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　京都税理士協同組合の第39回通常総会が、８月５日（金）
ウェスティン都ホテル京都で開催された。開催に先だち、
本年度中にご逝去された21名の組合員の皆様並びに東日本
大震災により犠牲になられた多くの方々に黙祷を捧げご冥
福をお祈りした。
　太田克専務理事司会のもと、平澤政治理事長が挨拶を述
べた後、司会者が議長の選任を議場に諮ったところ、司会
者一任の声により上京支所堀田芳孝組合員が議長となり議
事に入り、以下の４議案が上程された。
　第１号議案　第39期（平成22年６月１日から平成23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）承認の件について、田中
英文専務理事が事業報告を、小山光博常務理事が財務報告
を行った。事業報告では、今般の東日本大震災等により私
共税理士をとりまく環境が悪化しているなか、原点である
相互扶助の精神に帰るべく、理事長を筆頭に努力を重ね、
加入率促進施策の継続実施、組合事業への利用に対する還
元金施策の充実、各支所の会議や総会への組合役員の出席
などにより、最終業績については前期を超える結果となっ
た。支所交付金も前期と同額2,250万円を計上することが
でき、無料税務相談室への来所者は365名と若干昨年より
増加したとの報告があった。
　事業報告後、監事５名を代表して南利憲監事が監査報告
を行った。
　第２号議案　第40期（平成23年６月１日から平成24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
認の件について、田中英文専務理事が事業計画を、小山光
博常務理事が収支予算の提案を行った。

　事業計画では従来通り加入率促進施策を継続強化し、相
互扶助の精神を浸透する努力を惜しまず、協同化による強
みを存分に発揮し、組合事業のさらなる充実を計る決意が
述べられた。
　第３号議案　役員任期満了につき改選の件について、定
款30条第６項の但し書きの定めによる投票以外の方法（挙
手による多数決の方法）により理事55名、監事５名が選任
された。
　第４号議案　借入金最高限度額承認の件について、本年
度末の借入金残高が5,400万円になったことにより、借入
金最高限度額を１億円に変更したい旨を述べた。
　４議案とも質疑者がなく原案通り承認可決され、議長は
議事の終了を述べ降壇した。
　その後、大阪国税局税理士監理官代理帆足茂様はじめ４
名の来賓代表より祝辞をいただいた。
　最後に、片野晏弘副理事長が閉会の言葉を述べて、総会
は無事終了した。
 （広報委員　間嶋利行）

通常総会開催2011 第39回

８月５日　ウェスティン都ホテル京都
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　８月５日の通常総会とその後の理事会において、２期目
の理事長に選任され、お引受けすることになりました。
　今迄の経験を生かし全力で理事長職を全うしたいと考え
ております。
　幸い有能な方々を執行部に迎えることができましたので、
組合員、関係各位のご期待に応えてまいります。
　総会において、ご承認を頂いた事業計画と予算に従い、
また中小企業等協同組合法に定める相互扶助の精神に基づ
いて、組合員のための組合であることを認識して、税理士
会の各支部と連携をしながら組合運営をしてまいります。
　今期も保険事業が主柱であることに変りなく、大同生命
の総合事業保障プランは、標準保障額の算定と提示を推進

致します。また全税共事業については、登録代理店に対す
る施策を検討すると共に、各種共済事業の推進についても、
組合独自のキャンペーン等の実施を考えています。
　本年度も組合加入促進を継続すると共に、厚生会を含め
た組合諸規則の整備を進めたいと思います。研修に関して
は、ウェブ配信を充実致しますのでご期待下さい。提携企
業については、新しい企業との提携と利用に応じた見直し
を考えております。更に厚生事業については、昨年中止し
た旅行を復活させたいと思っております。
　組合員、賛助会員並びに関係各位のご期待に添えるよう
粉骨砕身、組合運営に取り組んでまいりますので、倍旧の
ご支援とご協力をお願い申しあげます。

第40期の抱負
平澤　政治

理事長あいさつ
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理事長

平澤　政治

事業部門担当
副理事長

小坂　文夫

保険部門担当
副理事長

大髙　友紀

総務部門担当
副理事長

辰巳　修偉

法規・広報・情報化・保険第
二・事業部門担当専務理事
太田　克

総務・地区連絡・保険
第一担当専務理事
田中　英文

研修委員長
常務理事

近藤　明夫

広報委員長
常務理事

河村　澄子

保険第一担当
理　事

有田　耕介

総務副委員長
理　事

寺石　光宏

法規担当
理　事

上田　浩嗣

保険第二担当
理　事

荒尾　正久

地区連絡副委員長
理　事

中野　顯一

法規副委員長
理　事

北尾　剛久

保険第二担当
理　事

笹井　雅広

地区連絡担当
理　事

奥村　和義

広報副委員長
理　事

馬塲佳代子

研修副委員長
理　事

吉田　正史

地区連絡担当
理　事

河原林温朗

広報副委員長
理　事

小林　由香

地区連絡担当
常務理事

鈴木　正史

事業委員長
常務理事
森　敏行

出版委員長
常務理事
髙橋　健

地区連絡委員長
常務理事
植田　順

総務委員長
常務理事

小山　光博

保険第二委員長
常務理事

糀田　靖子

法規委員長
常務理事
坂部　浩

保険第一委員長
常務理事

安井　伸夫

地区連絡担当
常務理事

志田　育夫

地区連絡担当
常務理事

中江　嘉和

▪▪▪▪▪▪新役員紹介▪▪▪▪▪▪
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総務副委員長
理　事

田中　久喜

保険第一担当
理　事
吉田　貢

保険第二副委員長
理　事

石原　牧

広報担当
理　事
平野　烈

研修担当
理　事

福田　敦

保険第一副委員長
理　事

松本　光生

監　事

山神　清二
監　事

南　利憲
監　事

林　正
監　事

澤田　眞司
監　事

井戸　巳之

地区連絡担当
理　事

小松　慶三

地区連絡担当
理　事

川瀬　明

地区連絡担当
理　事
片又　昇

地区連絡担当
理　事

細見　均

地区連絡副委員長
理　事

関本　孝一

地区連絡担当
理　事

小森　良信

研修担当
理　事

村瀬　研次

総務担当
理　事

古川　清幸

地区連絡担当
理　事

田村　繁和

保険第二副委員長
理　事

堀口　裕弘

事業副委員長
理　事

新見　和也

事業副委員長
理　事

縄田　浩昭

地区連絡担当
理　事
谷口　貢

地区連絡副委員長
理　事

木戸　義人

事業副委員長
理　事

米澤　博充

法規担当
理　事

松波　英彦

地区連絡担当
理　事

平田　雅也

保険第一副委員長
理　事

村中　研治

法規・出版担当
理　事

田中　久代

組合発展のため　皆様のご協力をお願いします。
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◎委員長　○副委員長
理事
長

副理
事長

専務
理事 部門 常務理事 理　　事 委　　員

平
澤

　
政
治
（
右
京
）

辰
巳
　
修
偉
（
左
京
）

【
総
務
・
財
務

　
地
区
連
絡
】
田
中

　
英
文
（
右
京
）【
総
務
・
情
報
化

　
広
報

　
法
規
】
太
田

　
　
克
（
上
京
）

総
務
部
門

（総務）
◎小山　光博（宇治）

（総務・財務）
○寺石　光宏（中京）
　古川　清幸（宇治）

（総務・財務）
　髙島　良彦（中京）
　湯川　雅史（右京）
　大八木傳一郎（宇治）

　藤原　智子（中京）
　小杉　將之（左京）

（総務・情報化）
○田中　久喜（下京）

（総務・情報化）
　岩崎　紀子（上京） 　平野　泰久（東山）

（広報）
◎河村　澄子（左京）

（広報）
○馬塲佳代子（上京）
○小林　由香（中京）
　平野　　烈（右京）

（広報）
　中元　亜紀（上京）
　間嶋　利行（中京）
　伊藤　政宏（右京）
　梶谷　知代（左京）
　須藤　　弘（伏見）
　徳田　明子（宇治）

　板倉　義守（中京）
　臼田　多惠（下京）
　森田　尚子（右京）
　名古　千尋（東山）
　上埜　諭子（宇治）

（法規）
◎坂部　　浩（中京）

（法規）
○北尾　剛久（下京）
　上田　浩嗣（下京）
　田中　久代（左京）
　松波　英彦（東山）

（法規）
　吉田　靖司（上京）
　山﨑　恒樹（下京）
　田畑　臣雄（左京）

　田尻　泰子（中京）
　三浦　幹雄（右京）
　小山　富央（伏見）

（地区連絡）
◎植田　　順（伏見）
　志田　育夫（下京）
　中江　嘉和（右京）
　鈴木　正史（左京）

（地区連絡）
○中野　顯一（中京）
○木戸　義人（伏見）
○関本　孝一（園部）
　奥村　和義（上京）
　河原林温朗（中京）
　平田　雅也（東山）
　谷口　　貢（伏見）
　田村　繁和（宇治）
　小森　良信（園部）
　細見　　均（福知山）
　川瀬　　明（宮津）
　片又　　昇（舞鶴）
　小松　慶三（峰山）

（地区連絡）
　中村　裕人（中京） 　谷　　明憲（右京）

大
髙

　
友
紀
（
宇
治
）

【
保
険
第
二
】
太
田

　
　
克
（
上
京
）

【
保
険
第
一
】
田
中

　
英
文
（
右
京
）

保
険
部
門

（保険第一）
◎安井　伸夫（中京）

（保険第一）
○松本　光生（右京）
○村中　研治（左京）
　有田　耕介（上京）
　吉田　　貢（下京）

（保険第一）
　南　　博光（中京）
　岡本　清臣（伏見）
　井木　悦夫（園部）
　廣谷　倫成（峰山）

　犬飼　利和（東山）
　村岡　大輔（宇治）
　山田　忠雄（舞鶴）

（保険第二）
◎糀田　靖子（中京）

（保険第二）
○石原　　牧（右京）
○堀口　裕弘（伏見）
　荒尾　正久（下京）
　笹井　雅広（下京）

（保険第二）
○松村　一郎（上京）
　今西　　到（右京）
　山﨑　俊嗣（東山）
　本間　　憲（園部）

　横田　　聡（中京）
　鴨井　勝也（左京）
　米田　　茂（宇治）

役員職務分掌及び委員名簿

【6】 平成23年９月25日

京税協134号.indd   6 11.9.16   2:20:04 PM



理事
長

副理
事長

専務
理事 部門 常務理事 理　　事 委　　員

平
澤

　
政
治
（
右
京
）

小
坂

　
文
夫
（
中
京
）

太
田

　
　
克
（
上
京
）

事
業
部
門

（事業）
◎森　　敏行（左京）

（事業）
○米澤　博充（東山）
○縄田　浩昭（伏見）
○新見　和也（伏見）

（事業）
　上野　正幸（上京）
　植松　昌司（中京）
　磯林　恵介（下京）
　竹内　政明（右京）
　蓮沼　　誠（東山）
　徳山　智子（伏見）
　松岡ゆかり（宇治）

　鹿野　幸裕（上京）
　永田　幹人（中京）
　浪花　隆司（下京）
　二井　　徹（左京）
　田中　　明（伏見）
　井上　玲子（宇治）

（出版）
◎髙橋　　健（東山）

（出版）
　田中　久代（左京）

（出版）
　高村　　智（上京）
　林　　一樹（中京）
　奥村　伸司（下京）
　髙橋　京子（右京）
　佐藤　正志（東山）
　中山　　聡（宇治）

　中村　高広（上京）
　樋口ほあき（中京）
　高橋健太郎（下京）
　中村　英司（右京）
　高屋　豊明（伏見）

（研修）
◎近藤　明夫（上京）

（研修）
○吉田　正史（上京）
　福田　　敦（右京）
　村瀬　研次（宇治）

（研修）
　小林　秀樹（上京）
　木下　隆一（左京）
　日浦有里子（東山）
　中川　秀夫（伏見）
　中井　正紀（福知山）

　林　　剛史（中京）
　清水　俊行（左京）
　垣木　英宏（伏見）
　村田　裕人（伏見）
　林　　伯学（峰山）

監　　　事 南　　利憲（下京）　　井戸　巳之（左京）　　林　　　正（中京）
澤田　眞司（東山）　　山神　清二（員外）

▪▪▪▪相談役紹介▪▪▪▪

廣瀬　來三
（中京）

清水　久雄
（上京）

上田　寛
（下京）

廣瀬　伸彦
（上京）

林　伸三郎
（東山）

田島　博昭
（伏見）

吉澤　俊二
（左京）

片野　晏弘
（宇治）
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上京支部長

奥村　和義
　本年の役員選挙におきまして支部長に選任され、６月２
日に開催されました上京支部第31回定期総会をもって就任
することとなりました奥村和義です。立派な諸先輩、会員
先生方が築いてこられた伝統と格式のある上京支部の会務
運営を仰せつかり、大変光栄と思う反面、責任の重大さを
痛感しております。
　従前の当支部における役員構成は、比較的年配の方の占
める割合が高く、若い方の割合は低い状態で推移してまい
りましたが、今回の役員改選におきましては、次世代への
バトンタッチがスムーズに行えるように多くの次代を担う
若い先生方に役員として会務運営に携わっていただくこと
となりました。
　これからは役員経験の豊富な先生方には今までの経験を
生かしたご意見をいただき、新役員の先生方には今までに
ない斬新なご意見を頂戴しながら、お互いに忌憚のない意
見交換ができ、切磋琢磨しあえる活発な役員会になるよう努
力していくと共に副支部長をはじめ各役員の皆様のご協力、
ご支援をいただきながら民主的な会務運営をしていきたい
と思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
　また、支部と京都税理士協同組合とは密接な関係にあり
ますので、上京支部としましても組合の各種事業に積極的
に参加協力していきたいと考えております。
　最後になりましたが、組合員先生方の益々のご事業の発展
とご健勝を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

中京支部長

河原林　温朗
　中京支部の支部長に選任されました河原林温朗でござい
ます。伝統ある、又、京都府下最大会員を有する支部の会
務運営を考えますと責任の重大さに身が引き締まる思いで
す。もとより浅学非才ではございますが、誠心誠意努めて
まいりますので宜しくお願いいたします。
　京都税理士協同組合は、近畿税理士会が「支部交付金」
を減額した際に、「支所交付金」の見直しに着手・実行し
て各支部に手を差し伸べていただきました。充実した研修
事業などの組合事業でも支援いただいています。それだけ
京都府下の支部がお世話になっていることにお礼申し上げ
ます。今後も支部としてこれらの事業に積極的に協力をし
ていきたいと考えています。
　現在の景況感はもとより、税理士業界を取り巻く環境は
益々厳しく、変革が多く、「ひとり」では対応が困難な時

代になっています。税理士の原点と言うべき支部が研修会
などの各種事業を積極的に行うことで支部会員に「実り」
があるものにしていきたいと考えています。
　結びに当たり、組合員皆様のご健勝とご事業の益々のご
発展を祈念いたしまして、支部長就任のご挨拶とさせてい
ただきます。

右京支部長

中江　嘉和
　去る６月３日の支部定期総会におきまして、右京支部の
支部長に就任いたしました中江嘉和でございます。組合員
の皆様にはどうか宜しくお願い申し上げます。
　右京支部におきましては、若い先生方に委員長として会
務執行に参画いただくとともに、執行部以外の先生方にも
各委員会活動に積極的に参加いただき活力ある会務運営を
目指しております。
　そして、積極的会務運営を展開するには、財政的基盤が
必要であり、京都税理士協同組合からの支所交付金は、こ
れを支えていただくものと大変感謝しております。
　右京支部では、支部事務局を設置し京都税理士協同組合
支所事務所の機能も併せ持たせ、各種研修事業を展開する
とともに、確定申告期に支部会員へ図書を配布しております。
支所交付金は主にこのような使途に利用させていただいて
おり、支部活動に対して大きく貢献いただいております。
　また、京都税理士会館内に近畿税理士会京都府支部連合
会が設置しております京都税務相談センターの運営につき
ましても、多大なるご協力を頂戴しておりますことに改め
て感謝申し上げます。今後も、会館が京都における税理士
業界のランドマークタワーとして周知されるよう、利用者
の拡大と充実を図っていきたいと考えております。
　組合活動につきましては、地区連絡委員会に所属させて
いただくことになりましたが、幸いにして谷明憲右京支部
前支部長も同じ委員会に所属されるとのことで、安心して
委員会活動へも参加させていただけることとなりました。
　組合の各種事業に対する積極的協力と参加は、支部の基
盤強化に繋がるものと考えております。どうか今後とも宜
しくお願い申し上げます。
　結びにあたり、組合員先生方のご事業の発展とご健勝を祈
念いたしまして、支部長就任のご挨拶とさせていただきます。

左京支部長

鈴木　正史
　この度、支部役員選挙、支部役員当選者会議を経て去る

支部長就任あいさつ新
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６月３日の左京支部定期総会以降支部長を務めさせていた
だくことになりました鈴木正史でございます。浅学非才の
未熟者でございますが、とにかくこの２年間誠心誠意また
精一杯頑張っていく所存でございますので、どうぞ宜しく
お願い申し上げます。
　左京支部の会員はここ数年130名前後であまり増減はあ
りませんが、会員数としては良い意味で適正規模と感じて
おります。本当にアットホームな雰囲気でまとまり良く私
自身も入会以来非常に居心地の良い支部であると思うこと
今も変わりません。支部研修会や支部旅行等の各種支部行
事の参加率も非常に高く、またそれ以外の任意の勉強会、
ゴルフコンペ等も、老若男女を問わず和気あいあいとした
雰囲気の中で活発に行われております。
　これも先輩諸先生方が、その築かれた左京支部の伝統で
あります対話と協調の精神、言うべきことは言うが、まと
まる時はまとまるという姿勢で支部運営をなされてきた賜
物であると思います。この伝統を維持発展させるべく私を
含め役員一丸となって会員先生方のご協力のもと支部運営
に邁進したいと思っております。
　さて支部と京都税理士協同組合とは財政面は勿論それ以
外様々な部分でも非常に密接な関係であり、支部の事業計
画にも組合の各事業に参加、協力することを明確に謳われ
ているところでございます。私自身も支所長として支部会
員に組合の各事業に積極的に参加、協力をお願いすること
は重大な責務と考えているところでございます。
　結びにあたり、組合員皆様のご健勝とご事業の発展を祈
念いたしましてご挨拶とさせていただきます。

東山支部長

平田　雅也
　去る６月３日の東山支部定期総会におきまして、支部長
に選任されました平田雅也でございます。未熟者で支部長
の器でもありませんが、選任されましたからには、会務運
営に精一杯努力してまいりたいと思いますので、どうかよ
ろしくお願い申し上げます。
　さて、本年３月11日に起きました「東日本大震災」にお
きましては、千年に一度という未曾有の災害ということで、
現在まで約２万人の死者・行方不明者を数えました。亡く
なられた方に対しては謹んでご冥福をお祈りするとともに、
被災地の一刻も早い復興をお祈り申し上げます。
　現在、東山支部の会員数は、100名に満たない、京都市
内では最も少ない支部ではありますが、和気あいあいとし
た雰囲気の中でまとまりも良く、各種例会・懇親会の参加
率もかなり高くなっています。また、地域の小中学校に対
する租税教室にも力を注ぎ、研究事業におきましては、左
京支部との共同開催を効果的に実施しています。
　そして、この支部活動は、財政面において、京都税理士
協同組合からの支所交付金なしでは考えられません。組合
員の一員として、また、支部として組合の各種事業に積極

的に協力していきたいと考えております。さらに、会員の
組合への加入につきましても、進めていきたいと思います。
　最後になりましたが、組合員の皆様のご事業の発展とご
健勝を祈念いたしまして、支部長就任のご挨拶とさせてい
ただきます。

伏見支部長

谷口　　貢
　この度、支部役員選考委員会の選考を経て、６月３日の
第31回支部定期総会におきまして、支部長としてご承認を
賜りました谷口貢でございます。
　もとより浅学非才な若輩者であり、はたして支部長の職
が務まるのか不安ばかりではありますが、就任いたしまし
た以上、支部役員のみなさまと一致団結いたしまして支部
行事のさらなる充実に向けて最大限の努力をしてまいりた
いと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
　伏見支部の支部行事の充実にあたり、京都税理士協同組
合からの支所交付金はなくてはならない重要な財源です。
本年、伏見支部ではさらなる会員の資質向上のため、また、
研修受講義務の達成率50％を目指し、支部での研修時間を
26時間とする重点研修計画を立てました。この予算の大半
を支所交付金によって賄う計画であり、大変ありがたく感
謝いたしております。伏見支部といたしましても組合の各
種事業に積極的に参加・協力をさせていただきたいと思い
ますので、今後とも支所交付金の安定供給をよろしくお願
い申し上げます。
　最後になりましたが、組合員のみなさまの益々のご健勝
とご事業の繁栄を心より祈念いたしまして、支部長就任の
ご挨拶とさせていただきます。

園部支部長

小森　良信
　先ず初めに東日本大震災でお亡くなりになられた方々の
ご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災地の一日でも
早い復旧・復興がなされますよう願っております。
　６月３日の園部支部定期総会におきまして前支部長の関
本孝一先生の後任として支部長に選任されました小森良信
でございます。
　何分、浅学非才の身でございますが就任をいたしました
以上、支部の会務運営に邁進する覚悟です。会員先生方の
ご協力、ご支援を宜しくお願いいたします。
　いま園部支部の個人会員数は44名であり、年々増加して
いく傾向であります。支部会員はもちろんのこと支部役員
もどんどん若返り、書面添付制度の普及、研修事業、租税
教育・厚生事業など支部活動におきましても積極的に取り
組んでいます。
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　この支部活動は財政面におきましては京都税理士協同組
合の支所交付金に頼るところが大であります。
　園部支部といたしましても、組合の各種事業に積極的に
協力し、また組合への加入を勧奨したく考えております。
　結びにあたりまして、組合員の皆様のご事業の発展とご
健勝を祈念いたしまして、支部長就任のご挨拶とさせてい
ただきます。

福知山支部長

細見　　均
　去る６月２日の福知山支部定期総会において選任をいた
だき、支部長に就任させていただきました細見均でござい
ます。浅学非才の私に取りましては身に余る大役とその責
務の大きさに戸惑っているところではありますが支部役員
先生方・会員先生方のご支援・ご協力を得ながら支部運営
に力を尽くす所存でございますので、よろしくお願い申し
上げます。
　さて、福知山支部は会員数こそ30余名の所帯ではありま
すが非常に活力があります。また、結束も強く長引く不況
の下、税理士業界を取巻く数々の厳しい問題にもそのエネ
ルギーと各方面よりのご指導のもと対応出来るものと確信
しています。
　ところで、支所交付金は支部の事業にも不可欠であり、
また幸いにも協同組合事業では特に両丹地区へ力を注いで
いただき、会員のレベルアップに不可欠の研修も今年度よ
り京都税理士会館で実施される研修などをリアルタイムで
ウェブ配信していただくとの事、心強く思うと共に御礼を
申し上げます。
　最後になりましたが、支部といたしましても支部会員先
生方に京都税理士協同組合の各事業に積極的に参加いただ

くようにお願いをし、また組合員先生方のますますのご繁
栄ご発展を祈念し支部長就任のご挨拶といたします。

舞鶴支部長

片又　　昇
　去る５月19日の支部定期総会におきまして、前支部長藤村
良幸先生より支部長を引き継ぎました片又昇でございます。
　本年３月に発生しました東日本大震災に際し、不幸にし
て犠牲となられた皆様に深く哀悼の意を表するとともに被
災された方々に謹んでお見舞いを申し上げます。また、被
災地の一刻も早い復興を心から祈念申し上げます。
　さらに、８月11日には近畿税理士会副会長という要職に
就かれたばかりの西村公克先生が、突然ご逝去されました。
衷心より哀悼の意を表しますとともに志半ばで逝かれた先
生のご無念を察すると言葉もありません。
　このような数々の困難に接し「天は人に乗り越えられる
試練しか与えない」を信じ、前へ進むしかないと決意した
次第です。
　もとより、浅学非才な私が、支部長の器で無いことは百
も承知いたしておりますが「役職が人を育てる」を胸に、
役員先生をはじめ会員先生方のご支援ご協力を得て、支部
の会務運営に精一杯頑張っていく所存ですので、どうかよ
ろしくお願い申し上げます。
　支部運営の中でも財政面では、京都税理士協同組合から
の支所交付金なしでは考えられません。支所として、組合
の各事業に、遠方からではありますが、出来る限り協力し
ていきたいと考えております。
　最後になりましたが、組合員先生方の益々のご健勝とご
事業のご発展を祈念いたしまして、支部長就任のご挨拶と
させていただきます。

　去る７月１日（金）、第39期の期末本監査が平澤
政治理事長以下担当役員５名の立会いのもと行わ
れました。
　藤岡忍監事以下５名の監事は、４時間にわたり
厳正に監査し、監査結果を基にした指導が行われ
ました。
　監査結果は８月５日（金）開催の通常総会におい
て南利憲監事により報告されました。

期末本監査実施
　去る７月９日（土）に組合と提携する住宅メーカ
ー７社による「住宅なんでも相談会」が開催され
ました。
　昨夏の開催に引き続き２回目の開催となり、相
談に訪れた皆さんが様々な相談をされ、活況を呈
しておりました。
　当組合では、下記７社と業務提携を行っており、
新築・リフォームの割引特典をご用意しておりま
す。詳しくは提携企業便覧をご覧ください。
エス・バイ・エル㈱
京都パナホーム㈱
住友林業㈱
セキスイハイム近畿㈱
大和ハウス工業㈱
ミサワホーム近畿㈱
三井ホーム㈱ （順不同）

住
宅
な
ん
で
も
相
談
会
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　５月13日（金）、ウェスティン都ホテル京都において、大
同生命優秀営業社員の表彰式及び祝賀パーティーが開催さ
れました。表彰式は田中英文専務理事の司会により、平澤
政治理事長の開会の挨拶、そして、大同生命執行役員の権
野正樹近畿地区営業本部長の挨拶がありました。昨今の経
済状況にもめげず営業に奮闘された出席社員への感謝と、
目標の保有契約高3,000億円達成に向けての一層の契約推
進を図りたいとの決意表明がありました。小坂文夫副理事
長の経過報告の後、受賞者が表彰され、副賞が贈呈されま
した。今年度の最優秀賞は河内良子様。表彰状と副賞贈呈
のあと河内様がお礼のことばを述べられました。優秀賞は
平井一郎様ほか15名、努力賞は平方一美様ほか17名の方が
受賞されました。
　続いて、細川浩史大同生命京都支社長の謝辞が述べられ、
京税協と大同生命はオートバイの前輪と後輪の関係、「オ
ートバイ」（追うと

4 4 4

契約高を倍
4

に）との機知に富んだ話で
会場が沸きました。最後は、太田克専務理事の閉会の挨拶
で表彰式は終了しました。
　祝賀パーティーは、オールディーズのポピュラー音楽を

聴きました。特設ステージでは音楽に合わせて、受賞者と
関係者が踊りを楽しみました。恒例となった「お楽しみ抽
選会」は、京税協賞はじめ多彩な賞が準備され、当選番号
が発表されるたびに歓声と残念の声。賑やかに楽しく進め
られた祝宴でした。閉宴は片野晏弘副理事長のユーモアた
っぷりの挨拶で締めとなりました。 （広報委員　須藤弘）

○ 「安心」を足で届けたこの１年　晴れて受賞の喜びにわく
○厳粛な表彰式典その後は　歌と踊りをともに楽しむ

　大同生命保険株式会社　京都税理士共済支社のスタッフ
表彰が５月20日（金）にセレクテッド・ラポーにて開催され
ました。
　安井伸夫保険第一委員長が司会を務め、平澤政治理事長
が挨拶のあと、浅海道一支社長から謝辞が述べられ、引き
続き表彰式が執り行われました。
　小坂文夫副理事長の乾杯の発声の後、美味しい料理と素
晴らしい音楽を堪能しました。音楽に併せて華麗なダンス
が披露されたり、スタッフの美声に驚嘆の声が上がるなど
楽しいひと時を過ごすことが出来ました。
　最後に、共済支社スタ
ッフの皆様と組合担当役
員が来期の目標達成へ向
けた認識を共有し、田中
英文専務理事の閉宴挨拶
により表彰式はお開きと
なりました。

日時：平成23年５月20日（金）　場所：セレクテッド・ラポー

大同生命
スタッフ表彰

河内　良子

平井　一郎 中山世利子 平井　智子
寺井　惠子 河村　信子 井上　啓子
成瀬　浩子 米原　幸子 野村　忠史
三上由里子 干場ますよ 齋藤永美子
田中　元美 長岡奈緒美 杉山美百合
藤原　典子

平方　一美 桐本　博之 大村　和美
古沢　佳子 小堂　道代 岩崎　清美
谷岡　雅世 奥田由佳理 池田　早葉
川口　幸介 糸井　高子 大銅裕紀子
関　　永子 荒木都代子 村上　佳乃
大西　玲子 藤田　　緑 木地谷良子

受賞者ご芳名　（敬称略）

最優秀賞

優秀賞

努力賞

５月13日　ウェスティン都ホテル京都

大同生命優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー
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　今回私が紹介
致しますお店は、
北野上七軒の
「季節風膳　お
かもと紅梅庵」
です。こちらの
お店は京都最古
の花街上七軒に

創業されて65年になります。
　元々お茶屋に料理を提供する仕出し
屋からスタートされたため、季節毎に
旬の食材を使われております。建物も
町家を改装されたため、坪庭やお座敷、
掘ごたつなど当時のままで情緒があり、
静かな一時が過ごせる贅沢さがありま
す。このお店は両親と行ったことが最

初で、その後も親戚や仕事関係で使わ
せて頂くようになり、季節毎にその食
材が出るため、毎回楽しませて頂いて
おります。
　お料理は季節の旬の食材をふんだん
に使った会席がお薦めです。一品一品
真心が込められて作られており、すご
く繊細で可愛らしい小鉢が出され、目
を楽しませて頂けます。夏には涼しい
器を使われ鱧

ハモ

が主体の料理となります。
特に、しめの土鍋ご飯は人気があり、
ご飯の種類は選ぶことができます。種
類として、今ですと、鱧

ハモ

、松茸、ちり
めん山椒、たこ、とりごぼう、海鮮バ
ター、新しょうが、鯛、ドライカレー
ちりめん等があり、一種類に絞ること
に悩みます。

季節風膳 おかもと紅梅庵

右京支所　伊藤政宏

　京都税理士会館からも歩いて行ける
距離にあるフレンチレストランを紹介
します。…というか実は私の弟がシェ
フをしている店で、席数は20席位の小
じんまりとした家庭的な雰囲気が特徴
です。普通、フレンチと言えばわりと
濃い目の味付が多いと思いますが、京
風フレンチというかどちらかというと
薄味で、年配のお客様も多く、中には
毎月ご夫妻で食べにこられる方もいる

くらいです。またワインが好きな女性
客も豊富にあるワインリストの中から
お好みに応じたワインを選ばれて、シ
ェフの料理との相性を楽しまれていま
す。店に行かれた際に私の名前を出さ
れた方は、サービス（高くなるか安く
なるかはあなた次第）があるかもしれ
ませんので、一度声をかけてください。
身内の宣伝広告になり申し訳ありませ
んでしたが、ぜひ一度ご賞味いただけ
ればうれしいです。

季節風膳 おかもと紅梅庵
京都市上京区社家長屋町678
ＴＥＬ　075-462-1335
営業時間　 11：30～15：00、17：00～22：00
定休日　毎火曜日
ＵＲＬ　http://www.okamoto-kyoryori.com

今出川通

千
本
通

七
本
松
通

上
七
軒
通

北
野
天
満
宮

御
前
通

紅梅庵紅梅庵

御池通

押小路通

市役所

河
原
町
通

高
倉
通

烏
丸
通

ビストロ・
ラマージュ
ビストロ・
ラマージュ

ビストロ・ラマージュ
京都市中京区高倉通押小路上ル瓦町
555-1 西村良ビル1F
TEL&FAX　075-255-1072
営業時間　 12：00～14：00、18：00～21：00
定休日　毎水曜日、第３木曜日
ＵＲＬ　http://www.bistrot-ramage.com/

　またお店の皆さんの笑顔が本当に素
敵でお話していても楽しいです。お昼
は北野天満宮が近く、お参りの方が通
られ、夜は上七軒の舞
妓さんが通られる等風
情があります。
　秋の夜長、ゆっくり
過ごしに行かれてはい
かがでしょうか。

ビストロ・ラマージュ

伏見支所　植田　順

とっておきのお店　─組合員先生方のお薦めのお店─
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　８月31日（水）に京都ホテルオークラにて委員会合同懇親
会が開催されました。先に開催された慰労会に引き続き、
従前は個別に開催しておりました懇親会を合同で開催いた
しました。
　田中英文専務理事の司会により、平澤政治理事長が新体
制での委員会始動によせて挨拶を行い、引き続き廣瀬來三
相談役の乾杯の発声で開宴となりました。
　新しい顔ぶれに、自己紹介を兼ねた宴席は賑やかに進み、
懇親が深まったところで小坂文夫副理事長の閉宴挨拶によ
り和やかなうちにお開きとなりました。
　委員会活動にご興味をお持ちの先生方がいらっしゃいま
したら事務局までお問い合わせください。

　去る７月29日（金）に京都ホテルオークラにて役員・委員
合同慰労会を開催致しました。これまで委員会毎に開催し
ておりました慰労会ですが、初の試みとして合同開催いた
しました。
　田中英文専務理事の司会のもと、平澤政治理事長の挨拶
に引き続き、辰巳修偉副理事長の乾杯で宴がはじまりまし
た。
　美味しい料理とともに、委員会の枠を越えた会話が会場
に飛び交う楽しい宴は、あっという間に時間が経ち、片野
晏弘副理事長の閉宴の挨拶によりお開きとなりました。

役員・委員合同慰労会

委 員 会 合 同 懇 親 会

7/29

8/31
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理事会報告

第１回理事会
　平成23年度第１回理事会を７月13日（水）午後３時より開催。
当日の出席状況は次の通り。
　理事44名　監事４名　相談役３名
【決議事項】
第１号議案　組合加入承認の件
　次の個人17名、法人４社、賛助会員12名がそれぞれ加入承認
された。承認の結果、個人組合員は1,259名、法人組合員62社、
出資金額１億1,076万円、賛助会員226名となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○西村麗王（左京）　○大橋京子（上京）　○宮﨑　武（右京）
○遠藤裕伸（下京）　○芦原孝一（中京）　○板澤達夫（宇治）
○山田久史（東山）　○長尾雅彦（右京）　○田中　博（下京）
○岡松　聡（中京）　○前田昭夫（右京）　○安藤　裕（宇治）
○芹ヶ野実（伏見）　○井上　敦（右京）　○上田幸生（伏見）
○三瀧芳幸（中京）　○榎本美鈴（中京）
（法人組合員）
○税理士法人林会計事務所（峰山）
○京都みやこ税理士法人（中京）
○アイネックス税理士法人（下京）
○馬場兄弟税理士法人京都駅前事務所（下京）
（賛助会員）
○竹下友康（右京）　○藤原康裕（上京）　○大庭朋子（右京）
○小泉彰孝（宇治）　○糸井悠樹（右京）　○稲井孝次（中京）
○林　同来（峰山）　○林　伯学（峰山）　○中村清之（中京）
○川端雅彦（下京）　○馬場省二（下京）　○池田陽介（下京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○鞆津幹章（宇治・堺支部へ転出）
○遠藤裕伸（下京・組合員移行）
○宮﨑　武（右京・組合員移行）

第３号議案　第39回通常総会議案審議
第１～４号議案承認の件
総会第１号議案 第39期事業報告及び財務書類承認の件
同 第２号議案 第40期事業計画及び収支予算承認の件
同 第３号議案 役員任期満了につき改選の件
同 第４号議案 借入金最高限度額承認の件
　上記各議案につき、担当部門役員より提出がなされ、審議の
結果、全ての議案が原案通り承認可決された。上記各議案は８
月５日（金）開催の通常総会に提出されることとなった。

第４号議案　「趣味の会」助成承認
　当組合福利厚生事業である「趣味の会」について、３団体か
ら助成金の申請があり、審議の結果２団体にそれぞれ助成する
旨の説明がなされ、承認可決された。

第５号議案　新規提携企業承認の件
　次の１社について、提携内容の説明がなされ、提携すること
が承認可決された。
　財団法人京都中小企業振興センター（KPC）

【報告事項】
（総務部門）
総務委員会
①第39回通常総会
　資料に基づき総会並びに懇親会の開催要領が報告された。
②当面の組合行事日程について

広報委員会
・組合報「京税協」第133号発行について
同号は５月25日に発行されたことが報告された。

（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
①優秀営業職員表彰式・祝賀パーティー開催報告
②優秀スタッフ表彰開催報告
③夏キャンペーンの役員・委員同行について

保険第二委員会（全税共ほか）
①京都地区参加生保・業務推進会議開催要領について
②第26回全国統一キャンペーンについて
③Z１・Z２キャンペーンについて
④日本生命税理士VIP代理店推進協議会開催報告

（事業部門）
事業委員会
①通常総会会場前「提携企業PR」実施について
②通常総会での「提携企業PRチラシ」配付について
③提携ハウスメーカー「住宅なんでも相談会」開催報告

研修委員会
・各講座の開催状況について

第２回理事会
　平成23年度第２回理事会を平成23年８月５日（金）第39回通常
総会終了後の午後５時30分より開催。
　当日の出席状況は次の通り。
　理事47名　監事５名
第１号議案　理事長・副理事長・専務理事互選の件
　７月15日（金）に開催された役員候補者推薦会議にて審議され
決定した役員候補者職務分掌一覧表に基づき
理 事 長 平澤政治　理事（右京） 
副理事長 小坂文夫　理事（中京） 辰巳修偉　理事（左京）
 大髙友紀　理事（宇治）
専務理事 田中英文　理事（右京） 太田　克　理事（上京）
常務理事 小山光博　理事（宇治） 河村澄子　理事（左京）
 坂部　浩　理事（中京） 植田　順　理事（伏見）
 安井伸夫　理事（中京） 糀田靖子　理事（中京）
 森　敏行　理事（左京） 髙橋　健　理事（東山）
 近藤明夫　理事（上京） 中江嘉和　理事（右京）
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 志田育夫　理事（下京） 鈴木正史　理事（左京）
を選任したい旨報告があり、採択の結果全員一致で承認され、
被選任者はそれぞれ就任を承諾した。
第２号議案　副理事長「理事長職務代行順位」の件
　第１位　小坂文夫副理事長
　第２位　辰巳修偉副理事長
　第３位　大髙友紀副理事長
としたい旨報告があり、全員異議なく承認可決された。

第３号議案　相談役選任の件
　相談役として８名の組合員・賛助会員を委嘱することが承認・
可決された。

第３回理事会
　平成23年度第３回理事会を８月24日（水）午後４時より開催。
当日の出席状況は次の通り。
　理事42名　監事５名　相談役３名
【決議事項】
第１号議案　組合加入承認の件
　次の法人１社、賛助会員５名がそれぞれ加入承認された。承
認の結果、法人組合員 62社、出資金額445万円（法人組合員の
み）、賛助会員226名となった。 （申込順・敬称略）
（法人組合員）
○税理士法人よこえ会計事務所（下京）
（賛助会員）
○田尻泰子（中京）　○横江治康（下京）　○横江泰彦（下京）
○竹下和彦（上京）　○井口奈穂（上京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○加来　昇（下京・脱退）

【報告事項】
各委員会の構成員一覧について
　８月18日（木）に開催された常務理事会にて承認可決された各
委員会構成員の発表が行われた。
（総務部門）
総務委員会
①当面の組合行事日程について
②弔事連絡のメール配信登録について
広報委員会
・組合報「京税協」第134号発行について
地区連絡委員会
・全税共VIP君・ランちゃんゴルフコンペの開催について

（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
①支所合同推進協議会開催について
②大同保険推進協議会（４税協）開催について
保険第二委員会（全税共ほか）
・全税共参加生保各社

個別業推懇談会・表敬訪問の開催状況について
（事業部門）
事業委員会
・通常総会会場前「提携企業PR」開催報告

研修委員会
・各講座の開催状況について

組合の動き
平成23年

５・27 名古屋税理士協同組合第44回通常総代会出席
　於　名古屋東急ホテル

５・31
研修・実務講座「法人税の基礎知識と計算の実務第３回」（全10回）
講師：角谷雅子先生
参加：40名

６・１
研修・簿記実務コース第３回（全７回）
講師：岩崎紀子先生
参加：８名

６・１ 宇治支部定期総会出席
６・２ 上京支部定期総会出席
６・２ 支部定期総会祝電（福知山・峰山）

６・３ 支部定期総会出席
（中京・右京・左京・東山・伏見・園部）

６・６ 地区連絡小委員会（趣味の会設立の申請と第40期予
算編成について）

６・６ 研修委員会（第40期事業計画と予算編成について）

６・７
研修・実務講座「法人税の基礎知識と計算の実務第４回」（全10回）
講師：角谷雅子先生
参加：40名

６・８
研修・簿記実務コース第４回（全７回）
講師：岩崎紀子先生
参加：８名

６・９ 事業委員会（第40期予算編成について）
６・９ 総務委員会（第39期決算並びに第40期予算編成について）

６・９ 保険第一委員会（第39回通常総会の議案審理・第40
期事業計画と予算編成について）

６・９ 保険第二委員会（第39回通常総会の議案審理・第40
期事業計画と予算編成について）

６・11～
６・15

大同代理店表彰旅行「バリ５日間の旅」
参加：13名

６・14
研修・実務講座「法人税の基礎知識と計算の実務第５回」（全10回）
講師：角谷雅子先生
参加：40名

６・15
研修・簿記実務コース第５回（全７回）
講師：岩崎紀子先生
参加：８名

６・16 推薦会議（京都税理士協同組合の役員候補者（案）
推薦について）

６・16 予算編成準備会
６・16 正副理事長会

６・17 兵庫県西税理士協同組合第42回定期総会出席
　於　ホテル日航姫路
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組合の動き
６・21

研修・実務講座「法人税の基礎知識と計算の実務第６回」（全10回）
講師：角谷雅子先生
参加：40名

６・22
研修・簿記実務コース第６回（全７回）
講師：岩崎紀子先生
参加：８名

６・27 近畿税理士会第47回定期総会出席
　於　ホテル阪急インターナショナル

６・27 東海税理士協同組合総代会出席
　於　名古屋マリオットアソシアホテル

６・28 総会議案審理会

６・29
研修・簿記実務コース第７回（全７回）
講師：岩崎紀子先生
参加：８名

７・１ 期末本監査実施

７・４ 拡大正副理事長会

７・５
研修・実務講座「法人税の基礎知識と計算の実務第７回」（全10回）
講師：角谷雅子先生
参加：40名

７・９ 住宅なんでも相談会（提携ハウスメーカー７社合同）

７・12
研修・実務講座「法人税の基礎知識と計算の実務第８回」（全10回）
講師：角谷雅子先生
参加：40名

７・13 正副理事長会・常務理事会・理事会

７・15 役員候補者会議

７・15 ㈱日税ビジネスサービス総会出席
　於　京王プラザホテル

７・19
研修・実務講座「法人税の基礎知識と計算の実務第９回」（全10回）
講師：角谷雅子先生
参加：40名

７・19 出版委員会（平成23年分税務便覧の作成について）

７・20 全税共京都地区業務推進会議（全税共業務推進に係
る協議の件）

７・21 相談役会

７・25 北陸税理士協同組合連合会第28回通常総会出席
　於　ホテル日航金沢

７・26
研修・実務講座「法人税の基礎知識と計算の実務第10回」（全10回）
講師：角谷雅子先生
参加：40名

７・29 役員・委員合同慰労会

８・１ 出版委員会（平成23年分税務便覧編集作業）

８・５ 正副理事長会

８・５ 第39回通常総会・懇親会・常務理事会・理事会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・８ 出版委員会（平成23年分税務便覧編集作業）

８・９ 神戸税理士協同組合第21回通常総代会出席
　於　ホテルオークラ神戸

８・12 出版委員会（平成23年分税務便覧編集作業）

８・18 事務引継会

８・18 常務理事会

８・22 出版委員会（平成23年分税務便覧編集作業）

８・23 住友生命表敬訪問

８・24 正副理事長会・常務理事会・理事会

８・26 大阪・奈良税理士協同組合第23回総代会出席
　於　帝国ホテル大阪

８・26 大同保険推進協議会実務者会議

８・29
研修・短期講座「土地の評価単位とその実務留意点」
講師：笹岡宏保先生
参加：212名

８・30 日本生命との個別業推協議会

８・31 出版委員会（平成23年分税務便覧編集・校正作業）

８・31 保険第一委員会（支所合同推進協議会について）

８・31 地区連絡委員会（今後のスケジュールについて）

８・31 事業委員会（事業委員会について）

８・31 保険第二委員会（全税共第26回全国統一キャンペー
ンについて）

８・31 研修委員会（第40期研修委員会の運営について）

８・31 総務委員会（支所会計担当者会議・情報化担当者会
議日程について）

８・31 法規委員会（これからの委員会活動について）

８・31 委員会合同懇親会

９・１ 平成23年第１回定例研修会

９・５ 広報委員会（第134号編集割付）

９・８
研修・実務講座「消費税の仕組みと実務第１回」（全５回）
講師：田中久代先生
参加：55名

９・９
研修・短期講座「役員給与と関連事項」
講師：上西左大信先生
参加：191名

９・９ 近畿税理士政治連盟第45回定期大会に出席
　於　帝国ホテル大阪

９・９ AIGエジソン生命との個別業推協議会

９・12 広報委員会（第134号ゲラ校正）

９・13 東京税理士協同組合創立50周年記念式典に出席
　於　ホテルニューオータニ

９・14 広報委員会（第134号ゲラ再校正）

９・14 明治安田生命との個別業推協議会

９・15
研修・実務講座「消費税の仕組みと実務第２回」（全５回）
講師：田中久代先生
参加：57名（9/14現在の数字です）

９・15
日本生命代理店ゴルフコンペ
　於　ジャパンエースゴルフ倶楽部
参加：31名（9/14現在の数字です）

９・16 出版委員会（平成23年分税務便覧編集・校正作業）

９・16
研修・勉強会「税務に影響を与えた裁判事例第１回」（全５回）
講師：名城大学法学部准教授　伊川正樹先生
参加：37名（9/14現在の数字です）

９・20 事業委員会（事業推進協議会開催要領について）

９・20 朝日生命との個別業推協議会

９・21 支所合同推進協議会

９・22
研修・実務講座「消費税の仕組みと実務第３回」（全５回）
講師：田中久代先生
参加：57名（9/14現在の数字です）

９・22 近畿税理士協同組合連合会第16回通常総会に出席
　於　ザ・リッツカールトン大阪

９・25 「京税協」第134号発行
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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/
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京都市からのお知らせ
■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。

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 １㎡につき600円 従業者給与総額の0.25％

免　税　点 延べ床面積1,000㎡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

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！

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
用いただけます。また、事業所等新設届や減免申請も行え
ます。
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
〒604-8171
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法人税務課事業所税担当
TEL 075-213-5248

▼ 新規提携企業
●財団法人　京都中小企業振興センター（KPC）
KPC入会の斡旋
１．慶弔給付金制度
２．各種チケットの格安利用
３．グルメ・レジャー等、優待施設の利用
※ご加入いただくとその他、様々なサービスが受けられ
ます。
TEL：075-255-6655　FAX：075-255-6644

▼ 既提携企業
●㈱日税ビジネスサービス（トナーカートリッジ販売事業）
連絡先が平成23年６月６日から下記番号に変更されてい
ます。
TEL：03-4321-1100　FAX：03-3344-4430
●㈱ヤナセ
大阪支社と統合されるため、契約解消依頼がありました。
本年９月末をもって提携解消とさせていただきます。

※ ご不明な点がある場合やご利用いただきました際は、
お手数ではございますが事務局までご連絡ください。
 （担当：阿部）

事業委員会からのお知らせ

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

平成23年11月15日㊋
蒲生ゴルフ倶楽部
比良・伊吹・鈴鹿コース

滋賀県蒲生郡日野町中山
TEL：0748-52-4640
先着120名になり次第締切らせていただきます
（組合せ表並びに開催要領は、ご参加の先生に直接送付します）

参加費用　会費￥ 4,000
プレーフィ　　　￥14,000　《昼食代・ワンドリンク含む》
☆プレーフィ等は、各自ご精算ください。
お申し込みは10月14日㈮までに当（京税協）事務局へ

第47回
京都税理士協同組合・
京都府支部連合会共催・
全国税理士共栄会協賛

奮ってご参加
ください！
お待ちして
おります。
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