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開催日：平成27年４月21日（火）
於：グランベール京都ゴルフ俱楽部�
� WESTコース・EASTコース

　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、ご家族お揃いで健やかに
2015年の新春をお迎えになったことと存じます。提携企業
をはじめ関係各位には、輝かしい新年を迎えられたことと
存じます。
　旧年中は組合の運営や各種事業について、ご支援ご協力
を賜りありがとうございました。
　昨年末、一年を代表する漢字に「税」が選ばれました。
消費税法の改正、相続税の引き上げ、法人税実効税率の引
き下げ議論等が、税に対する国民の意識を高めたようです。
我々税に携わる者として、研修を通じてより研鑽を深め社
会的要請に応えるべく、広く多くの方々に税への認識を高
めていただくよう努めることが肝要だと考えています。
　2014年３月に税理士法が改正され、今年４月１日に施行
されることとなりました。税理士法の改正が組合の運営に
係わることは少ないとはいえ、税理士制度あっての協同組
合です。今回は補助税理士に代って所属税理士が誕生しま
した。補助税理士は組合員になれなかったのに対し、所属
税理士は本人の意思により一定の手続きを経れば自らの名
において業務を行うことができるため、組合員になること
ができます。当組合においてもこれに備えて、法規委員会
を中心に定款の変更を検討しております。

　43期も相互扶助の精神に基づき、組合員のための事業を
実施すると共に、支所を通じて税理士会支部への財政支援
の二本柱で運営してまいりました。
　今期も残すところ５ヶ月となりました。研修事業につい
ては、近畿税理士会の会則変更による研修の義務化が実施
されることと、税に関する関心が高まっている時期でもあ
り、内容を充実させて組合員、賛助会員皆様のご期待に応
えたいと考えております。また税務便覧については各地の
税協を中心に拡販に努めた結果、前期を上廻る実績を上げ
ることができました。
　保険事業に関しては、大同生命の総合事業保障プランの
推進実績も順調に推移しております。１月の全税共第29回
全国統一キャンペーンの表彰式には、各社のご支援により
前回を大幅に上廻る受賞者の方が決定しております。
　４月には厚生事業恒例の一泊旅行を企画しています。東
北仙台方面を予定しておりますので多数ご参加下さい。
　今後も各委員会において、残された事業を遂行してまい
りますので、ご支援とご協力をお願い致します。
　結びにあたり、組合員、賛助会員の皆様にとりまして素
晴らしい年でありますよう祈念し、新年の挨拶とさせてい
ただきます。

� 理事長　平澤　政治
　 年 頭 所 感

詳細は同封の案内をご覧ください。 

講　師： 元観光庁長官 溝畑 宏 氏

テーマ 「日本を元気に〜」

開催日：平成27年４月15日（水）
 13：30〜15：30
於：京都税理士会館３階 京税ホール

第11回
会館建設記念講演

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54回 京税協・大同生命
チャリティーゴルフコンペ

多数のご参加お待ちしております！
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予
告

　平成26年11月20日（木）〜21日（金）、福井県あわら
市のグランディア芳泉に於いて第19回大同保険推進
協議会が開催されました。
　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
れました。
　協議会終了後には懇親会が開催され各々親睦を深
めることができました。

　毎年恒例のチャリ
ティー募金寄託は、
去る12月８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、
162,000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33回目、総額18,069,010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19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26年11月20日木〜21日金

平成26年12月８日月

親睦旅行

平成27年 ４月５日（日）・６日（月）
 1泊2日
宿泊先 
ホテル ニュー水戸屋（新白梅亭）
〒982-0241　 宮城県仙台市太白区秋保町

湯元字薬師102 
☎ 022-398-2301

詳細・お申込は、同封の案内をご覧ください

東北　仙台発祥 “牛タン焼” 伊達の牛タン本舗
水揚げ漁獲種日本一の石巻で
「石巻・三陸金華山沖」のお寿司をご賞味ください

仙台秋
あ き う

保温泉の旅

100名になり次第締切らせていただきます

日　　時

観光プラン・フリープラン
あわせて70名

ゴルフプラン30名
（プレーフィは各自精算お願いします）
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン開催コース
利府ゴルフ倶楽部　予定

ゴルフ
プラン

観光
プラン

フリー
プラン

募集人数

薬師の湯 梅の粧
自然を堪能、充実した内風呂

薬師の湯 月宮殿
岩風呂から桧風呂、サウナまで

薬師の湯 水心鏡
幻想的な満月風呂、陶器風呂

3つの大浴場

【3】第148号京都税理士協同組合ニュース



　平成26年の４月に京都に転勤してき
ました。
　そして、全税共VIP君・ランちゃん
チャリティーゴルフコンペに初参加し、

東コーススタートの部で優勝でき、驚きとともに大変光
栄に思っております。
　プレー的にはOBを４発打ち、池にも１つ入れて最悪
でしたが、隠しホールのハンデに恵まれ、この様な結果
となり、好運でした。
　賞品に最高の近江牛をいただき、妻と一緒に食させて
いただきました。
　この時ばかりは夫婦円満？のひとときでした。ありが
とうございます。
　最近、ゴルフも年齢とともに飛距離が落ち、少し嫌気
がさしていた時期でしたので、この優勝で勇気をもらい、
また精進したいと思っております。
　最後になりますが、同伴頂きました加藤武志先生、 
高橋克典先生、薮壽人先生、そして当日お世話いただき
ました関係者の皆さま、本当にありがとうございました。

明治安田生命保険（相）　清水　義朗

東西の部優勝

　今回京税協のゴルフコンペに参加さ
せていただくのは２回目となります。
今私の中では、ゴルフをするのがすご
く楽しくなってきたところです。特に

今回はゴルフをしたくてうずうずしていたところ、京税
協の職員の方からのお誘いがあり、その日に合わせて調
整をするという徹底ぶり。というのは、今までは練習し
てもなかなか成果が出ず､何度もやめようと思ったことが
あります。しかし昨年の夏以降何か掴みかけてきました

（たぶん）。すると今までなかなか越えられなかったスコ
ア120の壁をあっさりクリアできたと思ったら、110まで
クリアすることが出来ました。目標の100まであと少し。
もちろん今回のスコア52・51の103というのは､今までで
一番最高です。
　当日の同伴者は、宇治支所若手の村岡先生、古鉄先生
と一緒だったこともあり、和気あいあいとプレーするこ
とが出来、またハンデにも恵まれ感謝感謝です。しかも
団体戦でも伏見支所が優勝というおまけまであり本当に
最高でした。これからもゴルフに頑張れそうです。
　最後に当日お世話いただきました関係者の皆様、あり
がとうございました。

伏見支所　岡本　清臣

北東の部優勝

平成26年11月18日（火）
於：信楽カントリー俱楽部 杉山コース

全税共VIP君・ランちゃん 
チャリティーゴルフコンペ
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）

第53回
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●成績表� （敬称略）

北東の部 東西の部 西北の部 団体

優勝 岡本清臣 清水義朗 中田　均 伏見支所

準優勝 東　幹夫 大槻浩康 西野雅博 右京支所

３位 藤井俊昭 足立修平 太田和男 保険会社

京都支店
〒600-8421 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町 159-1

http://www.shokochukin.co.jp/075 (361) 1120

　第53回全税共VIP君・ランちゃん
チャリティーゴルフコンペに参加させ
ていただき、運よく優勝しました。寒
空の不安定な天気の下、私のスコアも

不安定なものでしたが、前期高齢者の仲間入りをしてか
ら、ダブルぺリアのハンディに恵まれており、当日も同
様に恵まれました。当日の同伴者、伏見支所の倉本さん、
川島さん、中川さんとプレーしながら、運の強いものが
優勝するだろうと話しながら廻りました。結果、運の強
かった私が優勝となりました。
　朝、ゴルフ場に着いて参加賞のお米をもらい、優勝す
ることでお肉をもらい、またデザートとして果物（団体
優勝の賞品）まで頂き、数回分の夕食となり家計の足し
になりました。ありがとうございます。表彰式までは寒
い一日でしたが、式の途中から、寒さは飛んでいき非常
に素晴らしい一日となりました。
　最後に、何時もお世話していただいている協同組合関
係者の皆様にお礼申し上げます。次回も是非参加出来る
ように日程調整しようと思っています。

伏見支所　中田　均

西北の部優勝
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　昨年の12月10日に保険第二委員会の委員長である 
糀田靖子先生の訃報を耳にしました。糀田先生は、中
学、高校、大学の先輩でもあり保険第二委員会では副
委員長として３年余りお仕えしており大変悲しく残念
な知らせでした。
　糀田先生は、京税協の会務運営でも提携保険会社は
当然のこと、私たち委員に対してもたえず気配りをし
てくださる先生でした。また、リーダーシップを発揮

し我々を統率し、きめ細やかに会務を運営される先生
でした。夏ごろの業務推進会議を体調不良により欠席
された折、会議が無事終了した事と提携保険会社が高
いノルマを掲げ意欲的に取り組む事を約束して頂いた
旨メールにて報告いたしました。その返事には、感謝
の言葉とやさしい労いの言葉が書かれていました。そ
して最後には、「さすが、次期委員長（笑）！」と書か
れておりました。このような形にて委員長代行を引き
受けることになるとは想像もしておりませんでしたが、
残された僅かな任期ではございますが糀田委員長と同
様に全力で取り組んで参る所存でございますので暖か
く見守ってください。
　謹んでご冥福をお祈りいたします。

保険第二副委員長
松村　一郎

　去る12月10日に、57才の若さで糀田先生が急逝され
ました。その知らせを聞いた時、突然のことでびっく
りしました。少し痩せられたけれど10月23日の理事会
には元気に出席されていたので信じられませんでした。
　先生は平成21年に理事に選任され、保険第二副委員
長を引き受けていただき、植田順委員長と共に会務を
主導していただきました。平成23年からは、常務理事

保険第二委員長として、お亡くなりになる直前まで、
組合の事業にご尽力をいただきました。この間、委員
長として卓越した手腕と責任感で委員会をリードされ
ました。今思えば病魔と闘いながら保険事業に取り組
んでいただいていたわけで、本当に申し訳ない思いで
いっぱいです。
　先生とは懇親会でよくご一緒しましたが、お酒が大
好きで飲みっ振りも見事でした。そんな先生に、もう
お目にかかれないと思うと残念でなりません。
　先生にはもっともっと、京税協や税理士会のために、
活躍していただきたかったのに！
　お世話になり、ありがとうございました。
　心からご冥福をお祈り致します。

理事長
平澤　政治

2013.1.29　全税共表彰式・祝賀パーティー
（カチューシャを着けて盛り上げて下さいました）

2013.4.16　チャリティーゴルフコンペ

 糀田靖子先生を
 偲んで
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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！

　神社仏閣が数多くある古都・京都は、実はレトロな洋
館が意外と多い。街中には明治・大正・昭和のモダン
な建物が多く残されています。伝統的な街並みと洋館
が織りなす風景は「和」と「洋」が入り混じる京都独
特の風景を生み出しています。今回はその中からお気に
入りのいくつかをご紹介したいと思います。

①新島旧邸
　一昨年のNHK大河ドラマ「八重の桜」の主人公だっ
た新島八重が同志社の創立者である夫の新島襄ととも
に暮らした邸宅です。この邸宅は明治11年に竣工され、
八重は襄の死後もここで87歳の生涯を閉じるまで暮らし
ました。最も注目すべきはこの邸宅が当時京都で最初に
建てられた洋館だったということです。木造平屋建て家
屋の住宅地の中に突如として現れた２階建ての洋館に
京都の人々はさぞ驚いたことでしょう。
　北側に平屋部分を付属する外観は高温多湿の風土を
考慮したコロニアル様式で、構造は在来和風の真壁造
の和洋折衷の住宅です。設計は宣教医テーラーの助言
のもとに新島襄自身が
行ったといわれていま
す。なお、平成２年に
全面解体され再生工事
が行われました。平成
４年に工事が完了し一
般公開されています。

②京都府庁旧本館
　釜座通の丸太町通を北進すればそのまま京都府庁へ
とつながります。その正面の京都府庁旧本館は、府県
庁舎では我が国最古のものです。明治37年に建築され
ました。当時としては
破格の費用を充て、最
新かつ最高の技術で建
築したもので、その後
しばらくは官庁建築の
模範となりました。現

在でも素晴らしい建物で、最近ではNHKのドラマ「坂
の上の雲」の撮影もここで行われました。
　設計者の松室重光は京都の出身で東京帝国大学造家
学科を卒業して京都府技師となり、建築設計から古社
寺の修理まで幅広く活躍した人です。

③京都府京都文化博物館別館
　三条通にあるこの建物はもともと明治39年に竣工した
日本銀行京都支店でした。日銀が昭和40年に移転した後、
財団法人古代学協会の
所有となり、平安博物
館を経て、昭和44年に
国の重要文化財に指定
されました。辰野金吾
と長野宇平治の設計に
よるクイーン・アン様
式の建物であり、赤煉
瓦と白い御影石から成
る明治建築の典型で、
三条通に並んでいる洋
風建築群の代表格です。

④京都市美術館
　平安神宮とその南側一帯は、明治28年に開催した平
安遷都1100年紀念祭と第４回内国勧業博覧会の会場
だった所です。その後京都市はこの一帯を岡崎公園と
して整備しました。京都市美術館の建設は昭和天皇の
即位を記念した事業でこれには市民の寄付金が100万円
集まったといわれています。竣工は昭和８年です。「周
囲の環境に応じ、日本趣味を基調とする」をテーマに協
議設計を行った結果、前田健二郎案が採用されました。
いかにも擬洋風の建物
で、中央ホール部分を
前にせり出して、その
屋上には瓦葺きの塔屋
を乗せています。

京の洋館めぐり� 下京支所　北尾　剛久
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時間が来たのでJR奈良駅からシーカくん号に乗って唐招
提寺に向かいました。
　この日の乗客は私を含め二人だけだったので、車掌さん
とバスガイドさんと色々お話しすることができました。
　シーカくん号は昭和41年に路線バスとして導入されたの
で、エアコンはないけれども暖房設備はついていました。
かなり暖かく快適だったのですが、エンジンの音と揺れが
…今まで乗った車の中で一番大きかったです。
　また、車掌さんがシートベルトをされていないので「シー
トベルトしなくてもいいんですか」と聞くと「もともとシー
トベルトがついていないので、したくてもできないんです
よ」と笑っておられました。
　今ではシーカくん号を運転できるのは奈良交通の中でも
５人だけで、ボンネットバス自体の数も数台らしいです。

【唐招提寺】
　JR奈良駅か
ら唐招提寺へ
の道のりは、何
度も車で走っ
たことがある
のでよく知っ
ていましたが、
シーカくん号
に乗って見る
景色はいつもよりも昔の街並みのように見えました。たぶ
ん揺れとエンジン音の影響も大きいと思いますが…。
　唐招提寺は、もとは鑑真大和上が天平宝字３年（759）に
戒律を学ぶ人たちのために開いた修行の道場で、鑑真大和
上の私寺として始まったそうです。唐招提寺の伽藍は金堂、
講堂をはじめとする国宝と重要文化財ばかりでした。奈良
時代に建立された金堂の中には入れなかったのですが、外
から見ても厳かな雰囲気でした。その中でも特に千手観音
立像はとても優しいお顔をされていて、慈愛に満ちたお顔
を眺めていると気持ちが落ち着きます。
　唐招提寺の中のお土産物屋さんで天平香というお線香を
買った後、またシーカくん号に乗って、薬師寺に向かいま
した。

【薬師寺】
　薬師寺の伽藍は、独特のスタイルから薬師寺式伽藍と呼
ばれているそうです。伽藍の中に金堂、大講堂、西塔、東
塔等があるのですが、東塔は解体修理中で覆屋に覆われて

　路線バスの原稿を書く機会があれば、前々から気になっ
ていたボンネットバスについて書こう！と思っていました。
平成26年12月～平成27年２月の土日祝のみボンネットバス
が運行されるということで、ちょうど原稿を書く時期と重
なり、しかもお寺に連れて行ってもらえるコースなので「こ
れはもう運命の出会い！年内に私の煩悩を少しでも浄化し
たい！」とバスの旅に行ってきました。

　12月23日の運行予定はJR奈良駅から近鉄奈良駅、唐招
提寺、薬師寺、朱雀門をまわるコースなので、JR奈良駅
で待っていると、とても目立つバスがこちらに向かってき
ました。そのバスこそが「ボンネットバス　シーカくん号」
でした。

　１日26名限定の「ボンネットバス　シーカくん号」は水
色を基調とした中に、オレンジ色の鹿の絵が入っていて、
タイヤのホイールも水色です。一般的な市バスよりも一回
り小さくて、まるで玩具の車がそのまま大きくなったよう
で、色の組み合わせといい形といい何もかも素敵です。
　バスのステップには奈良交通のキャラクターのシーカく
ん、ナコちゃん、シーナちゃんが描かれていて、床もシー
カくん模様でした。

　何かに似ている
…と思っていたら
トトロに出てくる
バスに似ていまし
た。もうシーカく
ん号だけが別世界
で、感動と寒さと
で涙目になりなが
ら写真を撮ってい
るうちに、出発の

奈良交通 「西の京ゆうゆうバスライン」

唐招提寺

シーカくん、ナコちゃん、シーナちゃん

ボンネットバス シーカくん号

シリーズ

路線バスのたび
発売当日限り有効

乗車券

15.1.25

JR奈良駅→

 薬師寺
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おり中は全
く見えませ
んでした。
　東塔は薬
師寺の中で
も唯一創建
当 時 か ら
1300年間も
現存してい
る建物だそ
うです。その間、人間の歴史を静かに見守ってきたのだ、
と思うと今、立っている空間が現代と過去が入り混じった
ような不思議な気持ちになりました。
　平成21年から31年まで10年間かけて瓦、基壇などを解体
して、その後修復しながら組み上げていくそうです。
　また、薬師寺では、お写経
を勧進されていました。お経
は一文字書写するごとに仏様
を一躰刻むのと同じ効果があ
るそうなので、来年挑戦して
みたいと思います。

　年末の夕暮れ時のお寺は人
も少なくて少し寂しい気持ち
になりましたが、子育て家事
に追われている（もちろん仕
事にも）日々と離れて、ゆっ
くりと美し
いものを眺
めることが
できてリフ
レッシュし
た有意義な
一日でした。

　薬師寺で
現地解散し
ても良いと
いうことだったので、シーカくん号とお別れして西ノ京駅
に向かい家路につきました。

奈良交通 「西の京ゆうゆうバスライン」

▼ 広報委員　坂 　 巧 美

解体修理中の東塔

薬師寺の西塔

薬師寺の大講堂
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　室町通今出川を南下し、武者小路下る東側に福長神社が
あります。福

さく

井
い

神と綱
つ

長
なが

井
い

神に稲荷神を合祀しており、福
長稲荷ともいいました。福井神と綱長井神はいずれも宮中
の井戸を守護する神であったとされます。天正２年（1574）
に織田信長が上杉謙信に贈ったとされる「洛中洛外図屏風」
には、すでに現在の場所において福長神社が確認されます。
　室町通一条下る東側に富岡鉄斎の旧宅があります。昨年

３月迄は京都府議会議員宿舎となっていましたが、往時の
姿をよく伝えています。瓦葺屋根に竹組みの門扉をつけた
表入口の中には二階建ての主屋と三階建ての洋館が建って
います。洋館は「賜

し

風
ふう

書
しょ

楼
ろう

」と名づけられた書庫で、今は
散逸している万巻の蔵書がかつては収められていました。
　富岡鉄斎は天保７年（1836）に三条衣棚の法衣商十一屋
伝兵衛（富岡維叙）の次男として生まれました。耳が少し
不自由でしたが幼少の頃から国学・漢学・詩文などを習得

し、文人としての教養を身につけるため大角南耕に絵の手
ほどきを受け、大

おお

田
た

垣
がき

蓮
れん

月
げつ

尼
に

には人格の薫陶を受けました。
　特に流派には属さず、ひろく先人の絵を手本としました。
文久元年（1861）には長崎に遊学し南画を学びました。
　30歳代から40歳代半ば頃までは、大和石

いその

上
かみ

神宮や大阪の
大鳥神社の神官を勤めながら全国を行脚し、「万巻の書を
読み、万里の道を往く」文人生活を送りながら自らの画幅
を頒布して荒れていた神社の復興に尽力したといいます。
　明治30年、日本南画協会結成の創立に参加、多くの展覧
会の審査員となりますが、自分の作品を一般の展覧会に出
品することは少なく、ひたすら文人としての生活を貫きま
した。ゆえに最後の文人画の巨匠ともいわれます。
　大正８年、近代日本画の異才として帝國美術院会員とな
り、その一作は重要文化財にも指定されていますが、彼自
身、画作は余技と考え自筆の賛文と併せ持って絵の意味を
理解してほしいと願っていたようです。主として古典に触
発され、自由大胆な水墨と多彩な色彩による独特の作風を
完成します。多くの仙境画や蘇東坡に取材した作が知られ
ており、彼の作品は生涯で１万点以上といわれています。
　烏丸通下長者町の南東角には猪の石像で知られる護王神
社があります。ここは中院家の址で、和気清麻呂とその姉
広虫を祀っています。清麻呂は奈良時代の末、宇佐八幡宮
の託宣によって天皇になろうとした道鏡の野望を挫いたた

き
ょ
う
と
！

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
！
京
都
！

広報委員　東　智之

福
長
神
社
・
富
岡
鉄
斎
旧
邸
・
護
王
神
社
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めに大隅国へ
流される途中、
猪の大群が現
れ、その命を
守ったという
故事によって
狛犬の代わり
に猪像が置か
れています。
戦前の十円札
には和気清麻呂の肖像とともに猪像が描かれていたところ
から高額紙幣の十円札をイノシシと呼んでいたこともある
そうです。境内にはイノシシに因む数々の品が展示されて
います。その後、清麻呂は平安宮の造宮大夫となり、平安
遷都の功労者でもあるところから、和気氏の氏寺である高
雄の神護寺の小祠に祀られていましたが、孝明天皇から護
王大明神の神号を受け、明治19年には別格官幣社として現
在地へ移されました。

見本

見本
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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

400種類以上取り揃える『うまい』お酒、
こだわりがたくさん詰まったメニュー
全てが絶品です。
　しかもディナータイムの営業時間が
04：00までということで、３次会や４次
会として、飲み直しの１杯や締めのパス
タを食べながら、タクシーや代行を待つ
という利用もできます。以前に比べると
活気がなくなっ
た商店街を盛り
上げるM.ILKさ
ん、応援したく
なるお店です。

　「舞鶴にこんなお洒落なBarがあっ
たんや！」私もそうでしたが、初めて
店にいった人は全員が口を揃えて言っ
ているのではないでしょうか。JR舞
鶴線、東舞鶴駅から徒歩約15分、八島
商店街の最奥にあるビルの１階に位置
するM.ILKさんは舞鶴市民を非日常へ
と誘ってくれる素敵なお店です。
　もちろん内装がお洒落というだけで
はございません。お店のキャッチコ
ピーである「『うまい。』その言葉いた
だきます。」の言葉通り、お肉料理や
パスタ、サラダなどの『うまい』料理、

　何のお店？少し道の奥にあるお店な
のでわかりにくいかも知れません。
　フラワーデザイナー、カラーセラピ
ストである石井さんがされているお店
です。各種教室の他、イベントのプロ
デュースや講演会などさまざまな活動
をされています。
　石井さんがされているカラーセラ
ピーは、誕生日や名前から割り出した
色や、80種類の２層に分かれたカラー
ボトルの中から自分で選んでもらい、
その色の意味や選んだ意味を伝えると
いう方法です。カラーセラピストとは
「色の通訳をおこなうひと」だそうです。
海外では、医療現場で使われることも
あるそうです。

　私は、まずバースデーカラー診断を
していただくことにしました。誕生日
から割り出された２色のボトルは正直
好きな色とはいえませんでしたが、そ
の色の意味を教えていただきながらお
話していく。時には、色とは関係のな
い話になることもありますが、色をひ
とつのきっかけにさまざまな話をする
時間も大切なのかも知れません。私の
診断結果をここで詳しく書くのは控え
ておきましょう。
　カラー診断の他、フラワーアレンジ
の制作や教室もされています。大切な
方へのプレゼント、自分へのご褒美に
いかがでしょうか。
ブティック・ダール
〜小さな芸術の館〜。
ちなみに、男性もこ
られるそうですよ。

Boutique D
,
art

京都府京丹後市峰山町荒山1223-1
Ｔ Ｅ Ｌ 0772-62-5846
O P E N 11：00～18：00

LESSON  9：30～11：30

 14：30～20：00

定 休 日 不定休

Boutique D
,
art

フラワーデザイン＆カラーセラピー
ブティック　ダール

峰山支所　岩井 慶子

RESTAURANT＋BAR　
M.ILK

舞鶴支所　丸山 拓哉

RESTAURANT＋BAR　
M.ILK
京都府舞鶴市浜436-2　JB21ビル102

Ｔ Ｅ Ｌ　0773-63-1377
営業時間　11：30～14：30

　　　　　18：30～ 4：00

定 休 日　月曜日

白糸中白糸中
51

27

28

至
東
舞
鶴
駅
↓

至
東
舞
鶴
駅
↓

M.ILK

むち
キッズクリニック
むち
キッズクリニック丹後街道

与
保
呂
川

Ｒ３１２Ｒ３１２

新山小学校新山小学校

京丹後消防署京丹後消防署

峰山中学校峰山中学校

ジャパンジャパン
京丹後警察署京丹後警察署

コメリコメリ

スプラウト
リシェット
スプラウト
リシェット

Boutique 
D,art

三条通三条通

↑至
峰
山
駅

↑至
峰
山
駅

ミ ル ク
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

平成26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：155名

11・27 保険第二委員会
（全税共第29回全国統一キャンペーン開催要領について）

11・27
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：47名

11・27
研修・勉強会

「譲渡・相続をめぐる課税問題第３回」（全５回）
講師：広島修道大学法学部教授 奥谷健先生　参加：67名

12・２ 京税協・日生共催代理店ゴルフコンペ
於　ジャパンエースゴルフ倶楽部

12・３
研修・短期講座

「個人所得課税・資産税に係る平成26年分確定申告の留意点」
講師：永橋利志先生　参加：129名

12・６ 近畿青年税理士連盟京都支部忘年会出席
於　こうろ

12・８ 法規委員会（定款等諸規則の見直しについて）

12・８ 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・９

研修・短期講座
「顧客信頼度を高めるために‼知らなきゃ損する鑑定評価の活用法」
於　サンプラザ万助（福知山市）
講師：不動産鑑定士　山田昌弘先生　参加：31名

12・11
研修・勉強会

「譲渡・相続をめぐる課税問題第４回」（全５回）
講師：名城大学法学部教授　伊川正樹先生　参加：67名

12・12 正副理事長会
12・15 地区連絡小委員会（来春の一泊旅行について）

12・15
研修・短期講座

「所得税の最近の重要な紛争事例の解説〜平成26年確定申告に備えて〜」
講師：近藤雅人先生　参加：63名

12・18 尼崎税理士協同組合設立40周年記念祝賀会出席
於　都ホテルニューアルカイック

12・19
正副理事長会・常務理事会・理事会
役員委員合同忘年会
於　京都ホテルオークラ

12・24 第29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・24 広報委員会（第148号編集割付）
12・26 仕事納め

平成27年
１・５ 仕事始め
１・８ 常務理事会
１・９ 広報委員会（第148号ゲラ校正）

１・９ 近畿税理士会新年賀詞交歓会出席
於　リーガロイヤルホテル大阪

１・13 日本税理士協同組合連合会　組合員資格説明会出席
於　日本税理士会館

１・15 広報委員会（第148号ゲラ再校正）

１・16 支部連・京税協共催 新春講演会
於　京都ホテルオークラ

１・16 支部連新年祝賀会出席
於　京都ホテルオークラ

１・19 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 法規委員会（定款等諸規則の見直しについて）

１・21
研修・勉強会

「譲渡・相続をめぐる課税問題第５回」（全５回）
講師：名城大学法学部教授　伊川正樹先生　参加：67名

１・22 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

１・22 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・23 埼玉県税理士協同組合との意見交換会
１・25 「京税協」第148号発行

第３回理事会
　平成26年度第３回理事会12月19日（金）午後４時30分より開催。
当日の出席状況は次の通り。
　理事48名　監事５名　相談役６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９名の加入を承認。承認の結果、
個人組合員は1,227名、法人組合員92社、出資金額9,534万円、賛
助会員319名、加入率は82.9％となった。
� （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○浅田朋和（伏見）� ○福冨栄子（宇治）� ○神保　集（東山）
○呉　平健（下京）� ○山代脩一朗（下京）� ○森川正英（東山）
○佐藤講二（伏見）� ○大藪真一朗（右京）� ○鈴木文男（中京）
○小杉清美（左京）� ○由良弘子（福知山）� ○木村修二（宇治）
○四方浩人（中京）
（法人組合員）
○税理士法人スリジエ（右京）　○税理士法人ハヤカワ（東山）
○山﨑税理士法人（園部）
（賛助会員）
○山本英和（右京）� ○丸尾康恵（中京）� ○西浦秀樹（下京）
○門田圭司（右京）� ○小林真由美（伏見）� ○早川嘉美（東山）
○山﨑登志雄（園部）� ○山﨑　昇（園部）� ○山﨑美和（園部）
第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○樋上永寿（中京・草津支部へ転出）� ○外村源太郎（下京・死亡）�
○四方浩人（中京・組合員へ移行）○大藪真一朗（右京・組合員へ移行）
○山代脩一朗（下京・組合員へ移行）
第３号議案　新規提携企業（サンヨーホームズ㈱）承認の件

【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・組合PR実施状況について
　　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
　④チャリティー寄託について
法規委員会
　・定款・規約・規程・規則の見直しについて
広報委員会
　・「京税協」発行状況・バインダー配付について
地区連絡委員会
　①11月18日（火）VIP君・ランちゃんゴルフコンペ開催報告
　②来春４月５日（日）～４月６日（月）厚生行事について
　③来春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）
　・11月20日（木）～21日（金）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29回全国統一キャンペーン
　・生保会社別入賞者数一覧
　・１月28日（水）表彰式・祝賀パーティー開催要領
　・個別業推、表敬訪問実施報告
　②Z2キャンペーンについて（進行年度分）
　③次年度全税共キャンペーンについて（Z1・年度末）
　④小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーンについて
（事業部門）
事業委員会
　①11月25日（火）ハウスメーカー　研修会開催報告
　②平成27年版「提携企業便覧」について
　　既提携企業（５社）との契約終了について
　③平成26年分税務便覧販売状況
研修委員会
　・各講座開催実績・状況報告

組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
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■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26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27年２月２日です。給与受給者の平成27
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
も提出が必要ですので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。
・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。
【eLTAX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

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

事業委員会からのお知らせ ◎下記の企業と新しく提携いたしました。

〈サンヨーホームズ株式会社〉…ハウスメーカー
戸建・賃貸住宅・介護福祉施設・保育園・店舗等の建築
請負及びリフォーム工事請負
○組合員・賛助会員本人の場合（家族・職員の利用を含む）
　建物本体価格（税抜）の３％値引き
○関与先紹介の場合

紹介手数料として工事請負本体価格（税抜）の３％を
支払う

※ 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）

◎下記の提携企業との契約は平成27年３月31日で終了い
たします。これまでのご利用に感謝いたします。あり
がとうございました。

　 
〈ケイアイ興産株式会社〉
〈株式会社日税ビジネスサービス（デル株式会社分のみ）〉
〈スナッピーオークションズ〉
〈株式会社ユーテック〉
〈エムケイ株式会社〉

10年ぶりにバインダー（とじひも付き）を作成しました。京税協ニュースの保存にぜひご活用下さい。
バックナンバーを時折読み返すのも案外楽しいものですよ！
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