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　京税協「総務部門　地区連絡委員会」主催の両丹支所組

合員との懇談会が宮津市内の「ホテル北野屋」で60名参

加し開催された。植田地区連絡委員長の司会の下、平澤理

事長の挨拶で始まった。平澤理事長から、本年の両丹懇談

会は例年とは趣向を変え大同生命との協議会に替えて認定

研修会を開催することや、厚生事業の拡充等組合運営の概

要についての説明がなされた。

　部門報告では、総務部門の総括報告は辰巳副理事長が京

税協第40期という周年事業期を相互扶助の精神を基本理

念として組合員等の協力により乗り切れた事を報告した。

また、財務報告は田中専務理事、地区連絡は植田地区連絡

委員長、情報化は太田専務理事が報告した。事業部門は小

坂副理事長、保険部門は大髙副理事長の報告があった。特

に保険部門の報告では、両丹懇談会では初めてとなる全国

税理士共栄会（全税共）の説明を糀田保険第二委員長が行

い、引き続き全税共参加生保14社を代表し、日本生命の

社員による挨拶がなされた。続いて組合員等に初めて紹介

される、「京税協厚生会」の存在理由及び財務諸表を太田

専務理事が報告し、懇談会は閉会となった。

　その後、会場を「ハーモニーホール」に移し、田中専務

理事の司会進行により、小坂副理事長の開宴の挨拶、川瀬

宮津支所長の乾杯の発声により両丹懇親会が開宴された。

５支所が一同となる機会は数少なく、この懇親会は旧
4

交を

温めまた新
4

交を深める場所として組合員等が心待ちにして

いる場なのだと感じとれた。和気あいあいとした宴は大髙

副理事長の閉宴の挨拶により再会を約しお開きとなった。

� （広報委員　間嶋利行）

平成24年９月10日㈪
研修会　13：00〜15：00
懇談会　15：30〜16：45
会　場　ホテル北野屋

両 丹 支 所

懇談会開催
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「両丹支所組合員との懇談会」
に参加して 峰山支所　井本　篤志

　９月10日、天橋立が眺望できる「ホテル北野屋」にて両
丹懇談会が盛大に開催され、無事に終了されたことを大変
喜ばしく感じております。この場所は、世界遺産登録には
至っていませんが、日本三景の一つとして通年多くの観光
客でにぎわう地域であります。
　本年は新たな試みとして、懇談会前に、京税協・支部連
共催による研修会が開催され、京都北部に事務所を構える
我々にとって、研修が思うように受けられない事情を考慮
して研修会を設けていただき感謝申し上げます。この研修

会の実施には、平澤理事長をはじめとする京税協の役員の
先生方のご尽力の賜物であり、支所の研修担当としては感
謝する次第であります。
　さて両丹懇談会では、京税協の総会直後ということもあ
り、総会の議事内容が各部門より紹介され、それに引き続
き創立40周年という節目の事業等について、詳細に説明を
いただきました。私も一組合員として、これらの京税協の
諸事業等に積極的に協力・参加していきたいと改めて感じ
た次第です。

　舞鶴支所からの参加者を乗せたバスが、夏の終わりの海
を右手に眺めながら、天橋立へと向かったのは９月10日の
午前のこと。開催地となっている支所以外の支所からは、
両丹地域での開催とはいえ、ちょっとした小旅行気分に
なってしまうのは、不便なことなのか、それとも楽しみな
ことなのか、それは好きな方を選んでくださいと、この地
を創られた神様は、空の上、微笑んでおられるのでしょう
ね、などと思いつつ、お昼前に会場に到着。支所の皆さん
とお昼から豪華な食事をいただき、小食な私ならもうこれ
で今日は終ってもいいくらい、なんだけどまだ物語は始
まってさえいない。
　その後の研修会・懇談会・懇親会、そのすべてを、伝え
たい気持ち溢れるけれど、限られた紙面、せめて懇親会だ
けでもと書き記すなら、京都府南部から来られた役員の皆
さんと懇親を深めるのも楽しいことですし、いつもなんだ
かすごくもてなしていただいている感じがありがたく、そ
れと共に思うのは、両丹地域の他支所の多くの組合員の皆
さんと懇親の場をもつことができるのは、京税協の両丹懇
談会くらいかなと思い、非常に良い機会を作っていただい

ているなと心より感謝しております。
　さて来年、バスはどの支所を目指し走るのか。それは楽
しみなことです。

両丹懇談会に参加して
宮津支所　山添　謙三

平成25年４月７日日〜８日月
募集人数	 ゴルフ…40名
	 （プレーフィは各自精算お願いします）
	 （朱鷺の台カントリークラブ 予定）
	 観光…110名
	 	（能登半島観光プラン	

または 金沢観光プラン 予定）
お申込みは、平成24年12月３日㈪から受付開始いたします。

予告

ゴルフプラン・選べる観光プラン
加賀屋に泊まる和倉温泉の旅
和倉温泉『加賀屋』雪月花

京税協創立40周年記念旅行!!

写真はイメージです。

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：京都ホテルオークラ
講演会：15：30より	　祝賀会：17：30より

開催日：平成25年１月25日㈮
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保険第一委員会
第17回大同保険
推進協議会

10月19日㈮～20日㈯
　平成24年10月19日㈮〜20日㈯岐
阜県・岐阜グランドホテルに於い
て第17回大同保険推進協議会が開
催された。
　名古屋・東海・北陸・京都の各
税協・税協連並びに大
同生命が一堂に会し、
税協・税協連からは実
績や施策紹介、大同生
命からは事業報告・コ
ンプライアンス説明、
事前に寄せられた質問
に対する回答がそれぞ

れなされた。
　協議会終了後の懇親会、そして
翌日に開催された岐阜観光におい
て懇親を深めた。

地区連絡委員会
第20回
両丹５支部親睦
ゴルフコンペ

10月18日㈭
　平成24年10月18日㈭グラン
ベール京都ゴルフ倶楽部にお
いて開催された。両丹５支部
と京税協よりの参加を含めて
33名が親睦を深めた。

個人 団体

優 勝 関本孝一
（園部支部） 園部支部

２ 位 川瀬　明
（宮津支部） 福知山支部

３ 位 植田　順
（京税協） 京税協

（敬称略）

保険第二委員会
京税協・日生共催
代理店ゴルフコンペ

９月18日㈫
　平成24年９月18日㈫に、第16回京税
協・日生共催代理店ゴルフコンペが、
ジャパンエースゴルフ倶楽部におい
て、日生の幹部の方を交えて28名が参
加し盛大に開催された。

優 勝 九鬼郁雄（右京支所）
２ 位 植田　順（伏見支所）
３ 位 村瀬壽男（宇治支所）

（敬称略）
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保険第二委員会
全国税理士共栄会

（全税共）参加生命
保険会社との個別
業務推進協議会

７月13日㈮・30日㈪
８月23日㈭・９月19日㈬
10月11日㈭

保険第一委員会
大同第三回定例研修会

11月７日㈬

　平成24年11月７日㈬京都税理士会館201会議
室において開催され、30名の参加があった。

テーマ　「リスクマネジメント事例研修」 
講　師　保険第一副委員長　村中研治先生

　全税共第27回全国統一キャンペ
ーンが平成24年９月〜11月に実施
されることに伴い、下記に記載し
た全税共参加生命保険会社との間
で、キャンペーン内容や業務推進
について個別業務推進協議会が開
催された。

　また、組合役員が生命保険会社
へ表敬訪問し、激励した。

個別業推協議会及び表敬訪問
７月13日㈮　 ジブラルタ生命との

個別業推協議会
７月30日㈪　 ジブラルタ生命表敬

訪問
８月23日㈭　 朝日生命との個別業

推協議会
９月19日㈬　 明治安田生命との個

別業推協議会
10月11日㈭　 第一生命との個別業

推協議会

事業委員会
提携企業
事業推進協議会

10月22日㈪
　平成24年10月22日㈪に事業推進
協議会が開催された。当組合の提
携企業67社のうち35社が参加し、
今後の事業推進に向けた活発な意
見が交わされた。
　協議会終了後は、京都ロイヤル
ホテル&スパに会場を移し、懇親
会を開催した。昨年同様の立食ス
タイルで、提携企業同士の交流も
深まり、意義ある宴席となった。
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　テニス人口は増えている？ここ数年コートが取りにくい
状態が続いています。
　わが「宝ヶ池テニス同好会」は、左京区の岡崎グラウン
ドや宝ヶ池の市営コートを使用して、月２回程度平日の午
後７時から９時まで、適度なおしゃべり、適度な休息、時
にはハードなテニス等々、和気あいあいと楽しくナイター
練習をしています（コートは６時から使用可能）。ただ、
平均年齢は高くなりつつあるので、新たなメンバーを入れ
て活性化をしたいと考えています。

宝ヶ池テニス同好会

　「京税協トレッキングクラブ」では、繁忙期を除いてほ
ぼ１ヶ月に一度のペースで京都近郊の三角点を目指して
登っています。三角点へのこだわりが、どうやらトレッキ
ングたる所以のような気がします。
　例会の案内文に企画者の主観によるランクがレベル１〜
５で表示されています。レベルによって参加者が増減する
ため、数名のこともあれば20名を超える団体で歩くことも
あります。
　晴男がいるようで、起床時には雨降りでも、何故か歩き
始める頃には晴れ間がのぞくなど、雨天中止になったこと
は過去２〜３回しかありません。
　毎年繁忙期明けの４月には足慣らしを兼ねた花見が恒例
でしたが、平成23年の芋掘りが好評だったため、平成24年
は葡萄狩りと秋の家族サービス企画も定着した感がありま
す（この日限定の参加者も...）。水尾の柚子風呂や私市の
酒蔵など、下山後に温泉や会食の楽しみが付くこともあり
ます。極々まれに日帰りでは行けない場所を目指すことも
あります。平成23年７月に燧

ひうち

ケ
が

岳
たけ

登山＋尾瀬ヶ原散策、平
成24年11月には第60回
を記念して大杉谷・大
台ケ原を歩きました。
　来年初夏には、個人
では行きにくい芦生の
原生林を訪ねる予定で
す。
　詳しくはホームペー
ジにアクセスしていただき、是非ご参加下さい。同伴者も
大歓迎です。	 （副会長　俣野玲子）

名）、にぎやかな会になってきました。
　本格的な自転車は初めてという会員がほとんどですが、
最近は輪行（自転車を専用袋に入れて電車に乗って移動す
ること）もスムーズにできるようになり、行動範囲も徐々
に広がってきました。
　夏には彦根まで自転車で走り、帰りは輪行で帰ってきま
したし、９月は同好会として初めての泊まりがけの遠征旅
行（伊勢志摩）を実施しました。
　近鉄電車と船を乗り継ぎ、和具という港町へ。そこで自
転車を組み立てて、御座岬から大王崎、そして磯部大王サ
イクリングロードと、海沿いの道からちょっとしたヒルク
ライムまで風光明媚な景色を楽しみつつ思う存分に走って
きました。
　もちろん走るだけが目的ではなく、走り終えた後は地の
魚や貝とお酒で、わいわい楽しく過ごすのがこの同好会の
流儀です。
　残念ながら２日目は雨にたたられたものの、なんとか目
的地の伊勢神宮まで行くことができました。
　今後の活動としては、11月に大阪天王寺までの例会を予
定しています。
　コースは、淀川沿いのサイク
リングロードをひた走り、大阪
の町を縦断し天王寺まで。目的
地の天王寺では串カツとビール
で打上げを行ない、天王寺駅か
ら「はるか」に乗車して京都ま
で帰ってくる、
こんな内容の例
会です。
　ぜひ多くの皆
さまのご参加を
お待ちしており
ます！

京税協トレッキングクラブ

　京都税理士協同組合の認定同好会に加えていただき１年
がたちました。
　おかげさまで、認知度が向上して会員数も増え（現在26

サイクリング同好会

連絡先
伏見支所　縄田浩昭
ＴＥＬ：075-612-6990くろんど池園地

連絡先
左京支所　二股　茂
ＴＥＬ：075-702-7002

ホームページ「京税協トレッキングクラブ」

京税協トレッキングクラブ 検索
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　テニスはフォアハンド、バックハンド等左右の腰の回転
運動があり、バランスの良い運動ができます。健康維持に
も役立ちますよ。
　テニススクールに行っている方で、「もう少しやりたい
な」とか、「テニスを始めたいな」とか頭の片隅にぼやー
と浮かんだ方、どうぞお気軽にご参加ください。
　毎年８月と12月〜３月は、休会とし、５月に年総会と懇
親会を開催しています。
　練習には、会員先生のご紹介があれば、ご家族や職員の
方、テニスに興味があ
る方はご参加いただけ
ます。どうぞ、お気軽
にご連絡をお願いしま
す。お待ちしておりま
す。

　今もボウリングブームは続いています。どこも、ボウリ
ング場は深夜まで満員ですし、深夜のテレビではボウリン
グの番組もあります。われわれ同好会のメンバーの中にも、
毎日ボウリング場に通っている人がいます。
　さて、そんな私たちのボウリング同好会は、定期的に河
原町ラウンドワンに集まって、ゲームを楽しんでいます。
　過去９ゲームの平均に基づいてハンディキャップを設け
ているので、誰にでも優勝のチャンスはあります。さらに、
優勝から遠ざかるほどボーナスハンディを加算しているの
で、全員公平に、年に一度は優勝できます。
　ゲームの後のお楽しみは懇親会です。みんなが盛り上
がったところで、成績発表をします。お酒が入っていても、
スコアを見ると一喜一憂、ここからしばらくは、ボウリン
グについて熱く語り合います。
　ボウリングの好きな人が集まっている同好会です。200
点を越える人もいれば、100点に届かない人もいます。マ
イボウル・マイシューズの本格的にやっている方から、遊
びでやっている方まで、
一緒に楽しめる方なら
大歓迎です。お気軽に、
ご参加ください。

ボウリング同好会

連絡先
右京支所　三宅　司
ＴＥＬ：075-383-0187

連絡先
伏見支所　小山　敏
ＴＥＬ：075-611-0165
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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！

　トリノオリンピック前年の2005年、熱心なフィギュアス
ケートファンの友人にNHK杯に連れていってもらう機会
がありました。これまでは何気なくテレビで見る程度だっ
たフィギュアスケートをこの時初めて会場で観たのですが、
氷の音、試合ならではの緊張感、点数や結果からだけでは
伝わってこない演技の素晴らしさなど、目の前で繰り広げ
られる世界を目の当たりにし、一気にフィギュアスケート
の魅力に取りつかれました。
　そして今では、フィギュアスケート観戦が趣味となりま
した。世界選手権から地方大会、アイスショーも含め日本
全国隈なく会場に観戦に行きます。一番遠くでは北京まで
アイスショーを観に行ったこともあります。数えたことは
ありませんが、少なくても年10回は観戦に行っていると思
います。
　フィギュアスケートのシーズンは７月に始まり、翌年の
６月末に終わります。本格的に大会が始まるのは初秋で、
春の訪れとともにオフシーズンとなります。夏には多くの
アイスショーが開催され、新シーズンのプログラムがいち
早く披露されたり、有名な外国人スケーターが来日したり
とこれはまた試合とは違った楽しみがあります。またジュ
ニアやノービス（ジュニアのさらに年少の段階）の大会に
観戦に行き、ダイヤの原石を見つけ、その成長を見守って
いくことも醍醐味の一つです。
　トリノオリンピックでの荒川静香さんの金メダル獲得や、
浅田真央選手をはじめとする日本人選手の活躍で、日本に
もフィギュアスケートブームが起こりました。フィギュア
スケートと言うと女子シングルの話が取り上げられますが、
私の贔屓は男子シングルとアイスダンスです。今般の日本
の男子選手は、世界選手権やオリンピックにおける各国の
最大出場可能選手数である３人の枠では足りないくらいの
豪華布陣です。競技である以上、順位は大切ですが、それ
以上に日々の練習成果を存分に発揮し、各選手が納得でき
る演技ができることを祈りながら、今シーズンも楽しんで
観戦したいと思います。
　いつかフィギュアスケート競技をオリンピック会場で観
戦するのが私の夢なのですが、冬季オリンピックが開催さ
れるのは、確定申告真っただ中の２月。税理士を続けてい
る限りは、この夢の実現はまだまだ難しそうです。

フィギュアスケートの魅力� 中京支所　今津 菜穂美
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　最近、囲碁を始めました。仕事場の近くに朝や夜に碁会
所のようになるカフェがあり、月曜日は朝７時から囲碁を
習って出勤しています。習い始めるまでは囲碁とオセロの
区別もよく分からず、碁石を置く場所もわからず、ものす
ごく難しいボードゲームだと思っていました。しかし実際
に打ち始めてみて、いたってシンプルなゲームであること
に驚きました。囲碁のルールだけなら、10分もあれば理解
できるのではないでしょうか。
　囲碁の歴史は古く、中国で占星術から変化して今の形に
なったのではないかと言われています。その後７世紀ごろ
に日本に伝わり、貴族の間で楽しまれていました。戦国時
代には武将たちは囲碁をたしなみ、囲碁から戦術のヒント
を得ていたらしいです。永い時を経て、現代でも盛んに行
われているのはすごいことですね。
　囲碁で難しいと思ったのが、先を考えないといけないと
ころです。自分の陣地を増やすことが目的なのに、相手の
石を取ることを重要視してしまい、最終的には自分の陣地
が減ってしまったり、守らないといけない局面なのに、気
付かずに沢山石を取られたり。目先のことにはしり、結局
負けてしまうところって、人生の縮図のようだなと感じま
す。
　魅力は、碁盤を俯瞰しながら対局していると、碁石が色々
なことを教えてくれるように感じるところです。この世に
起こる出来事は、簡単には動かせないものですが、碁石は
私の手で守ったり、攻めたり、思い通りに動かしていくこ
とができます。大敗すると落ち込みますが、「もう一局お
願いします！！」と失敗を挽回する機会が何回も残されてい
るのが囲碁の良いところです。

　よく参加させてもらっているのは、綾小路柳馬場にある
カフェ「月の花」です。月曜日は７時から10時まで、水曜
日土曜日は、19時30分から、日曜日は18時から囲碁好きの
方たちが集まります。参加費は、月曜日はドリンク代300
円からと大変リーズナブルで、気軽に参加できます。また、
モーニングセットなどもあり、おなかを満たしながら囲碁
を楽しむことができます。不定期でその他の場所でも囲碁
イベントが開催されているようです。
　囲碁を始めてから、仕事が終わってからの楽しみが増え
ました。また、生涯続けることができる趣味だと思うので、
ゆくゆくは囲碁の上手なかっこいいおばあちゃんになりた
いなと思っています。

白黒つくまで頑張ります� 下京支所　瀬 口 絵 美

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
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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

12.11.25
路線バスのたび

通ってきているそうです。話しているうちにバスは約30分
で終点篠山営業所に到着。しかし篠山市中心地へはまだ乗
り換えが必要でした。再度女性と一緒に神姫バスに乗り「次
で降りたら篠山城跡に近いよ」と教えてもらったバス停で
下車。女性との出会いに感謝し、バスの外から手を振り笑
顔で別れました。
　やっと着い
た！すでに時
刻は午後２時
20分。早足で
歩き出すと味
まつり会場周
辺は大変な人
出です。黒大
豆枝豆や丹波栗、丹波松茸などが至る所で売られていて大
賑わいでした。買い物は最後のお楽しみとして、まずは篠
山城跡へ。少し小高い丘に大きな石垣が見えてきました。

思っていたより大きい！篠山城は慶長14年（1609年）、徳
川家康が大阪城の包囲と豊臣家ゆかりの諸大名を抑える拠
点とするために、わずか１年の突貫工事で完成させたそう
です。平成18年には「日本100名城」にも選ばれています。
平成12年に復元された大書院を見学しましたが、ちょうど
二条城の二の丸御殿のような感じでした。
　見晴らしのいい天守台から市内を眺望したあとは、城跡

の西側、河原町
妻入商家群へ向
かいました。篠
山城を中心とし
た城下町のうち、
東西約1,500m、
南北約600mの
範囲は国選定重

　食欲の秋！ということで、今回は秋の味覚を求めて「丹
波篠山味まつり」開催中の篠山市まで行ってきました。

　まずはJR園部駅から
午前11時30分発の京阪京
都交通バス園篠線に乗車
します。約20人乗りのマ
イクロバスに、乗客はカ
メラを持った青年と私の
２人だけ。住宅街を通り
過ぎ、のどかな田園風景
が続いたあと、終盤は山

景色に。途中で乗り降りもなくノンストップで終点福
ふく

住
すみ

ま
で約40分で到着しました。どんどん高くなる電光掲示板の
バス料金、「810円か、高いなぁ」と思っていたら運転手さ
んが「これ使えますよ」と亀たんパス（土日祝１日乗車券）
を渡してくれて500円で済みました。ラッキー！
　福住から今度は神姫グ
リーンバスに乗り換えて
篠山に向かいます。しか
しバスが来るのは１時間
後。バス停の周りは小さ
な集落なのですが、お店
もなく先程の青年もどこ
かへ行ってしまい人ひとりいません。仕方なく持参したお
にぎりを頬張り時間潰し。あまりに静かな空間にちょっと
寂しくなってきたところへ年配の女性が来られたので思わ
ず話しかけました。「篠山まで行かれるんですか？バスの
本数少ないし不便ですね」「昔はJRバスが走ってたんだけ
ど廃線になり、本数が減るとバスに乗る人も少なくなって、
園篠線はいつも２人くらいしか乗ってないよ。神姫バスも
中学校のスクールバスなんだけど便乗して乗せてもらって
るんですよ」とのこと。過疎化が進みローカルバスの運営
も大変なんですね。
　やっと来た神姫グリー
ンバスに乗り込み、バス
内ではお互いの身の上話
で盛り上がりました。聞
くところによると女性は
もともと地元の方で、福
住の老人ホームにいる96
歳のお母様に会うために月２回、現在住んでいる岡山から

JR園部駅

↓

丹波篠山
方面

京阪京都交通バス・神姫グリーンバスに乗って
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京阪京都交通バス・神姫グリーンバスに乗って
▼ 広報委員　馬塲 佳代子

要伝統的建造物群保存地区となっており、往時の面影を保
存の良い状態で残しています。最近は飲食店や雑貨店など
が入居し観光客を出迎えています。
　次に向かったのは城跡の西側、御徒士町武家屋敷群です。
茅葺きと土塀の武家屋
敷が続く御徒士町通り
は、まるで江戸時代に
タイムスリップしたか
のような趣のある佇ま
いでした。安間家史料
館では篠山藩の武士の
標準的な暮らしを再現しています。味まつりの買い物客も
ここまで足を伸ばさないのか人通りが少なく、落ち着いて
散策することができました。
　あっという間に午後４時になってしまい、慌てて「味ま
つり」の会場周辺に戻ります。黒大豆枝豆、焼き栗、そし
て椎茸（松茸は高価でちょっと手が出ないので椎茸で我慢
（笑））を家族へのお土産に購入し、午後４時40分の神姫バ
スに乗り帰路に着きました。
　丹波篠山、とても風情があっていいところでした。普段
は静かで落ち着いた城下町なんでしょうね。今回はバスの
時間の都合上駆け足で回ったので、次回は時間を気にせず
ゆっくり楽しみたいです。お土産に買った黒大豆枝豆や栗
はとっても美味でした！
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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

NEW

　近鉄小倉駅から歩いてすぐの京うど
んとそばの店「三よしや（みよしや）」
さんをご紹介します。
　そばもうどんも自家製の手打ちです。
私はうどん派なので、いつもうどんを
頼みますが、独特のもちもちした食感
でとてもおいしいです。また、毎日良
質の昆布と鰹節から、これも自家製の
出汁をとって、一切無添加でお客様に
提供することにこだわっているお店で
す。料金もとてもリーズナブル！小倉
の住民の胃袋を満たしてくれています。
　私は、たいてい鳥なんばうどんを頼
みます。あっさりとしたお出汁と、も

　私や私の友人がいつも利用している
フランス料理屋さんを紹介したいと思
います。
　東大路通り東山安井交差点より西へ
20メートルぐらい入った北側でブルー
ののれんが目印です。
　シェフは、京都や滋賀のホテルで修
業をされて大津にあるロイヤルオーク
ホテルができたときにシェフとして就
任したそうです。フランス料理という
と堅苦しいイメージがありますが、
シェフの人柄で楽しく食事ができます。
　素材のこだわりと多彩な料理を定番
のものからジビエまで幅広く、事前に

リクエストすれば注文にも快く答えて
くれます。この間も子供の誕生日に、
子供の好物の特製ハンバーグやオムラ
イス、パスタなども出していただきま
した。ワインもリーズナブルな物から
ちょっと高級なものまで豊富に揃って
います。いつも、食事に行くとゆった
りとしてしまい、ついつい時間を忘れ
て長居してしまいます。
　みなさんも、ぜひ一度仕事を忘れて
おいしい食事と穏やかな時間を過ごし
てください。

ちもちのおうどんが、とても
美味しい！メニューも豊富だ
し、注文方法も、おなかのす
き具合に応じてさまざまなバ
リエーションがあるので、お
昼や夕食時に限らず、小腹が
すいたときでも気軽に立ち寄
ることができます。
　ちなみに、出前もやっています。う
ちの事務所でもたまに頼みますが、あ
つあつのおうどんをすぐに持ってきて
くれるので、急なお客様のときもとて
も助かっています。
　写真は、この日いただいた鳥なんば
うどんのお昼の定食です。ボリューム
もあり、大変おいしくいただきました。
　ご家族で経営をされており、接客も
とてもあたたかく受け入れてもらえま
す。皆様、小倉にお越しの際は、ぜひ
一度のぞいてみてください！

ブルジョン
京都市東山区祇園町南側570-50
TEL&FAX　075︲533︲0222
営業時間　�11：45～14：00

17：45～22：00�
（20：30迄の入店でお願い致します）

定休日　月曜日（祝日の場合は翌火曜日）

ブルジョン

東
大
路
通

東
大
路
通

八
坂
神
社

八
坂
神
社

大
和
大
路
通

大
和
大
路
通

花
見
小
路
通

花
見
小
路
通

川
端
通

川
端
通

鴨
川
鴨
川

河
原
町
通

河
原
町
通

烏
丸
通

烏
丸
通

五条通五条通

四条通四条通

JR京都駅

清水
五条駅
清水
五条駅

祇園
四条駅
祇園
四条駅

三よしや

県
道
69
号
線

県
道
69
号
線

県道249号線県道249号線

セブン
イレブン
セブン
イレブン

近
鉄
京
都
線

近
鉄
京
都
線

小
倉

京うどん・そばの店�三よしや
宇治市小倉町神楽田９の３巨椋プラザ内
ＴＥＬ　0774︲20︲0928
営業時間　�11：00～20：30

定休日　木曜日

フランス料理
祇園ブルジョン

伏見支所　小山富央

京うどん・そばの店
三よしや

宇治支所　安藤　裕
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　恒例の支部対抗ソフトボール大会が、９月８日㈯京都府
立山城総合運動公園「太陽が丘グラウンド」にて開催された。
　昨年は、雨天により中止となったため、本大会は２年ぶり
の開催となった。
　天気が心配されたが、早朝は薄日が差していた。昼前に小
雨も降ったが、午後からはよく晴れて暑い一日となった。
　一回戦は上京支部と。
　打線は好スタートを切ったものの、途中で審判との意見
の食い違いもあり、中盤は押され気味となった。しかし、投
手の粘りと抜群のチームワークで、11対10と見事接戦を制
することができた。
　準決勝は前回優勝の下京支部と。
　昼食をとってパワー全開。主審も交替し投手も本来のコ
ンディションを取り戻し、打撃も好調で14点を得て勝ち進
むことが出来た。
　決勝は伏見支部と。
　前々回の優勝支部であり、しかも過去には、二連覇や三連
覇という強豪との対戦となった。
　さすがは伏見支部。立ち上がりはなかなか得点ができな
かったが、４回裏、５点ビハインドからの攻撃で、満塁ラン
ニングホームランで４点を返し波に乗りはじめた。

　蒸し暑いのと、一回戦から選手交代
はほとんどない、３試合目ということ
で、選手の疲れはピークに達していた
が、15年ぶりの優勝を目指し、投球・
打線とも最高潮となった。
　そして、５回裏には４点を追加し大
逆転。そのまま逃げ切って、歓喜の勝
利をおさめた。	（広報委員　小林由香）

【１回戦】
先攻チーム 得　点 後攻チーム
上京支部 10－11 中京支部
下京支部 14－７ 左京支部
右京支部 ７－８ 宇治支部

東山・園部支部 ４－24 伏見支部
【準決勝】

先攻チーム 得　点 後攻チーム
下京支部 ５－14 中京支部
伏見支部 19－２ 宇治支部

【決　勝】
先攻チーム 得　点 後攻チーム
伏見支部 ５－８ 中京支部

組合員・賛助会員・
職員・関与先

￥10,00
0

￥10,000
￥10,000

￥10,000

さ
ら
に

※新築・建替に限ります。又、メーカーにより、
　オプション内容が異なりますのでご了承ください。

事前ご予約参加の方には、

プレゼント !!
※当日は商品が変更する場合がございます。

図書カード マックカード

又は特 

典 4枚（2,000円 相当）

自由
参加
自由
参加

京都税理士会館  2F  201（会議室）京都税理士会館  2F  201（会議室）10：00

16：30

「住宅なんでも相談会」開催

日
　
時

会
　
場

土土平成24.12.8平成24.12.8

ご都合の良い時間に
ご来場ください

※本オプションプレゼントは、2013年3月末日までに新築・建替工事ご契約のうえ、ご契約日から6ヶ月以内に着工頂いた京都税理士協同組合組合員・
賛助会員・職員・関与先の方を対象としています。又、各社によって内容が異なります。※各ハウスメーカーによる建売住宅及び分譲住宅は対象となり
ません。又、各社他のキャンペーンとの重複はできません。※住宅の割引制度につきましては、提携企業便覧をご確認ください。

提携企業
〈主　催〉 7

資産 活用 耐震相談 リフォーム土地探し住宅ローン新築・建替

社 大集合
京都市中京区麩屋町通御池上ル 上白山町258－2

参加申込は、075-222-2311
京都税理士協同組合事務局まで

エス・バイ・エル㈱
住 友 林 業 ㈱
大和ハウス工業㈱
三 井 ホ ー ム ㈱

京都パナホーム㈱
セキスイハイム近畿㈱
ミサワホーム近畿㈱

「住宅なんでも相談会」開催！！

住宅の
割引制度

を利用ください !!

「あなたの家は大丈夫！？」※旧耐震基準住宅の危険性や、地震に強い住宅などについてセミナー

協賛：京都税理士協同組合

相談会参加、もしくは資料請求頂き、
2013年 3/末までにご契約
いただきますと、

うれしい

万円相当の2020
オプション
プレゼント !!

伏
見

東
山
・
園
部

宇
治

右
京

左
京

下
京

中
京

上
京

10 11 14 7 7 8 4 24

2 1914 5

8 5

中
京

祝・優勝

中京
支部

歓喜の
支部対抗ソフトボール大会
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

９・26
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：33名

10・１ 研修委員会（第41期研修委員会の運営について）

10・３
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：33名

10・５
研修・短期講座「中小会社における自社株対策の進め方
とノウハウ」
講師：髭　正博先生　　参加：162名

10・５
研修・勉強会「平成23年度公開裁決事例の検討第２回」
（全５回）
講師：名城大学法学部准教授　伊川正樹先生
参加：33名

10・6〜8 事務局職員慰安旅行

10・９ 保険第一小委員会（表彰旅行行先の再選定について）

10・11 第一生命保険株式会社との個別業推協議会

10・12
研修・短期講座「減価償却にかかる税務〜23年度改正分
を含む」
講師：岸田光正先生　　参加：72名

10・12 日税協連第17回通常総会出席
於　第一ホテル東京

10・16 正副理事長会

10・17
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：33名

10・18 両丹５支部親睦ゴルフコンペ
於　グランベールゴルフ倶楽部　　参加：33名

10・18 研修・短期講座「複数税目にまたがる実務」
講師：上西左大信先生　　参加：179名

10・19,20 第17回大同保険推進協議会於　岐阜グランドホテル

10・22 事業委員会（事業推進協議会開催要領について）

10・22 事業推進協議会

10・24
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：33名

10・24 常務理事会・理事会

10・24 保険第一小委員会（表彰旅行行先の再選定について）

10・25 全国税理士共栄会第38回定期総会出席　於	ホテル日航熊本

10・26
研修・短期講座「建設業　経営事項審査の審査基準の改
正（平成23年改正）による問題点について」
講師：建設業情報管理センター　山下康人氏
参加：110名

第２回理事会
　平成24年度第２回理事会を10月24日㈬午後２時45分より開催。
当日の出席状況は次の通り。
　理事42名　監事５名　相談役２名
【決議事項】
　次の第１号～３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13名、法人３社、賛助会員18名の加入を承認。承認の結
果、個人組合員は1,237名、法人組合員77社、出資金額１億343
万円、賛助会員274名、加入率は82.3％となった。
� （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○山下信子（中京）　○河﨑安洋（舞鶴）　○奥村俊直（左京）
○髙橋　茂（東山）　○西井　正（宇治）　○天野貞祐（宇治）
○田淵完一（福知山）　○平井明彦（園部）　○堀部正純（宇治）
○中村　剛（中京）　○池田康郎（上京）　○田中嘉明（中京）
○佐々木政三郎（伏見）
（法人組合員）
○税理士法人森川会計事務所京都支社（伏見）
○税理士法人中澤事務所（上京）
○税理士法人Isis（中京）
（賛助会員）
○浅川紘平（下京）　○廣瀬國臣（左京）　○秋口達也（中京）
○松下和樹（中京）　○西山智久（左京）　○本夛　勝（右京）
○加茂敏充（上京）　○笹井雅広（下京）　○村尾泰典（上京）
○増田裕介（上京）　○森川兼造（伏見）　○片岡拓馬（下京）
○森垣省吾（左京）　○中沢康太（上京）　○水口尚也（左京）
○齊藤　栄（園部）　○横田　聡（中京）　○久乗一姫（中京）
第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○井口奈穂（上京・東淀川支部へ転出）
○藤原正巳（福知山・死亡）
第３号議案　�支部連行事（税を考える週間）協賛並びに共催行

事（新春講演会）依頼承認の件
【審議・報告事項】
［事業部門］
事業委員会

　①10月22日㈪　事業推進協議会開催報告
　②平成25年版「提携企業便覧」制作について
　③平成24年分税務便覧の申込状況
　④提携内容変更報告（ウェスティン都ホテル京都）
出版委員会
　平成24年分税務便覧の制作状況について
研修委員会
　①各講座の開催状況について
　②第９回会館記念講演について
　③受講料の一部引下げについて
【総務部門】
総務委員会
　①財務報告
　②組合行事日程
　③教育情報図書の選定について
　④全税共文化財団助成申込について
　⑤PET受診助成について
広報委員会
　「京税協」発行状況について
地区連絡委員会
　①９月10日㈪　両丹懇談会開催報告
　②11月20日㈫　全税共ゴルフコンペ申込状況
　③平成25年４月７日㈰～８日㈪旅行について
【保険部門】
保険第一委員会
　①定例研修会について（９月６日㈭・11月７日㈬）
　②10月19日㈮～20日㈯　大同保険推進協議会開催報告
　③秋キャンペーン個別訪問　担当役員同行報告
　④代理店表彰旅行の行先変更について
保険第二委員会
　①全税共業務推進協議会並びに個別業務推進協議会開催報告
　②第27回全国統一キャンペーン施策について
　③Z1・Z2キャンペーン施策について
　④小規模企業共済、倒産防止共済キャンペーン施策について

組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
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10・31
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：33名

11・２ 広報委員会（第139号編集割付）

11・７
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：33名

11・７ 大同生命第三回定例研修会

11・８ 第15回西日本税協連絡協議会懇親会出席
於　ホテルグランヴィア大阪

11・９
研修・短期講座「新しい税務調査手続きへの対応」
講師：永橋利志先生
参加：143名　　web研修参加：39名

11・12 広報委員会（第139号ゲラ校正）

11・14
研修・実務講座「所得税の基礎知識と計算の実務第10回」
（全10回）
講師：横田　聡先生　　参加：33名

11・14 広報委員会（第139号ゲラ再校正）
11・15 事業委員会（事業推進協議会実施報告について）
11・15 出版委員会（平成24年分税務便覧の販売状況について）

11・16
研修・勉強会「平成23年度公開裁決事例の検討第３回」
（全５回）
講師：名城大学法学部准教授　伊川正樹先生
参加：33名

11・19
研修・短期講座「年末調整の仕方について」
講師：藤原智緒先生
参加：123名（11/14現在）

11・20
第49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　蒲生ゴルフ倶楽部
参加：86名（11/14現在）

11・22
研修・短期講座「証券税制改正と確定申告の留意点」
講師：みずほ証券（株）　宮尾英男氏
参加：129名（11/14現在）

11・25 「京税協」第139号発行

事業委員会からのお知らせ
■提携企業について
　下記の通り「ウェスティン都ホテル京都」の契約内容変更の
お知らせをいたします。
●	スターウッドプリビレッジ入会の斡旋は平成24年８月31日ま
でに更新された方で終了いたしました。

〈新たな契約内容〉
都エレガンスクラブ入会の斡旋（年会費（税別）28,571円）　
対象：組合員・賛助会員
・ご入会と同時に都プラスカード会員となります。
　	（都ホテルズ＆リゾーツにご宿泊やお食事の際ご利用金額105
円ごとに10ポイントを加算。年会費も対象。）
・	ご入会、ご更新時に20,000円（5,000円券4枚）のレストラン
ご利用券を進呈いたします。
　（都プラスカードのポイント対象外）
※	その他の優待は10月11月のＤＭに同封のご案内をご覧くださ
い。
※	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）

総務委員会からのお知らせ
■PET受診助成金支給制度を開始します
○助成開始：平成24年12月１日
○	助成対象医療機関は特に指定致しませんが、当組合ではPET
受診が可能な下記医療機関と提携しておりますので、是非ご
利用下さい。
　・洛和会音羽病院健診センター
　・武田病院画像診断センター
○助成対象：組合員・賛助会員
○助成額：４万円

○助成回数：組合事業年度（６月〜翌年５月）に１回
○	申請方法：所定用紙に必要事項を記入の上、領収書コピーを
添付して下さい。

○支払方法：銀行口座振込
※人間ドック健診は対象外です。
※	近畿税理士国民健康保険組合が実施しております人間ドック
補助金制度との併用が可能です。

※申請用紙は11月のDMに同封いたします。

研修委員会からのお知らせ
■研修受講料を一部引き下げます
　平成24年12月１日以降に開講致します講座の受講料を下記の
通り変更します。
○従来
　組合員・賛助会員・その職員	 2,500円
　組合未加入の先生・滋賀県の先生・その職員	 3,000円
　京都府・滋賀県以外の先生・その職員	 3,500円
○平成24年12月１日以降開講分
　組合員・賛助会員・その職員� 2,000円
　組合未加入の先生・滋賀県の先生・その職員	 3,000円
　京都府・滋賀県以外の先生・その職員	 3,500円

京都市からのお知らせ
■平成25年度償却資産の申告について
◆提出期限
　平成25年１月31日㈭
◆提出先
〒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　償却資産担当
（TEL.	075-213-5214）

◆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
　eLTAX（地方税ポータルシステム）により、所定の手続き
にしたがって、インターネット上から申告データを送信してい
ただく方法です。
※	初めて電子申告を行う場合は、電子証書等を取得されたうえ
で、eLTAXのホームページから利用の届出を行い、事前に
地方公共団体の審査を受けていただく必要があります。

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
→（一般電話・携帯電話）
　0570-081459
→（IP電話やPHSなど）
　045-759-3931
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
→TEL.075-213-5214
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　草木も眠る丑三つ時、京都の里山
にある寂光院から火の手があがった…。

　フリールポライターの浅見光彦は、
取材で地方へ行くたびに事件に巻き込
まれ、その都度名探偵よろしく事件を
解決してきた人物だ。
　秋のある日、そんな彼に雑誌「旅と
歴史」の編集長から呼び出しがかかる。

　依頼は高
島屋にある
『ダイニン
グガーデン
京回廊』の
レポ。何故

か上機嫌の編集長の態度に、いやな予
感がした浅見は一旦断るものの、結局
一週間の京都暮らしをすることになる。
　出発の前日、警察庁刑事局長である
兄の陽一郎が珍しく光彦に頼みごとが
あると言ってきた。光彦が兄に頼みご
とをすることはあっても兄からの頼み
ごとは珍しい。京都へ行くついでに、
知人の家庭内のゴタゴタ？を解決して
やってほしいとのこと。
　兄には逆らえない光彦は、レストラ
ンの取材と家庭内のゴタゴタを解決す
べく、一路秋の京都へ向け高速を飛ば
すのであった。
　京都へ着いた光彦はまず依頼人に会
いに行く。依頼人は骨董通りにある古
美術商の孫娘伊丹千寿。京都造形芸術
大学の学生である。

　彼女は壺と母を探して欲しいと光彦
に頼む。千寿がいうには、母の佳奈は
阿久津好子という女性のせいで一カ月
前に家出をし、それと同時期に高麗青
磁の壺「紫式部」も家から無くなった
というのである。光彦は食卓に残され
ていたという「伊丹勝男と、憎らしい
諸橋佳奈を別れさせてください。でき
ることなら、佳奈が死ねばいい。京都
市北区…阿久津好子」と書かれた小さ
な紙片を見せられた。その薄汚れた紙
片は縁切り祈願で有名な安井金毘羅宮
の形
かた

代
しろ

なのだそうだ。願い事を書いて
縁切り碑

いし

に貼って成就を願うのである。
　そんなところに貼ってあったものを
佳奈が持っていたこともおかしければ、
佳奈が失踪して一カ月も経つのに警察
へ届けようとしない伊丹家もなんだか
おかしい。
　光彦は腑に落ちないと思いながらも
千寿の依頼を受けることにし、千寿と

ともに安井金毘羅宮に向かった。
　おびただしい数の形代。その中に偶
然見つけた名前の女性が後日東山で他
殺体としてあがる。

　佳奈の捜索を行う光彦は、気がつけ
ば、またいつものごとく殺人事件に巻
き込まれていくのである。
　形代に書かれた名前から芋づる式に
浮上する不審な人物たち。光彦はレス
トラン街のルポをこなしながら大将軍、
紫式部の墓、岩倉、出町柳など京都中
を愛車ソアラで駆け巡る。

　はたして佳奈は阿久津好子に殺され
てしまったのか？数千万円の価値があ
るという壺の行方は？殺人事件の真相、
寂光院の火災と佳奈の失踪の関係は？

　京都に住む人であれば誰でも、「ああ、
あそこね」と街の風景を思い浮かべな
がらリアルに読める小説であり、20店
舗以上も出てくる京都の食事処に、久
しぶりに行きたいな〜などと思いを馳
せながら一気に読了できた作品であっ
た。

京
の
文
学
散
歩

壺
霊
（
こ
れ
い
）

�

著
　
　
者
　
内
田
　
康
夫

	

広
報
委
員
　
中
元
　
亜
紀

安井金毘羅宮�縁切り碑

大将軍八神社

紫式部墓所

寂光院

京都造形芸術大学

ダイニングガーデン京回廊
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