決された賛助会員規約の変更に従い、本年
６月１日以降脱退された賛助会員につき、審議の結果、功労金
１万円を支払うことが承認可決された。 （敬称略）
○馬渕　要至　○上田　友恵　○吉田　真人　○松村　尚志
○有田　文茂　○白木　勝博
第３号議案　支部連共催行事・行事協賛依頼承認の件
　西村公克支部連会長より、行事共催依頼（新春講演会）並び
に協賛依頼（税を考える週間）があり、審議の結果、それぞれ
の行事につき、新春講演会の共催、税を考える週間への協賛金
を拠出することが承認可決された。
第４号議案　経理規程・支所経理規程一部改正案承認の件
　経理規程は、規程本体並びに別表の文言の一部改正を、支所
経理規程は、付表の文言を一部追加する案がそれぞれ上程され、
原案通り承認可決された。
【報告事項】
（総務部門）
総務委員会
　①財務報告
　②組合行事日程について
　11月16日（火）全税共チャリティーゴルフコンペ
　12月16日（木）正副理事長会･常務理事会・理事会
　　　　　　　 役員･委員合同忘年会
　平成23年
　１月12日（水）新春講演会（支部連との共催）
　１月18日（火）全税共第25回記念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
　４月上旬　福利厚生事業（親睦旅行）（４月８日・９日に決定）
　４月中旬　第７回会館記念講演
　４月中旬～下旬　大同チャリティーゴルフコンペ（４月19日に決定）
　　がそれぞれ開催予定であることが報告された。
　③９月24日（金）支所会計担当者会議開催報告

各支所担当者を対象に「支所経理Q&A」を基に具体的事
例に関する説明・質疑応答がなされたことが報告された。

広報委員会
　「京税協」第131号発行について
地区連絡委員会
　①10月13日（水）新入組合員オリエンテーション開催報告
組合各種事業の説明を行い、今後も組合活動に積極的にご
参加頂くことを目的に開催されたことが報告された。

　②11月10日（水）両丹懇談会開催要領について
　　今年は福知山で開催されることが報告された。
　③11月16日（火）全税共ゴルフコンペ申込状況について
（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
①定例研修会（第１回目：８月24日（火）、第２回目：10月１
日（金））開催報告
それぞれ20名、13名の参加者があり、今後第３回目：12月
１日（水）、第４回目：平成23年２月１日（火）に開催予定
であることが報告された。

②キャンペーン協力要請の個別訪問実施報告
　夏（６月）・秋（10月）のキャンペーン時期に、保険担当
役員が大同職員と代理店を訪問し、業務推進要請を行った
ことが報告された。

　③10月29日（金）大同生命保険推進協議会（４税協）について
東海・名古屋・北陸・京都の各税協・税協連における大同
生命の保険推進施策並びに推進状況報告を行い、実務者会
議で審議された大同生命への要望事項について回答がなさ
れることが報告された。

　④11月10日（水）両丹協議会開催について
今年度は、「保険税務とコンサルティングリポート」と題
する認定研修を開催することが報告された。

保険第二委員会（全税共等）
　①全税共参加生保との個別業務推進懇談会開催報告
８～９月に参加生保５社と個別業務推進懇談会を開催し、全
国統一キャンペーン施策について協議したことが報告された。

　②全税共第25回記念全国統一キャンペーン施策について
（事業部門）
事業委員会 
　①10月18日（月）提携企業事業推進協議会開催報告
②平成23年版｢提携企業便覧（組合員ハンディブック）｣ 制作
について
「組合員ハンディブック」から「提携企業便覧」に名称変
更することが報告された。

　③平成22年分税務便覧の申込状況について
　　現時点での申込状況が報告された。
出版委員会
　平成22年分税務便覧の制作状況について
制作作業はすべて終了し、11月上旬に納品されることが報
告された。

研修委員会
　①各研修講座の開催状況について
　　各講座開催実績・開催予定講座の申込状況が報告された。
　②第７回会館記念講演について
委員会で講師選定を行い、４月中旬開催を目途に準備を進
めていることが報告された。
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組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

８・27 大阪・奈良税理士協同組合第22回通常総代会出席
　於　帝国ホテル大阪

８・30 正副理事長会
８・30 日本生命との個別業推協議会
８・31 日本生命税理士ＶＩＰ登録代理店推進協議会
９・２ 出版委員会（平成22年分税務便覧編集作業）

９・６ 近畿税理士政治連盟第44回定期大会出席
　於　帝国ホテル大阪

９・７ 総務小（情報化担当）委員会（利用実績還元金について）

９・７ 研修・実務講座「所得税の基礎知識と計算の実務第１回」（全10回）
　講師：横田　聡先生　　参加：29名

９・７ ＡＩＧエジソン生命との個別業推協議会

９・８ 大同生命事業報告懇談会出席
　於　ホテルオークラ東京

９・10 研修・短期講座「資本に関係する取引についての確認と実務上の留意点」
　講師：上西左大信先生　　参加：181名

９・14 研修・実務講座「所得税の基礎知識と計算の実務第２回」（全10回）
　講師：横田　聡先生　　参加：29名

９・15 ＡＩＧスター生命との個別業推協議会

９・16
研修・短期講座　「グループ法人単体課税制度の創
設と資本関連税制の改正について」
　講師：植田　卓先生　　参加：166名

９・16 第一生命との個別業推協議会
９・17 事業委員会（提携企業について）

９・17 研修・勉強会「税理士が知るべき民法・会社法の最新動向第１回」（全５回）
　講師：本山　敦先生　　参加：81名

９・17 近畿税理士協同組合連合会第15回通常総会出席
　於　ホテルオークラ神戸

９・21 研修・実務講座「所得税の基礎知識と計算の実務第３回」（全10回）
　講師：横田　聡先生　　参加：29名

９・21 朝日生命との個別業推協議会
９・24 監事・総務担当役員との協議会（当期の監査計画について）
９・24 支所会計担当者会議
９・27 研修委員会（今後の研修委員会の運営について）
９・27 法規委員会【書面審議】（経理規程並びに支所経理規程の一部変更について）

９・28 研修・実務講座「所得税の基礎知識と計算の実務第４回」（全10回）
　講師：横田　聡先生　　参加：29名

10・１ 第２回大同生命定例研修会

10・４
研修・短期講座　「消費税実務　～平成22年度改正と調
整対象固定資産に関する控除対象仕入税額の調整～」
　講師：金井恵美子先生　　参加：143名

10・４ 滋賀県税理士協同組合創立40周年記念式典出席
　於　琵琶湖ホテル

10・５ 上京支部創立30周年記念式典出席

10・６ 富国生命経済講演会出席
　於　リーガロイヤルホテル

10・７ 両丹５支部親睦ゴルフコンペ
　於　舞鶴カントリークラブ　　参加：31名

10・12 研修・実務講座「所得税の基礎知識と計算の実務第５回」（全10回）
　講師：横田　聡先生　　参加：29名

10・12 日本税理士協同組合連合会第15回通常総会出席
　於　第一ホテル東京

10・13 地区連絡委員会　（平成22年度行事予定について）
10・13 新入組合員オリエンテーション

10・15 研修・勉強会「税理士が知るべき民法・会社法の最新動向第２回」（全５回）
　講師：山田泰弘先生　　参加：81名

10・16～17 事務局職員慰安旅行

10・18 事業委員会並びに事業推進協議会（事業推進協議会開催要領について）
　参加：35社49名

10・19 研修・実務講座「所得税の基礎知識と計算の実務第６回」（全10回）
　講師：横田　聡先生　　参加：29名

10・20 正副理事長会・常務理事会・理事会

10・21 研修・短期講座「法人税調査における科目別の対応～経費科目を中心として～」
　講師：岸田光正先生　　参加：89名

10・21 全国税理士共栄会第36回定期総会出席
　於　ホテルグランヴィア岡山

10・22 中京支部創立30周年記念式典出席

10・26 研修・実務講座「所得税の基礎知識と計算の実務第７回」（全10回）
　講師：横田　聡先生　　参加：29名

10・29 第15回大同保険推進協議会（当番：北陸）
　於　山中温泉　河鹿荘ロイヤルホテル

11・１ 地区連絡小委員会（旅行社による一泊旅行プレゼンテーション）
11・１ 広報委員会（第131号編集割付）

11・２ 日本生命代理店ゴルフコンペ
　於　名神八日市カントリー俱楽部　参加：24名

11・２ 支所情報化担当者会議（「行事案内」入力方法と利用について）

11・２ 研修・実務講座「所得税の基礎知識と計算の実務第８回」（全10回）
　講師：横田　聡先生　　参加：29名

11・９ 研修・実務講座「所得税の基礎知識と計算の実務第９回」（全10回）
　講師：横田　聡先生　　参加：29名

11・10 正副理事長会

11・10
両丹協議会並びに両丹支所組合員との懇談会
（大同生命によるセミナー）（各部門報告）
　於　サンプラザ万助〈福知山〉　　参加：65名

11・11 広報委員会（第131号ゲラ校正）

11・12 保険第二委員会（全税共第25回記念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・12
研修・短期講座　「中小企業事業再生のポイント～
債権者を納得させる再生計画の作り方～」
　講師：光田周史先生　　参加：108名

11・15 広報委員会（第131号ゲラ再校正）

11・16
第46回全税共ＶＩＰ君・ランちゃんチャリティーゴ
ルフコンペ京都大会
　於　琵琶湖カントリー俱楽部　　参加申込：70名

※

（※11月15日現在の申込み人数です）

11・16 研修・実務講座「所得税の基礎知識と計算の実務最終回」（全10回）
　講師：横田　聡先生　　参加：29名

11・19 研修・勉強会「税理士が知るべき民法・会社法の最新動向第３回」（全５回）
　講師：本山　敦先生　　参加：81名

11・19 園部支部創立30周年記念式典出席
11・24 事業委員会（事業推進協議会開催報告）
11・25 「京税協」第131号発行

京都市からのお知らせ
■平成23年度償却資産の申告について
◆提出期限　平成23年１月31日（月）
◆提 出 先
　電子申告（エルタックス）以外は、
　〒604-8171　京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の１
　京都市行財政局税務部資産税課　ＴＥＬ（075）213-5214
　＊注　平成22年４月１日より、取扱窓口が変更になりましたので、ご注意ください。
◆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
　テナント（家屋の所有者以外の方）が、事業の用に供するた
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、テナントから償却資産として申告
いただく必要があります。
◆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。
◆電子申告について
　インターネットによる電子申告も受け付けております。是非
ご利用ください。

ご質問の内容 お問い合わせ先
技術的なご質問
（利用届出や申告方法の手続等）

サポートデスク
　→（電話）0570-081459
地方税ポータルシステムのホームページ
　→http://www.eltax.jp/

申告内容に関するご質問 京都市行財政局税務部資産税課償却資産担当
　→（電話）075-213-5214
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元レーサーで今はカーショップ経営の
伊藤孝雄が自宅で刺し殺されていたこ
と、その容疑者として、妻の牧子が指
名手配され、さらにその牧子らしい女
性が、京都市内のホテルで自殺をはか
って重体であることが載っていた。牧
子の顔写真は不鮮明で小さかったが、
それでも、綾とまり恵の目の前で木肌
に刻まれた相合傘を刃物で削り取った
あの女性に、間違いはなかった。30年
前、牧子はどんな気持ちであの狸谷の
石段を上り、どんな気持ちで愛する人
の安全を祈ったのだろう。そして、ど
んな気持ちであの木肌にそっと、二人
の名前を刻んだのだろう。牧子が最後
にこの世に残しておけないと思い、削
り取りたかったものは何だったのだろ
う。
　数日後、綾は陽介と下鴨神社で逢っ
た。あれから12年経っていた。綾は好
きな人が出来たから北海道に行くと告
げ、12年前に二人で糺の森の木に彫っ
た相合傘を探そうと言う。糺の森は、
世界遺産で知られる下鴨神社の南に広
がる原生林で、東京ドームの３倍とも
言われる広さの森だ。
　綾と陽介の彫った相合傘は見つかっ
ただろうか？見つからなければ時効、
見つかれば罪はまだゆるされていない
…そんな風に綾は思い、北海道に行く
前に探したかったのだろうか？牧子が
削り取ろうとしたように…。
　時は過ぎ、人は入れ替わり、木々は
芽生えて枯れて、また芽生える。そし
て、この先もずっと糺の森は平安時代
からの変わらぬ姿を伝えていることだ
ろう。
　そんな思いで歩いた糺の森には晩秋
の気配が漂っていた。

　この作品は、中学の新聞部で一緒だ
った成瀬歌義、大河内まり恵、安枝陽
介、田津波綾らが、大人になってそれ
ぞれの目標や恋愛に悩む姿を短編連作
で書かれた一編です。作者柴田よしき
は「RIKO　女神の永遠」で第15回横
溝正史賞（現在の横溝正史ミステリ大
賞）を受賞してデビューしました。
　京都を離れ年下の恋人がいる北海道
に移り住むと決めた綾は、まり恵を誘
い、京都散策に出かける。綾とまり恵
は清水寺から詩仙堂をめぐり、詩仙堂
を出た所で、不意に中年の女性から
「草

わら じ

鞋の形をしたお守り」を探してい
るが、知らないかと話しかけられる。
「長い階段がずっと続いていて、山の
方へ歩いた記憶があるが、30年も前の
ことだから確かではない…」と、草鞋
の形をしたお守りは健脚祈願のお守り、
昔の道中安全を祈る意味から今の交通
安全祈願をする狸谷不動尊ではないか

と二人は思いそれを教えた。その女性
は「ありがとうございました」と何度
も頭を下げると、駆け出すような勢い
で坂を上がって行った。
　二人はバス停に戻るか曼殊院に行こ
うかと迷いながら、背後の狸谷不動尊
が気になり行くことにした。あの女性
に教えた「草鞋のお守り」があるだろ
うか？と…。
　狸谷不動尊は、修験道の寺院らしく、
瓜生山の深い森に囲まれて坂道と参道
の石段が続き、清水寺の舞台を思い出

させる斜面に建つ本殿が印象的だ。本
尊の不動明王は全ての厄除けにご利益
があるとされ、交通安全で有名な祈願
所だ。石段の中ほどに、弘法大師の石
の像が建てられていて、その像のから
だに、小さな草鞋が下がっていた。
　その女性は、
石段の中腹あた
りで一本の楠を
見つめていた。
そして突然に手
にした刃物のよ
うなもので木肌
を抉った。二人
が近づくと飛び
降りるような勢いで石段を駆け下りて
行った。削り取られた木肌を拾いあげ
ると、そこには、よくある「相合傘」
と呼ばれる記号がうっすらと見え、そ
してその傘の下に、もうほとんど判別
出来なくなったカタカナが数文字、ぼ
んやりと見えていた。その時、綾は、
突然甦った思い出に当惑した。まり恵
に中学の時に陽介と彫った相合傘の事
を話すと、まり恵はそんなの時効だよ
と言ってくれたが、「木に可哀想な事
をした」と…。
　翌日の朝刊の社会面の大きな記事に、
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