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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、ご家族お揃いでご健勝に
て平成26年の新春を、お迎えのこととお慶び申しあげます。
提携企業をはじめ関係者の皆様にも、健やかな新年をお迎
えになったことと存じます。
　昨年８月の総会におきまして、組合員の皆様のご理解と
ご支援によって、理事長に三選させていただきました。残
る任期を組合のために専心努力をしたいと考えております。
　当組合は、今期も保険事業を中心に順調な運営を行って
おります。これも偏に皆様のご支援とご協力の賜でござい
ます。心から感謝しております。
　この１年間は、一昨年末の政権交代により安倍政権が誕
生し、異次元の金融緩和と大規模な財政出動を推し進め、
沈滞した日本経済のムードを一変させました。結果は円安
と株高を招き、物価も上がりつつあります。今後は賃金の
上昇、それも中小企業や非正規労働者の賃上げに向けた環
境整備をしてほしいものです。でなければ消費税のアップ
が家計に負担を掛けるだけになりそうです。
　昨年の嬉しいニュースは、何といっても2020年の東京オ
リンピック開催が決定したことでしょう。
　当組合は相互扶助の精神に基づき、組合員のための事業
と支所を通じて税理士会支部への財政支援を二本柱として、
各種事業を推進しております。
　42期も７ヶ月を経過いたしましたが、各部門は、事業計
画と予算に従い順調に推移しており、皆様のご期待に添え

る成績を上げることができると考えております。
　保険部門は、総合事業保障プランと全税共事業、各種共
済事業の推進、事業部門は提携企業の利用による還元策の
充実、研修事業は新しい企画による研修会の実施等を継続
してまいります。
　また、厚生事業は家島・洲本温泉への一泊旅行に決定し
ました。翌日はゴルフと100周年の宝塚観劇、そして観光
プランの中から選んでいただくことになりました。多数の
ご参加をお待ちしております。
　平成16年４月に京都税理士会館が竣工し、今年の４月に
10周年を迎えることになります。当組合は元より、近畿税
理士会京都府内の各支部や任意団体の会議等に、幅広くご
利用をいただいているところです。当会館の建設に当り、
地元４金融機関からご融資をいただいておりますが、この
３月に完済の運びとなります。これも偏に組合員、賛助会
員、関係各位のご支援とご協力の賜でございます。心から
御礼を申しあげますと共にご報告をさせていただきます。
また、会館建設当時ご尽力をいただいた方々に心から敬意
を表する次第です。
　昨年は当組合の事務局職員の急な退職等があり、組合員、
賛助会員の皆様に多大のご迷惑をおかけ致しました。本年
は職員の再教育を心掛けてまいります。
　結びにあたり組合員、賛助会員の皆様、そして関係者の
皆様にとりまして希望に充ちた素晴らしい年になりますよ
う祈念致します。

� 理事長　平澤　政治
年 頭 に あ た り

平成26年４月14日㈪
グランベール京都ゴルフ俱楽部

EAST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52回

第10回
会館建設記念講演

講　師：�井沢元彦氏（作家）

テーマ：�戦国武将の経営学

詳細は同封の案内をご覧ください。�

開催日：平成26年４月23日（水）
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　【料理旅館おかべ】では、名物「じゃこ鍋」をご堪
能いただきます。「じゃこ鍋」とは、水揚げされたば
かりの大魚、小魚を鍋にして食べる、素朴で豪快な郷
土料理です。刺身で食べても美味しい新鮮な素材を、
姫路おでん風のショウガ醤油や自家製ポン酢など好み
のタレでしゃぶしゃ
ぶ風にいただきます。
この味が忘れられな
くて、家島リピー
ターとなられるお客
様もおられます。

料理旅館おかべ

　今回は洲本温泉の「ホテルニューアワジ」での宿泊と、
瀬戸内海に浮かぶ「家島」での昼食を目玉としたプラン
です。家島の目の前でとれた新鮮な魚を味わう「前どれ」
料理をはじめとした、瀬戸内の海の幸をご堪能いただき
ます。

京都税理士協同組合親睦旅行予告

◆ゴルフプラン
　ホテルより約70分、ABCゴルフ倶楽部を予定しており
ます。マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメ
ントで有名なゴルフ場です。

◆観光プラン
　午前中は宝塚観劇組と一緒に淡路島を観光いたします。
昼食は三田屋本店で黒毛和牛ステーキをお召し上がりいた
だき、その後池田のインスタントラーメン発明記念館を訪
れます。

◆宝塚観劇プラン
　午前中はたこせんべいの里でのお買い物や安藤忠雄氏が
設計したユニークなお寺「本福寺水御堂」など淡路島を観
光いただいた後、宝塚大劇場での昼食・観劇（「月組」公演）
をお楽しみいただきます。

　【割烹旅館志みず】では、「旬食材の会席料理」をご
堪能いただきます。キロ単価が鯛よりも高い「コブト
エビ」や、家島ならではのお造り、ガンドガレイを天
日で干す家島の干ガレ（ひがれ）弁当など、都会では
味わえない家島ならではの本物のお料理の数々に舌鼓
を打って下さい。また、志みずではご主人が厳選した

「お酒」を提供されます。お酒好きの方は是非ご主人
こだわりのお酒をお楽しみ下さい。

　家島をお楽しみいただいた後は、いよいよ洲本
温泉【ホテルニューアワジ】へ向かいます。大阪
湾を眺める大パノラマ客室や「淡路棚田の湯」の
温泉（男女時間入れ替え制）などでゆっくりお寛
ぎ下さい。夕食宴会では鯛や蛸、淡路牛など地元
の食材をふんだんに使った会席料理をお召しあが
りいただきます。

ゴルフプランや観光プランなど各コースに
分かれてお楽しみいただきます。

割烹旅館志みず

ホテルニューアワジ

　昼食後はウォーキングガイドと家島をご散策い
ただきます。島の生活についての説明などを聞き
ながら、豊かな自然と “島時間” に癒されます。

ウォーキングガイドと家島

２日目

　姫路港よりチャーター船で約30分、瀬戸内海に浮か
ぶ「家島」を訪れます。兵庫県でNo.１の漁獲量を誇
る家島では、目の前の「天然いけす」播磨灘でとれた
新鮮な魚を味わう、家島ならではの「前どれ」料理が
注目を集めています。今回は【料理旅館おかべ】と【割
烹旅館志みず】の２つの料理旅館に分かれて、それぞ
れ自慢の「前どれ」
料理をお召し上が
りいただきます。

（姫路港より各料
理 旅 館 ご と の
チャーター船に分
かれてご乗船いた
だきます）

京都より観光バスで姫路港へ1日目

洲本温泉の旅
洲本温泉 ホテルニューアワジ
平成26年４月６日㊐～７日⺼

ゴルフプ
ラン

観光プラ
ン

宝塚観劇
プラン家島で新鮮

な魚を味わ
う

『前どれ』
料理をご堪

能ください
!!

ゴ ル フ プ ラ ン… 40名（プレーフィ・昼食は各自精算 
お願いします）（ABCゴルフ倶楽部）

観 光 プ ラ ン…30名
宝塚観劇プラン…50名（100周年記念 月組公演）
※それぞれ定員になり次第締め切らせていただきます

宿 泊 先 募
集
人
数日　　時

昼食

昼食
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　去る平成18年11月13日、第
38回全税共VIP君・ランちゃ
んチャリティーゴルフコンペ、
グランベール京都GC、WEST
コースにおいてグロス86ハン
ディー15.6ネット70.4で優勝
しておりまして、加えて団体
戦も左京支所が優勝でした。

　７年後の平成25年11月18日、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、グランベール京都GC、

　その昔、園部税務署に勤務
していたこともあって、冬の
丹波路は霧が深いことを承知
していましたが、案の定老ノ
坂のトンネルを抜けると一面
乳白色の世界が広がっていま
した。ゆるりと車を走らせ
コースにたどり着くと何と霧

は晴れて快晴の申し分のないコンディションでした。
　さあ、と気合を入れてスタートホールのティーショット
を打つと無常にもバンカー。「朝一からこれかよ」とぶつ

　京都税理士協同組合のチャ
リティーコンペには結構参加
しておりますが、久しぶりに
３位入賞しとても喜んでおり
ます。しかも支所団体戦優勝
というおまけ付きです。
　10月に体調を崩し、せっか
く２年連続当選した神戸マラ

ソンも走ることが出来ず、久しぶりのゴルフでした。今回
のコンペはチャリティーコンペでは初めての、ショットガ
ン方式による全ホール一斉スタートです。

EASTコースでグロス88ハンディー15.6ネット72.4で優勝、
団体戦も左京支所が優勝いたしました。最高の気分です。
　今年で満80歳と１ヶ月です。なんとか88歳（米寿）まで
ゴルフが続けられるよう努力して、京税協のコンペに参加
したいと思っております。
　当日の同伴者、朝日生命 丸本支社長様、上京支所 廣瀬
伸彦先生、左京支所 吉澤先生に心から感謝申し上げます。
　終りにあたりお世話を頂きました京税協の関本先生をは
じめとする担当の先生方には、新しい試みのショットガン
方式コンペを無事に終えられましたこと、心から敬意を表
させていただきますとともに御礼申し上げます。

ぶつ言いながらラウンド開始です。ただ、当日は風が強かっ
たこともあってコツコツとおじんゴルフを心掛けた結果、
思いのほか良いスコアで上がることができ、実力者の先生
方のスコアが伸びなかったこともあって２位という好成績
を収めることができ喜んでおります。
　なお、ドライバーは私のはるか先へ飛んでいくばかりか、
出だしでいきなりOKバーディを決めた中居先生、支部長の
激務でお疲れ模様の中川先生、そしてドライバーの飛距離を
封印して一日気遣いばかりだった日生の新谷さん。メンバー
にも恵まれこのような賞にありつき感謝しております。
　最後に、全ホール一斉のショットガン方式にも関わらず
スムースな運営に努力された関係者の皆様に敬意を払いた
いと思います。

　私は、17番の池越えのショートホールからの始まりになり、
久しぶりのゴルフの喜びと、不安も混じりながらのスター
トとなりました。ありがたいことに同伴競技者の堀口裕弘
先生、支所も同じで何時もお世話になっている清水宏先生、
そして東京海上日動火災の小川支社長様と和気あいあいと
楽しく、途中渋滞することもなくスムーズにラウンドする
ことが出来ました。グリーンの状態もよく、パター下手の
私にとっては、早すぎるグリーンに手こずりながら、なん
とか切れることなく粘りのゴルフの結果、ハンデにも恵ま
れ感謝いたします。
　最後に、何時もお世話いただいている協同組合役員関係
者の皆様に感謝申し上げます。

左京支所　村中　平治

下京支所　酒井　陽一

左京支所　村中　研治

優勝

準優勝

３位
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平成25年11月18日（月）
於：グランベール京都ゴルフ俱楽部

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



●団体成績表（各支所成績優秀者５名）� （敬称略）

優勝 準優勝 ３位

左京支所 上京・福知山・
峰山支所合同 下京支所

村中平治 廣瀬伸彦 酒井陽一

村中研治 中井正紀 原　綱宗

清水　宏 東　幹夫 中居　章

吉澤俊二 松村一郎 松田　進

梶谷知代 稲田博美 藪　壽人

中居　章 組合員
（下京支所）

ホールインワン

ベストグロス

住友生命

村
す ぐ る

主　一
かず

徳
のり

 様
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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！

　「あとみよそわか」は、「父・こんなこと」（幸田文、新
潮文庫）の中に書いてある。幸田文は、家事一般を父親の
幸田露伴（1867〜1947）から習った。生母は８歳の時に亡
くなったことから、薪割り、米とぎをはじめ、箒の使い方、
はたきのかけ方などもすべて父から教わった。掃除の稽古
についたのは14歳のとき。そのあたりから、

　掃き掃除は、とにもかくにも済んだのである。「十四に
もなってから何も知らないで世話がやけるようじゃ、水の
掃除などはとてもとてものことだ。当分拭き掃除はお預け
にする。…」と、休講のベルである。…箒と平行にすわっ
て、「ありがとうございました」と礼儀を取った。「よーし」
と返事が来た。起って歩きかけると、「あとみよそわか」？
とふりかえると、「女はごみっぽいもんだから、もういい
と思ってからももう一度よく、呪文をとなえて見るんだ」
といった。「あとみよそわかあとみよそわか。」晴れ晴れと
引きあげて台所へ来る…

　父露伴の教え方は、まず「やらせてみる」、そ
れから自分で「やってみて」、もう一度「やらせ
てみる」という順序であった。それも単にやり方
を教えるだけでなく、人の生き方にも触れている。
例えば、「はたきをかけるのに広告はいらない。
物事はなんでもいつの間にこの仕事ができたか、
というように際立たないのがいい」と。
　さて、「あとみよそわか」である。「あとみよ」
は「後（跡）を見ろ」。「そわか」は広辞苑には、「梵
語、薩婆訶、円満、成就」と書いてある。東寺の
「都七福神　毘沙門天」のお堂に「オンベイシラ
マンダヤ　ソワカ」とあった。
　有名な「般若心経」にも「…菩提　薩婆訶」と
ある。多くの経文にも最後に付いている。つまり、
「あとみよそわか」は「あとを見なさい」に、御
経の「そわか」を付けたもの。仕事にかぎらず、なんでも
終わったら、その後確認せよ、ということだと思う。
　一仕事を終えるとほっとする。ちょっと振り返っておけ
ばよいのだが、つい…後で、となって反省する。

当方の人生はこの繰り返しである。

　　　なにごとも　終えたら唱える　あいことば
　　　　　あとみよそわか　あとみよそわか（須藤弘）

幸田文の躾は厳しかった
　幸田文は清酒問屋に嫁いだが、十年後娘を連れて父露伴
のもとに戻る。道の途中でこう教えさとした。「これから小
石川のおじいちゃまのところにゆくのよ、向こうへ行ったら、
『よろしくお願い申します』とご挨拶しなさい。なにかおじい
ちゃまがおっしゃったら、言われたとおりにすること、口応
えや重ね返事、大きな声で騒ぐこと…もしてはいけない。と
にかくお行儀よくおとなしくするの、解かった」。
　娘は青木玉、当時９歳。露伴譲りの厳しい躾に耐えて、
きちんとした行儀作法と言葉遣いを身につけるにいたった。
「マナー」は英語、日本語でこれに当たるものは「礼儀作法」。
作法の柱は正しい言葉遣い。私自身、無作法、無礼で生き
てきた。今頃になってといわれそうだが、礼儀作法や敬語
のことがうまく書かれている、幸田文の書いた随筆や小説
を読んでいる。

三重塔の復元に情熱を傾けた
　奈良法輪寺の三重塔は1944年落雷で炎上した。全焼で
あったため国宝指定は解除となり、独力再建となった。文
が勧進行脚に全国各地を奔走したのは、木造建築としては
しんがり、最後の塔をつくるのだという熱情、そして、名
作「五重塔」を通じた父の教えを守ろうとした固い思いに
よるものであった。
　1975年陽春、ついに31年ぶりに斑鳩の地に飛鳥様式その
ままの塔が甦った。幸田文のこころの中にも塔が建立され
たのである。そのとき71歳であった。

あとみよそわかと幸田文 伏見支所　須 藤 　 弘

幸田文の思いがこもった法輪寺三重塔
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　少し前になりますが９月16日台風18号が京都、滋賀を直
撃しました。組合員の先生方は大丈夫でしたか？
　私の自宅は嵐山にあります。松尾橋の近くなのですが桂
川の西側で、少し歩けばすぐ川沿いに辿り着きます。連日
報道で有名になった料理旅館「花筏」のある渡月橋までは
10分ほどです。
　その台風18号が直撃した当日ですが、ちょっとしたドラ
マがありました。
　就寝していた私は、屋根や窓を打ち付ける雨音に耐え切
れず午前３時に目が覚めました。台風が来ることは分かっ
ていたのですが予想外の音の大きさに少し嫌な予感がしま
した。外に出て川沿いを見てみると、あと２メートル下の
ところまで川面が上昇していました。引っ越してきて８年
になりますがこれほどの増水は初めてのことです。
　ご近所の皆さんもちらほら心配そうに見物に来ていました。
　雨風はますます勢いを増していき一向に収まりません。

自宅に戻った私はテレビ
をつけてみるとKBS京都
が渡月橋の模様を生中継
していました。
　このときはまさか渡月
橋のあたりが氾濫してい
るとは思っていなかった
ので危機的状況を把握す
ることもなくその日の予定
をどうすべきか考えてい
ました。というのも、より
によってこの日の朝７時10
分に大阪伊丹空港から宮
崎まで飛行機に搭乗する
予定だったからです。

　税理士会も推奨している経済産業省及び中小企業庁主催
の認定支援機関研修があって、その受講のため16日、17日
の２日間を宮崎、同じ週の19日、20日の２日間を金沢に行
く予定でした。大阪や京都でも開催されるのですが予約の
申し込みが殺到してまったく取れなかったので地方行きす
ることに決めていました。
　ネットは便利です。このようなときもANAのホームペー

ジを見れば当日フライト
するかどうか確認できま
す。欠航になるのではと
思いながら逐一チェック
しましたが何度見ても
「出航予定」となってい
ます。仕方なく準備をし
て午前５時に車で自宅を
出ました。
　その後早々に特別警報
というのが出て、自宅の
学区は避難勧告が出まし
た。こんな状況で宮崎ま
で出張して大丈夫か？と
自問しながら大原野（京

都縦貫道）のインターチェンジまでなんとか辿り着くと、
ちょうど入口が閉鎖されました。ここで心が折れそうに
なったのですが、時間も早かったので地道で伊丹空港まで
行くことにしました。
　171号線は閉鎖されていませんでしたが、増水した淀川
を横目に５時41分大山崎町、42分久御山町、43分八幡市と
移動のたびに「緊急エリアメール」の着信音がけたたまし
く鳴りました。
　また、高速道路から流
れてくるトラックの交通
量がすごいのと、木の枝
などが飛んできたりと運
転はなかなか思うように
なりません。それでもな
んとか伊丹空港に到着し
たころはすでに６時45分
でした。
　飛行機は20分遅れで離
陸しましたが８時30分、
灼熱（笑）の宮崎空港に
到着しました。
　それでも苦労して宮崎
まで行った甲斐あって当

台風18号 下京支所　載 本 高 広

破
損
し
た
渡
月
橋

渡
月
橋
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側
よ
り
嵐
山
吉
兆
方
面

自
宅
近
所
よ
り
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地で２日間、その後金沢で２日間、認定支援機関の研修は
無事終了しました。研修に参加された組合員の先生方はご
存知かと思いますが、銀行への元金返済をストップしてい
るような経営難の中小企業を、経営改善計画の策定支援を
通じて経営を継続し銀行と正常な取引ができるよう支援す
るという認定機関としての研修は大変ためになるものでし
た。
　その後テレビで様々な映像を見ましたが、特に福知山市、

亀岡市には甚大な被害があったことを知りました。水に浸
かって廃車になった話もたくさん聞きました。
　地球温暖化の影響で世界的な異常気象の中、今回のよう
な台風は数十年に一度の頻度ではなく、今後は数年に一度
訪れるかもしれません。当たり前ですが非常袋などイザと
いうときの備えが大事ですね。
　最後に、金沢の「乙女寿司」は絶品でした。

戦利品（宮崎） 戦利品（金沢）
先日、ドラマ半沢直樹でも登場した「じろあめ」ほか

金沢名物お土産セット（笑）
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　平成25年11月21日（木）〜22日（金）愛知県・ホテ
ルアソシア豊橋において第18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・税協連から実績や
施策紹介、大同生命からは事業報告がそれぞれなさ
れた。
　協議会終了後には懇親会が、翌日には東海カント
リークラブにてゴルフコンペが開催され、親睦を深
めた。

　毎年恒例のチャリティー募金寄託は、平成25年12
月16日（月）、太田克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、
188,000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32回目、総額
17,907,010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。

保険第一委員会
第18回大同保険推進協議会

チャリティー募金寄託のご報告

平成25年11月21日木〜22日金

平成25年12月16日月

京都税理士協同組合

第42回通常総会
日 時

場 所

平成26年 ８月５日（火）

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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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

　私の隠れ家をご紹介いたします。そ
れは、阪急京都線「西山天王山駅」よ
り東へ約１㎞、桂川の支流である小畑
川のほとりにある「カフェ・コバ」と
いう店であります。
　姉妹２人で開業して以来11年になる
お店です。店内に一歩足を踏み入れる
と、心地よいBGMが流れ、ゆったり
とした空間につつまれます。テラスか
らはサントリー京都ビール工場や京都
西山の美しい峰々を眺めることができ
る絶好のロケーションであります。
　また、隠れ家的スペース（座敷）と
居心地のよい友人宅のようなスペース

　伏見大手筋商店街のすぐ傍に「創作
ダイニング楽GAKU」があります。お
店はランチとディナーの両方を営業し
ていますが、特にディナーでは地元伏
見のお酒を堪能しながら、和の美味し
い創作料理をいただけます。
　メニューにとっておきのラーメンが
あります。これは、東京で修業された
本格ラーメンで、シメにいただくと、
もう充分満足してしまいます。
　お店の席数は70席で、座敷・掘りご
たつ・カウンターと人数や目的に応じ
て利用できるので非常に便利で、様々
なニーズに対応してもらえます。
　メインの料理は季節の食材を使った

おすすめを中心に、和・洋・中のジャ
ンルに捕われない創作料理です。お店
の人気No.１は「ジュワッと海鮮あん
かけおこげ」で、お客の大半を占める
女性たちに好評です。値段もリーズナ
ブルなので皆でシェアしてたべられる
ボリュームのある料理を出してくれま
す。特に伏見で唯一取り扱っている
ビールの一番搾りフローズン〈生〉は
最高！
　最高と言えば先のお店近くにもう一
店。隠れ家的でオーナーシェフにメ
ニュー以外の料理を創ってもらう楽し
みのあるお店「酒飯光」（京都市伏見
区 魚 屋 町574　 ハ イ ツ 桃 山101　
TEL075-602-3122）もあります。
　伏見大手筋商店
街へ行かれた時は、
ぜひ立ち寄られた
ら絶対に得した気
分になってもらえ
ると思います。

とがあるのも魅力的です。
　メニューは、月替わりハンバーガー
やベーグルサンド・和風チキンドリア
などがあり、季節のケーキやドリンク
と種類も豊富です。すべて姉妹こだわ
りの手作りで、ヘルシーなものばかり
です。お店のブログでは、人気商品の
ランキング発表を見れたり、新しいメ
ニュー作りにも奮闘されている様子が
うかがえます。ゆったりくつろげる雰
囲気を好んで来店される方、こだわり
のメニューに惹かれて来店される方が
いるというのも納得。
　ひとりで読書にふけるのもよし、カ
フェ好きのカップルがデートに訪れる
のもよし、ママさん同士でランチする
のもよし、自分のため贅沢な時間を過
ごしたくなる、そんなお店です。みな
さんも如何ですか、
きっと「コバファン」
になりますよ。

創作ダイニング　楽GAKU
〒612︲8057　京都市伏見区平野町58 1F
ＴＥＬ　050︲5799︲2737
　　　　（Web予約も出来ます）
営業時間　 月～土　ランチ　11:30～14:30

月～日　ディナー　17:00～22:30
定休日　不定休日あり

創作ダイニング
楽GAKU

魚屋通魚屋通

伏
見
桃
山
駅

伏
見
桃
山
駅

桃
山
御
陵
前
駅

桃
山
御
陵
前
駅

大手筋通大手筋通

イオンイオン

卍大光寺卍大光寺

毛利橋通毛利橋通

小
畑
川

小
畑
川

小
畑
川
通
り

小
畑
川
通
り

恵
解
山
通
り

恵
解
山
通
り

カフェ・コバ

落合橋落合橋 勝竜寺勝竜寺
204

211

171

カフェ・コバ
〒617︲0836 京都府長岡京市勝竜寺二ノ
坪15 天王山フラワーハイツ1F
ＴＥＬ　090︲3993︲0863
営業時間　 月・火・木　10：30～17：00

（ラストオーダー16：30） 
金・土・日　10：30～19：00 

（ラストオーダー18：30）
定休日　水曜日

創作ダイニング

楽GAKU

中京支所　平松多鶴

右京支所　上羽孝昌

カフェ・コバ
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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

　ドアホンの音が「ビン・ボー、ビン・
ボー」と鳴っているような気がする貧
乏暮し、従って、このコーナーで紹介
するような店を知りません。では、何
故、このコーナーに登場したのか？そ
れは、広報委員の強力な圧力によりま
す。美女（しかも二人）の圧力に抗す
る事が出来る初老の男はそう多くない

　風情漂う石塀小路の路地奥に「しぇ
りークラブ」がひっそりと佇んでいま
す。シェリーの品揃え世界一でギネス
に認定されている銀座の老舗シェリー
BARの二号店で、大好きなシェリー
酒の専門店という珍しいお店です。
　店内は大正時代の蔵を改装された落
ち着いた空間で、優雅な時間が流れる
大人の隠れ家です。あまり知られてい
ませんが、シェリーは「辛口」から「極
甘口」まで幅広く楽しめる唯一のワイ
ンです。「ベネンシア」という長ーい
柄のついた柄杓のような道具で、高い
位置からグラスへ注ぐ華麗なパフォー

と思われます。この一文を入れる事で
溜飲を下げている自分が情けなくもあ
り、哀しくもあります。
　とは言え、楽しみが無い訳ではあり
ません。今のブームはビール又は中国
茶を伴に、ホワイト餃子を食べる事。
（いつも通販でおとりよせです。）
　ビールは何でも良いと思います。中
国茶は白から黒まで種類が多いのです
が、白茶と黄茶では餃子に負けてしま
い、逆に黒茶では餃子が負けてしまい
そうです。また、紅茶では、おしゃれ
でないでしょう。緑茶は種類によって

「あり」かなと思いますが、ここはや
はり、青茶、中でも武夷山の物が最適
だと思います。ビール又は中国茶の準
備が出来たら、餃子を焼くのですが、
これが非常に難しい。指南書がありま
すので忠実に従う事です。失敗すると
ぐちゃぐちゃになったり、油が飛び跳
ねて危険です。焼き始めたところで字

マンス。キラキラと輝きながら落ちて
くるシェリーは美しく、魔法のように
グラスに吸い込まれていきます。一瞬
です。空気と触れることで香りも美味
しさも増すそうで、あたりもいい香り。
かっこよく注いでもらったシェリーは、
格別の味わいですよ。飲んだシェリー
をチェックできる、DRY・SWEET・
LIGHT・HEAVYを軸にした分布図が
あり、杯を重ねるごとに好みが分かっ
てきます。あ、ついシェリーのことば
かり書きましたが、スペイン料理も絶
品。京料理の技が冴える前菜盛り合わ
せ、熱々グツグツのアヒージョに、魚
介たっぷりのパエリア、どれもおいし
くシェリーが進む進む。ワインよりア
ルコール度数は高いので、飲みすぎに
はご注意を。そしてデザートは、クレ
マ・カタラナも良いですが、バニラア
イスとペドロヒメネスの究極のコラボ
で決まりです。

　あまり馴染みのない方も、ぜひ一度
訪れて、シェリーの奥深さを感じてみ
られたらいかがでしょうか。

ホームページのアドレス
http://white-gyouza.co.jp/

シェリー専門店&スペイン料理 

しぇりークラブ
〒605︲0825　京都市東山区下河原町489︲2
ＴＥＬ　075︲525︲2201
E︲MAIL　kyoto@sherry-club.com
ＵＲＬ　http://www.sherry-club.com
営業時間　 火～土　17：00～24：00

日曜日　15：00～23：00

定休日　月・第１火曜日

ホワイト餃子

シェリー専門店&スペイン料理
しぇりークラブ

左京支所　櫻井　孝

東山支所　安村幸子

数がつきました。腕が悪いためか、
わが家での餃子は店で食べるほどの
味になっていません。残念。

Sherry Club

ね
ね
の
道

ね
ね
の
道

ねねの小径ねねの小径安井通安井通

四条通四条通
神幸道神幸道

高
台
寺

高
台
寺

至円山公園→至円山公園→八坂神社八坂神社

下
河
原
通

下
河
原
通

東
大
路
通

東
大
路
通
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　「へえ〜三条御池かぁ」と妻。
　「何ゆうてんの？ そんなん無いわ」と私。
　「けど…ほら！」
　「?!　じぇじぇじぇ!!!」

　皆さん京都に住んでいる方はご存知と思うが、東西の通
りは「まる　たけ　えびす　に　おし　おいけ…」南北は

「てら　ごこ　ふや　とみ　やなぎ　さかい…」との唄も
あり、京の都の通りは碁盤の目になっている。で、あるか
ら当然三条通りと御池通りは平行なので交わらなく、ひい
ては絶対に存在するはずのない「三条御池」の標識に驚いた。
　場所はどこかというと、京福電鉄の「嵐電天神川駅」と
地下鉄東西線の「太秦天神川駅」辺り。

　三条通りは、西大路通りからさらに西に進むと天神川通
りを越えたあと西から北西に向きを変える。これに対し、
御池通りの西行きは以
前は天神川通りまでし
かなかったのだが、数
年前の地下鉄東西線

「太秦天神川駅」の設
置に合わせて西へ延長
された。その結果、斜
めの三条通りと真横の
御池通りとが交差して

「三条御池」の交差点
誕生となったわけであ
る。
　これってみんな知っ
てるのかな？少し気に
なって税理士の友人数
人に尋ねてみたとこ
ろ、ほとんどの方は知
らなかったが右京支所
の先生は知っている方
が多かった。さすが地
元。
　交差点で信号機に付
けられている名称標識

「三条御池」の交差点
広報委員　板倉義守

き
ょ
う
と
！

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
！
京
都
！

御池通り
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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

は道路管理者が設置し、周辺の方々の意向などを考慮して
命名するらしい。碁盤の目を基本とする京の都の名称とし
てはアンビリーバボーだ。しかし、どのような経緯で誰が
名づけたのか知らないが、私としてはこの交差点を「嵐電
天神川駅前」や「太秦天神川駅前」ではなく「三条御池」
としたところに洒落たセンスを感じた。京の珍名所の一つ
に数えたいとさえ思う。

　あ！そういえば、七条通りも西へ向かうと葛野大路通り
を越えた辺りから南方向に進路を変え、ついには南北の通
りとなり、ほぼ直角に八条通りと交わる。あの交差点の名
称は何だったっけ？ もしかして「七条八条」!?
　淡い期待を抱いて確認をしに車を走らせる。
　が、そこで目にしたのは「桂大橋」の標識だった…

葛
野
大
路
通 御池通

三条通

三条御池

七条通

八条通桂大橋
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

平成25年

11・26 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：126名

11・28 保険第二委員会
（全税共第28回全国統一キャンペーン開催要領について）

11・28 正副理事長会

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

12・４ 法規委員会（経理規程の見直しについて）
12・４ 近畿税理士会懇談会出席　於　錦城閣

12・５
研修・短期講座

「改正項目を踏まえた平成25年分確定申告の留意点」
講師：永橋利志先生　参加：127名

12・７ 近畿青年税理士連盟京都支部忘年会出席
於　松井別館　花かんざし

12・９

研修・短期講座
「財産評価基本通達の適用において知っておきたい
不動産の関係法及び周辺知識と財産評価の諸問題」
於　サンプラザ万助（福知山）
講師：不動産鑑定士　㈱国土工営　西脇則之先生
参加：35名

12・11 日本税理士協同組合連合会定款等審議委員会出席

12・13
研修・短期講座

「消費税率変更の適用関係と経過措置」
講師：金井恵美子先生　参加：184名

12・16 正副理事長会

12・16 社会福祉法人京都府共同募金会にゴルフコンペ等のチャ
リティーを寄託

12・19 常務理事会・理事会・役員委員合同忘年会
於　ウェスティン都ホテル京都

12・24 地区連絡小委員会（一泊旅行について）

12・25 京都府中小企業団体中央会12月度理事会及び京都府知
事・京都市長との合同懇談会出席　於　料理旅館「鶴清」

12・26 第28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・26 広報委員会（第144号編集割付）
12・27 仕事納め

平成26年
１・６ 仕事始め
１・９ 正副理事長会
１・９ 常務理事会
１・10 広報委員会（第144号ゲラ校正）

１・10 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（第144号ゲラ再校正）

１・16
研修・短期講座

「保険税務とコンサルティングリポート」
講師：FP・DC・元大同生命保険㈱研修部長
島津　悟先生　参加：51名（１/15現在）

１・17 支部連・京税協共催　新春講演会
於　京都ホテルオークラ

１・17 支部連　新年祝賀会出席
於　京都ホテルオークラ

１・20 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・21 右京支部例会・研修会出席
於　ANAクラウンプラザホテル京都

第５回理事会
　平成25年度第５回理事会を12月19日㈭午後４時30分よりウェ
スティン都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51名　監事４名　相談役６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、賛助会員４名の加入を承認。承認の結果、個人組
合員は1,243名、法人組合員84社、出資金額9,987万円、賛助会
員306名、加入率は83.1％となった。
� （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○多田陽子（宇治）� ○松岡　功（右京）� ○金山昌泰（伏見）
○矢田藤子（宇治）� ○早川美都枝（右京）� ○八尾利加（中京）
○金子　彰（左京）� ○村上和男（左京）
（賛助会員）
○五十棲裕（伏見）� ○山代脩一朗（下京）
○竹村仁志（下京）� ○林　遼平（宇治）
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。
○八尾利加（中京・組合員へ移行）
○金子　彰（左京・組合員へ移行）

【報告事項】
［事業部門］
事業委員会

①11月９日㈯住宅相談会開催報告
②平成26年版「提携企業便覧」発行について
③平成25年分税務便覧申込状況

研修委員会
①各講座開催状況
②第10回会館建設記念講演について

［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
　年末年始　会館休館に伴う弔事連絡について
③教育情報図書の配付について

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
①４月６日㈰〜７日㈪旅行について
②大同生命ゴルフコンペについて

［保険部門］
保険第一委員会（大同生命）
・大同保険推進協議会開催報告

保険第二委員会（全税共ほか）
①全税共第28回全国統一キャンペーン
・生保会社別入賞者数一覧
・１月29日㈬表彰式、祝賀パーティー開催要領

②小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーンについて

組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
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１・22
研修・短期講座

「贈与税と譲渡所得税の基礎実務」
講師：熊谷宏臣先生　参加：64名（１/15現在）

１・22 全国税理士共栄会理事会出席
於　日本税理士会館

１・23 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

■個人住民税について
◆給与支払報告書の提出について
　平成25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26年１月31日です。給与受給者の平成26
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。給与
支払報告書は、前年中に給与等の支払いをしたすべての従
業員等（事業専従者、パート、アルバイト、役員等含む）
について、給与支払額の多少にかかわらず（退職者につい
ては支払額が30万円を超える者）、提出が必要です。従業
員等本人が、個人で確定申告や市民税申告をされる場合で
も提出に御協力をお願いいたします。

◆特別徴収の実施について
　法令により、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、
すべての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくこ
とが義務付けられています。事業主や従業員等の意思によ
る徴収方法の選択はできません。京都府と京都府内すべて
の市町村は、個人住民税の特別徴収を推進しています。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26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

京都府と府内全市町村からのお知らせ

１・24 総務委員会（ライブ配信について）

１・25 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・25 「京税協」第144号発行

お詫び
　「組合報」第143号６頁「同好会だより」において、京税協トレッキングクラブの掲載写真の下記注釈が抜けておりました。
お詫び申し上げます。
※�添付写真は、第一回例会（平成16年１月18日）大文字から三井寺行　大文字火床での撮影のものです。

個人住民税の特別徴収の実施をお願いします
■個人住民税の特別徴収とは
　従業員の方の個人住民税（市町村民税・府民税）を事業
主の方が毎月の給与のお支払いの際に、所得税と同様に給
与から差し引いて徴収（特別徴収）し、市町村へ納入して
いただく制度です。

■特別徴収の事務
　所得税の源泉徴収と異なり、給与から差し引く額は従業
員の方がお住まいの市町村から通知されます。従って、所
得税のような税額計算や年末調整は不要です。
■特別徴収のメリット
　これまで納付書により年４回納めていた従業員の方につ
いては、
・�金融機関等へ納税のために出向く手間を省くことができ、

納め忘れがなくなる
・�年12回に分けて納付されるので、１回当たりの負担額が

少なくてすむ
　など、便利な制度です。
問い合わせ先 京都府税務課 課税・電算担当 075︲414︲4434

事業主の
みなさまへ

【15】第144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
発売当日限り有効

乗車券

14.1.25
路線バスのたび

　「もうええし、早よ出発してよ」という声が聞こえてき
そうだが、お察しのとおり今回の路線バスは「路線バスの
たび」史上最短の路線である。「京都駅前」を出発して烏
丸通りへ烏丸七条を西へ行って「七条大宮・京都水族館前」
そして終点「梅小路公園」だ。
　水族館前までは、ものの10分くらいで到着。（委員のみ
なさんごめんなさい）
　さて、バス停から大宮通りを少し
下って水族館入り口に到着だ。入場
料は大人2,000円と少し高め、でも
年間パスポートは4,000円なのでこ
れはお得である。「なんで京都のど
真ん中で水族館やねん」の思いから
今まで行ったことがなかったので今
回が初「京都水族館」だ。
　「水と共につながる、いのち」を
コンセプトに開業した水族館は、入
場口を入ってすぐ「京の川ゾーン」があり、水族館の顔で
あるオオサンショウウオが出迎えてくれた。それから「か
いじゅうゾーン」「大水槽」そして最後に「京の里山ゾーン」
となる。
　規模的にはこじんまりと
しているが、至るところで
水を身近に感じることがで
きて、なんだか癒された。
時間に追われるのが当たり
前の日々の中、久々にゆっ
くりと過ごすことができた。
　最後にはお決まりの
ショップがあったので、お
みやげに「すいぞくスイー
ツ」なるものを買って帰路
についた。
　みなさまも遠足気分で
ラッピングバスに乗って水
族館へ行かれてはいかが!!

　バスのボディー一杯に海や川の生き物たちが今にも泳ぎ
だしそうに生き生きと描かれている。そんな映像を偶然テ
レビで見かけた。「このバスはいったいなに？どこのバス？」
それが「京都市バス水族館シャトル」であった。
　このバス、京都市交通局が多くの方に、より市バスを身
近に感じてもらうため車両を活用したPRの一環としての
取り組みである。
　まず車両は、路線バスでは珍しい定期観光バスを使い満
席になった場合、立っての乗車は出来ない。そしてボディー
のデザインであるが、京都市立芸術大学院生２人によるも
ので同大学の教授の指導の下、制作された。デザインテー
マは左側（ドア側）が「魚と出会う水族館」右側が「川か
ら海への流れ」である。
　いざ京都駅B3バスのりばから出発！とその前に「京都
駅ビル」「京都タワー」について少々。

「京都駅ビル」
　京都駅は在来線特急の発着種類が
日本一多い駅である。その烏丸中央
口側に立つ駅舎が「京都駅ビル」で
ある。現在の駅舎は４代目で1994年
の平安遷都1200年記念事業の一環と
して建て替えられた。また設計は、
日本の鉄道駅舎としては異例の国際
指名コンペ方式で行われ安藤忠雄氏
ら７名の建築家が指名された結果、原公司氏の案となった。

「京都タワー」
　京都駅烏丸中央口前に大きく聳え立っているのが高さ
131ｍ（京都タワービルを含む）の京都市内で最も高い建
造物「京都タワー」である。1964年、旧京都中央郵便局の
跡地に建築家の山田守氏の設計により竣工した。　
　タワーは、町家の瓦葺きを波に見立て街を照らす灯台を
イメージしたものである。（私は長い間ローソクと思って
いたが……）

京都市バス水族館シャトル

京都駅扌梅小路公園

市バスのたび（※水族館シャトル）

▼ 広報委員　河 村 澄 子※土・日・祝日運行。
　ラッピングバスは１台だけなので、乗れればラッキー！
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