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両丹懇談会に
　　　　　参加して
 宮津支所　山井　嘉文

　この会議には登録以来特に何事もな
ければ参加させて頂いています。
　少人数の宮津支所と致しましては一人でも欠席すると大
きく出席率が落ちてしまいます。
　また私はゴルフをしないのと、旅行も４月は地区の春祭
りの準備が忙しく過去に一度だけしか参加しておらず、組
合の役員の皆様とお顔を会わせる機会がこの懇談会だけで
した。
　今年は支所長となって初めての参加になりますが、この
役職になって６月からこれまで何度京都まで行かせて頂い
たか…。
　当開催日の前日も「地区連絡委員会」があり役員の皆様
等とお顔を会わせたばかり…。
　何か風景が大きく変わったように思います。会場が自然豊
かな天橋立から建物に囲まれた福知山に変わった以上に…。
　役員の皆様方、事務局の皆様方には大変ご苦労をお掛け
いたしますが、両丹地区の組合員に少しでも中央の空気を送
り込んで頂き、総会等の報告も直にお聞かせ頂けるこの機会
を今後末永く継続して頂けるよう宜しくお願い致します。

両丹研修会、
　懇談会に参加して
 峰山支所　林　伯学

　両丹研修会、懇談会に向けて、峰山
支所内での事前の声掛けもあり、支所
組合員20名中、研修会・懇談会には12名、懇親会には10名
の参加者を募ることができました。
　例年通り貸切バスに乗り、まずは宮津支所の先生方と合
流し会場となる福知山へ向かう道すがら、台風18号による
氾濫後の由良川の被災の様子を目の当たりにし、早急の復
旧を願わずにはいられない気持ちになりました。
　研修会終了後の懇談会での質疑応答の中では、台風18号
の災害後ということもあり、組合員の安否確認などについ
ても意見交換が行われ、御見舞金の話に端を発し、組合の
慶弔規程に話が広がりました。協同組合組織なので、災害
に関する事項はもちろんのこと、組合定款や支所規約につ
いては当然知っておくべきことであり、支所で厚生担当を
担っている私としては、支所規約や慶弔規程について再確
認の必要があることを痛感させられました。
　懇談会終了後、平澤理事長の挨拶で懇親会が始まり、わ
ずか２時間程度ではありましたが、京税協の役員の方々、
そして両丹地区の先生方々と、近況報告や次週行なわれる
両丹５支部親睦ゴルフコンペの意気込みなどを語り合い、
非常に楽しく有意義な時間を過ごすことができました。
　両丹地区は距離的な事もあり京都市内での諸行事への参
加がままならない先生方が多いと思われますので、この様
な素晴らしい会を毎年開催して頂いている事に感謝を申し
上げると共に、今後もより多くの会員の参加を呼びかけて
いきたいと思います。

平成25年10月１日㈫
会　場　サンプラザ万助

研修会　14：00～15：30
懇談会　16：20～17：20

▪懇▪談▪会▪開▪催両丹支所

　10月１日（火）福知山市のサンプラザ万助において、地区連絡委員会主催による両
丹支所組合員との懇談会が66名の参加者により開催された。懇談会に先立ち、ニッ
セイ基礎研究所専務理事の櫨

はじ

浩
こう

一
いち

氏を講師に迎え「日本経済の行方～世界的金融緩
和と今後の金融為替～」というテーマで研修会が行われた。懇談会では各委員会か
ら事業報告を行い質疑応答のなかで活発な意見交換がなされた。懇談会後には懇親
会が開催され各支所の組合員同士が交流を深めた。 （広報委員長　馬塲佳代子）
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　全税共第28回全国統一キャンペーンが平成25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。

８月22日㈭　朝日生命

８月28日㈬　ジブラルタ生命

９月10日㈫　明治安田生命

９月24日㈫　第一生命

　平成25年９月12日㈭に京都税理士会館において、
支所会計担当者会議が開催された。
　各支所より会計担当者にご出席頂き、支所経理等
に関する説明が行われた。

　平成25年10月10日㈭に宮津カントリークラブにお
いて開催された。両丹５支部、大同生命保険株式会
社、支部連、京税協よりの参加を含めて38名が親睦
を深めた。

個人 団体

優　勝 片又　昇
（舞鶴支部）

支部連・京税協
合　同

２　位 安井伸夫
（京税協） 峰山支部

３　位 三上由里子
（大同生命） 園部支部

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

総務委員会
支所会計担当者会議

地区連絡委員会
第22回両丹５支部親睦
ゴルフコンペ

９月12日木

10月10日木

　平成25年９月12日㈭に開催された。昨年度より、
地区連絡委員会、保険第一委員会、保険第二委員会、
事業委員会が参加し、組合事業をより多くの先生方
に知って頂く場とした。

地区連絡委員会
支所合同協議会

９月12日木

【3】第143号京都税理士協同組合ニュース



　例年通り定例研修会が３回に渡って開催された。
各回のテーマ、講師、参加人数は下記のとおり。

平成25年度
【第１回】
日　時：平成25年６月27日㈭　16：00～17：30
会　場：京都税理士会館　３階　京税ホール
テーマ： 「全国から寄せられた生の相談事例」

─保険税務とコンサルティングレポート─
講　師： 島津　悟氏（大同生命提携講師、PHPビジ

ネスコーチ）
参加者：86名

【第２回】
日　時：平成25年８月23日㈮　17：30～18：30
会　場： 大同生命保険株式会社　京都支社　４階　

会議室
テーマ：「３人の税理士の保険指導取組事例」
講　師： 村中研治保険第一委員長

岡本清臣保険第一副委員長
村岡大輔保険第一委員

参加者：17名

【第３回】
日　時：平成25年10月８日㈫　17：30～19：00
会　場：京都税理士会館　２階　201号室
テーマ： 「リスクマネジメント事例研究」

「コンプライアンス研修」
講　師： 松本光生保険第一副委員長

福富　昭氏（大同生命京都税理士共済支社
第三推進課長）

参加者：22名

保険第一委員会
大同生命定例研修会

　平成25年10月11日㈮に事業推進協議会が開催され
た。当組合の提携企業68社のうち33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。

　平成25年10月28日㈪に、第17回京税協・日生共催
代理店ゴルフコンペが、ベアズパウジャパンカント
リークラブにおいて、日生の幹部の方を交えて16名
が参加し盛大に開催された。

個人

優　勝 植田　順（伏見支所）

２　位 久保美雄（伏見支所）

３　位 松村一郎（上京支所）

事業委員会
提携企業事業推進協議会

保険第二委員会
第17回 京税協・日生共催代理店
ゴルフコンペ

10月11日金

10月28日月
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　平成25年11月９日㈯に当組合と提携する住宅メー
カー８社による「資産活用・住宅なんでも相談会」
が開催された。
　昨年に引き続き４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た。

事業委員会
資産活用・住宅なんでも相談会

11月９日土

京都ホテルオークラ

講演会／午後３：30より

祝賀会／午後５：30より

平成26年１月17日㈮

新春講演会

開催日

場　所

京税協
支部連共催

新年祝賀会支部連主催

　当組合では、下記８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。

京都パナホーム㈱ 住友林業㈱
セキスイハイム近畿㈱ 積水ハウス㈱
大和ハウス工業㈱ ミサワホーム近畿㈱
三井ホーム㈱ ㈱ヤマダ・エスバイエルホーム
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　私たちのトレッキングクラブは平成16年１月18日に第１
回例会を開催してから10年目を迎えました。ハイキングで
は物足りない、でも登山はしんどい、という適当な動機で
スタートした同好会ですが先日の例会で66回を数え、主催
者ですらこんなに継続するとは思っていませんでした。
　例会の開催案内にコースのレベルを易しいほうから１～
５という数値で表し（あくまでも主催者の主観で決めてい
ますから参加者からの非難をいただくこともありますが）
厳しいときには健脚の方が、やさしいときにはそれなりの
方が参加くださり、そのレベルに合わせての選択をされて
今に至っています。
　回数を重ねますと、日帰りで公共交通機関で行ける場所
が出尽くしてしまった感があり、また過疎地のバス路線が
廃止或いは減便されていく傾向もあり、少し例会設定が難
しくなってきました。
　この10年を振り返ってみますと参加者の顔触れも随分変
わったなと感じますが、設立当時50歳台であった私も60歳
台になっているのですから無理もありません。生前に参加
されていた加地大和先生や南出力利先生が懐かしく偲ばれ
ます。
　京税協から頂いている同好会助成金は例会の保険代や携
行薬品代、入場料等有意義に使わせていただいており、大
変感謝しております。
　どうぞ、あなたのレベルに合わせてのご参加をお待ちし
ています。 （二股　茂）

　「京税サイクリング同
好会」の例会は、規約で
は年３～４回程度（冬季
を除く）としています。
しかしながら昨年度は例
会を多めに６回も開催し
たのですが、会員の一部
からは「もっと！」とい
う声があがっております。
　これは、何より多くの
賑やかで楽しいメンバー
に支えられているからだ
ろうと思っております。

　例会の内容としては、日帰りでの例会を中心に考えては
おりますが、遠くまで走ったことによる達成感と爽快感を
得るため遠征旅行も盛んに行っております。今年の６月に
は、自転車乗りにとって憧れの地であるヨーロッパへの遠
征旅行を実施いたしました ! ! !
　「JUNE BRIDE」の由
来の一つには、６月の
ヨーロッパはこの上ない
爽やかな気候だからとい
うことがあるそうです。
この爽やかな気候とゆっ
くりと流れる風景を自転
車で存分に楽しむととも
に、当同好会の流儀であ
る「訪れた土地で食事と
お酒を楽しむ♪」を実践
してきました。
　次回のヨーロッパ遠征
はいつ開催されるかわかりませんが、その際には仲間に加
わっていただき、感動を共にしましょう‼ （縄田浩昭）

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

京税協トレッキングクラブ
会長　二股　茂

会長　堀口裕弘
京税サイクリング同好会

連絡先
伏見支所　縄田浩昭
ＴＥＬ：075-612-6990

同好会だより
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　今年度より、同好会の仲間入りをさせていただいた京都
税理士ランニングクラブ（略称京都税理士RC）です。
　10年以上前のことです。マラソン大会の参加者名簿の所
属欄が空白では寂しいので、「何か書こか」ということか
らこのクラブが始まりました。「どうせ書くなら大きなの
を」というわけでこの名前にしたのですが、規約も何もな
く大会に参加するときはこの名前で申し込むというだけの
実体のないものでした。しかし、時代が味方してくれたの
か会員数も増えてきました。そこで規約も整備し同好会ら
しくして今日に至ります。
　こんなゆるーい経緯なので、会員の走ることへの意識も
千差万別です。フルマラソンを３時間以内で走る強者（サ
ブスリーといいます）もいますが、敢えてゆっくり走ろう

（楽しい時間が短くなるからもったいない！）と考える人
もいます。私はというと、速く走ることは諦めたので、「い
つまでも大会に出続けてやろう」でしょうか。
　走ることの効用は、非日常の世界に浸れるところで、日
頃のストレス解消にはもってこいです。一人で走っていて
は続かないこともありますが、仲間がいれば大丈夫です。
御所や鴨川を走る催しも企画していますので、気軽に会員
になってください。お待ちしています。 （有田行雄）

　京都税理士協同組合のボウリング同好会は税の繁忙期を
除いて２ヶ月に一回位の割合で河原町のラウンドワンに集
まって、ボウリングを３ゲーム楽しんでいます。ゲーム代
は協同組合からの補助を頂いていますが、ゲーム終了後の
午後７時ごろから近くの飲食店で成績発表をしながら割り
勘の懇親会が始まります。ボウリングよりこっちが目当て
の人が多いように思います。
　上級者も居れば初心者も居ますが、前回等のスコアを勘
案してハンディをつけますので、誰でも年に１～２回以上
は上位入賞することが出来ます。
　ボウリングは楽しむだけならゴルフのように道具などは
一切要りません。いつでも誰でもすぐに出来ますので、お
気軽に同好会にご参加下さい。
　多くの筋肉を使いますので、真冬でも３ゲームすると全
身に汗をかき外に出てもコートを手に持つ程です。
　健康維持の為に散歩をしますが夏冬や雨の日は億劫にな
ります。ボウリングはいつでも出来ますし、ゲーム自体面
白いので私は毎日の
ようにしています。
出来るだけ医療費を
使わずに国の財政赤
字を減らすためにも
ボウリングを続けた
いと思っています。 
 （辻倉幸三）

会長　有田行雄 会長　辻倉幸三
京都税理士ランニングクラブ ボウリング同好会

連絡先
東山支所　山﨑俊嗣
ＴＥＬ：075-593-0036

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！

　税理士会では、収益事業などを
行うにあたり制約があることから、
中小企業協同組合法による協同組
合を設立してはとの気運が盛り上
がり、昭和47年（1972年）７月京都
税理士協同組合が設立された。そ
してその機関誌『京税協ニュース』
が発刊されるようになり号を重ね
る事143号となった。その時々の編
集人の努力に対して深く敬意を表
する次第です。
　そんな中で135号（平成23年11月
25日発刊）より始まった新シリーズ
「御麩たいむ（オフタイム）」に記事
依頼があった。内容は趣味、特技、
旅行記、組合に対する意見など、
なんでもよいとの事、さて何を記
述させて頂いたら。
　私は京都税理士協同組合の初代理
事長を昭和47年７月から拝命し、６
期11年間在任させて頂きその後も引
きつづき相談役の委嘱をうけ、現在

も多少なりとも組合運営に寄与していると自負している。
　昭和30年（1955年）３月31日、大阪国税局法人税課を退職
したが、在職中に税理士国家試験の５科目（財務諸表、簿
記論、法人税法、固定資産税、事業税）に合格し、同年５
月30日税理士登録（第7543号）をし、税理士事務所を開設し
た。今日現在業歴58年６ケ月となり、登録年月が私より先

の税理士は京都府下では有田德五郎先生、藤井昶夫先生、
皆見忠雄先生、土江田省吾先生の４人のみとなった。
　開業まもなくして私は業界の各種役職を歴任し、今日現
在に至っている。即ち昭和38年（1963年）６月、大阪税理士
会常任理事に、同年10月日本税理士政治連盟京都支部長に、
昭和39年（1964年）８月、大阪合同税理士会京都府支部副支
部長に、翌昭和40年（1965年）７月には同会京都府支部長に
推薦され２期４年間在任し、そのあと専務理事に２年間在
任、引きつづき同会副会長１期２年間、日本税理士会連合
会理事４年間、また、全国税理士共栄会副会長（近畿地区
代表）８年間、日本税理士共済会監事22年間、平成12年６
月より代表監事５年間在任し、現在に至っている。

　それでは趣味、特技などはどうかとなると麻雀、囲碁、
将棋、ゴルフは全くやらずというよりも出来ず、唯一旅行
だけは大好きで特に海外旅行（視察）は、昭和37年（1962年）
９月、日税連派遣の
「アメリカ税制調査視
察団（12人）」の副団長
として、20日間の長
期にわたってサンフ
ランシススコ、ニュー
ヨーク、ワシントン
など主要各都市を訪
問した。その後私は
GMCヒロセという関
与先を対象とした旅
行グループをつくり、

よくぞ今日まで米寿88歳
税理士業歴58年の私の生涯 中京支所　廣瀬 來三

開業時（昭和30年５月30日）
の看板

開業時（昭和30年５月30日）の事務所

シベリアへ拉致された労苦に対しての
慰藉の念（内閣総理大臣より）

大阪国税局退職記念
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およそ毎年１回以上は私の企画立案による海外旅行を実施
してきた。その旅行（視察）は、東南アジア・中国４回、ア
メリカ・カナダ８回、ヨーロッパ12回、アフリカ４回、そ
の他２回、計30回参加者延べ838人で、日程・コース、その
内容は大手旅行業社の企画では考えられないオリジナルな
もので、各訪問地での人・自然・歴史・文化・文明・食事
などのすばらしい出会いは参加者皆様に大変喜んで頂いた。
　その他私の企画による京税協主催の海外旅行も５回位実
施しました。なおGMCヒロセ企画の海外旅行30回のうち、
10回についてその概略を記述させていただきます。

１．西部アメリカとハワイそしてカナダへの研修旅行
（1972年４月・10日間34人）

　①当時日本になかった大ショッピングセンター（４つの
キーテナントと120店舗）②スーパーマーケットの在庫管理、
販売などを徹底的にマークしたコンピューターシステム③
都心再開発中のパシフィックセンター。

２．ヨーロッパ伝統産業の視察と歴史の上にたつヨーロッ
パを見る（1973年８月・20日間28人）

　パリ在住の超一流ツアーコンダクター富井軌一氏のガイ
ドはフランス、ドイツ、スイス、スペイン、デンマークの
各地で抜群の成果をあげて頂いた。

３．中国参観旅行（1979年11月・13日間10人）
　当時開始されたばかりの中国旅行は、日程、行動にかな
りの制約はあったが、北京、西安、蘇州、洛陽、上海など
へ訪問ができた。特に、西安郊外の兵馬俑坑が発見直後の
見学で印象的であった。

４．日本のルーツを求めて韓国文化史跡の旅
（1985年10月・４日間16人）

　近くて遠い国、韓国旅行は釜山、慶州、儒城温泉、ソウ
ルと南大門（国宝第１号）などを見学した。

５．中世王国ネパールを訪ねて
（1987年11月・８日間28人）

　世界の屋根ヒマラヤ山脈（標高8000メートル以上）を背に
したネパール王国は約100年間鎖国していた神秘の国、首
都カトマンズ、ポカラ、パタンなど中世の謎とヒマラヤの
山々を訪ねた。

６．東ヨーロッパの魅力を訪ねて
（1991年９月・13日間37人）

　共産圏といわれる東ヨーロッパの旅行は、自由化が進む
この時期人気が高まり多数の参加者となった。ハンガリー、
旧チェコスロバキア、旧東ドイツ、オーストリアと東欧４ヶ
国への訪問は有意義であった。

７．野生の王国アフリカ、ケニアの大自然とサファリの旅
（1992年９月・13日間26人）

　①本格派サファリ、ビッグファイブ（象・サイ・バッファ
ロー・ライオン・レパード）との遭遇②ナクル湖をピンク
に染める200万羽のフラミンゴ③黄金色に輝く霊峰キリマ
ンジャロの朝焼け④果てしなく広がる大サバンナを駆ける
ヌーやシマウマの大群⑤マサイ族等との出会い、これぞ究
極のツアーであった。

フランス、ロワール地方、アゼ・ル・リドー城の前庭で

フランス、ロワール地方、シャンボール城の前庭でピクニック

小型プロペラ機に乗ってアフリカ、ジンバブエへ
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８．南アフリカ観光年1995記念の旅
（1995年９月・12日間18人）

　①砂漠の中に忽然と現れたザ・ロストシティの豪華ホテ
ル「ザ・パレス」②世界最大のビクトリア大瀑布③ケニア
以上に壮大なゲームサファリ（象・バッファロー・ライオン・
カバ）④10人乗小型プロペラ機（２機）をチャーターして空
中散歩⑤アフリカ大陸の最南端喜望峰。

９．モロッコ周遊の旅（1997年11月・14日間21人）
　モロッコは「マグレブ」と呼ばれる日の没する最果ての
国、ここにはエキゾチックでミステリアスな街、人、文化
がある。①街とそこに住むすべての人がユネスコの世界遺
産となっている古都フェズ②大道芸人で賑わうマラケッ
シュのジヤマ・エル・フナ広場や数々のスーク（市場）③静
かに眠る幻の王都メクネス④世界屈指の豪華ホテル「ラ・
マムーニア」の２日間、11月９日、私はこのホテルでモロッ
コ衣装を着ての誕生パーティをして頂く。

10．イギリスの文化遺産と美しい町や村を訪ねて
（1998年７月・12日間21人）

　最後までイングランドに抵抗し独立を保ってきたスコッ
トランドの伝統と文化が残るエディンバラ旧市街と新市街

（いずれも世界文化遺産）の見学から始まり、ゴルフ発祥の
セントアンドリュースゴルフ場でのプレイ、最もイギリス
らしいコッツウォルズ丘陵地帯の町や村、ローマ時代の温
泉バース、5,000年前の謎の遺跡ストーンヘンジの巨石群
など。

　私は今年、平成25年11月９日満年齢88歳を迎えた。税理
士としての業歴は58年６ヶ月、同業者の中では稀少な存在
となってしまった。その上、税理士業界における役職は延
60年以上となり途中これといった大きな病気もせず、よく
ぞここまでさせて頂いたと自分ながら感嘆。その時々にあ
たたかいご支援ご指導を頂いた先生方に深く感謝申し上げ
る次第です。これから何年生きてゆけるだろうか。北満の
興安嶺山中やシベリアの強制労働で死を覚悟したのが２度
３度、そんな中で私は、昨年（平成24年）11月、数え年88歳
（満年齢87歳）という事で有志があいより、米寿のお祝い
をして頂いた。税理士業界からも、京税協理事長平澤政治
先生が４人の発起人の一人としてご尽力を頂き、また、記
念誌「米寿を迎えて～八十七年の我が生涯を語る～」全15
章、292頁を発刊させて頂いた。
　今、在庫180冊ありますので、ご希望の向は京税協
 （電話075-222-2311）までお問い合わせ下さい。

セントアンドリュースゴルフ場オールドコース
スターターにそろったプレイヤー達

夜明けのドライブへ（モロッコ人に扮した５人）

誕生パーティに　盟友福西幸夫税理士と（元近畿税理士会副会長、故人）
（世界有数のホテル、ラ・マムーニアにて）
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　支部対抗ソフトボール大会が、９月７日（土）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。
　早朝より小雨がぱらつき、天候が心配されたが、大きな
崩れはなさそうで、中京支部の厚生委員長の選手宣誓によ
り少し早めのスタートとなった。
　１回戦は、宇治支部と。
　１回表に先制されたが、その裏に６点を返し、大量得点
に結びついた。投打ともに良いムードで滑り出した。
　２回戦は、左京支部と。
　今回も裏の攻撃。初回４点先制されたが、その裏に同点
に追いついた。その後２回表から４回表までリードされ４
点差がついてしまったが、絶妙のチームワークで、４回裏
に一気に６点を得ることができ逆転勝ちした。
　３回戦は、なんと昨年と同じ伏見支部と。
　過去に何度も優勝している強豪との決勝に臨むこととなった。

　前回に続いて裏の攻撃。初回に４点、２回表に１点を取
られ、３点返したものの、５回表では５点差となっていた。
　しかし、そこからが中京支部。選手も応援団もチーム一
丸となって、猛反撃となった。
　伏見支部の守りも堅かったが、粘りの打線で、５点を返
して同点に追いつくことができた。
　引き分けのため、出場メンバー９名によるジャンケンが
始まった。
　３試合完投の投手が先制した後、４連敗であとがなくな
ったものの、８人目が終わった時点で４対４のこれまた同
点。最後は大会初参加の厚生委員の気合い勝ちで、見事２
連覇をおさめることができた。 （広報委員　小林由香）

中京支部悲願の中京支部悲願のV2!!
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　東山税務署といえば数年前までお
隣に赤レンガの建物があったことを
記憶されている方も多いでしょう。
あの建物は明治33年に村井兄弟商会
が煙草製造工場として建設したもの
です。ここで生産された「サンライ
ス」「ヒーロー」などの煙草が大ヒ
ットし、その中心となったのが煙草
王と称された村井吉兵衛です。明治
37年、煙草専売法が施行され、村井
兄弟商会の施設は国に買収されま
す。吉兵衛らは莫大な補償金を手に
し、銀行をはじめとして様々な事業
を展開します。後に村井財閥と言わ
れるようになった吉兵衛ですが、大
正15年に死去。その翌年には世界的
恐慌に見舞われ、村井銀行も倒産し
てしまいます。

　まずは、東山税務署で、兼田総務
課長さんにお話を伺いました。東山
税務署は昭和38年11月に現在地の専
売公社工場跡地に新築されたとの
事。数年前に行われたガレージ等の
改修工事の際にも、多数の赤レンガ

が掘り出されたそうです。なるほど、
京都の近代化に貢献した大きな工場
がここに建っていたのですね。兼田
総務課長さん、お忙しい中、貴重な
お話をありがとうございました。
　続いて税務署から歩いて５分ほど
の耳塚へ。この向かいに吉兵衛の生
家があったそうです。耳塚には秀吉
軍が侵略の際に持ち帰った朝鮮の
人々の耳や鼻が埋められているとか。

　秀吉が祀られている豊国神社にお
参りを済ませ、吉兵衛が９歳の時に
養子となった叔父、初代吉兵衛の住
まいのあった五条大橋東詰へ向かい
ます。

　村井家はもうありませんが、村井
銀行五条支店が今も中信東五条支店
として残っています。風格を感じさ
せる石張りのレトロな建物が、現在
も銀行として使われていることに感
動しつつ、さらに北へ歩きます。
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今はもう見られない赤レンガの建物
写真提供「京都を歩くアルバム」

耳　塚

豊国神社

煙草王・村井吉兵衛を歩く

広報委員　名古千尋き
ょ
う
と
！

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
！
京
都
！

旧村井銀行五条支店

新企画
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　四条通の南側に村井銀行祇園支店
の建物があります。小さいけれど４
本の柱がどっしりとした印象を与え
る２階建ての建物です。今はお洒落
なイタリアンレストランになってい
るのでここで休憩、と言いたいとこ
ろですが、もう少しがまんがまん。

　目的のレストランは八坂神社を抜
けた円山公園の一角にありました。

「長楽館」は吉兵衛が明治42年に京
都の別邸として建てた瀟洒な洋館で
す。今日はここでお茶をいただきま
しょう。クラシック
な調度品に囲まれた
お部屋で、古き良き
明治のマダムになっ
た気分を味わいます。
　歩いて行けるのは
ここまで。でも、京
都にある吉兵衛ゆか
りのスポットとして
外せないのが延暦寺
大書院「山王荘」で

す。昭和天皇のご大典の折に延暦寺
の迎賓館として、東京の永田町にあ
った村井邸が移築されたものです。
どうしても尋ねてみたくて、後日ド
ライブがてら行ってきました。比叡
山の山奥にひっそりと建つ邸宅は、
今まで見てきた煌びやかな洋館とは
打って変わって、純和風の建物です。
煙草王はここでどのような晩年を過
ごしたのでしょうか。落ち着いた佇
まいに、ちょうど始まったばかりの
紅葉だけが彩りを添えていました。

長楽館エントランス

長楽館レストラン
旧村井銀行祇園支店

延
暦
寺
大
書
院
「
山
王
荘
」
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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

乗車券乗車券乗車券

13.11.25
路線バスのたび

　運転手に「ここは何か見所はあり
ますか」と聞いてみたところ「さあ」
の一言。
　「ここにバス停があるということ
は、何かあるのですよね？」運転手
「さあ、私は運転するだけですので」
おいおい自分が運転する場所くらい
興味をもてよ。
　少し山側へ歩いてみると、三叉路
になっており、左─金蔵寺1.7キロ、

右─勝持寺（花の寺）1.6キロの案内板がある。帰りのバス
時刻は長峰発17時23分。１時間半程あるが、往復して見物す
るには少し時間的に厳しいし、歩くだけになってしまう。
　この辺を探索してみよう。
確かひとつ前のバス停が八幡
前という名前だったな。そこ
へでも行ってみるか。
　戻る途中に、立派な石垣の
ある庄屋風の屋敷がある。少
し戻ると右側の田んぼの向こ
うにゴルフ場か公園、ひょっ
として宗教施設？が見える。
行くことは出来ないので、後
で調べましょう。
　もう少し戻ってみると左側に古めかしい神社がある。と
りあえず石段を上りお社まで行ったが、特に変わった神社

ではなさそうで、戻って八幡前
のバス停に到着。八幡宮はどこ
にあるのかなと探してみるが、
神社風の施設は見当たらない。
探しているうちに雨が降り出し
て、納屋の軒下で雨宿り。青空
も見えているので、すぐに止む
でしょう。仕方がないのでイン
ターネットで調べましょう。
［KWU］京都女子大学？の施設
らしい。

　続いて八幡宮。えっ、さっきの神社！何々「大原野石作
町の八幡宮社は創建は不明ながら横穴式古墳の石室の上に
建つ」なるほど石段は古墳を登っていたわけか。しかし古
墳の入り口は分からずじまい。しかも「石作町は弥生時代

　原稿の締切日も間直に迫ったとある日に、バスの旅はど
こへ行こうと、ホームページを眺めてみた。
　“京都 バス 路線図” で検索してみると、市バス・京都
バス・京阪京都交通等表示される。
　全部を見てみると、比叡山・岩倉・高雄・苔寺・朽木…。
まあいろいろとある。
　今まで聴いたことのない地名、
またはバス停…長峰…。聞いた
ことがない。
　どの辺かな？大原野あたり。「よ
し、ここにしよう」まさかこの後
悲劇が待っているとも知れず。
　バスは京阪京都交通。時刻表を調べてみると、京都駅発
10時48分と14時48分の２本だけ、あとは桂駅東口から数本
出てるだけ。
　残念なことに旅行当日は午前中に来客があるため、仕方
なく午後の便を利用。
　京都駅に14時30分ごろに到着、待つこと暫く、やって来
ました長峰行きのバスが…。
　ちょっと小ぶり。お茶を買って乗車。でもピタパが使え
る。さすが京阪系？乗客は10人ほど。
　老若男女ばらばら、時刻表通りに発車。塩小路通を西へ
西へ、堀川から七条通を更に西へ、桂駅東口で少し乗客の
入れ替わりがあるものの、大体10人程度。
　桂東口から旧の山陰街道を西へ西へ、中山で国道９号線
に出て、芸大前のバス停で、若い人たちが下車、なるほど、
そういうことか。バスは国道沓掛で南へ、いわゆるニソト
が出来たおかげで、綺麗な広い道を行くのかな？
　と思うのも束の間、旧道に入っていく。この辺りから柿
畑が広がり、
柿の露店が沢
山見える。
　柿畑を抜け
ると、更に道
は細くなり、
民家はまばら
になり、竹林
が目に入ってくる。
　花の寺・善峰寺の看板が見える。あー長峰はこの近くか。
　灰方と言うところから西へ数分。終点長峰到着15時41分。
定刻通り。見たところ何もない! !

JR京都駅

↓

長峰方面
ミステリーバス旅行

京阪京都バス

車窓から柿畑

終点長峰バス停

庄屋風の建物

京都女子大学の施設
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ミステリーバス旅行

▼ 広報委員　平 野 　烈

の第11代垂仁天皇の妃の石
棺を作った石作氏に由来す
るらしい」結構歴史のある
場所じゃん。さらに「後世
に長峰城といわれる山城が
一帯に築かれていた」そう
言えば、さっきの庄屋風の
石垣、お城の石垣に見える
し高台に建っているし。
ひょっとして…。
　グーグルの地図を見てみ

ると、おっ、長峰寺がある。しかも終点のバス停の近く。
　インターネットを見ているうちに雨も上がり、また探索に。
　今度は長峰のバス停まで戻って、さっきの庄屋風の石段
を登ってみると、お寺。出
入り口は裏側に。何と表札
には長峰寺と…。逆に裏口
を見ていたのか。しかしお
寺は個人宅みたいで、案内
板も故事来歴も不明。きっ
とあの石垣はお城の跡に違
いない。と勝手に解釈する。
　さて、次はどこへ行こう
かな？バスを待つには少し
時間があるし、この辺りは見たし。こういう時はインター
ネット。どうせなら帰り方向でいざという時に備えてバス
の通り道で探すと、大原野古墳公園。この辺りは古くから
豪族が住み着き、古墳が結構ある地域らしい。帰り道歩く
こと約15分。地図ではこの辺りなのだが？
　近くで車の掃除をしている人に尋ねると「それ違うか」
えっ、草むらしかない。少し奥へ行くと、なるほど古墳の

石室跡らしい
ものがある。
しかもベンチ
も草の中にあ
る。公園とい
えばそうだが、
手入れぐらい
しろや！
　ここはもう
少し北で水田

の下から発見された古墳
２基のうち１基が移築さ
れたものらしい。
　それにしてもどんな人
が埋葬されていたのか？
小さな竪穴は便器みたい。
この小石室は大変珍しい
ので、ここに移築された
らしい。
　もう見るところもなさ
そうだし、日も暮れてき
て、近くのバス停まで歩
きますか。しばらく歩く
と市バスと阪急バスの停留所を発見。いつの間にか京阪京
都バスの路線から外れていたようだ。まあいいやラッキー。
時間を見るとちょうど５時のバスがある。行先は桂駅西口。
これに乗って帰ろう。
　今回は計画性のない旅で、とりあえず終点で、聞いたこ
とのない場所で選んだのと、時間の制約があったために、
あわただしいものとなりましたが、ミステリー歴史散策と
なりました。しかしお弁当をもってハイキングには面白い
地域で、歴史を思いはせながら散策するには、もってこい
の場所ではないでしょうか。

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

長峰寺

大原野古墳公園

八幡宮

古墳の石室と小石室
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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

　福知山市の中心部、JR福知山駅から
歩いて10分の御霊神社南側に、牡蠣料
理専門店「かき末」はあります。大正
末期創業で、福知山に初めて牡蠣を紹
介したお店だそうです。新鮮な牡蠣は、
当時からずっと広島からの直送です。
　お店は風情のある木造家屋で、少人
数向けの小部屋のほか、宴会のできる
広間もあります。
牡蠣舟の上屋を
移築した部屋は、
このお店の見ど
ころの一つです。
　メニューは土

　JR嵯峨野線の八木駅前本通りを東
へ約50m、国道９号線と交叉して、左
折、二軒目が老舗米儀福寿堂である。
歴代の店主が、郷土を愛し、地元にま
つわる人物や風土を探究し、傾倒し、

粋心して製菓の技術を磨き上げ、心技
一体となって創り上げた銘菓を販売し
ている。この高度な技法は、親から子、

子から孫へと強い絆で引き継がれ一貫
して変わらぬ真摯な経営理念には強く
胸を打たれる。残された多くの資料や
自叙の記録を見ることによっても窺え
る。並んだ自家製の銘菓を紹介すると、
栗大納言、大納言小豆の粒餡をたっぷ
り詰め、柔らかい餅と大栗が丸ごと
入っている。これらが渾然一体となっ
た味は、甘いものを食べた満足感に溢
れる。足利全盛時代に栄えた八木城本
丸で、上下着けた盛装の大納言が鎮座
まします風姿に似せた包装は、その味
と共に看板商品の貫録十分である。
　カステラ、第四代当主が、若かりし
頃、和風カステラ作りの名匠と云われ
た老師に師事すること７年、その奥義
を伝受して持ち帰り、見事我が家の銘
菓として定着させた和に通じたカステ
ラは絶品。このほか、如安、木喰さん、
あゆもどき、こっとん、丹波焼、ほん
まる、栗の里、どら焼、丹波だより等々
八木をモチーフに創られた品々がずら

り並んでいる。これらの商品は、八木
を中心とした江戸時代の地図を図案化
したユニークな包装紙に包まれ、道行
く人に一目で米儀さんのお菓子とわか
る明るい風物詩ともなっている。

手鍋、酢物、牡蠣フライ、牡蠣飯、広
島菜漬がセットになった「定食」が定
番。土手鍋はちょっと甘めのお味噌と
牡蠣の相性が抜群で、たくさんの牡蠣
がどんどんお腹におさまっていきます。
牡蠣フライはプリプリで旨みたっぷり、
締めの牡蠣飯は海苔と山葵をのせて、
ちょっとだけお出汁をかけていただき
ます。食べきれないときは折詰にして
もらってお土産にすると喜ばれます。
　このお店、営業するのは牡蠣の季節
の毎年10月中旬から３月末日までの半
年間だけ。それ
以外の時期は完
全閉店します。
冬が少しずつ近
づいてくるこの
時期を、多くの

「かき末ファン」
は楽しみにして
います。

和菓子

米儀福寿堂
〒629-0141 京都府南丹市八木町八木東
久保37-11
ＴＥＬ 0771-42-2245
営業時間　 午前８時30分～午後８時頃
定休日　水曜日

山陰本線
山陰本線

桂川桂川

八木駅
八木駅

99

477477

477477

和菓子
米儀福寿堂

八木八木

八木東 I.C.八木東 I.C.

上野上野

福知山城福知山城

御霊公園御霊公園 至京都至京都

至京都至京都

至大阪至大阪

至綾部至綾部

舞鶴若狭
自動車道
舞鶴若狭
自動車道

R175R175

至豊岡至豊岡
KTR北近畿
タンゴ鉄道
KTR北近畿
タンゴ鉄道

消防署消防署

JR福知山駅JR福知山駅

福知山I.C福知山I.C郵便局郵便局

三段池公園三段池公園

JR山
陰線

JR山
陰線

JR福知山線

JR福知山線

由
良
川

由
良
川

土
師
川

土
師
川

かき末

99

175175

かき末
〒620-0038 京都府福知山市西中ノ町216

ＴＥＬ　0773-22-3532
営業期間　 毎年10月中旬から３月末日まで
営業時間　 午前11時より
定休日　第１、３、５水曜日

米
こめ

儀
ぎ

福
ふく

寿
じゅ

堂
どう

園部支所　樋口益三

福知山支所　藤原　健

かき末
すえ
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第４回理事会
　平成25年度第４回理事会を10月31日㈭午後３時30分より開催。
当日の出席状況は次の通り。
理事46名　監事５名　相談役５名
【決議事項】
　次の第１号～５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１社、賛助会員５名が加入承認。承認の結果、
個人組合員は1,240名、法人組合員84社、出資金額１億２万円、
賛助会員304名、加入率は83.0％となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○岡田辰雄（上京） ○奥野和弘（伏見） ○山取敬治（中京）
○櫻田憲司（右京） ○福田浩治（右京） ○髙橋道明（宇治）
○渡利裕亮（右京） ○富岡昭博（伏見） ○阿閉憲治良（右京）
○市田　龍（左京）
（法人組合員）
○京都初音税理士法人（中京）
（賛助会員）
○高栖啓敬（上京） ○皿木秀明（中京） ○新井貞典（中京）
○小山久栄（宇治） ○木村剛士（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いが承認された。
○川田茂和（上京・北支部へ転出）
○水口尚也（左京・北陸会へ転出）
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
第４号議案　 新規提携企業候補（日本ハム東販売（株））承認

の件
第５号議案　 近畿税理士政治連盟機関紙の広告掲載費用拠出承

認の件

【報告事項】
（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
①定例研修会開催報告
②大同保険推進協議会開催について

保険第二委員会（全税共ほか）
　①小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーンについて
②税理士VIP代理店挙績キャンペーン（Z２）について

（事業部門）
事業委員会
①10月11日㈮　事業推進協議会開催報告
②11月９日㈯　住宅相談会開催について
③平成26年版「提携企業便覧」制作について
④平成25年分税務便覧申込状況

出版委員会
・平成25年分税務便覧制作経過報告

研修委員会
① 各講座開催状況
②第10回会館記念講演について

（総務部門）
総務委員会
①財務報告
②組合行事日程　組合PR一覧
③教育情報図書の選定について

法規委員会
・規程・規則の見直しについて

広報委員会
・「京税協」発行状況について

地区連絡委員会
①10月１日㈫　両丹懇談会開催報告
②11月18日㈪　全税共VIP君・ランちゃんゴルフコンペに
ついて

③来春の厚生行事について

９・27 保険第一委員会（大同生命本年度施策について）
９・30 監事と総務担当役員との打合せ会
９・30 地区連絡委員会（今後の予定について）

10・１
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：61名

10・１

研修・短期講座
「日本経済の行方～世界的金融緩和と今後の金
融為替～」
　於　サンプラザ万助
講師：ニッセイ基礎研究所　専務理事　櫨　浩一先生
参加：66名

10・１ 両丹懇談会および懇親会
　於　サンプラザ万助

10・３ 法規小委員会（規程・諸規則の見直しについて）

10・４

研修・勉強会
「税理士が知るべき相続法・相続税法の最新情
報第１回」（全５回）
講師：立命館大学法学部教授　本山　敦先生
参加：88名

10・４ 第16回西日本税理士協同組合連絡協議会懇親会出席
　於　下関グランドホテル

10・５～６ 事務局職員慰安旅行

10・８
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：61名

10・８ 日本税理士協同組合連合会常務理事会・福祉会出席
　於　日本税理士会館

10・８ 大同生命第三回定例研修会

10・10
第22回両丹５支部親睦ゴルフコンペ
　於　宮津カントリークラブ
参加：38名

10・11 事業委員会（事業推進協議会開催要領について）
10・11 事業推進協議会
10・11 地区連絡小委員会（来春の旅行について）

10・15
研修・実務講座

「消費税の仕組みと実務第４回」（全５回）
講師：田中　久代先生
参加：61名

10・17 総務委員会（支所経理Q&Aの見直しについて）

10・17

研修・勉強会
「税理士が知るべき相続法・相続税法の最新情
報第２回」（全５回）
講師：立命館大学法学部教授　本山　敦先生
参加：88名

10・21

研修・短期講座
「法人税調査における科目別税務判断のポイン
トと対応策」
講師：岸田　光正先生
参加：84名

10・22
研修・実務講座

「消費税の仕組みと実務第５回」（全５回）
講師：田中　久代先生　　参加：61名

10・24、25 全国税理士共栄会第39回定期総会出席
　於　JRホテルクレメント高松

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

平成25年
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事業委員会からのお知らせ
■提携企業について
◎下記の提携企業との契約項目を追加いたしました。
〈大和ハウス工業㈱〉
■マンション購入時の条件
　①組合員・賛助会員とその職員が契約する場合
　　販売価格（税抜）から1％割引
　②組合員・賛助会員が関与先を紹介し成約に至った場合
　　組合員・賛助会員に対して販売価格（税抜）0.5％の手数料支払
　　※ JV（ジョイントベンチャー：共同企業体）での事業につ

いては別途協議事項となります。
　　※ ※京都・滋賀地区の（本店マンション事業部京都営業所

で取扱可能な）物件に限ります。

◎下記の企業と新しく提携いたしました。
〈日本ハム東販売㈱〉…贈答品の斡旋販売（ハムその他食品）
・カタログ表示価格より30％割引（一部割引できない商品も含む）
・組合員・賛助会員とその家族・職員・関与先まで利用可能

　業界トップの実績を誇るグループで、生産・加工・流通を一
貫した安心・安全の商品をお届けします。
※ 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）

10・28
第17回日本生命代理店ゴルフコンペ
　於　ベアズパウジャパンカントリークラブ
参加：16名

10・28

研修・勉強会
「税理士が知るべき相続法・相続税法の最新情
報第３回」（全５回）
講師：青山学院大学法学部教授　三木　義一先生
参加：88名

10・30 正副理事長会
10・31 広報委員会（第143号編集割付）
10・31 常務理事会・理事会
11・１ 事業委員会（事業推進協議会実施報告について）

11・８
全国税理士共栄会第２回事務委託組合理事長・
業務推進委員地区責任者協議会および懇談会出席
　於　京王プラザホテル

11・８
研修・短期講座

「不動産の実務家から見た財産評価基本通達」
講師：不動産鑑定士　㈱国土工営　西脇　則之先生
参加：74名

11・９ 資産活用・住宅なんでも相談会（提携住宅メー
カー８社合同）

11・11 広報委員会（第143号ゲラ校正）
11・11 法規委員会（経理規程等の見直しについて）

11・12 出版委員会（平成25年分税務便覧の販売状況に
ついて）

11・14 広報委員会（第143号ゲラ再校正）

11・14

研修・勉強会
「税理士が知るべき相続法・相続税法の最新情
報第４回」（全５回）
講師：立命館大学法学部教授　本山　敦先生
参加：88名

11・18
第51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　グランベール京都ゴルフ倶楽部
参加：94名（11月14日現在）

11・19 研修委員会（第42期研修委員会の運営について）

11・20
㈱日税不動産情報センター創立30周年謝恩パー
ティー出席
　於　シェラトン都ホテル大阪

11・20 地区連絡小委員会（来春の旅行について）

11・21～22 第18回大同保険推進協議会
　於　豊橋アソシアホテル

11・22
研修・短期講座

「所得税における必要経費の考え方―その２―」
講師：近藤　雅人先生
参加：91名　web研修：47名（11月14日現在）

11・25

研修・勉強会
「税理士が知るべき相続法・相続税法の最新情
報第５回」（全５回）
講師：青山学院大学法学部教授　三木　義一先生
参加：88名

11・25 「京税協」第143号発行

京都市からのお知らせ
■平成26年度償却資産の申告について
◆提出期限
　平成26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
　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
　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方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 受付時間

技術的なご質問

（利用届出や申告
方法の手続等）

○ヘルプデスク
→（一般電話・携帯電話）
0570-081459
→（IP電話・PHSなど）
045-759-3931

○ eLTAX（エルタックス）の
ホームページ
→http://www.eltax.jp/

8：30～21：00

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

8：45～17：30

 ※土、日、祝日、年末年始（12/29～1/3）は休業

京都税理士会館全館でWi-Fi（無線LAN）がお使いいただけるよ
うになりました。
ID・パスワードは会議室備え付けの案内をご覧ください。（パス
ワードは定期的に変更します）

【18】 平成25年11月25日


