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　茂
しげる

氏　プロフィール
生年月日：1940（昭和15）年12月６日
出身地：東京都
最終学歴：早稲田大学政治経済学部

　1963年フジテレビ入社。65年から人
気ワイドショー「小川宏ショー」の司
会兼レポーターに抜擢され、17年間名
レポーターとして活躍した。その後「ス
ーパータイム」「報道2001」などのメインキャスターをつとめる。
「よど号ハイジャック事件」「浅間山荘事件」「日航ジャンボ機墜落
事故」など、日本を揺るがしたビッグニュース数々の報道で高い評
価を得る。ギャラクシー賞、テレビ大賞、日本新聞協会賞などを受
賞。2002年以降フリーに。ジャーナリスト、キャスターとして活躍。
硬派から軟派までレパートリーは幅広く、ソフトな語り口にファン
が多い。講演、パネリスト、コーディネーターなどで、全国を駆け
まわる毎日。趣味の「音楽」にも熱心で、バンドのライブ活動や合
唱会などでも忙しい。

　2002年４月～2011年３月、東京国際大学国際関係学部教授・早稲
田大学客員教授。2011年４月～、東京国際大学特命教授。

●出演経歴
フジテレビ 1965年～82年 「小川宏ショー」司会兼レポーター
 1982年～92年 「ニュースレポート」（昼ニュース）
 1992年～97年 「スーパータイム（現スーパーニュース）」
 1997年～2000年 「報道2001」
TBS 2002年～03年 「おはよう！グッデイ」MC
 2003年～04年 「NON TV」ナビゲーター
日本テレビ 2007年～08年 「オジサンズ11」レギュラー
テレビ朝日 2008年～ 「クイズ雑学王」解答者
 など多数。

●著書
「背広を脱いで」（主婦と生活社）「露木茂がお話します」（扶桑社）
「情報社会をみる」（学文社）「メディアの社会学」（いなほ書房）他。
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　平成25年１月25日、京都ホテルオークラにおいて、近畿
税理士会京都府支部連合会・京都税理士協同組合共催によ
り新春講演会が開催された。講師はフジテレビのメインキ
ャスターをはじめジャーナリストや大学教授を務めた経験
を持ち、現在は東京国際大学特命教授の肩書を持つ露木茂
氏で、「どうなる日本の政治と経済」〜テレビ人が見る今
年の世相〜というタイトルで講演された。
　冒頭で元日の各社新聞の社説について、「見出しを見て
内容が分からないようではダメ」と解説された。さらに東
日本大震災から政治の話についてコメントされた。

　安倍晋三首相とも懇意のある露木氏は各社新聞の社説や
報道を読み解くことで去年の衆議院選挙の自民党大勝や今
後の行方につき解説、またタックスペイヤーである有権者
が自覚を持つべきとの認識を示された。
　後半は言葉の持つ力について、リーダーの発言等により
政治の今後を占うなど言葉に関する仕事を長年されてきた
露木氏ならではの観点から話をされた。最後に「言葉は心
を表現するもの」で、特に日本語は相手の気持ちを思いや
る言葉であると締めくくられた。
� （広報委員　平野　烈）
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優績営業職員表彰式・祝賀パーティー
〈日時〉平成25年１月29日（火）　　〈場所〉ウェスティン都ホテル京都

全税共 第27回全国統一キャンペーン

　去る１月29日（火）ウェスティン都ホテル京都において
「全税共第27回全国統一キャンペーン」の優績営業職員表
彰式が開催された。

　表彰式は、太田克専務理事の司会により定刻に開始され、
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
過報告に続いて来賓の方々より祝辞をいただいた。
　続いて、VIP大型総合保険制度での「理事長賞」「金賞」「銀
賞」「銅賞」「努力賞」が表彰された。その他、連続入賞の
「雅ファイブ」等の方々にも感謝状と記念品が贈呈された。
　小坂文夫副理事長の閉式の挨拶の後、休憩を挟んで糀田
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
賀パーティーの幕開けとなった。

　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
るライブが行われ、懐かしのヒット
ナンバーからR&Bまでが生演奏さ
れた。
　保険第二委員会の委員の先導のも
と、ステージ前のダンスフロアでダ
ンスが繰り広げられた。
　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が行
われ、歓声が各テーブルで上がり大
いに盛り上がった。
　そして、音楽に乗り全員参加のト
レインが会場を巡り、ダンスなどで
盛り上がる雰囲気のなか、大髙友紀
副理事長の閉会の挨拶でお開きとな
った。
� （広報委員　伊藤政宏）

【受賞者の方々】（敬称略）

◦VIP大型総合保障制度
理 事 長 賞� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 宮園　京子� 他３名

金　　　賞� 日本生命保険相互会社� 京都支社� 松尾　瑞穂� 他８名

銀　　　賞� 日本生命保険相互会社� 京都支社� 實川　倫子� 他19名

銅　　　賞� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 阿波　豊子� 他37名

努　力　賞� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 吉岡ひとみ� 他36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� 宍戸さえ子� 他７名

◦優秀機関賞
� 日本生命保険相互会社� 京都支社� 京都法人営業部� 他３機関

◦優秀機関長表彰
� 日本生命保険相互会社� 京都支社� 中村　　誠� 他８名

◦優秀支社20
� 日本生命保険相互会社� 京都支社� � 他１社

◦年間賞表彰
年間５億賞� ジブラルタ生命保険株式会社� 京都エリア� 田中千鶴子� 他９名

年間３億賞� 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� 海老名宏昭� 他６名

◦京税協創立40周年記念
特別功労賞� ジブラルタ生命保険株式会社� 京都エリア� 田中千鶴子� 他３名
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和倉温泉
『加賀屋』雪月花

平成25年
4月7日（日）〜8日（月）

「加賀屋に泊まる和倉温泉の旅」
に参加して

上京支所　堀田　芳孝

　前日からの爆弾低気圧の影響で、当初乗車予定のサンダ
ーバードが運休となり、次の特急に振り替えたり、湖西回
りから米原経由になったりで約１時間遅れで金沢駅に到着
しました。
　旅行の楽しみの第一は、その土地のおいしいものを食べ
るということだと思います。まず昼食は老舗料亭「金城
楼」にて掘り炬燵式の大広間で加賀郷土料理をいただきま
した。又今回の宿は、プロが選ぶ日本のホテル旅館100選
で常にトップとして有名な和倉温泉の加賀屋「雪月花」と
いうことで、海の幸・山の幸ともに地元の旬の食材を使っ
た料理と地酒もおいしく、贅沢な思いをさせていただきま
した。
　支所により参加人数にばらつきがあり、多少の温度差が
あると思いますが、支部単独の旅行と違い京税協の旅行の
良さは他支部の先生との懇親を深められる点にあると思い
ます。
　２日目は雨もあがり、能登半島満喫プランに参加しまし
た。日本三大朝市の一つである輪島の朝市では、おばちゃ
ん達の「買ってくれ」という呼び声が道の両側から聞こえ、

気の毒になりついつい必要以上に買ってしまいました。次
のキリコ会館ではキリコと呼ばれる能登半島の祭りに使わ
れる大きな切子燈籠がところ狭しと並んで、キリコ祭りの
映画も上映されており、祭り気分を味わえました。
　138名という大人数での旅行となり大変だったと思いま
すが、いい企画で充分楽しませていただきました。お世話
していただいた地区連絡担当の先生方ありがとうございま
した。

能登半島にて

宇治支所　小國　泰子

　初めて京税協の旅行に参加させて頂きました。２日目、
私は能登半島満喫プランに参加しました。
　昨日の爆弾低気圧の名残で、風は嵐のように激しいもの
の、晴天に恵まれ、輪島の朝市・キリコ会館を訪れまし
た。輪島の朝市は以前にも一度行きましたが、「朝市」と
いう言葉の響きには何とはなしにワクワクするものが有り
ます。何も買わないでおこうと思いつつ、京都ではなかな
か買えない珍しい品物があり、つい買ってしまいます。
　キリコ会館は初めてで、思っていた以上に「キリコ」は

宿泊先

日　時

加賀屋に泊まる
　 和倉温泉の旅

京税協
創立40周年
記念旅行!!
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大きくて圧倒されます。「キリコ」というのは「切子燈籠」
の略で、お祭りの御神灯だとか…知りませんでした。燈火
のともった様子はねぶた祭りの「ねぶた」のようです。
　お昼は千里浜レストハウスで、たっぷりの海の幸の炭火
焼きを頂きました。アツアツに焼けた烏賊、海老等とても
美味しかったです。目の前は千里浜ドライブウェイですが、
風が強く、海は波が砕け散っていて、怖いようでした。
　荒天のため砂浜ドライブを楽しむことが出来なかったの
が残念でしたが、楽しい２日間を過ごすことが出来ました。
有難うございました。

桜満開の金沢

東山支所　名古　千尋

　前日の嵐はどこへやら、うららかな春の日ざしの中、金
沢観光組のバスは、ひがし茶屋街へと向かいました。石畳
に格子戸の家並みが続く界隈はまるで江戸時代にタイムス
リップしたかのようです。
　その一画にある「懐華樓」を訪れました。今もなお、夜
は一見さんお断りを通す格式高いお茶屋さんです。ひがし
茶屋町は、加賀藩前田公により創建された当時から、芸妓

さんの唄や踊りを楽しむ場で、いわゆる色街ではなかった
そうですが、深紅の壁紙や、金の水引で作った黄金の畳な
ど、やっぱりなにやら艶めかしい雰囲気です。
　囲炉裏のあるお部屋で、お抹茶とお菓子をいただきまし
た。格子戸のむこうに見え隠れする道行く人々の姿をぼん
やり眺めながら、異次元の世界に迷い込んだような心落ち
着くひとときでした。
　そして、金沢といえば兼六園です。ちょうど桜が満開を
迎え、たくさんの人達で賑わっていました。青空に映える
桜の遥か遠くには雪を抱いた山々が見え、京都で見る桜と
はまた違ったおもむきが感じられます。これぞ日本と思わ
せるようなお城を背景にした桜や、園内を流れる曲水に舞
い落ちる花びらなどなど、どこを撮っても絵になる景色に
シャッターを押しっぱなしです。京都ではもう散ってしま
った桜に再び巡り会うことができ、感激もひとしおでした。
　たくさんの桜の写真と、近江町市場で買ったずっしり重
たいカニをおみやげに、帰路に着きました。楽しい旅をあ
りがとうございました。

【5】第141号京都税理士協同組合ニュース



ゆったり金沢の旅

中京支所　坂部　　浩

　１日目の大荒れの天気とは打って変わって、２日目は青
空に恵まれた好天の一日となりました。
　観光組の中でも一番手軽で楽そうな金沢満喫プランに参
加。朝９時に観光バスで加賀屋を出発して、まず金沢のひ
がし茶屋街を散策しました。お茶屋さんが軒を並べる中で
国指定重要文化財として有名な「志摩」を見学しました。
200年前の江戸時代の建物がそのままに保存されている全
国でも珍しいお茶屋で、２階の客間は優美で粋なしつらえ
になっていて、どこからか三味線の音が聞こえてきそうな
雰囲気を醸し出していました。
　「志摩」を出ると加賀麸のお店に入り、午前中には売り
切れると言う人気の生麸まんじゅうをお土産に買いまし
た。ひがし茶屋街の次に桜満開の兼六園を訪れました。昨
日の風雨にも負けずに沢山の桜が競うように咲いて、我々
観光客を迎えてくれました。ガイドさんの説明を聞きな
がら、「ことじ灯籠」、「唐崎松」、「霞ヶ池」と回り、加賀
百万石の文化を映す名園を堪能しましたが、次回にはカキ
ツバタの花が咲く季節に来てみたいと思いました。
　この後、お腹のすいた我々は「寿司小林」で山盛りの寿
司を昼食に食べ、満腹のまま近江町市場でまた散策と買物

をして、金沢駅に向かいました。ぐうたらしたい顔ぶれが
集まった金沢満喫プランは結構、しっかり歩くコースで、
少し疲れましたが楽しい記念旅行になりました。

記念旅行ゴルフコンペで�
優勝させていただいて

地区連絡委員長（伏見支所）　植田　　順

　確定申告の繁忙期を終え、京税協の40周年の記念旅行を
計画したところ、138名の参加をいただき盛大に実施する
ことが出来ました。前日からの天気が大変不安定な中、予
定していた電車が運転取りやめになったり、米原経由で時
間がかかったりしましたが、何とか全員無事に金沢駅に到
着することが出来ました。バスに乗り換え、１日目の予定
を変更して、和倉温泉の「加賀屋雪月花」に向かい、少し早
い目に部屋に入ることが出来ました。宴会まで、余裕の時
間があり、皆さんゆっくりと温泉を堪能していただき、宴
会も余興や鳴り物を用意していませんでしたが、和気藹々
の中、親睦の輪が広がっていきました。その後も、各支所
単位や友達単位で夜遅くまで盛り上がっているようでした。
　２日目は、天気の方もよくなり、少し風は吹いていまし
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たが、観光組とゴルフ組に分かれての行動となりました。
私は、ゴルフ組の方の参加で、バスで「朱鷺の台カントリ
ークラブ」に向かいました。ゴルフ組参加者は39名で、日
ごろの練習の成果を発揮すべくそれぞれスタートし、私も、
インコースの２組目で、九鬼郁雄先生、石原牧先生、田中
健三先生の４名でスタートしました。
　このクラブは、永年ミズノオープンの開催コースで大変
難しいと聞いておりましたが、噂に違わず難しく、前半は
53と大変苦戦しました。後半は、少し気合を入れ直し、40
で上がることが出来ました。時間が押していましたので、
表彰式を帰りのバスの中で行いました。小坂文夫副理事長
の御礼の挨拶で始まり、いよいよ成績発表ですが、なんと
一番上に見える名前が自分の名前で、思わずやってしまっ
たと冷や汗が出る思いでした。ダブルぺリアのハンデに恵
まれ、グロスで93でしたが、20.4のハンデでネット72.6で
優勝させていただきました。本当にありがとうございまし
た。
　今回の旅行は、平澤政治理事長が、「出来るだけ多くの
組合員さんに参加してもらえるような企画でお願いしま
す」と言われ、実際大変多くの組合員さんに参加していた
だけたので本当に良かったと思っています。帰り際、何人
かの先生に、労いの言葉をかけていただき、うれしい気持
ちで一杯でした。参加された組合員さん、京税協の柴田さ
んと桂さん、そして日本旅行のみなさん大変お疲れさんで
した。又、来年も楽しい旅行が出来ればいいなと思います。
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　４月17日（水）京税ホールにおいて、テレビでもお馴染み
の経済ジャーナリスト須田慎一郎氏を講師に迎え第９回会
館記念講演が開催された。
　須田氏はまず、経済を予測するには政治の動きを正確に
把握する必要があると説く。平成24年11月14日の党首討論
をターニングポイントとして日本経済は株高・円安傾向に
推移している。その後12月に安倍内閣が発足し「アベノミ
クス」という言葉が誕生した。
　「アベノミクス」とは？　来る７月の参議院選挙で自民
党が勝つための戦略であり、金融緩和及び公共事業投資拡
大を景気回復政策の柱としている。
　日本はバブル崩壊後20年以上にわたり不景気の状況が続
いている。国民は将来に対する悲観的予測や不安感から消
費・投資を控え、企業は価格競争に勝ち抜くため物価を下
げるデフレ現象から脱却できない。年内での景気回復は難
しいだろうが、スポーツのメンタルトレーニングのように
将来に対して明るい見通しを立て、国民全体がその意識を
共有することによって景気回復を目指したいものである。
　そのために政治の役割は大きい。20年後、30年後を見据
えた成長戦略を示し、実績を残すことが重要である。安倍
内閣の掲げる成長戦略を国民や企業がどう受け止めるの
か、参議院選挙の結果が注目される。
　最後の質問タイムでは受講者の質問に真摯に答えて頂い
た。聴く者を惹きつける話術で、時には裏話も交えながら
楽しくご講演頂き大変有意義な２時間であった。
� （広報委員　馬塲佳代子）

須
す

田
だ

慎
しん

一
いち

郎
ろう

氏　プロフィール

　1961年、東京生まれ。
　日本大学経済学部卒。
経済紙の記者を経て、フ
リー・ジャーナリストに。
「夕刊フジ」「週刊ポスト」
「週刊新潮」などで執筆
活動を続けるかたわら、
テレビ朝日「ワイドスク
ランブル」、「ビートたけ
しのTVタックル」、読売
テレビ「たかじんのそこまで言って委員会」、テレビ
大阪「たかじんNOマネー」、ニッポン放送「あさラジ」
他、テレビ、ラジオの報道番組等で活躍中。
　また、内閣府、多重債務者対策本部有識者会議委員
を務める（現職）など、政界、官界、財界での豊富な
人脈を基に、数々のスクープを連発している。
　近著に「サルに負けない投資戦略」（光文社、2012
年９月）「テレビ・新聞が絶対言わない！日本経済の
大問題」（KKベストセラーズ、2012年４月）「暴力団
と企業　ブラックマネー侵入の手口」（宝島社新書、
2012年６月）「日本が融けてゆく」（古賀茂明氏共著、
飛鳥新社、2011年７月）、「国債クラッシュ」（新潮社、
2011年６月）、「内需衰退」（扶桑社、2011年３月）な
どがある。

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〜

第９回会館記念講演

日時　平成25年４月17日（水）
場所　京都税理士会館３階　京税ホール
講師　経済ジャーナリスト　須田慎一郎氏
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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

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

　下鴨神社の近くにある、ベルギー
チョコレートのお店です。ガラス張り
の明るいお店のショーウインドーには、
様々なチョコレートや詰め合わせが並
んでいて、チョコ好きの私は入るだけ
でテンションがあがります。チョコは
量り売りなので、好きなものだけ選ん
で買え、しかもベルギーチョコの割に
は買いやすい値段なのも魅力です。
　どのチョコも優しく柔らかいお味で
すが、私が一番好
きなのは「オラン
ジェット」。細切
りにしたオレンジ

　京都税理士会館から北へ40m、一つ
目の角に今回ご紹介する「パスタコレ
クションハウス道月」さんがあります。
この場所でイタリアンのお店を始めら
れて約３年。
　昔ながらの奥
に長い京都のお
宅を改装された
店内は、和と洋
が上手く融合し
たとても素敵な空間で、外国からのお
客様もよく利用されているようです。
　奥には中庭の見える個室もあり、イ
ケメンの給仕さんにお料理の説明をし
てもらいながら幸せな気持ちで食事を

楽しむことができます。
　厨房では野菜ソムリエの資格を持つ
店長兼シェフが市内の契約農家から仕
入れた野菜をふんだんに使った独創的
かつ超美味な料理を作っていらっしゃ
います。
　ここで使われるパスタはイタリア人
シェフが毎日専属で手作りされており、
普段なかなかお目にかかることのない
ちょっと変わったショートパスタなど
に出会うこともできるんですよ。
　食品添加物や化学調味料を使わず素
材の味をしっかりいかしたイタリアン
はパスタ好きの方や美食家の方にも
きっと気に入っていただけるでしょう。
　ランチコース1,500円から、ディナー
コース3,000円から、飲み放題1,500円と、
大変お手頃価格でお腹一杯イタリアン
を楽しむことができますので、研修な
どで会館へお越しの際は、是非一度お
立ち寄りくださいませ！

の皮を砂糖漬けにして、チョコをコー
ティングしたもの。ちょっとビターで
お酒のおつまみに最高です。

　それと、絶対に
お薦めなのが、「フ
ルーツゼリー」。
チョコレート屋さ

んにゼリー？と意外な感じですが、青
リンゴ、パイナップル、イチゴ、ピー
チ、洋ナシなど８種類位あって、それ
ぞれの果物の形をしています。果実の
うまみがゼリーの中にギュッと凝縮さ
れていてひとつ食べると満足感でいっ
ぱいになります。
　ちょっとした手土産にも、とても重
宝するお店です。可愛らしい缶に入っ
た詰め合わせも素敵ですし、私は、フ
ルーツゼリーとオランジェットを希望
の金額で詰め合わせてもらったりしま
す。特にゼリーはどの方にも好評です。
　今年でちょうど100周年のレオニダ

ス。世界中には約2,000店舗ある
そうです。東京には10店舗ほどあ
りますが、関西には少なく京都は
ここだけ。ぜひ一度出かけて
ショーウインドーの前でどれにし
ようかな〜と
楽しい迷いを
してみてくだ
さい。

パスタコレクションハウス 

道
ど う

　月
げ つ

〒604︲0944　京都市中京区押小路通麩
屋町東南角橘町616

ＴＥＬ　075︲253︲1185
問合せ　info@dougetsu.com
ＵＲＬ　http://www.dougetsu.com/

パスタコレクションハウス
道月

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

御池通御池通

姉小路通姉小路通

押小路通押小路通

二条通二条通

一本松
バス停
一本松
バス停

下鴨
神社
下鴨
神社

み
た
ら
し
団
子

み
た
ら
し
団
子

ロ
ー
ソ
ン

ロ
ー
ソ
ン

京都下鴨病院京都下鴨病院

下鴨中下鴨中

多田歯科多田歯科

ガソリンスタンドガソリンスタンド

家庭裁判所家庭裁判所

左京図書館左京図書館

北大路通北大路通

高野川高野川

賀茂川賀茂川

Leonidas
京都下鴨店

Leonidas 京都下鴨店
〒606︲0816 京都市左京区下鴨松ノ木町59

ＴＥＬ　075︲723︲6802
ＦＡＸ　075︲723︲6802
E-mai　leokyoto@ga2.so-net.ne.jp
営業時間　 11：00～19：00　水曜定休

パスタコレクションハウス

道
どう

　月
げつ

上京支所　中元亜紀

左京支所　山田陽子

L
レオニダス

eonidas 京都下鴨店
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●各組の入賞者

比良組 伊吹組 鈴鹿組

優勝 植田　　順（伏見） 吉田　　貢（下京） 中井　正紀（福知山）

２位 村中　平治（左京） 佐々木髙明（東山） 安井　伸夫（中京）

３位 斎藤　　誠（大同生命） 中居　　章（下京） 今西　　到（右京）

ＢＧ 植田　　順（伏見） 関本　孝一（園部） 伊島　　睦（東山）

●団体戦

優勝 下京・左京支所（合同チーム）

２位 東山・伏見支所（合同チーム）

３位 宇治・園部・福知山支所（合同チーム）

�
伏見支所　植田　順

　前週の京税協の40周年の記念旅行に引き続き優勝させて
いただきました。そして、久しぶりにBG（ベストグロス）
も同時にいただき三重の喜びです。当日はお天気にも恵ま
れ、絶好のゴルフ日和で、大好きな蒲生ゴルフ倶楽部での
プレーとなれば、気合も十分で、前半は41の成績で、この
調子で後半も頑張れば良いと思い、その通り40で合計81と
私としては十分な成績でした。ダブルぺリアによるハンデ
も8.4いただき、ネット72.6という結果でした。当日は、中
京支所の吉田和正先生と南博光先生、そして大同生命の岩
崎成吾氏と同伴で、楽しくプレーさせていただき、大変あ
りがとうございました。
　その後、表彰式の司会をさせていただき、今回東北税協
の協力により用意した米沢牛の賞品をたくさんいただきま
した。当日は、朝早くから大同生命のスタッフの皆様や京
税協の事務局の皆様に、お世話になり心よりお礼申し上げ
ます。又次回も空気を読みながら頑張りたいと思いますの
で、よろしくお願いします。

�
下京支所　吉田　貢

　この度は、京税協・大同チャリティーコンペで個人・団
体の両方で優勝となりました。
　当日は４月にしては暖かい天気で、後半のラウンドでは
半袖になられた先生も数多くおられて最高のコンディショ
ンでした。
　当日は少し遅刻しまして、下京支所の中居章先生、中京
支所の平岩創一先生、竹橋正次先生には大変ご迷惑をおか
け致しました。同伴プレーヤーの先生方とハンディにも恵
まれて楽しくプレイ出来た上に優勝となりましたので大変
楽しい一日でした。
　また賞品は東北復興支援の一環として山形の米沢牛のヒ
レステーキを頂きました。実は私の出身地は東北の岩手県
でして、賞品に被災地のものを選んでいただき感謝致しま
す。
　最後に、朝早くからご準備いただいた大同生命のスタッ
フの皆様並びに京税協事務局の皆様に心より御礼申し上げ
ます。ありがとうございました。

比良組優勝 伊吹組優勝

京税協　　京税協厚生会　　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 京税協・大同

平成25年４月16日（火）　於：蒲生ゴルフ倶楽部

ゴルフコンペチャリティー
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�
福知山支所　中井正紀

　初夏を思わせる快晴の蒲生ゴルフ倶楽部で開催されまし
た第50回京税協・大同チャリティーゴルフコンペに参加さ
せていただき誠に有難うございました。おまけに鈴鹿コー
スの優勝をさせていただきこの上なく光栄でございます。
　私がゴルフを始めたのは平成13年京都税理士協同組合の
記念事業での神奈川県川奈ゴルフ倶楽部がデビュー戦であ
り、その後何度かコンペに参加させて頂きましたがいつも
ハンデキャップに恵まれませんでした。しかし、今回は
OBホールが全て隠しホールに填り、蒲生の神様の後押し
のお陰と感謝しております。今後ともOBを打っても腐ら
ずにプレーする所存でございますのでお付き合いの程よろ
しくお願いします。
　最後になりましたが、同伴頂いた林正先生、田中裕司先
生、福富昭様をはじめ、大同生命並びに京都税理士協同組
合のスタッフの皆様に感謝申し上げ、健康管理と運動不足
の解消のため大いにゴルフを楽しむ所存でございます。

鈴鹿組優勝

団体優勝の下京・左京支所（合同チーム）

チーム広報でーす。

広報委員会からも
参加しました。

【11】第141号京都税理士協同組合ニュース



シリーズ

京都バス32番に乗って

路線バスのたび

　滝のたもとに松尾芭蕉の句碑がありました。
梅白し昨日や鶴を盗まれし

と刻まれています。芭蕉が鳴滝に半月ほど滞在したときに
詠んだ句です。絶えず流れ落ちる滝を眺め水音を聞いてい
ると時を忘れてしまいます。
　再びバスに乗り平岡八幡宮へ行きました。平岡八幡宮は
弘法大師が大同４年（809
年）大分県の宇佐八幡宮
より勧請した八幡宮です。
応永14年（1407年）に本殿
を焼失しましたが、足利
義満によって再建されま
した。
　本殿は平成12年に京都市の有形文化財に指定され、天井
には44枚の極彩色の花絵が描かれており、「花の天井」と

　穏やかな日差しの春の日に「太秦天神川駅前」から高雄
行きの市バス８番に乗りました。

　天神川に沿って北へ、
双ヶ丘を右に見ながら揺
られていると「福王子」
に到着。ここでいったん
下車し周山街道を歩くと
了徳寺があります。了徳
寺は通称大根焚寺と呼ば

れており、毎年12月９日、10日に大根焚きが行われます。
境内に入ると大きなお鍋がありました。私が訪れた日は静
かな境内でしたが、12月の大根焚きの日は約3,000本の大
根が炊かれ、多くの参拝者でにぎわいます。
　了徳寺から周山街
道沿いに歩き、閑静
な住宅の横を通り抜
けると、滝を見つけ
ました。住宅街に
滝？と思いましたが、
山奥の滝と比べると
小さいもののなかなか立派な滝です。この辺りは鳴滝とい
う地名で、高雄と嵯峨へ行く街道に挟まれた所を流れる御
室川がこの地で滝となり、水音が遠くまで鳴り響いたこと
が由来です。

市バスのたび（8系統）
発売当日限

り有効

乗車券

13.5.25

太秦天神川
駅前

↓

高雄方面
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　清滝川まで石段を下りる
途中も新緑がまぶしい。紅
葉の高雄ももちろん素晴ら
しいですが、新緑の高雄は
人も少なくリフレッシュす
るにはおすすめです。
　帰りのバスが到着したので家路に向かいます。途中、福
王子の近くにある世界遺産仁和寺に行きたくなりバスを降
りました。仁和寺の塀の外に桜が満開。大島桜という種で

開葉と同時に開花し、桜
餅の桜の葉はこの桜が使
われています。
　仁和寺の二王門を抜け
参道を進むと有名な御室
桜が…ほぼ散っていまし

た。遅咲きの桜ですので少し期待していましたが残念。御
室桜は樹高が低く根元から枝を張るのが特徴で、約200本
植えられています。目の高さに花があるので、桜の海を漂っ
ているような気分になりそう。と
満開時の桜を想像しながら帰りの
バス停へと向かいました。
　久しぶりにのんびりとバスに乗
りました。たまにはいいものです
ね。

呼ばれています。
　参道を行くと「椿の小径」の
立て看板が見えます。歩くと左
右に色とりどりの多種多様な椿
が鮮やかに咲いていました。社

務所横には「願い事をすると、白玉椿（白い花の椿）が、
一夜で花開き、願いが成就した」という白玉椿伝説が残る
樹齢200年の白玉椿がありました。あまり花が残っていな
いのが残念。少し残っている花を見ていると、偶然宮司さ
んが通りかかられ、椿についての話を伺うことができまし
た。宮司さんの話によると、今年は早く開花したそうで、
例年は３月頃が見頃ということでした。また、一本の木か
ら赤と白の花が咲いたり、昨年と今年で違う色の花を咲か
せたりするそうです。椿以外にも異なる色を同時につける
花もあります。自然って不思議ですね。
　次は終点高雄へ。バスを降り、目前に広がる山一面ピン
ク色です。何の花だろう、桜かな？と思い、近くにいた方
に聞いたところ、ミツバ
ツツジだと教えていただ
きました。息を呑むよう
な美しさです。新緑との
コントラストがとても綺
麗でした。高雄にきて良
かった！

市バスのたび（8系統）

▼ 広報委員　森 田 尚 子
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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！

　２年ほど前に
友人の紹介で毎
月第３日曜日の
午後、京都駅前
の“場所”で「小
さなしあわせさ
がそう会」とい
う名の同好会に
出席しています。

　その同好会は20年前に始まったとのことで約40名の会員
がいますが、40代以上の男女で大学教授、宗教家、スナッ
クのママ、バレリーナ、友禅作家、音楽家など名刺交換の
都度驚くばかりの情報が入ってきます。
　約１時間半会員なり会員の知人が講師となって、趣味や
体験を語り、その後懇親会となりますが、今では毎月の楽
しみとなっています。
　３月は同志社
高校の英語の先
生が現在NHK
の大河ドラマの
主人公の新島八
重の生涯を話さ
れ、その中で最
初の夫である川
崎尚之助のこと
について同人は
兵庫県豊岡市の出

いずし

石藩の出身で明治８年３月に今の東大病
院で死去し、その墓所が豊岡市出石町の願成寺にあると紹
介されていました。
　私も川崎尚之助の生涯を単行本で読んだばかりの時でし
たので共感をした次第です。
　新島八重の２度目の夫である新島襄が設立した同志社大
学には本年４月に京田辺市から京都市上京区の今出川キャ
ンパスに約6,500名が移り、すでに２年前ほどから学生マン
ション、飲食店が立ち並び大変なにぎわいとなっています。
　もう一つの楽しみは奈良県の明日香村の探索（散歩）です。
奈良は京都の南隣りに位置しているものの案外と時間を要
します。

　1972年３月に壁画で有名な高松塚古墳が発見され1983年
11月に発見されたキトラ古墳にも同様の壁画があったこと
から考古学ブームが一気に広がり現在に至っています。
　特に今年になって奈良県桜井市の箸

はし

墓
はか

古墳に学者による
調査が初めて行われました。この古墳は邪馬台国の女王・
卑弥呼の墓との説もある注目度ナンバーワンの古墳と言え
ます。
　付近の纏

まき

向
むく

遺跡から中国の神仙思想にある大量の桃の種
が発見されたことからも邪馬台国が近畿地方にあったと主
張している人達にとって心強い後押しとなっているようで
す。
　春秋の日曜日の明日香村はカメラを持ったファンでにぎ
わっています。
　私も、あまり思い込まずに適当に楽しんでいきたいと
思っています。

私の恒例（参加）行事� 上京支所　多 根 征 夫

新島邸（上京区）

伝　板
いた

葺
ぶきの

宮
みや

跡
あと

（明日香村）

斉明朝・亀石遺跡（明日香村）
（細川元総理大臣と）細川氏の陶芸展会場で
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　「一即一切、一切即一」と聞いて「ははぁ、アレやな」
と見当をつけられる方は居られるだろうか。
　これは、華厳経という仏教経典の中で展開される代表的
な教えの一つで、僕はこの考え方に興味を惹かれている。
　華厳経は、ブッダが悟りをひらいたとき頭の中にあった
ことを現した経典といわれ、最も古い経典の一つ。ちなみ
に、この中で本尊とされているのが、毘

び

盧
る

舎
しゃ

那
な

仏
ぶつ

といって、
あの東大寺の大仏はこの仏である。
　僕個人は、結婚式は十字架の前、法事では仏壇に手を合
わせ、初詣に神社に出向くという一見滅茶苦茶な、かつ日
本人に多い無信仰と言っていい輩である。この僕がなぜ華
厳経に興味を持ったのかというと、仏教における重要な概
念である「縁」を物事の本質、現代流にいえば素粒子レベ
ルまで掘り下げて説いているからである。華厳経は膨大な
経典なので、そのことだけを説いているのではないが、根
底に流れる重要な考え方のようだ。
　そして、はじめに書いた一即一切、一切即一というのは、
ごく手短にいうと、一つの塵のなかに全宇宙が備わり、万
物は全て一体であるということ（であると理解している）。
これは、重

じゅう

々
じゅう

無
む

尽
じん

ということでもある。事
じ

事
じ

無
む

礙
げ

法
ほっ

界
かい

とい
うのにも繋がっていく。ただ、原典訳を読んだことが無い
ので、僧籍をお持ちの先生がこの文章を読まれると考えた
ら、身も縮む思いであるが…。
　こういうことを考えだしたきっかけは、高校、大学生の

頃だった。
　当時大阪の実家に居
た僕は、金が無かった
ので梅田から難波まで
よく歩いた。そういう
時に「この宇宙てなん
やねん」と考えたりし
ていた。そして、長く
なるので経緯は省略す
るが「無限も何も結局
全て縁みたいなもの
ちゃうの」というよう
なことに思い至ってい
た。高校生の時から１

人でお寺巡りをするような変なヤツだったので、そういう
素養はあったのかも知れない。

　ということで、今も華厳経関連の本を読んだりするのだ
が、やはり難しい。ほとんど哲学ですからね。
　こういうことを書くと、普段物静かに暮らしていると思
われるかも知れないが、実は音楽をやっていてギターを弾
いたりしているのである。ここ数年は平均すると週１回弱
のペースでライブをしている。
悪魔の音楽と言われるブルー
ズを演奏することすらある。
　こういう自分も、一即一切、
一切即一なのである、てホン
マか。

一即一切、一切即一� 東山支所　西 堀 幸 雄

東大寺大仏殿

東大寺南大門
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中間監査

神戸税理士協同組合との
研修に関する意見交換会

相談役会

大同生命との
連絡協議会

　２月４日（月）、平澤政治理事長以下５名の担当役
員の立会いのもと、組合と厚生会の中間監査が実施
された。
　南利憲監事以下５名の監事は、長時間にわたり厳
正に監査し、監査に基づく指摘がなされた。

　４月１日（月）、神戸税理士協同組合より水埜安寛
理事長以下４名の役員が来館された。平澤政治理事
長以下４名の担当役員と、主として、研修に関し、
活発な意見交換がなされた。

　厚生会との共催により、２月８日（金）、相談役会
が開催された。担当副理事長より総務・保険・事業
各部門報告がそれぞれなされた。

　厚生会との共催により、４月10日（水）に京都税
理士会館にて開催された。
　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、参加者相互が親睦を深めた。

本誌文章中、厚生会と記載のあるものは、
京都税理士協同組合厚生会を指す。

京都税理士協同組合 第41回通常総会

４月10日水

２月８日金２月４日月

４月１日月

　日 時� 　場 所

平成25年８月９日（金）　16：00（予定）� ウェスティン都ホテル京都

厚生会の総会も同日開催予定です。詳細は改めてご案内いたします。
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第４回理事会

　平成24年度第４回理事会を３月27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40名　監事４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14名、法人２社、賛助会員15名が加入承認。承認の
結果、個人組合員は1,239名、法人組合員80社、出資金額
１億231万円、賛助会員285名、加入率は82.0％となった。
� （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○藤田久美子（伏見）　○土屋　まり（宇治）
○中山　竜也（右京）　○井垣　保男（伏見）
○郷原真由美（左京）　○枡岡　福美（上京）
○髙木健太郎（右京）　○宮本　照義（右京）
○山下　宜子（左京）　○田原　義幸（宮津）
○中山　直人（宇治）　○鎌田　康人（中京）
○小倉さやか（上京）　○三好　三枝（伏見）
（法人組合員）
○税理士法人みらい経営（中京）
○税理士法人クレセント（中京）
（賛助会員）
○大橋　誠一（下京）　○松井　千春（右京）
○佐々木保幸（伏見）　○安田　　聖（中京）
○藤田　慎也（中京）　○神緒　美樹（中京）
○杉澤喜久美（右京）　○藤井　昶夫（東山）
○溝口　信之（右京）　○北岡　春二（中京）
○田野城智隆（中京）　○馬渕　要至（左京）
○水野朝太郎（中京）　○伊島　　悠（上京）
○山本　忠行（中京）
第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
　下記、賛助会員への功労金支払が承認された。
○谷原　義明（左京・業務廃止）
○竹下　和彦（上京・枚方支部へ転出）
○枡岡　福美（上京・組合員へ移行）
○平岩　　誠（中京・脱退）
○鎌田　康人（中京・組合員へ移行）
○山下　宜子（左京・組合員へ移行）
○中山　竜也（右京・組合員へ移行）
○郷原真由美（左京・組合員へ移行）
○井垣　保男（伏見・組合員へ移行）

第３号議案　保有契約還元金の算出について
　保有契約還元金の算出について、還元率を変更して、増
額することが決議された。

【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
③２月４日（月）中間監査実施報告
④４月１日（月）現在「組合員名簿」発行について
⑤教育情報図書配付について（H25　税務ハンドブック）
広報委員会
・京税協ニュース発行状況について
法規委員会
・組合規程・諸規則の見直しについて
地区連絡委員会
・４月７日（日）〜８日（月）組合旅行
・４月16日（火）大同生命ゴルフコンペ（厚生会共催）
各申込状況報告
その他
・事務局　職員の異動について

（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
①４月10日（水）連絡協議会開催要領（厚生会共催）
②５月23日（木）�優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー�

開催要領（厚生会共催）
保険第二委員会（全税共ほか）
①１月29日（火）　�第27回全国統一キャンペーン入賞者数、

表彰式・祝賀パーティー開催報告
②第28回全国統一キャンペーン内容報告
③代理店増強（Z１）・挙績推進（Z２）キャンペーン報告
④小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーン報告

（事業部門）
事業委員会
・平成24年分「税務便覧」販売実績並びに
　各税協（名古屋・東海・神戸・阪奈）訪問について
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９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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１・26 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

１・27 宮田義見氏藍綬褒章受章祝賀会出席　於　帝国ホテル大阪

１・29
全税共第27回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
　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）

２・４ 組合及び厚生会の中間監査

２・５

研修・短期講座
「所得税の計算と申告の実務」
　講師：中村　剛先生
　参加：99名

２・７ 地区連絡小委員会
（40周年記念旅行について）

２・８ 相談役会
（厚生会共催）

２・14
保険第一小委員会
（大同生命保有契約還元金計算方法について、
新年度施策について）

２・18

全国税理士共栄会　
平成25年正副会長・全国業務推進委員・
事務委託組合責任者連絡協議会出席
　於　ホテル日航東京

２・22
全国税理士共栄会　
事務委託組合事務局実務担当者協議会出席
　於　目黒雅叙園

３・21 地区連絡委員会（40周年記念旅行について）

３・22 研修委員会（第41・42期研修委員会の運営について）

３・25
保険第一委員会
（新年度施策について、大同生命優秀営業社員
表彰式・祝賀パーティーの開催について）

３・27 正副理事長会・常務理事会・理事会

４・１ 神戸税協・京税協　研修に関する意見交換会

４・２
法規委員会
（役員会規則、役員職務分掌規程、慶弔規程・
事務局職員慶弔規程について）

４・４

研修・職員研修講座
「１年間100時間以上削減する事務効率化のすす
め〜無駄時間徹底削減のスキル〜」
　講師：人材開発コンサルタント 阿部紀子先生
　参加：30名

４・５ 事業委員会
（平成24年分税務便覧販売状況について）

４・７
　〜８

創立40周年記念旅行
「加賀屋に泊まる和倉温泉の旅」
　参加：138名

４・10

研修・職員研修講座
「社会・労働保険の基礎知識〜採用から退職に
関る制度の概要〜」
　講師：社会保険労務士　三ツ星通代先生
　参加：43名

４・10 保険第一委員会（第42期新年度施策について）

４・10 大同生命との連絡協議会（厚生会共催）

４・11

研修・短期講座
「新設された税務調査手続きのすべてと税理士
の権利」
　講師：右山昌一郎先生
　参加：112名　web研修参加：37名

４・16

第50回京税協・大同チャリティーゴルフコンペ
（厚生会共催）
　於　蒲生ゴルフ倶楽部
　参加：69名

４・17 正副理事長会

４・17

第９回会館記念講演
「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〜」
　講師：須田慎一郎先生
　参加：129名

４・19

研修・職員研修講座
「登記に関する基礎知識〜商業登記簿謄本の見
方・不動産登記の概要　ほか〜」
　講師：司法書士　内藤卓先生
　参加：28名

４・26 広報委員会（第141号編集割付）

５・１

研修・短期講座
「取引相場のない株式の評価留意点―実務上、
誤りやすい事例の検証―」
　講師：笹岡宏保先生
　参加：201名

５・10 広報委員会（第141号ゲラ校正）

５・15 広報委員会（第141号ゲラ再校正）

５・15

研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第１回」（全10回）
　講師：公認会計士・税理士　岡村勇毅先生
　参加：35名

５・15 下京支部定期総会出席

組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

平成25年
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事務局　阿部　真喜子
　このたび２月20日をもちまして退職させていただきました。
　在職中は大変お世話になりまして本当にありがとうござい
ました。
　心より感謝しております。
　学ばせていただきましたことを今後も活かして参りたいと
思います。
　皆様のご健康とご多幸を心からお祈り申し上げます。

　退職のご挨拶

 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

事業委員会からのお知らせ
■提携企業について
◎下記の提携企業に変更がございました。

〈郵便事業㈱〉
平成24年10月１日（月）より社名変更
郵便局㈱と統合し「日本郵便㈱」になりました。

〈㈱ JTB西日本　団体旅行支店〉
平成25年３月25日（月）より移転
　〒600-8421　�京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167�

NBF四条烏丸ビル
　TEL：075-284-0175　FAX：075-284-0155

〈財団法人　京都中小企業振興センター（KPC）〉
平成25年４月１日（月）より社名変更
「公益財団法人京都中小企業振興センター」に変更されました。

〈リゾートソリューション㈱「日本ゴルフ会」〉
平成25年４月27日（土）より移転
　〒550-0004　�大阪市西区靱本町１丁目11番７号�

信濃橋三井ビルディング12階
　TEL：06-7174-8870　FAX：06-6441-5999

※ご不明な点がございましたら事務局までご連絡ください。
� （担当：片木）

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、この調査に御理解と御協力をお願いい
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。

〈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資産税課
TEL（075）213-5214

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

５・16
法規委員会
（役員会規則、役員職務分掌規程、慶弔規程・
事務局職員慶弔規程について）

５・21

研修・府民・市民のための無料講座
「平成25年度　税制改正　資産家様に迫る増税
の影響〜増税時代における賢い相続対策・法人
活用のススメ〜」
　講師：大江孝明先生
　参加：81名（５月15日現在）

５・22

研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第２回」（全10回）
　講師：公認会計士・税理士　岡村勇毅先生
　参加：35名（５月15日現在）

５・23 正副理事長会

５・23
大同生命優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー
（厚生会共催）
　於　ウェスティン都ホテル京都

５・25 組合報第141号発行
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　平治の乱で敗れた源氏側は、義朝が

殺害され、頼朝は伊豆に流される。こ

の時義朝と妻常磐の間に３人の子供が

生まれていた。８歳、６歳と一番下が

生後１年ほどの子で名を牛若という。

親子４人と蓬は戦乱を逃れて清水寺に

ある子安観音の御堂の中に隠れていた。

当時も綺麗な朱色が空に映えていたの

だろうか。しかしやがて平家に見つか

り、常盤は平清盛の愛人に、牛若は鞍馬

寺に出家のために預けられる。鞍馬に

は今でも多くの牛若伝説が残っている。

　その後戦乱を逃れて、阿部麻鳥は牛

飼町と呼ばれる六条坊門付近の細民窟

に住み、貧民を助けるため医学の研究

を始めていた。現在で言うと五条東洞

院辺りであろうか。牛飼町の名前は見

当たらない。

　阿部麻鳥は再開した文覚上人の紹介

で神楽ヶ岡の和気百川という元典薬寮

の医薬士を訪ね入門を許される。神

楽ヶ岡は今の吉田山ですが、和気百川

は実在の人物では無いようだ。

　その後、蓬の仕えていた常盤御前か

ら頼まれ、鞍馬寺で成長した牛若に手

紙と観音像を届けるために鞍馬寺を訪

れる羽目になる。牛若はその後鞍馬山

　祇園精舎の鐘の声…で始まる平家物

語は琵琶法師に語り継がれてきた物語

であるが、新平家物語は、吉川英治が

平家物語を骨子に各種の歴史的資料を

参考にして完成させた歴史大河小説で

ある。もちろん平清盛を中心とする平

家と、源頼朝を棟梁とする源

氏の武家争いの物語ではある

が、吉川英治は、物語に架空

の人物を織り交ぜることで厚

みを持たせている。

　三条西洞院に柳ノ水と呼ば

れる静泉を擁する御所があり、

ここは崇徳院が退位された場

所と言われている。確かに現

在の地名も柳水町といい、染

物屋の一角にその史跡は残っ

ていた。

　この名水を阿部麻鳥という

者が水守をしていた。ある日、

崇徳院が水を飲みに参ったと

き、初めて出会うことになる。

この阿部麻鳥、元は伶人の出

自で、自らも笛の名手ながら、父親が

院の母親・待賢門院から可愛がられた

恩を返すため上皇となった崇徳院に仕

えているとのことだった。

　1156年、武士を巻き込んだ貴族同士

の戦い保元の乱が起こり、敗れた崇徳

上皇は讃岐に流される。阿部麻鳥は崇

徳院をしたって彼の地まで訪れること

になる。しかしこの度は京都の出来事

に限って案内していこうと思う。

　阿部麻鳥は戦後も柳ノ水を守ってい

た。そこで高雄の文覚上人や源義朝の

妻常磐の女童である蓬
よもぎ

とも出会うこと

になり、やがて結婚することになる。

　それから３年後の平治元年、今度は

平清盛対源義朝の武家同士の戦いが始

まる。

京
の
文
学
散
歩

新
平
家
物
語

�

著
　
者
　
吉
川
　
英
治

�

広
報
委
員
　
平
野
　
烈

柳ノ水跡

清水寺 子安堂

鞍馬寺

【20】 平成25年５月25日



転戦し、義経とともに京の都に凱旋す

ることになる。

　しかし輪廻はまわり、義経も頼朝か

ら追われる身となる。ここで阿部麻鳥

と別れ、阿部麻鳥は広沢の小屋へ、義

経は吉野山から奥州藤原家に向けて逃

避行が始まる。

　阿部麻鳥も蓬との間に円という女の

子を授かるが、兄麻丸は戦乱のどさく

さに紛れて、不良仲間と悪事の数々に

手を染め行方知らずになってしまう。

阿部麻鳥の知名度は後白河法皇の最期

を看取るまで上がっていたが、阿部麻

鳥自身は平凡な人生を望むのであった。

　やがて東北へ逃げた源義経は藤原泰

衡の裏切りに会い、衣川館の持仏堂で

自害した。源氏の棟梁にして征夷大将

軍の源頼朝も鎌倉で落馬が原因で他界

する。結局盛者必衰の理をあらわすの

か。

　阿部麻鳥夫婦は苦労の末、長男麻丸

を見つけ出し紺屋に修行させ、のちに

一人前の染工となり、娘の円は医薬生

と結婚して２人の子の母となり幸せに

暮らすことになる。老夫婦となった阿

部麻鳥と蓬は吉野山に花見に出かけ、

今までの苦労を語り合って物語は終わ

る。

を抜け出し、関東から奥羽地方に身を

隠すため途中で寄った熱田神社で源義

経九郎判官と名乗ることになる。

　平家の時代になっても、平安京は世

情も悪く火事が頻繁にあったらしい。

源氏の復活のために闇で蠢く者たちが

いたのである。

　阿部麻鳥夫婦も大火で焼き出され、

柳ノ水を守るため三条西洞院の界隈に

住みついた。

　ついに伊豆で源頼朝が旗揚げし、木

曽では義仲が蜂起し、院は後白河法皇

が暗躍し、平家にとって末期が近づき

つつあるときに、たまたま寄った九条

河原口の平盛国の屋敷で平清盛は病に

倒れた。西八条に運ばれた清盛は典医

方では手の打ちようがなく、和気百川

の皆伝を得た阿部麻鳥

が呼ばれることになる。

阿部麻鳥は清盛の病気

を「瘧（ぎゃく）」と

診たて、不治の病であ

ると宣言した。「瘧」

とはどうもマラリヤの

ことらしい。1181年閏

２月４日他界した。

　平清盛が日常で住ん

でいたのは、六波羅周

辺ではなく、西八条と

呼ばれる、今では水族館も出来た梅小

路公園辺りだそうだ。

　阿部麻鳥と蓬の間に生まれた子、麻

丸を連れた３人は木曾軍が京に進駐し

て来たさい、洛外の嵯峨広沢の辺りに

小屋を立てて住んでいた。

　源義経が入洛した後、源氏累代の邸

宅である六条堀川邸に入り、阿部麻鳥

夫婦の噂を聞きつけ、母常磐の生涯を

聞くために館に呼び出した。六条堀川

邸は堀川通五条下がる西側に「左女牛

井の跡」という石碑があり、ここが六

条堀川の館内にあった井戸跡と言われ

ている。また義経が静御前と共に過ご

した場所でもある。

　この出会いがもとで、阿部麻鳥は陣

医として一の谷、屋島そして壇ノ浦に

西八条第跡

六条堀川邸あたり

【21】第141号京都税理士協同組合ニュース



編 集 後 記

 広報副委員長　小林　由香
　「京税協」の編集会議に毎回楽しく参
加させていただきました。
　各コーナーの取材も大変楽しかったです。
　河村委員長、広報委員の皆様お疲れ様
でした！

 広報副委員長　馬塲佳代子
　毎回楽しく委員会に参加させて頂きま
した。「路線バスのたび」の取材で、丹
波篠山まで足を伸ばした事もいい思い出
です。編集作業を通して、色々と勉強さ
せて頂き委員会の先生方には感謝の気持
ちで一杯です。

 板倉　義守
　広報委員になったおかげで、この４年
間に２回だけ路線バスに乗りました。
　「チーム広報」からゴルフの優勝者が
でないかなぁ(^_^)v

 徳田　明子
　広報委員として「路線バスのたび」の
原稿作成に携わったことは、いつも急ぐ
ことを第一に考えての常々から離れ、自
然・文化・歴史等に触れることができた、
感じることの多い時間でした。

 平野　　烈
　最初、取材や撮影を依頼されたら、ど
うしようと、ドキドキしたものでした。
それもすぐに慣れ、委員の皆様と冗談が
言えるようになりました。最後は少しう
るさかったかな……ごめんなさい。

 上埜　諭子
　広報委員として、四季を通じ広報誌を
作成する作業に携われ、思い出が一つ増え
る楽しい期間でした。力不足の私に助言
等頂いたメンバーの皆様に感謝しています。

 臼田　多惠
　「楽しかった！」の一言です。このメ
ンバーに加えていただけて、本当に良か
った。委員長始め委員の皆さま、どうも
ありがとうございました。

 森田　尚子
　広報委員会を振り返って、毎回和気あ
いあいと楽しかったこと、委員だからこ
そ体験した「路線バスのたび」で京都を
再発見できたこと等、感謝の気持ちでい
っぱいです。委員長、副委員長、委員会
の皆さん、ありがとうございました。

 中元　亜紀
　河村委員長をはじめ諸先生方に大変よ
くしていただき、とても楽しい委員会生
活を送らせていただきました。心より感
謝申し上げます。文章を書くのは苦手で
したが、ほんの少〜しだけイヤじゃなく
なったかも…（笑）

 伊藤　政宏
　広報委員になり早や４年が経ち、取材
により改めて歴史を再発見ができ勉強に
なりました。また色々な委員の先生方と
交流を深めることができたことは私の財
産です。これからも宜しくお願いいたし
ます。

 間嶋　利行
　４年間お世話様でした。楽しいこと、
ほろ苦いこと、失敗したこと諸々ですが、
委員長はじめ各委員に助けられ乗り切れ
た事に感謝しています。特に「チーム広
報」名のゴルフクラブに参入させてもら
い京税協ゴルフコンペ等での楽しい思い
は人生の中での大事な１ページとして綴
りこまれたと思います。ありがとうござ
いました。

 名古　千尋
　もう終わっちゃうの？と思うほど、楽
しかった広報委員会。最高のメンバーと
ともに無事２年間過ごせたことに感謝。
　委員会は終わっても「チーム広報」で
のゴルフはずっと続けたいです♪

 梶谷　知代
　毎号、皆さまから提供して頂いた写真
や原稿を見せていただくのがとても楽し
みでした。委員会の雰囲気も和気あいあ
いと楽しく、でも真剣な空気が心地よか
ったです。
　そしてなんと「チーム広報」名で京税
協ゴルフコンペにも参加させていただ
き、なんて仲良く楽しい委員会であった
ことでしょう！ありがとうございました。

 須藤　　弘
　明るく楽しい編集会議であった。次々
と登場する京の街並みと自然や歴史、溌
剌と味わいのある原稿に感動。文学散歩
で出会った道元様から「作文のコツは思
うままの理を顆

つぶ

々
つぶ

と書く」ことだと教わ
る。感謝！

あり
がとう

ございました これからも組合ニュースを
よろしくお願いします

　現メンバーでの発行が最後となる141号が無事発行されました。
今号は、40周年事業の締めくくりとなる記念旅行のページや「御
麩たいむ」、各々２ページにもわたる力作のシリーズ記事「路線
バスのたび」「京の文学散歩」と盛り沢山の22ページとなりました。
楽しんでいただけたでしょうか？
　先日「バス乗って行くやつ、おもしろいな。バス乗ることあん
まりないし、ええわ」とお声掛けしていただいた。毎回毎回、み
んなで地道な作業をしてきたことが報われた気がし、思わず「や

ったぁ！」と叫びたい気分でした。
　失敗や苦労もありましたが、これで終わりかと思うと少し寂し
い気もします。これからは一読者として「京税協」ニュースが届
くのを楽しみに待っています。
　最後に、組合員のみなさまご協力ありがとうございました。こ
れからも「京税協」ニュースを引き続きご贔屓に。
　そして、委員会の素敵で愉快な最高のメンバーに感謝！！

 広報委員長　河村　澄子


