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　あけましておめでとうございます。

　組合員、賛助会員の皆様には、ご健勝にて2013年の

新春をお迎えのこととお慶び申しあげます。また、関

係者の皆様も健やかに新しい年をお迎えのことと存じ

ます。京都税理士協同組合の運営は皆様の温かいご支

援とご協力のお陰で今期も順調に推移しております。

　しかしながら当組合を取り巻く環境は大変厳しい１

年でした。昨年は組合創立40周年にあたり、総会にお

いて40周年記念式典等の記念行事を実施させていただ

きました。記念旅行については、この４月に組合員の

方々にご満足いただける北陸方面への旅行を企画し、

すでにご案内をしておりますので、多くの方にご参加

いただきますようお願い申しあげます。

　昨年は円高と株安、そしてデフレの長期化で景気が

回復しないままの１年でした。また、民主党政権は、３

年余りで３人の総理が誕生するという異常な状態が続

き、景気対策、東北被災地の復興、原発の今後、そし

てTPP問題等について、明確な方針を打ち出せないま

ま年末解散になりました。民主党政権の３年余りは消

費税法を改正することが決まっただけで、国民不在の

政治に終始したように思えてなりません。選挙結果は

予想通り自民党の圧勝に終りましたが、安倍政権は景

気対策をはじめ多くの難問に取り組んでいただき、国

民が安心できる安定した政治を行ってほしいものです。

　本年も私ども執行部は、相互扶助の精神に基づいて

組合運営を行うとともに、車輪の両輪である税理士会

支部への経済的支援を、目的の２本柱に各種事業を

行ってまいります。特に今期は小規模企業共済制度等

のキャンペーンの実施、PET検診助成の創設、そし

て支部総会等に出席して組合事業のPRを実施し、支

部には会場費の一部を組合が負担させていただく等の

施策を実施致しました。本年もその方針に変わりなく、

健全で安定した組合運営を行いながら、組合員の皆様

への還元について、更に新しい施策と従来施策の拡充

を実施していく所存でございます。

　それには保険事業における総合事業保障プランと全

税共事業の推進、提携企業の更なるご利用、そして研

修事業へのご参加等、各種事業へのご支援とご協力を

お願い申しあげます。

　年頭にあたり組合員、賛助会員の皆様のご期待に添

うよう一生懸命組合事業に取り組んで参りますので倍

旧のご支援とご協力をお願い申しあげます。

　結びにあたり皆様のご多幸とご健勝を祈念して、新

年のご挨拶とさせていただきます。

� 理事長　平澤　政治
年頭所感

平成25年４月16日㈫
蒲生ゴルフ俱楽部
比良・伊吹・鈴鹿コース

多数のご参加
お待ちしております！

京税協・大同
チャリティーゴルフコンペ

京都税理士協同組合厚生会・
京都府支部連合会（共催）
大同生命保険株式会社（協賛）

第50回
第９回
会館記念講演
第９回
会館記念講演

講　師：�経済ジャーナリスト
須田慎一郎氏

テーマ：�どうなる日本！？今起きていること、�
これから起こること

　　　　〜「アベノミクス」で景気は回復するのか〜

詳細は同封のご案内をご覧ください。�

開催日：平成25年４月17日（水）
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　去る12月８日㈯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。
　昨夏に引き続き３回目の開催となり、相談に訪
れた皆さんからは様々な相談がなされました。
　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。

住
宅
な
ん
で
も
相
談
会

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）

今回は和倉温泉の「加賀屋・雪月花」での宿泊を目玉としたプランです。
最高級のおもてなしと心からの癒しをご堪能いただけることでしょう。
ご期待ください。� （日本旅行調べ）

　京都より「特急・サンダーバード」で金沢へ。
　まず最初にお楽しみいた
だきますのは、金沢の老舗
料亭「金城樓（きんじょう
ろう）」での昼食です。古
都の風情が漂う金沢の中心
にあり、粋な日本建築の静
寂な佇まいとしっとりとし
た庭園をご覧いただきなが
ら、地元の旬の食材を大切
にした伝統的な加賀料理を
ご賞味いただきます。京都
とは異なる古都の趣きを感じ取ってください。
　昼食後には「金沢21世紀美術館」に立ち寄ります。

　この美術館は展覧会ゾーンと交流ゾーンで構成されており、
交流ゾーンは誰もがいつでも立ち寄ることができ、様々な出会
いや体験の場となるような、公園のような美術館を目指してい
ます。開放感たっぷりで「気軽さ」「楽しさ」「使いやすさ」が
キーワードの今までにはない美術館です。
　そしていよいよ和倉温泉へ向かいます。
　途中、「千里浜ドライブウエイ」で砂浜のドライブも体験し
ていただきます。
　和倉温泉「加賀屋」への到着は16時30頃の予定です。
　伝統美と和のやすらぎをしつらえた客室で休憩いただいた後
は、露天風呂・野天風呂な
ど、趣をこらしたお風呂で
ゆったりおくつろぎくださ
い。
　さあ、夕食・宴会です。
大いに盛り上がりましょう。

２日目１日目
　この日は「ゴルフプラン」「選べる観光プラン」をご用意い
たしました。
●ゴルフプラン
　景観の素晴らしい能登国
立公園内の丘陵コース「朱
鷺の台カントリークラブ」
の眉丈台（びじょうだい）
コースを計12組予約してお
ります。
　22年もの間、ミズノオー
プンが開催され、数々の名勝負が生まれたコースです。

●能登半島観光プラン
　和倉温泉まで行ったなら、もう少し足を伸ばして能登半島も
観光してみたいものです。
　「輪島の朝市」は日本三大朝市のひとつです。地元の人たち
との会話も楽しいものです。
　能登のお祭り館「キリコ会館」もご覧いただきます。

●金沢満喫プラン
　和倉温泉をゆっくりめに出発して、金沢に戻ります。
　この時期の金沢はそろそろ桜のシーズンです。兼六園・ひが
し茶屋街などを巡ります。
　ゆったりとしたスケジュールですので、のんびりとお過ごし
いただけます。

京税協創立40周年記念旅行　

４月７日（日）・８日（月）

４／７㊐・８㊊

下見
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　優勝しました…素直にすごく嬉しいです。ありがとうご
ざいました。
　これまでの表彰式では、運が良ければ20位以下の飛び賞
が当たる事もありましたが、大体は後半の抽選で賞品を頂
くのが恒例でした。
　今回も前半に名前を呼んでもらえず、また抽選にかける
しかない！と祈っていたところでまさかの優勝！ダブルペ
リアさまさまです。
　数年前に痛めた腰を、湿布とカイロとコルセットで完全
装備して望んだ甲斐がありました。
　半分以上ロストと諦めかけたボールを粘り強く探し、３
度も見つけてくれた蒲生G.C.のキャディ小嶋さんと、その

　朝の弱い私でもゴルフの時だけは例外ですが、それでも
５時起床はちょっと厳しい事でした。早朝６時、いつも無
理をお願いする河原林さんに迎えに来ていただき、車中は
税理士法改正問題の難しいお話しをしながら蒲生ゴルフ倶
楽部に向かいました。
　午前７時に到着、受付担当委員の方々に笑顔で迎えられ、
いつも朝早くからお世話様と感謝するばかりです。
　最近ゴルフの調子が上がらず、ご一緒する方にご迷惑を
かけたら辛いなとネガティブな気持ちで１番ティーへ。
　税理士会一ゴルフ熱心の石原牧先生、真摯にゴルフと向
き合われる九鬼郁雄先生、ゴルフを目一杯楽しまれる木戸

間嫌な顔もせず待ってくれた同組の中野・三宅・糀田先生
にも感謝！感謝！です。
　次回からはまた抽選頼みに戻るでしょうが、しばらくは
この優勝の余韻に浸りながら過ごしたいと思います。
　最後に、当日お世話頂きました京税協・支部連・全税共
の関係者の皆さま、心よりお礼申し上げます。

義人先生、ありがとうございました。
　石原先生のリズム感、ミスしても動揺のない九鬼先生、
木戸先生の楽しむゴルフ、一杯参考にさせていただき久し
ぶりにいいゴルフをさせていただきました。
　協同組合役員の皆様のご活躍を祈念しております。

●団体戦
優勝 中京支所

２位 右京支所

３位 伏見支所

●各組の入賞者
比 良 組 伊 吹 組 鈴 鹿 組

優勝 久徳　健治（中京） 林　　佳弘（中京） 中居　　章（下京）
２位 本間　　憲（園部） 九鬼　郁雄（右京） 安井　伸夫（中京）
３位 新谷　庄司�（日本生命） 佐々木髙明（東山） 土井　三郎（伏見）
４位 大槻　浩康（右京） 松村　一郎（上京） 江上　　明（伏見）
５位 中村　裕人（中京） 小坂　文夫（中京） 中村　光春（中京）

ベストグロス 本間　　憲（園部） 西野　雅博（東山） 中居　　章（下京）

中京支所　久徳　健治

比良組　優勝

伊吹組　優勝

中京支所　林　佳弘

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）
平成24年11月20日（火）　於：蒲生ゴルフ俱楽部

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
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鈴鹿組　優勝

　４年前の第42回大会以来、７大会ぶり６度目の優勝をさ
せて頂きました。ありがとうございました。
　１番ホールのティーショットが、打った瞬間「サヨウナ
ラ」のOB。その後も同じ球が出る恐怖との戦いのラウン
ドとなりました。何とか取り繕いながら、最後まで諦めな
かったのが好結果に結びついたと思います。
　元々趣味でやっていた、ロードバイクに今年から真剣に
取り組むようになりました。平日は、事務所まで片道９
kmのチャリ通に、休日は、峠を求めてあちこちの山に行っ
たり、200km程の耐久レースにも出ています。太ももとふ
くらはぎがええ感じに発達してきまして、ゴルフへの影響
としますと、狙った訳ではないですが、ドライバーの飛距
離が10ヤードは伸びました。回数は減っているのに逆にス
コアは良くなったのです。
　そんな感じで、軸足は確実に自転車に傾きつつあります
が、賞品のにおいを嗅ぎ付けて、この大会だけは参加させ
て頂きたいと思います。

下京支所　中居　章
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とっておきのお店
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

　亀岡市は保津川下りの出発点、ト
ロッコ列車の終点として、丹波国の最
南端にあります。明智光秀が安土桃山
時代に丹波亀山城を築いたことでも有
名で、城下町として発展しました。酒
米と清らかな水に恵まれたそんな亀岡
で125年余、酒蔵を営むのが丹山酒造。
「米」だけで作る純米酒にこだわり、
酒米作りもしながら地元の米で酒造り
をされています。
　その五代目にあたる長谷川渚さんは、
日本でも数少ない「女性」杜氏として
活躍しておられます。小学校のころか
ら杜氏になることを決め、高校を卒業

　寺町通りから六角通りを西に入って
すぐの場所に、先日オープンした弁当
箱専門店があります。
　オーナーは何とフランス人のトマさ
ん。日本の伝統文化である「弁当箱」
に惚れ込み、４年前にフランス語でオ
ンラインショップ “Bento�&�co” を設
立した後、翌年に英語版、そのまた翌
年に日本語版を設立し、そして昨年４
月にはここ京都に小売店舗をオープン
しました。今やフランスでは“BENTO”
という単語が辞書に載るほどの
BENTOブームらしいですが、トマさ
んはその火付け役と言えるかもしれま
せん。

　日本人にとっても目新しいお弁当箱
がずらりと並ぶ店内は、まるで外国の
ような雰囲気を醸し出し、旅行者の観
光スポットにもなりつつあるようです。
　弁当箱は主に石川県の職人の手に
よって一つ一つ造り上げられ、デザイ
ン性・機能性にすぐれた芸術品そのも
の。他にも曲げわっぱなどの木製やス
テンレス製など、約400種類が揃って
います。
　また、お弁当に彩りを加えてくれる
小物類も充実しており、他にもフラン
ス人オーナーならではのフランス輸入
雑貨やユニークな商品が並んでいます。
　オープン直後からテレビやラジオ、
雑誌などメディアに引っ張りだこのこ
ちらのお店。一度はテ
レビで見た！という方
もいるのでは？

してすぐに酒造りの世界に飛び込まれ
たそうです。
　丹山酒造には「渚大吟醸」という酒
があります。長谷川さんが13年前に蔵
に入り、最初に作った酒だそうです。
一升瓶ではなく、飲みきりサイズなの
で手軽に封を切ることができます。
　さらにもう２つ、お勧めがあります。
　「飯櫃（ボンキ）」はアルコール濃度
も８度と低く（通常の日本酒は15度程
度）、フルーティで日本酒というより
もワインに近いイメージです。また、
微発泡性の「JAPON（ジャポン）」は
シャンパンに近いイメージで、さっぱ
りした口当たりが印象的です。これら
は飲んだ瞬間「日本酒」のイメージが
変わりますよ。
　初春を美人杜氏の拵

こしら

えたやわらかい
日本酒で迎えるのも、趣があって良い
のではないでしょうか。

弁当箱専門店　B
ベ ン ト ー

ento &
アンド

 c
コ ー

o
〒604︲8072　京都市中京区六角通
麩屋町東入八百屋町117

ＴＥＬ　075︲708︲2164
営業時間　12：00～19：00　不定休
問合せ　contactjp@bentoandco.com
ＵＲＬ　www.bentoandco.jp/

Bento & co

河
原
町
通

河
原
町
通

寺
町
通

寺
町
通

御
幸
町
通

御
幸
町
通

麩
屋
町
通

麩
屋
町
通

富
小
路
通

富
小
路
通

柳
馬
場
通

柳
馬
場
通

六角通六角通

蛸薬師通蛸薬師通

三条通三条通

姉小路通姉小路通

亀岡局〒亀岡局〒

サティサティ

亀岡駅亀岡駅

亀岡城跡亀岡城跡

亀岡中亀岡中
亀岡小亀岡小 亀岡高亀岡高

セブンイレブンセブンイレブン

山陰本線（嵯峨野線）

山陰本線（嵯峨野線）

ク
ニッテ

ル
フェルド

通り

ク
ニッテ

ル
フェルド

通り

丹山酒造

403
404

25

402

丹
たん

山
ざん

酒
しゅ

造
ぞう

〒621︲0812 京都府亀岡市横町7番地
ＴＥＬ　0771︲22︲0066
ＦＡＸ　0771︲22︲2087
営業時間　 9：00～18：00（年中無休）

弁当箱専門店

B
ベ ン ト ー

ento &
アンド

 c
コ ー

o

中京支所　板倉義守

下京支所　市木雅之

丹
た ん

山
ざ ん

酒
し ゅ

造
ぞ う
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飲食店に限定せず、お店ならなんでもOK─

名物屋台

ペットショップ 雑貨ショップ

おもしろい体験工房

　何時も前を通るたびに気になってい
たお店を紹介します。
　オーナーは素敵な女性で、気さくに
取材に応じていただき、熱い思いを
語ってもらいました。
　「阪急西院駅から徒歩５分。2012年
春オープンしました。
　猫カフェは、お茶を飲んだりしなが
ら、猫たちとふれあえる場です。保護
された猫や事情があって飼えなくなっ
た猫たちを中心に約10頭が暮していま
す。
　店内では、おもちゃで遊んだり、写
真を撮ったり、膝に乗せたりしてゆっ

　京都市から日帰りドライブはどうで
すか？　南丹市美山町の「かやぶきの
里」を散策、そこから６㎞、大野ダム
の近くの山奥にその店はあります。
350年前の摂丹型住宅で重要文化財の
石田家住宅が目標です。「こんなとこ
ろに店があるのん？」と言う場所です。
　美山で採れた新鮮な野菜を使った豆
乳鍋や地鶏鍋、地鶏のすき焼、湯豆腐
等ヘルシーメニューです。
　原生林や湖面が望める景色を見なが
ら美味しい地酒で鍋をつつきたい方に
は眺望の庵です。
　１日１組ですが宿泊もできますので、

たり過ごしていただけます。
　高辻通に面しており、入りやすく温
かい雰囲気を心がけています。
　元気いっぱいの子、のんびりした子、
個性はありますが、きっと気になる猫
が見つかるはず…。
　基本料金は、ドリンク付き１時間
1,000円。長時間割引あり。猫のおや
つや本なども用意しています。
　疲れたときも猫たちとの時間で癒さ
れてくださいね。」
　本当に暫くいるだけで心が温かくな
り、ついつい長居しそうな雰囲気でし
た。

ご家族でグループでゆっくりされるの
もいいかもしれません。
　かやぶきの里近くにも姉妹店の美山
粋仙庵SAIがあります。ここは200年
前の古民家を改装した店です。都会の
喧噪を忘れて、店の下を流れる美山川
を眺めながらの食事は最高の心のビタ
ミン補給になります。

猫カフェ 

Tango
〒615︲0023　京都市右京区西院西平町22

ＴＥＬ　075︲748︲9139
営業時間　 12：00～21：00

１時間（１ドリンク付）1,000円

美
み

山
やま

粋
すい

仙
せん

庵
あん

〒601︲0777　京都府南丹市美山町 
樫原大原谷81-1
TEL&FAX　0771︲75︲1625
E︲MAIL：info@suisen-an.com

美山粋仙庵SAI
〒601-0724　京都府南丹市美山町 
内久保下カルノ54︲1
TEL&FAX　0771︲75︲1555
E︲MAIL：sai@suisen-an.com

猫カフェ Tango
西
大
路
通

西
大
路
通

佐
井
通

佐
井
通

仏光寺通仏光寺通

高辻通高辻通

綾小路通綾小路通

四条通四条通

阪急西院駅阪急西院駅

TSUTAYATSUTAYA

猫カフェ
Tango

 
美

み

山
や ま

粋
す い

仙
せ ん

庵
あ ん

右京支所　平野　烈

園部支所　吉田史樹
美山粋仙庵

至
か
や
ぶ
き
の
里

至
か
や
ぶ
き
の
里

至
和
知

至
和
知

重要文化財
石田家住宅
重要文化財
石田家住宅

大ケヤキ大ケヤキ

大原神社大原神社

粋仙庵看板粋仙庵看板

サッシ工場サッシ工場 大野ダム湖大野ダム湖

12号線12号線
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　京丹後市久美浜町（旧熊野郡久美浜
町）の中心部に「豪商稲葉本家」があ
ります。
　当家は室町時代から代々続いた旧家
であり、家業の「麹屋」を生業とした
が、北前船貿易を営み隆盛を極めまし
た。久美浜代官所設置には、幕府の公
金預り所となり、以降は近隣諸藩の金
融を独占する豪商となりました。明治
17年には、地租780円を納める府下一
の納税者でありました。
　母屋は５年の歳月をかけ明治17年に
竣工。合併前の久美浜町は、第15代当
主より屋敷・建物を譲り受け改築し、
平成15年４月歴史的建造物を活用した
交流施設として再出発しました。
　現在は「NPO法人わくわくする久
美浜をつくる会」が指定管理運営を

行っています。
　当施設では、陶芸やお香を体験でき
る工房「匠処」も併設。京都市芸大大
学院陶磁器専攻科出身の阪井義彦先生
（平成23年度韓国京畿道国際陶芸ビエ
ンナーレ審査員賞受賞）による指導も
あります。（有料土日祝のみ）
　館内「吟松舎」にて本家名物「ぼた
もち」（１セット500円）「丹後のばら
寿司定食」（800円）を味わい、街並み
の散策と久美浜湾の景観を楽しんでみ
てはいかがですか。
　３月雛祭・５月こいのぼり・７月七
夕祭など地域一体となった「賑わいの
街づくり」の拠点「豪商稲葉本家」へ
是非、ご来館ください。
　当施設は、水曜日が休館日となって
おります。入館料は無料です。

豪商稲葉本家
〒629︲3410　京都府京丹後市久美浜町3102

ＴＥＬ　0772︲82︲2356
ＦＡＸ　0772︲66︲3663
開館時間　 9：00～16：00

休館日　毎水曜日
入館無料

至峰山至峰山
至豊岡至豊岡

久美浜市民局久美浜市民局

浜公園浜公園
卍卍

卍卍

久美浜駅久美浜駅
北近畿タンゴ鉄道北近畿タンゴ鉄道

豪商稲葉本家

卍卍
178

178

豪商稲葉本家

峰山支所　冨田孝司
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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！

　私の趣味は多種多様でゴルフ、将棋、易学、園芸、落語
などが有り、現在本格的に続けているのはゴルフと園芸で
す。園芸の方は自宅や事務所の廻りに花や花木を育てる
ガーデニングから始まり、とうとう事務所の隣の約600㎡
の農地にブルーベリー等を栽培するまでになりました。
　いきさつは、私の亡父は農業で約１町（10反）の米作を
しておりましたので、事務所の廻りの農地は駐車場や休耕
田として管理してきました。その休耕田も毎年の草苅りが
大変な労苦で、５年前全体にマルチを敷いてその一部に穴
を空けてブルーベリー苗を20本程植えたのが始まりです。
現在、ブルーベリー130本、みかん10本、ボイセンベリー
５本、柿５本やジュンベリー、ザクロ、クワ、ブドウ、サ
ルナシ、リンゴ、ヘーゼルナッツ、イチジク、フェイジョ
ア等の果樹を植えています。
　果樹栽培で苦労するのが、まずカラスや小鳥、イタチ等
の野生動物の対策です。せっかく育てた果樹の実が食い荒
らされるのでネットを張りました。材料を買ってきて１人
でネット工事を仕上げましたが一昨年の２月に大雪でネッ
トが全壊して修復に大変手間取りました。次に水です。夏
季は３日に一度散水しなければなりません。他には、施肥、
防害虫、防草、剪

せん

定
てい

等で大変な手間を要します。防害虫は
なるべく消毒を控えて毛虫等を手で捕殺しています。
　ブルーベリー栽培で重要なポイントは２つです。
　１つは酸性土壌

じょう

しか育たないので植付けのときピートモ
スを施し毎年の施肥の時にも追肥します。
　２つ目は１本では実がならないので品種の異なる２本以
上が必要です。
　私の農園にはハイブッシュ系やラビットアイ系の約20種
類を植えており、通販で購入した１本4,000円以上の苗木
もたくさんあります。年々果樹が大きくなり昨年は多くの
実を収穫できました。収穫したブルーベリーやボイセンベ
リー等は冷凍して毎朝ヨーグルトに入れて食べています。
また、所員や近所の人にも配ります。これらの実はアント
シアニンが多く健康に良く、またブルーベリーは目にも良
いとされています。果樹の苗木代、肥料や諸材料費と栽培
の手間賃を計算すると市販の果物を買った方が安いことに
なりますが、農地の保全が第一目的であります。市街化区
域の為、現況農地と雑種地とでは年間の固定資産税等が農

地の方が600㎡で約10万円安くなります。
　「趣味」「健康」「収穫」「税金対策」の一石四鳥の果樹栽
培を体力の続く限り続けていこうと思っています。

事務所の隣でブルーベリー農園� 宇治支所　藤 原 義 明
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計 画
　平成16年１月から始めたトレッキングクラブも今例会で
60回を迎え、キリ回として記念遠征を企画。日程が日・月
曜日となったが８名が参加した。
　新潟清津渓谷・富山黒部渓谷とあわせて日本の三大渓谷
のひとつであるこの大杉谷は、平成16年の豪雨で川沿いの
登山道が流失崩壊し通行止めになっていたものを、川沿い
登山道の再建が難しいため、山沿いに林道コースを経由す
るルートが構築されて再開通したそうで、近鉄が夏前から
地下鉄等に中吊広告で宣伝し始めたものを、数人の我がメ
ンバーが気付いていた。キリ番遠征はここだ、と話はすぐ
にまとまった。

初 日
　数日前からの天気予報では日曜日は雨。朝７時10分の京
都発近鉄特急に乗り、松阪からJRを乗り継いで「大杉谷
渓谷登山バス」の発車定刻10時半には土砂降りとなってい
た。ここからバスであと１時間半。既にここへ来るまでに
乗換３回、３時間20分。誰にも撤退の選択肢はもう無かっ
た。バスの中で完璧に防雨装備。
　変電所の横を通り抜け、通行制限を告げる扉を抜けると
そこは別世界だった。切り立った岩壁に人がひとり通れる
ほどの通路が切られており、その岩壁にアンカーで一つの
輪が８cmほどもある鎖が打ち込まれて続いている。左側
は遥か下方に川の流れが見える。この鎖場が短いところで
５m、長いところで30mは続く。その間は山道。これが交
互に繰り返し、上り下りしながら川沿いを延々４㎞は続く。
大
だい

日
にち

嵓
ぐら

といわれる岩場だ。

　乗ってきた登山バスに「本年４件の滑落事故が発生して
います」の注意喚起ポスターが貼ってあったことを思い出
す。ここから滑落すればもちろん命はないだろう。鎖を握
る手に力が入る。そうか、これが腕に筋肉痛が出た原因か。
対向者があれば行き違いで待たなければならない。人が多
い季節であればとても時間がかかりそうだが、大雨予想の
日曜日の午後、山小屋までの間、誰ひとり出遇わなかった。
　何でこんなところにビニールパイプが落ちているんだ？
不思議に思ってよく見ると、何だか蠢

しゅん

動
どう

している。うわっ

巨大ミミズだ。直径1.5㎝長さ30㎝
はあるだろうか。ぬめぬめと進んで
いるではないか。こんなものが身体
に入ってきたらと思うと鳥肌が立つ。雨降りだから出現し
たのだろう、晴れていれば干からびるだろうから。このあ
と、こいつ「ワーム」を無数に見ることになる。
　宿泊地の「桃の木山の家」までガイドブックでは約５時
間と書いてあるが、晩秋の山は午後５時には真っ暗。歩を
進めたいが雨が激しくなる。普段は湧水がチョロチョロ流
れているだろう所が滝になりつつある。もう少し時間が経
てば通れなくなるだろう。先を急ごう。バスを降りて歩き
始めたのがちょうど正午12時。いくつもの大きな滝が続き、
約３時間歩いてニコニコ滝。このころには土砂降り。「勇
気ある撤退」は選択肢になかったのか。そういえば誰かが、
雨が降ったら中止にして松阪か伊勢で美味しい物を食べて
帰ろう、と言ってたのが頭をよぎった。乗ってきた登山バ

スは一日一往復
のみで、３人以
上の予約があれ
ば運行するとい
う超ローカル線。
もう遅い退路は
既にない。前に
突き進むのみ。

　パンフレットで見ればやさしい流れの落差130mのニコ
ニコ滝（ちなみに那智の滝は133m）、この大杉谷の名瀑の
ひとつだそうだが、そのメインの滝の両側一帯もこの雨の
量で山肌から水流が噴出し、今は眼前の対岸に山全体から
湧き出るような大瀑布となって流れ落ちている。そこに土
砂降り。瀑音と雨煙、滝煙が一体となってまさしく今まで
に見たこともない光景が迫る。日本で一番雨が多いと言わ
れる紀伊半島大台ケ原。その一帯に降った雨が全部この谷
に集まり、その侵食で深
い渓谷をなしたのだ。息
もなく感動。写真を撮っ
たが暗く煙ってまともに
映っていなかった、残念。
さきほどの「ワーム」と
いい、まさにインディ
ジョーンズの世界。
　ニコニコ滝からしばら
く歩き、吊り橋を渡って
からは山中の道となる。
この道程の中に吊り橋が

冒険　大杉谷� 左京支所　二 股 　 茂
京税協トレッキングクラブ

第60回記念遠征トレッキング　大杉谷から大台ケ原　縦走　　2012. 11. 11〜12

【10】 平成25年１月25日



いくつかあるが、先ほどから描写しているような険しい山
路に突然立派な吊り橋が現われる。みんな新しく高さはど
れも谷から50mはくだらない。渡っていると揺れる滑る怖い。
　険しい山中を行く。もう午後４時を廻った。日没と到着
の競争だ。足に力が入る。見えた「桃の木山の家」の前に
掛かる吊り橋が。到着時間午後４時40分、見る間に辺りは
真っ暗になった。

環 境
　さて、この山小屋「桃の木山の家」は定員328名、本日
の宿泊者は私達８人のみ。よくこんなところに建築できた
なあ、という谷間にへばり付いて建てられた８年ぶりに再
開された立派な山小屋。
　国立公園の中に建てられているので防火面で乾燥室なし。
石鹸・シャンプー・歯磨き等使用禁止。自家発電。携帯や
メールは既に登山バスの途中から通じない。山小屋・離島・
スキー場どこに行ってもその地に魅せられて居着いてしま
う居候みたいな従業員がいるが、ここにも「きむらさん」
という、歳の頃は30前後か、しかしスレンダーないい感じ
の女性が小屋を切り盛りしていた。このシーズン中に家に
帰ったのは５回くらいとのこと。
　ずぶ濡れの衣服装備品に乾燥室がないのが辛い。風呂は
最高。身体に暖かさがしびれるように浸み込んだ。夜８時
半に自家発電が切られ、懐中電灯で酒盛り、すぐに爆睡。

二 日 目
　翌朝は小屋の
前で記念撮影、
「きむらさん」
から昼食弁当を
受け取り午前７
時40分に出発。
前夜からの計画
では７時出発の
筈が、誰の責任か40分遅れ、これがその後どんなに足を引っ
張ることになろうとは、その時は思う由もなかった。
　今日の最終目標は大台ケ原・日出ヶ岳（1,695m）。この
小屋が標高460mだから、標高差1,200m距離14㎞余りを午
後３時半の大台ケ原発最終バスに間に合うように走破しな
ければならない。予定では７時間弱という地図上の想定時
間。「桃の木山の家」の対岸から新設された林道コース「桃
の木縦道」に向かうも、無理やりこしらえたような崖をよ
じ登るような急坂。それほど人が通っていないので道がよ
く踏み固められていない、目印に木に巻きつけられた赤い
テープを見失うと迷ってしまうような荒悪路。ここをよじ
登ること２時間、やっと大台林道に合流。ここからは車が
通行できる林道を７km歩く。天気は昨日とはうって変わっ
て快晴。やっと紅葉を味わう余裕が出来、遠くの山々が清々
しい。しかし昨日の乾かなかった衣類等がリュックの中で
大きな重しになっている。肩が痛い。普段より1.5倍には
重くなっているだろう。まだこれから日出ヶ岳の登りが
待っているというのに…

　大台林道途中の堂倉避
難小屋から日出ヶ岳の登
山道に入ったのが12時10
分。バスの時間まであと
３時間20分しかない。地
図の想定時間ではここか
ら２時間半の予定。地図
に掲載されている想定時
間表示は、昨日から実感
として結構キチキチで厳
しいところがある。間に
合わないかもしれない。
昼食は中止だ、少しでも
時間を稼ごう。しかしこの登りはとっても厳しい。一日目
豪雨の中の6.2㎞、二日目これまでの９㎞。ずっと登りの
中での山頂までの最後の急登3.2kmと大台ケ原バス停まで
1.9kmはとても厳しい。

　30分ごとの小休止を繰
り返し、息も絶え絶えで
午後２時半、日出ヶ岳に
登り立った。やった。最
後の急登で大腿四頭筋
（早い話が太股）が限界
だった。突っ張りに堪え
られない。日出ヶ岳山頂
にある展望台の20段ほど
の階段を這う這うの体で
昇る。360度の展望が素

晴らしい。表示板に条件が良ければ富士山が見える、と書
かれている。
　大台ケ原バス停まで下りであと30分。その30分がすごく
遠くに感じた。到着したのが３時20分。昼食タイムを摂っ
ていれば間に合わなかった由。嗚呼おなかが空いた。「きむ
らさん」作の愛の手弁当、バスの中で噛みしめて味わおう。
　一泊二日、京都からの電車バス乗車時間往復約10時間。
走行時間約12時間。走破距離約21㎞（ほぼ登りばかり）。
こうして８名は無事生還した。正直、何かあれば無謀だと
いわれる山行だった、様な気がする。
　踏破万歳。帰りの近鉄電車の中で飲んだ缶ビール、達成
感に満たされた全身の細胞に、超プレミアムに浸み込んだ。
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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

13.1.25
路線バスのたび

です。「ねじりまんぽ」ってなんのこと？正式には斜拱渠
（しゃきょうきょ）と言い、強度を高めるために煉瓦を斜
めに積んだトンネルという意味だそうです。「まんぽ（間
歩）」とは鉄道の線路をくぐるトンネルのことで、それがね
じれているから…明快なネーミングでした。うーん、あま
りにも知らなさ過ぎです。皆様も読みながら「へー」って
思っていただけてるでしょうか？
　はい、では
このねじりま
んぽをくぐり
ぬけ歩いてい
きますと、南
禅寺に到着で
す。南禅寺内
水路閣を初め
て見て、わー異空間！とびっくりし、南禅寺の山内でもっ
とも由緒ある「天授庵」さんのお庭を拝見しました。竹林の
凜とした美しさと奥の池にはコイが優雅に泳ぎ、呼びもし
ないのに集まってくるくる。秋は紅葉が美しくライトアッ
プされた庭園は、得も言われぬ美しさ。今の時期は、枯山
水のお庭に雪が積もり、何という美しさ！だったら素敵だ
ろうなぁ〜。

　それから、天王町のバス停で203系統に乗り農学部前で
降りますと、吉田山への登り口があります。うっそうと茂
る山の中へ入っていき、息が切れ出した頃かねてより行き
たかった、「茂

も

庵
あん

」があります。ここは、大正時代に創ら
れた広大な茶苑「市中の山居（町中に居ながらにして山中
の風情を楽しむ）」。谷川茂次郎（谷川運輸倉庫㈱創業者）
は事業に成功し、その財で茶道に親しみ裏千家を強力に後

　告白します。私、市バスに乗ると乗り物酔いします。で
も、バスの旅（散歩？）に行ってきました。三条京阪から
５系統に乗り神宮道で降りると、この旅は始まります。東
の山に向かって歩いて行くとインクラインが見えてきます。
皆様はもう百もご存じのインクラインの事を調べてみまし
た。明治18〜23年、琵琶湖の水を京都に引き込む疏水工事
の一環として作られました。遷都後の京都を発展させるた
め、琵琶湖疏水工事により水路を開き、舟運による輸送を
可能にし、水道用水の確保、灌漑、発電などを目的とする
総合開発事業であったようです。舟は自力では急な傾斜を
下れないので、この勾配を下るために船を運ぶ鉄道（イン
クライン）が必要になったということ。京都府知事北垣国

道の決断と土木技術者田辺朔郎の技術力により、当時のお
金で125万円余の破格の支出で完成しました。蹴上において、
日本初の水力発電所が営業開始となります。春は桜がとて
もきれい！としか思っていなかった、インクラインの歴史
にびっくり。
　そして、子供の頃なに
かしら怖いような気がし
て気になっていたインク
ラインの下にある不思議
なトンネル「ねじりまん
ぽ」。トンネルの入り口
上部になにやら不思議な
４文字「雄観奇想」。な
んて書いてあるのか意味
不明？これは、「ゆうか
んきそう」と読み北垣国
道の筆によるもので、意味は「凄い眺め、良い考え」だそ
うです。その坑内は渦の中に吸い込まれていくような感覚

三条京阪

↓

京都大学
方面

市バスのたび（５系統、203系統）
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市バスのたび（５系統、203系統）
▼ 広報委員　梶 谷 知 代

援し、今日庵の長老として遇されました。茂次郎は吉田山
の山頂に茶室八席、月見台、楼閣などの広大な森の茶苑を
築きあげた、とのこと。茂次郎没後封鎖されたこの地に現
存する当時の食堂棟と茶室二棟が「茂庵」として生まれ変
わりました。京都市の登録有形文化財に登録されています。
食堂棟の２階に上がると、レトロなカフェです。お食事も
できます。その窓からみる景色は絵を見ているよう！何時
間そこに座っていても飽きない空間でした。まだそこに居

たい気持ちを
抑え、もうひ
とつの行きた
い場所へ…吉
田山を西へ降
り、かつてマ
ントに下駄の
学生たちが行

き来していたであろう京都大学へ。今は、べっぴんさんに
イケメンの行きかう時計台の下に、フレンチレストラン

「La Tour（ラ・トゥール）」があります。大正14年建造の
落ち着いた建物の内部は天井も高く重厚な雰囲気で、大学
の中とは思えない素晴らしいお料理が堪能できます。あー

美味しい〜幸せ〜。校内
をぶらぶらしてから家路
に…車ばかりの生活の皆
さまも、ふらっと軽装で
バス＆徒歩のみで京都の
深さを探りにお出かけに
なられてはいかがでしょ
う〜。

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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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

平成24年

11・26 全税共事務委託組合事務局責任者・実務担当者協議会出席
於　ニューオータニイン東京

11・27 保険第二小委員会（全税共表彰式・祝賀パーティーについて）
11・29 総務小委員会（申告書の作成について）

11・29 神戸税理士協同組合講演会・親睦パーティー出席
於　ホテルオークラ神戸

11・30
研修・勉強会
「平成23年度公開裁決事例の検討第４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

12・１ 近畿青年税理士連盟京都支部忘年会出席
於　三木半旅館

12・３
研修・短期講座
「平成23年度税制改正から消費税率引上げまで他」
講師：金井恵美子先生　参加：183名

12・３ 近畿税理士会懇談会出席
於　近畿税理士会館

12・５
研修・短期講座
「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた事業再生の制度」
講師：公認会計士・税理士　伊藤久人先生
於　サンプラザ万助（福知山市）　参加：39名

12・８ 住宅なんでも相談会（提携住宅メーカー７社合同）

12・10
研修・短期講座
「広大地補正に係る最近の裁決事例の傾向と対策」
講師：不動産鑑定士　西脇則之先生　参加：83名

12・13 正副理事長会

12・13 常務理事会・理事会・役員委員合同忘年会
於　リーガロイヤルホテル京都

12・18
研修・短期講座
「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた事業再生の制度」
講師：公認会計士・税理士　伊藤久人先生　他
参加：79名

12・20 第27回全税共表彰式・祝賀パーティー事前打合せ
於　ウェスティン都ホテル京都

12・20
研修・勉強会
「平成23年度公開裁決事例の検討第５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

12・27 広報委員会（組合報第140号編集割付）
12・28 仕事納め

平成25年
１・７ 仕事始め
１・７ 常務理事会
１・10 広報委員会（組合報第140号ゲラ校正）

１・11 近畿税理士会新年賀詞交歓会出席
於　帝国ホテル大阪

１・15 広報委員会（組合報第140号ゲラ再校正）

１・16 宇治支部新年意見交換会出席
於　からすま京都ホテル

第３回理事会
　平成24年度第３回理事会を12月13日㈭午後４時30分よりリー
ガロイヤルホテル京都において開催。当日の出席状況は次の通
り。
　理事49名　監事５名　相談役５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８名、法人２社、賛助会員７名の加入を承認。承認の結
果、個人組合員は1,242名、法人組合員78社、出資金額１億331
万円、賛助会員280名、加入率は82.5％となった。
� （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○河合春一（中京）　○中村佳央（中京）　○菊池義一（上京）
○秋口達也（右京）　○白井一馬（宇治）　○野村充弘（右京）
○冨名腰隆（中京）　○図司皓一（宇治）
（法人組合員）
○中京税理士法人（中京）
○ソレイユ税理士法人（下京）
（賛助会員）
○芦原孝一（中京）　○武仲佳子（下京）　○山本英和（伏見）
○阿部　悟（下京）　○川嶋喜弘（上京）　○川田茂和（上京）
○髙松真菜（中京）
第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○白澤　守（中京より草津へ転出）
○秋口達也（右京・組合員へ移行）

【報告事項】
［保険部門］
保険第一委員会
　定例研修会開催報告
保険第二委員会
　①全税共第27回全国統一キャンペーン
　　・生保別入賞者一覧
　　・表彰式、祝賀パーティ開催要領
　②小規模企業共済、倒産防止共済推進キャンペーンについて
［総務部門］
総務委員会
　①財務報告
　②組合行事日程、会館休館に伴う弔事連絡について
　③各支部における組合PR実施状況について
　④教育情報図書配付について
　⑤PET受診助成金支給制度について
広報委員会
　京税協ニュース第139号発行報告
地区連絡委員会
　①平成25年４月７日㈰〜４月８日㈪旅行開催要領
　②平成25年４月16日㈫大同生命ゴルフコンペ開催要領
［事業部門］
事業委員会
　①平成25年版「提携企業便覧」発行について
　②平成24年分税務便覧の販売状況について
　③�12月８日㈯提携住宅メーカー「住宅なんでも相談会」開催
報告

研修委員会
　①各研修講座の開催状況について
　②第９回会館記念講演　日程・講師について

組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
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１・18
研修・短期講座
「これからの税務調査と所得税における必要経費の考え方」
講師：税理士　近藤雅人先生
参加：125名（１/15現在）

１・18 名古屋税理士会関連５団体新年賀詞交歓会出席
於　名古屋東急ホテル

１・21 上京支部例会・意見交換会出席
於　京都ブライトンホテル

１・22
研修・短期講座「贈与税と譲渡所得税の基礎実務」
講師：税理士　熊谷宏臣先生
参加：48名（１/15現在）

■個人住民税について
◆給与支払報告書の提出及び特別徴収の実施について
　平成24年中に支払われた給与に係る「給与支払報告書」
の提出期限は平成25年１月31日です。給与受給者の平成25
年１月１日現在の住所地の市町村（退職者については、退
職時における住所地の市町村）に提出してください。
　なお、税制改正により、平成25年度から給与支払報告書
（個人別明細書）の様式が一部変更されていますので、作
成の際は注意してください。
　また、御承知のとおり、給与支払者は原則として個人住
民税を特別徴収していただくことになっています。顧問先
の給与支払者が現在特別徴収を実施されていない場合は、
平成25年度からの特別徴収の実施について御指導いただき
ますよう、御協力をお願いいたします。

◆インターネットによる電子申告について
　eLTAX（エルタックス：地方税ポータルシステム）を
利用して、給与支払報告書や給与所得者異動届出書等の電
子申告ができます。以下のようなメリットがありますので、
eLTAXの利用をぜひ御検討いただきますようお願いいた
します。
・市販の税務・会計ソフトのデータでそのまま申告できま
す。（eLTAX対応ソフトに限ります。）
・複数の地方公共団体への申告がまとめて一度にできます。
（eLTAXの運営に参加している地方公共団体に限りま
す。）
・京都市については、特別徴収税額の決定通知書の内容を
電子データとして送信します。

詳しくは下記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】http://www.eltax.jp/

【京都市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特別徴収担当
TEL　075-213-5246

京都市からのお知らせ

▼チャリティー募金寄託のご報告
　毎年恒例のチャリティー募金寄託は、去る12月20日、辰
巳修偉副理事長と田中英文専務理事が社会福祉法人京都府
共同募金会を訪問し、年２回開催のゴルフコンペにて実施
したチャリティー募金、185,000
円を社会福祉法人中央共同募金会
に寄託いたしました。
　当組合からの寄託は今回で31回
目、累積総額17,719,010円となり
ました。
　誌面をお借りして、善意をお寄
せくださいました皆様に厚く御礼
を申し上げます。

小林優子
　１月７日より勤務させていただいており
ます。組合活動をサポートできるよう、
頑張ります。
　ご指導ご鞭撻の程お願い申し上げます。

NEWSお知らせ

１・22 右京支部例会・研修会出席
於　京都全日空ホテル

１・23 全国税理士共栄会理事会出席
於　帝国ホテル東京

１・24 伏見支部新年賀詞意見交換会出席
於　リーガロイヤルホテル京都

１・25 支部連・京税協共催　新春講演会出席
於　京都ホテルオークラ

１・25 組合報第140号発行

お詫びと訂正
　組合報第139号において、ご執筆いただきました先生の
ご氏名が誤っておりました。下記の通り訂正しお詫び申し
上げます。

３頁「両丹支所組合員との懇談会」に参加して
（誤）峰山支所 井本篤志先生→（正）舞鶴支所 本井哲也先生

　新事務職員のご紹介
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文章を書く心得
　「語言文章はいかにもあれ、思ふ儘
の理を顆

つぶ

々
つぶ

と書きたらんは、後来も文
はわろしと思ふとも、理だにも聞ゑた
らば道のためには大切なり。」と多く
の優れた文章を書いた道元はいう。
　「京の文学散歩」を書くに際しても、
いい文章を書こうなどと気負うことな
く、思うとおりの道理をこまごまと書
けばいいのだと思う。

　道元は病気治療のため生まれ故郷の
京都に戻った。回復することもなく示

じ

寂
じゃく

、亨年54歳。柱に書き付けた遺
ゆい

偈
げ

は、

　五十四年、第一天を照らし
　この触

ぼっ

破
ちょう

を打
だ

して、大
だい

千
せん

を触
そく

破
は

す

　54年の間、ひとすじに仏法を求め、
宇宙の果てまで駆けめぐり正伝の仏法
と巡りあった。

　西洞院高辻の近くに石碑「道元禅師
示寂聖地」、高台寺の北の奥まったと
ころに「道元禅師荼

だ

毘
び

之塔」が佇む。

ひとすじに　仏法求め　駈けめぐる

説きたる正法　九十五巻（須藤）

　鎌倉時代の古典「正法眼蔵随聞記」
を読んだ。「歎

たん

異
に

抄
しょう

」とともに鎌倉新
仏教の双璧をなす。
　「正法眼蔵随聞記」はその名のとおり、
仏法の真髄について弟子の懐奘が聞く
に随って記した道元の言行録である。
道元が京都南郊の深草の地で説法を始
めて間もない頃に弟子入りした懐奘の
４年間に亘るメモ。懐奘死後100年程
して発見された。

強い絆で結ばれた師弟関係
　弟子の懐奘は道元より２歳年上、道
元の忠実な継承者である。道元を師匠
として敬い、亡くなるまでの20年間侍
者として仕えた。死後も道元の遺影を
方丈に置き、朝夕の挨拶も生きている
人に仕えるのと変わりなかったという。
道元は懐奘を師匠のように、「私より
長生きしてわが仏法を末永く広めても
らいたい」といって丁重に扱った。男
と男の堅く強い絆で結ばれた師弟関係
に深い感動を覚える。道元亡き後、永
平寺を受け継ぎ（二祖）、道元の書き

残した教えを整理し、後世に伝えるこ
とに力を尽くした。

京都深草で数々の書物を書いた
　高校教科書の「道元、正法眼蔵、永
平寺（福井）」から、道元が活躍した
のは北陸の福井永平寺だと思っていた。
ところが、福井の永平寺にいたのは亡
くなる前の10年間だけ、それまでは京
都南郊の深草で活躍した。日本初の本
格的坐禅道場を造り、「正法眼蔵」な
ど世界に誇る思想・哲学書を著した。
美しい日本文を書き、すばらしい和歌
を詠んだ。

仏法の正門は坐禅
　道元が修業の根本として最も重要視
したのが坐禅。帰国して最初に書いた
書物は、「普

ふ

勧
かん

坐
ざ

禅
ぜん

儀
ぎ

」（普
あまね

く坐禅を勧
める）。調身（姿勢を整える）、調息（呼
吸を整える）、調心（心を整える）の
三つが坐禅の三要素。
　昨年７月の３日間、京都四条の建仁
寺の緑陰講座に参加した。６時半から
静寂に包まれた堂内で坐禅。背筋を伸
ばして姿勢を正す。呼吸は「吐いて、
吐いて、吐き切ること」。眼は１m前
方に落とす。途中、雑念が浮かぶ…。
終わると気持ちが「すーとする」。心
が安らぎの世界にしばし入ったのかも。
最近の医学で脳内のセロトニン（神経
伝達物質）が増えるからだということ
がわかった。
　坐禅の「坐」は「土の上に人が２人
並んでいる」字形。一人は感情のまま
に揺れ動く感情的自我。もう一人は本
当の自己。坐禅は二人の自分の対話。
「仏道をならふといふは自己をならふ
なり」。
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建仁寺

道元禅師荼毘之塔

深草の極楽寺の旧跡界わい

【16】 平成25年１月25日


