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◆VIP大型総合保障制度	
理事長賞� ジブラルタ生命保険株式会社� 京都エリア� 田中千鶴子� 他10名
金　　賞� 明治安田生命保険相互会社� 京 都 支 社� 小西　道子� 他７名
銀　　賞� 日本生命保険相互会社� 京都南支社� 北垣　陽子� 他11名
銅　　賞� ジブラルタ生命保険株式会社� 京都エリア� 原　　洋子� 他50名
努 力 賞� 住友生命保険相互会社� 京 都 支 社� 濱田　澄江� 他54名

◆【特別賞】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９名

◆優秀機関長表彰　ジブラルタ生命保険株式会社� 京都エリア� 立岩　　学� 他９名

◆優秀支社15　日本生命保険相互会社� 京 都 支 社� 他２社

◆優秀支社10　住友生命保険相互会社� 京 都 支 社�

◆年間賞表彰
　全税共年間賞　ジブラルタ生命保険株式会社� 京都エリア� 平田　武司�
年間５億賞　メットライフアリコ生命保険株式会社� 京都烏丸エイジェンシーオフィス
� 　�（旧　メットライフ　アリコ）� � 岸　　弘祐� 他９名
年間３億賞　日本生命保険相互会社� 京都西支社� 脇野　玲子� 他７名

　去る１月18日（水）京都ホテルオークラにて「全税

共第26回全国統一キャンペーン」の優績営業職員表

彰式が開催されました。

　表彰式は、太田克専務理事の司会のもと、平澤政

治理事長の開式の挨拶、大髙友紀副理事長による経

過報告に次いで、全国税理士共栄会等のご来賓の

方々からご祝辞をいただきました。

　続いて、VIP大型総合保障制度での「理事長賞」

はじめ各賞に多数の優績職員の方々が表彰され、連

続入賞の「雅ファイブ」等の方々には感謝状と記念

品を贈呈、受賞者から「価値と重みのある入賞であ

り、明日からもお客様に安心と満足をお届けし、来

年もこの場所に来られるよう頑張りたい」と力強い

お言葉をいただいた後、小坂文夫副理事長の挨拶に

より閉式となりました。

　休憩の後、糀田靖子常務理事の司会のもと、辰巳

修偉副理事長の挨拶で祝賀パーティーの開宴です。

　第１部は昨年に引き続きウエダ

テツジとラポーオールスターズに

よるライブです。今年はシェリー

のソムリエであるベネンシアドー

ルによるシェリー酒も提供され、

早速に保険第二委員会の委員の先

導のもと、ステージ前ではノリノ

リのダンスが繰り広げられました。

　第２部は盛りだくさんの賞品が

用意された恒例のお楽しみ抽選会

で、これも大いに盛り上がりまし

た。

　おいしい料理に、シェリー酒に、

ライブに、と酔いが一気にまわる

ような中、音楽に乗ったトレイン

が会場一杯に広がり、熱気も冷め

やらぬ中、大髙友紀副理事長によ

る「来年も来るぞ！」の３本締め

でお開きとなりました。
� （広報委員　徳田明子）

優績営業職員表彰式・
　祝賀パーティー

〈日時〉平成24年１月18日（水）
　　　 16：00〜19：40
〈場所〉京都ホテルオークラ　４階　暁雲の間

全税共 第26回全国統一キャンペーン

【受賞者の方々】
（敬称略）
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　講演は、いつもながらの軽快なテンポで自己紹介から始
まり「なぜ日本の原発は壊れたのか？」へと移っていった。
　日本の原子力発電所は、地震国でないアメリカの設計に
より造られたとのこと、また地震のよく起こる所にある原
子力発電所は日本だけだそうだ。そして通常操業中の事故
も日本が初めてだそうだ。
　フランスではセーヌ川の上流に２基の原子力発電所があ
り、冷却水等がセーヌ川に流されているそうである。きち
んと処理されているのだから何の心配もないというのが住
民の考えであるらしい。本来ならそうであるが、今の日本
ではちょっと考えられない状態である。
　それでは、原子力発電に替わるものはというと何か？武
田氏の話は続く。詳しい話は、武田氏の執筆された書籍を
一度お読みいただきたい。
　さすが、永年テレビ番組に出ていらっしゃるだけあって、
聞く者を飽きさせない話術はすばらしく久々に時間がアッ
という間に過ぎ、すっかり武田ワールドに引き込まれた１
時間半であった。
� （広報委員長　河村澄子）

　４月16日（月）、８回目となる会館記念講演が中部大学総合工学研究所教授の武田邦彦氏
を講師にお招きし開催された。
　両丹地区の会員の方々に研修を受講していただきやすくするため、初めてWeb研修を福
知山納税協会、宮津商工会議所、舞鶴納税協会及び峰山プラザホテル吉翠苑の４ヶ所で同時
開催した。講師の武田氏の知名度もあって京都税理士会館も含め206名が受講した。

第８回   会 館 記 念 講 演 平成2 4年４月16日（月）

■ 武田邦彦氏 プロフィール
中部大学総合工学研究所教授

昭和18年（1943）６月３日、東京都生まれ
昭和37年（1962）都立西高等学校卒業
昭和41年（1966）東京大学教養学部基礎科学科卒業
　　　　　　　 旭化成工業㈱に入社
昭和61年（1986）同社ウラン濃縮研究所所長
平成５年（1993）芝浦工業大学工学部教授
平成14年（2002）名古屋大学大学院教授
平成19年（2007）現職

工学博士、専攻は資源材料工学。東京大学、京都大学、
東北大学、横浜国立大学、早稲田大学、立教大学、愛知
大学などの非常勤講師、文部科学省中央教育審議会専門
委員、工学アカデミー理事、芝浦工業大学評議員、学長
事務代理、大学改革本部長代理、教務委員長、NEDO技
術委員、日本工学教育協会常任理事、JABEE工学一般
審査委員長、非営利法人「おもしろ科学たんけん工房」
「テクノ未来塾」理事などを経験。

物理化学的手法を用いた原子力、材料、環境などの研究
と、倫理などの研究。専門は資源材料工学。

　間違いだらけの環境問題
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　久し振りの京税協での一泊旅行。上京支所の参加者は６
名、過去の参加実績からすると若干少なく、ちょっぴり寂
しい旅行となりました。
　京税協の旅行で感心するのは、提携生命保険会社の社員
の皆様が、休日にもかかわらず早朝より、飲物等の差し入
れ持参で見送りに来て頂いていることです。ありがたいこ
とです。感謝！
　今回の旅行のメーンは、「博多うまかもん巡り」の表題
どおり、食事を楽しもうと企画して頂きました。
　まず１日目の昼食は、“博多華味鳥” の水炊きです。引
き締まった黄

かしわ

鶏の水炊きを腹一杯頂き大満足でした。
　次は夜の宴会、博多 “稚加栄” で新鮮な九州の海の幸を
豪華に頂き、そして博多名物 “明太子” が当たる抽選会が
あり、宴は益々盛り上がり当選された方は笑顔一杯でした。
宴会後は中洲の夜を楽しまれた方も多かったようです……。
　２日目の朝食は、ホテルリソル博多１階イタリア式食堂
でのバイキングです。あれも、これもと日常の２倍程の量
を食べることとなりました。
　昼食は、熊本の郷土料理 “五郎八” で馬刺し他肉料理で、
旅行最後の食事を堪能しました。
　今回の旅行は、観光も２日間晴天で、桜も満開の時期に
当り最高の見学日和でした。
　１日目の大宰府天満宮で、学業祈願をされた方も多かっ
たと思います。

「博多うまかもん巡り」
に参加して� 上京支所　近藤　明夫

平
成
24
年
４
月
８
日
㈰
〜
９
日
㈪

（C）2010
熊本県くまモン
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　２日目の観光組は、午前は熊本の水前寺公園で東海道五
十三次を模した庭園を散策し、午後は桜の名所である熊本
城で天守閣まで上り、城下の風情を楽しむことが出来まし
た。
　今回のすばらしい旅行を企画し、お世話頂きました地区
連絡担当の役員皆様方、ほんとうにありがとうございまし
た。

　今回の旅行は私にとって人生２回目の九州旅行となり、
大変思い出に残る旅となりました。今回楽しみにしていた
のは主として三つ。大宰府天満宮と、博多名物「水たき」
と、熊本城です。
　まず、一度行ってみたかった福岡の大宰府天満宮。全国
にある天満宮の中の総本社とされており、学問の神として
知られる菅原道真を祭った神社で、パワースポットとして
も有名です。境内のいたるところから湧き出るパワーを
しっかりと吸収してきました。
　そして次に、博多名物「水たき」。京都や大阪でもお馴
染み「博多華味鳥」の中洲本店へ行ってきました。鶏の飼
育から調理まで一貫しているだけあって味は絶品、「水た
き」へのこだわりを感じました。
　そして最後に熊本城。この熊本城は日本三名城の一つと
されており、天正16年（1588年）、加藤清正によって築かれ、

人生２回目の九州旅行
� 中京支所　井谷　吉宏

難攻不落の城として真価を発揮したと言われています。
どっしりと構えた天守閣で、既に行ったことのある名古屋
城・大阪城に負けず劣らず立派でした。
　今回の「博多うまかもん巡り」の旅、食事が美味だった
上に、普段お話する機会のない先生方とお話させていただ
くことができ、とても有意義なものになりました。このよ
うな旅行を兼ねた懇親会、是非次回も参加させていただき
たいと思います。
　幹事の皆様、参加された皆様方、お疲れ様でした。

　はじめて組合の旅行「博多うまかもん巡り」に参加しま
した。９時30分に京都駅を出発し、のぞみの車中で差入れ
の缶ビールを飲んでいるうちに快晴の博多駅に到着、すぐ
に昼食となり水炊きに舌鼓みを打ちながら、おいしい日本
酒をいただきました。ほろ酔い気分で大宰府天満宮に参拝
し、境内で南京玉すだれの大道芸人をちゃかして楽しみ、
のんびりと春を満喫しました。夕食は海の幸を堪能しなが
らコンパニオンさんから夜の町の情報を仕入れ、待ちに
待った中洲の夜に突入！！！
　でも、今日は日曜日、思ったほど中洲の町には活気がな
く、屋台の豚骨ラーメンで夜の部が終了となり少し残
念！！！　しかし、昼食と夕食は絶品でうまかもん巡りの旅
そのものでした。

はじめての組合旅行
� 下京支所　上田　浩嗣
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　翌日はフリーコースを選んで博多の歴史探訪に出発、饂
飩、蕎麦、饅頭の発祥のお寺と呼ばれている「承天寺」、
福岡大仏で有名な「東長寺」、日本最初の禅寺「聖福寺」、
飾り山笠を見ることができる「櫛田神社」を回り探訪を終
えました。承天寺では市民観光ボランティアの方と出会い、
いろいろなお話を聞くことができて一期一会に感謝し、帰
路につきました。
　おいしい食事、お酒をいただき、いつもの旅行とは違う
のんびりとした旅ができました。ぜひ、次回も参加したい
と思っています。ありがとうございました。

　４月８日のぞみ９号は京都駅を９時30分、博多駅に向け
て発車した。総勢100名弱の税理士先生たちが桜の満開が
近い京都を離れて九州に向った。
　関門海峡を通過して12時過ぎに博多に着く。丁度昼食の
時間で「博多華味鳥」の水炊きをご馳走になる。京都にも
四条の堺町あたりに同名の店があるが入った事はない。こ
の店の水炊きがなかなか美味しかったので、機会があれば
京都の店に行ってみようという楽しみが増えた。
　そのあと道真の「東風吹かば匂い起こせよ梅の花主なし
とて春な忘れそ」で有名な大宰府天満宮を見学。いつ来て
も参道に続く多くの土産物店と広大な境内が懐かしい。夕
食は「稚加栄」で九州のいろんな海の幸を堪能してホテル

クマを呑んでウマを食う？ 
� 右京支所　辻倉　幸三

リソル博多へ戻る。
　２日目はゴルフ組と別れて、九州道を水前寺公園に向う。
水前寺清子の清は熊本城を建てた加藤清正の清を貰ったと
バスガイドさんの説明があった。
　東海道を模したという公園の桜はもう葉桜に近い状態
だった。日差しは強く汗ばみながら散歩した。
　移動中の車内でガイドさんが面白い話をした。「私がこ
こが県境ですと言うと立ち上がって写真を撮ったり拍手を
したりするのは、北海道と沖縄のお客さんだけです。最初
は私も驚きましたが、両方とも県境の無い所に住んでいる
ことに気がつきました。」というガイドさんの貴重な体験
上の話だと思い感心した。
　昼食は熊本郷土料理の五郎八という店で馬刺しが出たが、
これは本当に旨かった。球磨焼酎（クマ）を呑んで馬刺し
（ウマ）を食うと言うそうだが、本当に馬刺しは焼酎にも
ぴったり合う事がよく分かった。
　昼食のあと熊本城へ行ったが、焼酎が程よく回ってきた
ので、天守閣には上がらず土産物店をぶらぶらしていると
「馬刺し」を売っていたので買った。帰宅して食べたが五
郎八の馬刺しの方が旨かったように思う。
　兎に角「うまかもん」をいろいろ頂いて、美味しく楽し
い旅行でした。
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　歳とハンディとメンバーに恵まれて、ポカポカ陽気の大
宰府で優勝させて頂きました。歳取ってたことが嬉しかっ
たのってこれまでの人生では初めての経験です。
　４年振りの組合旅行の案内を見て、昨年、母を終身会員
に押し遣ってメンバーになったばかりの京都ゴルフの系列
コースである大宰府ゴルフでのプレーだったので直ぐに参
加申込をしました。
　当日は同じ右京支所の船越先生と中京の加藤先生、南先
生との組合せでいつものように楽しくラウンドさせて頂き、
いつものようにダボばっかの中に２つずつのパーとボギー
が隠しホールに、４つのトリプルやら８や９打ったホール
がハンディホールで、いつもながらの106というスコアな
がら33.6というハンディを頂き、同ネットだった宮津の林
先生のほうがお若かったので上位にして頂きました。副賞
に原稿用紙も付いてきました…。
　２日間お天気も良く満開の八重桜も見物でき、お世話頂
いた先生方に感謝、ありがとうございました。

歳とハンディと…
� 右京支所　石原　牧
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　とっておきのお店 ─飲食店に限定せず、お店ならなんでもOK─

名物屋台ジュエリー
ショップ

スポーツ、
レジャーの店

かわいいお花屋さん ペットショップ 雑貨ショップ おもしろい体験工房

大好評の「とっておきのお店」がリニューアルしました！

NEW

　「朝によし　昼はなほよし　晩もよ
し　飯前飯後　其間もよし」　小原庄
助さんのように、そこまでは飲もうと
思わないが、最近健康のため夕食に日
本酒を少し飲んでいる。家内から食事
が早いと言われショットグラスに一杯
だけ食べながら頂いている。おかげで、
食事時間が15分程延びた。もともと飲
めない体質のようで、この程度の量で
白玉が五臓六腑に染みとおり、気が全
身を駆けめぐるのが分かる。家内はま
るで薬のような飲み方だと笑っている。
　私の飲んでいるお酒はハクレイ酒造
の「香田（こうでん）」です。

　東大路通から高台寺鳥居を東に進ん
で100mほど行った所に日本画壇の巨
匠・竹内栖鳳の元私邸「東山艸堂（ひ
がしやまそうどう）」があり、その別
館内にこのバーがあります。
　昼間は近くにある高台寺、八坂の塔
や清水寺に行き来する観光客で賑わう
お店の周辺も、夜になるとその姿を変
え、喧騒や車の音とは無縁のひっそり
とした情緒あふれる京都の佇まいとな
ります。まさに大人の隠れ家的なバー
と言えるでしょう。
　高級な料亭か旅館を思わせる門構え
から中に入ると、店内の照明は、わず

かのスポットライトとテーブルに置か
れたランプの明かりのみという暗めの
設定がされています。カウンターはも
ちろんのこと、グループのどのような
人数にも対応できるように、様々な広
さのソファー、テーブル、カップルシー
トなどが、多彩に配置されており、他
のグループの視線をほとんど気にする
ことなく、ゆっくりとくつろぐことが
できるように工夫されており、店内の
レトロな家具とも相まって、高級感を
伴う落ち着いた雰囲気が醸し出されて
います。
　ウィスキーや各種ワインの他に豊富
なカクテルやソフトドリンクのメ
ニューをリーズナブルなショット料金
のみで済ませることができます。さら
に各種のシガー（葉巻）などのアイテ
ムも用意されていますので、男性は是
非ダンディかつ優雅に決めてみてくだ
さい。

　ハクレイ酒造は江戸時代の天保３年
（1832年）の創業で、山椒太夫・奈具
海岸等、名の知れた宮津市由良にあり
ます。「香田」は由良ヶ岳の白き嶺よ
り湧き出る「不動山水」と丹後産「山
田錦」を使用し、須川杜氏が心をこめ
て丁寧に醸したお酒です。酒が余り飲
めない私でも、口に含んだ瞬間、その
品の良さが伝わってきます。
　現在の蔵主は11代目中西哲也社長で
す。社長は土地の「米・水・人」を大
切に、本物の日本酒を日々探求されて
います。全国新酒鑑評会で金賞を受賞
されました。近年「半酒×半スイーツ
道」を旨に、洋生菓子の店「白嶺舎」
をオープンされました。私は「香田」
を片手に「白嶺ロール」を口にすると
いう恐ろしいことを考えています。
　丹後にお越しの折は、ぜひハクレイ
酒造にお立ち寄り下さい。「天の蔵（あ
まのくら）」の見学・試飲もできます。

Bar Main 
HIGASHIYAMA
京都市東山区下河原町通八坂ノ塔前上
ル南町409

ＴＥＬ　075︲541︲3331
営業時間　 20：00～24：00（LO. 23：20）

東
大
路
通
り

下
河
原
通
り

ね
ね
の
道

二年坂

高台寺

八坂の塔

三年坂

Bar Main
HIGASHIYAMA
Bar Main
HIGASHIYAMA

日本海

KTR丹後由良駅 至舞鶴

至宮津 R178GS

由
良
川

造り酒屋
ハクレイ酒造

京都・丹後の 
ハクレイ酒造株式会社
京都府宮津市由良949

ＴＥＬ　0772︲26︲0001
営業時間　 9：00～17：00

定休日　水曜日・元旦
URL　http://www.hakurei.co.jp

Bar Main 
HIGASHIYAMA

（THE GARDEN ORIENTAL 
 KYOTO別館）

東山支所　伊島　睦

宮津支所　糸井正樹

造り酒屋
ハクレイ酒造
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〜御池麩屋町　京税協でほっこり〜

た いむ御麩
お

ふ
思い出の旅行記、趣味体験記、好きな人物（歴史、

スポーツetc）、などなど自由に寄せてください！

　私の趣味は魚釣りです。
　いきさつは、41歳の時に地元への転勤となり、休日の過
ごし方を考えた時です。
　田舎のことですので、娯楽はパチンコ、ゴルフなど限ら
れていました。
　パチンコは勝負は早いが資金に不安が、ゴルフは健康的
には良いと言われていますがギックリ腰の不安があり果た
して！
　幸いにも、目の前には美しい丹後の海があります。海に
は魚がいます。
　釣りたての魚は、都会で食べるのと比べ美味しい。
　早速釣り道具一式を揃え、磯釣りに没頭していきました。
　磯釣りでは、グレ・メバルなど小物が中心で、満足感も
薄れてきました。
　ある時は、ゴムボートで沖の防波堤に渡り、風のため帰
れなくなり漁師さんに助けられた事もありました。
　海の怖さも少しずつ身についてきました。
　欲望は限りないもので、船釣りをすればより大物が？
職場には釣り好きの人も多く、遊船で５〜６時間、釣りの
醍醐味を満喫する満足感を得ました。
　船酔いの不安がないと、より欲望が増し、自分の船を持

ち好きな時に好きな時間…。海技免許の取得を…。
　通勤時間で、問題集を徹底的に習得し学科試験は１発合
格、実技は１日講習を受け念願の４級（現在２級）を取得。
　船釣りに移行し14年となり、今は退職後四季折々の釣り
を楽しんでいます。
　春は、カレイ・大メバル・ガシラなど、夏は、鯛・底物
のガシラ・アコウなど、秋は、イカ・ハマチ・大ウマヅラ
ハギなど、その他年中色々な魚が釣れます。
　魚との駆け引きは最高です。
　時には、イルカに遭遇したり次から次へと流れ行く越前
クラゲに驚いたり、海に沈む真赤な太陽に感動したりと、
心身ともにリフレッシュしています。同時に料理の腕も上
達しています。
　晩酌のお供に、造り・焼き物・煮物とバラエティーに富
んでいます。
　今後も、海難事故には十分気を付け、趣味を通じて、新
鮮な魚と健康を受ける喜びを大切にしたいと思います。

私の趣味は一石二鳥！� 峰山支所　田 淵 年 典
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シリーズ

京都バス32番に乗って
発売当日限

り有効

乗車券

12.5.25

路線バスのたび

いるせいか少し空
気が冷たくなって
きたのを感じる。
数は少ないが、ま
だ満開の桜が目を
ひく。
　制服を着た京都

バスの職員らしき人が、道端に立ちバスを停車させる。こ
れから先に車が離合できない道があるための誘導のようだ。
　鞍馬辺りを過ぎると、ここからは一本道。いつの間にか
聞き覚えのあるオルゴールのメロディーが車外に流れてい
る。確かイングランド民謡の「グリーン・スリーヴス」だっ
たっけ。「鞍馬温泉」から終点の「広河原」までは自由乗
降区間なので、バスが近づいたことを早めに乗客に知らせ
るためらしい。ちなみに反対方向はスコットランド民謡の
「アニー・ローリー」が流れ、どちら行きかが判るとのこと。
京都らしい曲にしなかったのは、運転手の眠気を誘わない
ようにとの配慮かなと勝手に決め付ける。
　ほとんど乗り降
りする人は無く颯
爽と走り続け、杉
林に囲まれた険し
い花背峠へ。治
まっていた花粉症
を思い出し、慌て
て鞄の中のマスク
を探す。道は狭くカーブが果てしなく連続し、身体が左右
に大きく揺れる。
　バス停から離れた民家の前で老人が一人立っている。当
たり前のようにバスが停車し老人が乗り込む。またバス停
でもない所で降車の合図もないのに自然にバスが止まり、
老人は運転手に軽く会釈して降車する。きっと毎日のお決
まり事なのだろう。
　ところどころカメラに収めたい風景が目の前に現れ、降
車したい誘惑に駆られるが二の足を踏む。なぜなら次のバ
スは４時間待たないと来ない。そう！この路線は１日に４
本のみなのだ。ここは我慢して窓からの撮影にとどめてお
くことにしよう。
　出町柳から１時間15分、「花背山の家前」で仲の良さそ
うな家族連れや老夫婦とおぼしき二人が、元気良く降車口
のステップを降りる。ここは京都市野外活動施設「花背山
の家」があるため、土日祝日や春夏休みはバスは超満員だ
とか。

　午前10時、出町柳から広河原行きの京都バス32番。定員
30人乗りくらいの一回り小さなボディーが、まばらな乗客
と道幅の狭い路線を予感させる。

　早くから並んでいた年配の方が数人。毎日座る場所が決
まっているのか、当然のように定位置に座る。リュックを
背負った家族連れのほか、学生や観光客らしき人も数人。
若いカップルは少し離れて二人だけの空間を作る。スーツ
にネクタイの少し異色な私は、左右どちらの方が景色がい

いかななどと考え、
とりあえず朝日が
眩しくなく、かつ
高野川の見える左
側に腰を下ろすこ
とにする。
　バスは高野橋を
渡って北大路を西

へ。学生仲間が車窓から街並を覗き込む。きっと地方から
来た１回生で、京都を知りたいんだなと１人で納得する。
　そして堀川通りを上がって御園橋を渡り賀茂川を左に見
る。花吹雪の舞が綺麗だ。
　「京都産業大学前」で学生らが降りる。車内の平均年齢
がグッと上がったと感じる。早い。出発してからまだ30分
も経っていない。写真撮影のため、ここで空席になった一
番前にポジションを移動する。
　市原を通り貴船付近まで来ると、少しずつ坂を上がって

出町柳駅前

↓
広河原方

面

（大
だい
悲
ひ
山
ざん
口
ぐち
にて途中下

車）
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▼ 広報委員　板 倉 義 守

　約20分後、終点から八
つ手前のバス停「大悲山
口」へ。ようやく目的の
停留所に到着する。私を
含め４人の乗客が降車し
運転手だけが走り去る。
予想通り、バスを後にし
てからも、「グリーン・
スリーヴス」のメロディーが頭のなかを廻り続ける。そう
いえば、ディズニーランドの「イッツ・ア・スモール・ワー
ルド」から出てきた時もそうだったなと可笑しくなる。

…今回、何故この路線を選んだのか。
　きっかけは、今回の「京税協」で小林広報委員が文学散
歩に選んだ「ノルウェイの森」（村上春樹著）にある。
　「ノルウェイの森」と聞き、ビートルズ世代の私は、物
語の主人公ワタナベトオルの高校時代の同級生・直子が入
所していた施設「阿美寮」のあった場所に行ってみたくなっ
た。でも、実際には「阿美寮」は存在しないので、そのモ
デルといわれている摘み草料理の宿「美山荘」に狙いを定
めることにした…

　ここから宿までかなり遠いらしいが、少し歩くとそれら
しき家を発見。が、やはり違った。この辺りには料理旅館
がいくつかあるようだ。歩き続けること半時間。すれ違う
人はまばら。かすかな川のせせらぎと鳥のさえずりのほか
は自分の足音しか聞こえない。

　正午過ぎ、ようやく宿に辿り着く。そこには想像してい
た通りの京の宿があった。ここで直子は大好きな「ノルウェ
イの森」を聴いていたのか。今度は、ジョージ・ハリスン
が奏でるシタール（インドの民族楽器）による前奏が始ま
り、あの旋律が頭のなかに流れ出す。
　玄関でたたずむ私に気付いたのか、中から上品な女性が
声をかけてくる。予約していない旨を告げ、お土産に「花
山椒ちりめん」と「椎茸昆布」を包んで貰う。
　事前に確認をしたところ、ここの昼食は予約制で税サ別
１万５千円からとのこと。私の「昼食」の範囲を大幅に超
えていることもあるので、寺谷川の上流に行き用意してき
たシートを広げ持参のお昼を摂る。コンビニのおにぎりと
お茶が妙に美味しい。「熊出没注意」の立て札が多少気に
なるが、まあ大丈夫だろう。
　そういえば携帯への連絡がない。ここは圏外なのだ。時
間が、ゆっくりゆっくりと動いている。
　ここから四つ先に「杜

かきつばた

若」という停留所がある。ちょう
どその前に杜若さんの家があり、その周りを杜若の畑が広
がっているとか。足を延ばして行ってみたいが、帰りのこ
とを考えて止めておくことにする。

　帰りのバスが来るまで、
まだ２時間ちょっと。それ
までもう少し、この京都市
の最果ての地で、のんびり
と贅沢な時間を過ごすこと
にしよう。
　大きく伸びをして寝転ぶ
と、春霞のかかる薄青い
キャンバスに、３本の飛行
機雲が遠くまで続いていた。

「ノルウェイの森」ビートルズのファンならすぐにメロディー
を口ずさんでしまう「ラバーソウル」のA面の２番目に出て
くる名曲のタイトルでもある。
（曲名は「ノ

・
ル
・
ウ
・
ェ
・
ー
・
の森」と和訳されている）
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　２度目の優勝となりました。
ありがとうございました。しか
も今回は、個人・団体のW優勝

で二重の喜びです。
　当日は、あいにくの雨模様でしたが、中京支所の河原
林温朗先生、東山支所の伊島睦先生そして大同生命京都

　この度、京税協・大同チャリ
ティコンペで思いもかけず優勝
しました。

　グロスが３桁という恥ずかしい快挙ではありました。
ダブルペリアのマジックで、事前に隠しホールを知って
いたかの如く、大たたきホールは拾われていました。
　御一緒下さった宇治支所の太田和男先生、衛藤弘正先

税理士共済支社長の浅海道一様と同伴させて頂き、和気
あいあいと楽しくプレーできたのが良かったと思います。
　河原林先生の戦略性、伊島先生の小技、浅海支社長の
圧倒的な飛距離に驚きながら、何一つパッとしなかった
私ですが、唯一ハンディキャップには恵まれたようです。
　当日は、地区連絡委員会の皆様や京税協事務局の皆様
そして大同生命のスタッフの皆様にお世話頂き、心より
お礼申し上げます。

生それに上京支所の栗田啓二先生には、大して変わらな
い成績のなか、何とお詫びを申し上げていいのかわかり
ません。
　次回に向けて、せめて２桁で回れるように練習し、恥
ずかしくないプレーをしたいと思っています。
　当日は、スタート前から小雨が降り天候には恵まれま
せんでしたが、名残の桜と木蓮がひっそりと優勝を祝っ
てくれました。
　最後に、早朝よりお世話下さった大同生命並びに京税
協事務局の関係者の皆様に心よりお礼申し上げます。あ
りがとうございました。

●団体戦

優勝 中京支所

２位 下京支所

３位 東山支所

●各組の入賞者
伊 吹 コ ー ス 鈴 鹿 コ ー ス 比 良 コ ー ス

優勝 安井　伸夫（中京） 中村　光春（中京） 北野　政夫（下京）

２位 中川　秀夫（伏見） 酒井　陽一（下京） 吉田　史樹（園部）

３位 安藤　竜三（東山） 富田　岩明（右京） 南　　博光（中京）

BG 西野　雅博（東山） 村中　平治（左京） 関本　孝一（園部）

中京支所　安井　伸夫

中京支所　中村　光春

伊吹コース

鈴鹿コース

優勝

優勝

平成24年４月20日（金）� 於：蒲生ゴルフ俱楽部

京税協厚生会京税協 京都府支部連 大同生命

団体戦優勝の中京支所

第48回
京税協・大同
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　京税協・大同生命チャリ
ティゴルフコンペにて優勝さ
せて頂きました。今年２回目

のゴルフ、久しぶりの優勝「感謝」です。ダブルペリ
アありがとうです。ちなみに「伊吹コース」の最終ホー
ルのロングでは、９打で優勝とは無縁と思っていまし
たので名前を呼ばれたときは喜びよりも驚きの方が先
でした。
　一緒にラウンドした飛ばし屋の南博光先生、丹羽冶
次先生の飛距離を無視してマイペースでラウンドした
のが良かったのかもしれません。また、気心のわかっ
た両先生とでしたので楽しくゴルフが出来ましたが、
一緒にラウンドする予定であった中村裕人先生が欠席
されたのが残念でした。
　小雨（予報は、大雨）の蒲生ゴルフ倶楽部も最高で
した。ちなみに蒲生の神様がメンバーの私に味方した
のかもしれません。
　皆さま、これからもよろしくお願いいたします。
　本日お世話になった関係者の皆さま心よりお礼申し
上げます。ありがとうございました。

下京支所　北野　政夫

比良コース 優勝

チーム広報も
楽しくラウンド
しました！
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京都支店
〒600-8421 京都市下京区烏丸西入童侍者町 159-1

http://www.shokochukin.co.jp/075 (361) 1120

　２月１日（水）に平澤政治理事長以
下５名の担当役員の立会いのもと、中
間監査が実施されました。
　南利憲監事以下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。

平成24年２月１日 ㈬

中間監査実施

事業各部門報告がなされました。（こ
の行事は、京都税理士協同組合厚生会
との共催です。）

平成24年２月15日 ㈬

相談役会
　２月15日（水）にウェスティン都ホ
テル京都において相談役会が開催され
ました。担当副理事長より総務・保険・

大同生命との
連絡協議会

　４月11日（水）に京都税理士会館に
て開催されました。
　出席者の自己紹介、今年度の業務推
進・業績推移の報告がなされた後、新
年度施策が発表されました。
　協議会終了後、京都ホテルオークラ
に場を移し懇親会が開催されました。
（この行事は、京都税理士協同組合厚
生会との共催です。）

平成24年４月11日 ㈬

総　会　　　　　14：00〜15：30� 記 念 式 典　15：45〜16：45
記念コンサート　17：00〜17：30� 記念祝賀会　18：00〜20：00

開催日：平成24年８月３日（金）　場　所：京都ホテルオークラ

第40回 通常総会  創立40周年記念式典京都税理士
協 同 組 合
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第６回理事会
　平成23年度第６回理事会を３月23日（金）午後３時30分より
開催。当日の出席状況は次の通り。
　理事43名　監事３名　相談役２名

【決議事項】
　次の第１号〜２号各議案が承認可決された。

第１号議案　組合加入承認の件
　個人10名、法人２社、賛助会員10名が加入承認。承認の結果、
個人組合員は1,259名、法人組合員は71社、出資金額１億743万円、
賛助会員253名、加入率は83.3％となった。�（申込順・敬称略）
（個人組合員）
○小田圭介（伏見）　○糸井正樹（宮津）　○大本宏樹（右京）
○大本麻佑子（右京）　○中村　茂（中京）　○丸山拓哉（舞鶴）
○小沢一郎（下京）　○北岡春二（右京）　○藤原靖典（上京）
○酒屋就一（宇治）
（法人組合員）
○税理士法人ANd
○税理士法人明正マネジメント
（賛助会員）
○岩城基成（下京）　○市川仁三（伏見）　○市川　晃（伏見）
○丸山佳正（舞鶴）　○村中平治（左京）　○芦田宏美（福知山）
○中山竜也（上京）　○黒田　武（宇治）　○野村政史（宇治）
○山本雄司（中京）　　

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○糸井正樹（宮津・組合員へ移行）
○丸山拓哉（舞鶴・組合員へ移行）
○清水雅之輔（左京・死亡）
○平田彌三郎（園部・死亡）

【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
　③２月１日（水）中間監査実施報告
　④４月１日現在「組合員名簿」発行について
　⑤全税共文化財団助成団体決定
　⑥教育情報資料配付について
　⑦40周年記念事業特別事業について
広報委員会
　京税協ニュース発行状況について
地区連絡委員会
　４月８日（日）〜９日（月）組合旅行

　４月20日（金）�第48回京税協・大同チャリティーゴルフコンペ�
（厚生会共催）

各申込状況報告
（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
　①保有契約還元金の算出について
　②４月11日（水）大同連絡協議会開催について（厚生会共催）
　③５月11日（金）�共済支社との意見交換会開催について

（厚生会共催）
　④５月18日（金）�優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー開催�

について（厚生会共催）
保険第二委員会（全税共ほか）
　①１月18日（水）�第26回全国統一キャンペーン
　　　　　　　　 �表彰式・祝賀パーティー並びに入賞者数�

 報告
　②代理店増強（Z1）・挙績推進（Z2）キャンペーン報告
　③小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーン中間報告
（事業部門）
事業委員会
　①提携企業との事業推進協議会の開催予定について
　②平成23年分「税務便覧」販売実績
出版委員会
　委員の一部交代について
研修委員会
　①各研修講座開催状況
　②第８回会館記念講演について
　③府・市民のための無料講座開催について
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組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

１・25 全国税理士共栄会理事会出席

１・26

正副理事長会

創立40周年記念事業特別委員会（記念事業の概要説
明）

法規委員会（京都税理士協同組合厚生会会則について）

１・28 近畿青年税理士連盟京都支部合格者祝賀会出席
於　ウェスティン都ホテル京都

２・１
総務委員会（組合員名簿の作成について）

中間監査

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：89名

40周年記念事業特別委員会イベント委員会

２・９ 保険第一委員会（大同生命新年度施策について）

２・15

正副理事長会
於　ウェスティン都ホテル京都

相談役会
於　ウェスティン都ホテル京都

２・27
全国税理士共栄会　平成24年全国業務推進委員・委
託組合責任者連絡協議会出席
於　帝国ホテル

３・２ 大同生命との打合せ会

３・21 研修委員会（第40・41期研修委員会の運営について）

３・22

法規小委員会（京都税理士協同組合厚生会会則につ
いて）

保険第一小委員会（大同生命優績営業社員表彰式の
開催について）

３・23
正副理事長会・常務理事会・理事会

40周年記念事業特別委員会イベント委員会

３・26 地区連絡委員会（一泊旅行について）

３・27 web研修打合せ会

３・28
研修・短期講座
「バランス・スコアカードの応用講座」
講師：中小企業診断士　伊藤一彦先生　参加：32名

３・29 事業委員会（事業推進協議会について）

４・２
研修・職員研修講座
「ワンランク上のプロの仕事術」
講師：社員教育コンサルタント　阿部紀子先生
参加：24名

４・４ 法規委員会（京都税理士協同組合厚生会会則について）

４・５
40周年記念事業特別委員会表彰委員会

40周年記念事業特別委員会総務委員会

４・８〜９ 親睦旅行・うまかもん巡り〜博多方面〜
参加：92名

４・11

研修・職員研修講座
「社会・労働保険の基礎知識」
講師：社会保険労務士　髙木和男先生　参加：56名

保険第一委員会（第41期新年度施策について）

大同生命との連絡協議会

４・12
40周年記念事業特別委員会広報委員会

40周年記念事業特別委員会式典委員会

平成24年

４・16
第８回会館記念講演
「間違いだらけの環境問題」
講師：中部大学総合工学研究所教授　武田邦彦先生
参加：160名　web研修参加：46名

４・18
研修・職員研修講座
「登記に関する基礎知識」
講師：司法書士　内藤　卓先生　参加：73名

４・19 保険第二委員会（全税共第26回全国統一キャンペー
ン優績営業職員表彰式等開催報告）

４・20 第48回京税協・大同チャリティーゴルフコンペ
於　蒲生ゴルフ倶楽部　　参加：80名

４・23
研修・短期講座
「金融機関の目線による経営改善計画」
講師：中小企業診断士　久保田博三先生
参加：131名

４・24 法規小委員会（京都税理士協同組合厚生会会則につ
いて）

４・25 事業委員会（各支部における事業部門PRについて）

５・１
研修・短期講座
「小規模宅地等の課税特例の実務」
講師：笹岡宏保先生　　参加：216名

５・２
広報委員会（第137号編集割付）

40周年記念事業特別委員会イベント小委員会

５・10
研修・短期講座
「知っておきたい更正の請求」
講師：光田周史先生　　参加：85名

５・11

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

大同生命税理士共済支社スタッフとの意見交換会
於　くらした

５・14
広報委員会（第137号ゲラ校正）

下京支部定期総会出席

５・15
研修・短期講座
「知っておきたい更正の請求」
於　サンプラザ万助（福知山市）
講師：光田周史先生　　参加：31名

５・16
研修・府民・市民のための無料講座
「やさしい相続税・贈与税の対策とこれからの税収
のゆくえ」　講師：神緒美樹先生　　参加：44名

５・17 広報委員会（第137号ゲラ再校正）

５・18

正副理事長会
於　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
於　ウェスティン都ホテル京都

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・22 宮津支部定期総会祝電

５・24
京都税理士協同組合厚生会役員会

研修委員会（第41期予算編成について）

５・25

研修・実務講座
「相続税申告の実務第３回」（全10回）
講師：藤本純也先生　　参加：48名

「京税協」第137号発行
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▼�提携企業について
下記の通り提携内容の変更等がございましたのでお知らせ
いたします。

〈医療法人財団康生会 武田病院画像診断センター〉
ガン検診の契約料金が値下げされました。

〈改定前〉 〈改定後〉
・PET-CTコース 105,000円（税込）→ 101,850円（税込）/人

・�エグゼクティブ�
コース

157,500円（税込）→ 154,350円（税込）/人

※�２回目以後は、『継続割引１名様3,150円』上記契約料金
より割引させていただきます。
※その他の割引との併用は出来ません。

〈ロイヤルオークホテル スパ&ガーデンズ〉
契約内容が変更されました。

変更前 変更後

利用優待券の提供
●宿泊
　・�基本室料の20％割引�
（日曜日〜金曜日）

　・�基本室料の10％割引�
（土曜日・休前日）

　・�宿泊プラン商品はプラン
価格の５％割引

●レストラン&バー
　・�料理、飲食代金の５％�
割引

●婚礼、宴会
　・�料理、飲食代金の５％�
割引

●ロイヤルオークスパ
　・�スパトリートメント�
５％割引

　・�会員制フィットネス施設
を1,500円にて優待利用

※�除外日設定有り。詳しくは、
お問合せください。

●宿泊優待
　・�スタンダードツインルーム�
１泊朝食付

　　�１室２名利用時１名様�
料金　¥7,000

　 （１室１名利用時�¥10,000、
　　１室３名利用時�¥6,500）
●レストラン優待
　・�料理、飲食代金の５％�
割引

●婚礼優待
　・�婚礼（挙式＋披露宴）に
関わる料金（税別）から
10万円割引

　　�正式申込までに申し出の
あった場合のみ

●スパ優待
　・スパ利用代金の５％割引
※除外日設定有り
※�斡旋業者を経由した場合、
また他の特典との併用は適
用外

詳しくはお問合せください。

〈三井住友トラスト・カード（株）〉
　�「住信カード（株）」が平成24年４月より社名変更されま
した。

〈三井住友トラスト不動産（株）〉
　�「すみしん不動産（株）」が平成24年４月より社名変更さ
れました。

事業委員会からのお知らせ

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
ても課税内容の修正をさせていただく場合があります。

〒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

〈公益財団法人 日本税務研究センター〉
　�「財団法人�日本税務研究センター」が平成24年２月より
社名変更されました。

※�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）
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　東京で学生生活を過ごす「僕」は、
偶然、高校時代の友人直子と再会する。
直子は、「僕」の亡くなった親友キズ
キの彼女である。
　１年後、直子の20歳の誕生日にふた
りは結ばれるが、その直後から連絡が
取れなくなる。
　やがて直子から「京都の療養所にい
ます。」と手紙が届く。直子はキズキ
を亡くしたことで、心の病に侵されて
いたのだ。
　「僕」には、そのとき同じ大学の緑
という彼女がいたが、新幹線「ひかり」
で直子のいる京都へ向かう。三条（京
阪）からバスで「阿美寮」という療養
所を目指す。

　以前雑誌に、「阿美寮」のモデル地
となった場所が左京区花背にあると書
かれていたことを思い出し、その道の
りを訪ねることにした。

…二十人ばかりの客を乗せてしま
うとバスはすぐに出発し、鴨川に
沿って京都市内を北へと向った。
…やがてバスは山の中に入った。

運転手は休む
暇もなく右に左
にとハンドルを
まわしつづけ、
僕は少し気分
が悪くなった。

とあるように、急カーブを繰り返して
花背峠を越える。

…停留所の標識がぽつんと立って
いて、小さな川が流れていて、登
山ルートの入り口があるだけだっ
た。

…緩やかな上り道を十五分ばかり
進むと、その入口には「阿美寮・
関係者以外の立ち入りはお断りし
ます」という看板が立っていた。

…僕らは草原を抜け、雑木林を抜
け、また草原を抜けた…

　「阿美寮」で「僕」たちは、直子と
同じ部屋のレイコさんが奏でる『ノル
ウェイの森』を聴いて楽しい時をとも
にした。
　「僕」は東京に戻るが、直子と緑の
両方を愛していることを自覚して悩む。
　「僕」は直子に手紙を書き続けるが、
直子の病は回復することなく、ついに
自ら命を絶つ。
　「僕」はレイコさんとふたりだけで
直子を偲んだあと、緑に電話をかける。
「世界中に君以外に求めるものは何も
ない」「僕は今どこにいるのだ？」と。

　花背峠は狭い急カーブが多く、所ど
ころで携帯電話も圏外を示していた。
不安になりながら車を走らせた。
　バスに揺られて「阿美寮」に向かう
「僕」の、直子に会いたい思いと不安
が錯綜した複雑な気持ちがよみがえっ
た。
　私は、23歳の時にこの本を初めて読
んだ。今読み返しても、あの頃に感じ
た夏野菜のような青臭さは、そのまま
だった。
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賀茂大橋から北山を望む

「大悲山口」バス停付近

「峰定寺」に隣接する野原

「美山荘」入口と「峰定寺」入口
「阿美寮」はこの辺りにあったと言われる

花背峠
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