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講演会／午後３：30より　祝賀会／午後５：30より

平成28年１月15日㈮開催日 京都ホテルオークラ場　所

新春講演会京税協
支部連共催 新年祝賀会支部連主催

平成28年 ４月
10日（日）・11日（月）
1泊2日
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観光
プラン熊本方面 黒川温泉の 旅

　今年は天橋立の「ホテル北野屋」で開催され、峰山支
所からも10名が参加しました。
　最初に行われた研修会では、ニッセイ基礎研究所の宮
垣淳一先生の「今後の日本経済の行方」を拝聴しました。
　ギリシャ・欧州経済、気になる中国経済の現状、そし
て日本における今後の経済見通し、日本社会の高齢化・
出生率・未婚率等々について詳しいデータを基に分かり
易い説明を受け、非常に参考になりました。
　講演会のあとは生保会社の説明PR。
　そして懇談会では、協同組合各委員から事業実施状況
等の報告がありました。各委員会が幅広い活動を実施・
計画されていることに感謝申し上げる次第です。
　最後の懇親会では、組合役員と同じテーブルで、また
他支所組合員と親しく意見交換をすることができまし
た。久し振りに再会できた役員、他支所組合員もおられ
て有意義で楽しい懇親会でした。

　今年の日本は、猛暑の合間をぬっ
て発生した台風や集中豪雨による大
被害。桜島・阿蘇山・箱根山などの
噴火による災害。また、両丹懇談会
の前後では、ラグビーワールドカッ
プにおいて日本が世界ランキング第
３位の南アフリカに試合終了間際の
大逆転勝利。９月19日深夜の「安全保障法関連法案」の
参院本会議での採決。消費税増税に合わせた負担軽減策
の論議などいろいろな出来事がありましたが、一日も早
い景気の回復を願うばかりです。
　以上、有意義であったこと、楽しかったことを実感し
つつホテル北野屋のマイクロバスで京丹後市まで送って
もらいました。
　来年度以降も、このような事業を企画していただきま
すようよろしくお願いいたします。

懇 談 会 開 催両
丹
支
所

両丹懇談会に参加して� 峰山支所　山形能郎

平成27年９月18日（金）　 会場 ホテル北野屋（宮津）

　９月18日（金）宮津市の「ホテル北野屋」にて、地区連絡委員会主催による両丹支所組合員との懇
談会が開催された。懇談会に先立ち、ニッセイ基礎研究所取締役経済研究部長　宮垣淳一氏を講師に迎
え「今後の日本経済の行方―世界経済の地殻変動と日本の活路」というテーマで研修会が行われた。そ
の後、大同生命、日本生命２社それぞれが保険商品についてPRを行った。懇談会では各委員会から事
業報告がなされ、両丹支所の組合員に組合事業について理解を深めて頂いた。懇談会の後には懇親会が
開催され、各支所の組合員同士が和やかに歓談し盛会のうちにお開きとなった。
� （広報委員長　馬塲佳代子）

研修会� 13時30分〜15時
 ※支所会計説明会� 14時〜15時

生保説明PR� 15時15分〜35分
懇談会� 15時45分〜16時45分
懇親会� 17時〜19時

湯峡の響き　優彩宿泊先

京都税理士協同組合 親睦旅行予告
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　今年の両丹懇談会は平成27年９月18日（金）に宮津市文
珠の「ホテル北野屋」で開催されました。園部以北の両
丹の各先生に宮津市までお越しいただきました。講義は
ニッセイ基礎研究所　宮垣淳一氏「今後の日本経済の行
方」であり、欧州、中国、米国、日本の経済等の今後の
課題、人口減少等についてでした。欧州はギリシャ問題
からのユーロ圏経済、中国は経済規模、所得水準、株価
等。米国は労働市場、家計バランスシート、ガソリン価
格、ドル等。日本は安倍政権下での経済、株価、円、外
国人旅行者の増加、人口推移等を興味深い話を盛り込み
ながらの講義でした。京都府北部では人口減少が深刻な
問題となっており、人口の講義については特に興味深く
聞かせていただきました。25〜34歳の男子を肉食系男子

（恋愛に興味旺盛で女性を果敢に攻
めるタイプ）13.6％、優柔不断男子
27.0％、迷走男子29.3％、草食系男
子15.7％、絶食系男子（恋愛に興味
がなく女性無しで人生を楽しめるタ
イプ）14.4％の円グラフから現状男
子の恋愛についてもお話があり、絶
食系や優柔不断で迷走している男子に人口減少の解決の
鍵があるかもしれないと考えさせられました。講義の次
は、生命保険２社からの説明PR等、次に京税協各委員
会からの報告があり報告終了後懇親会でした。大変有意
義な両丹懇談会を開催していただきありがとうございま
した。

両丹懇談会に参加して� 宮津支所　髙岡政義
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【個別業務推進協議会】
８月26日（水） 朝日生命

８月31日（月） 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
（代理店部門）

９月２日（水） 明治安田生命
９月３日（木） ジブラルタ生命
９月17日（木） 第一生命
９月30日（水） 富国生命

【表敬訪問】
８月26日（水） 明治安田生命・京都支社
８月31日（月） ジブラルタ生命・京都支社
10月６日（火） 富国生命・京都支社

10月19日（月） 朝日生命・東西ブロック
進発式

10月21日（水） 朝日生命・京北ブロック
進発式

　平成27年９月〜11月に実施される全税共第30回記
念全国統一キャンペーンに伴い、全税共参加生命保
険会社とキャンペーン施策や目標等について意見交
換を図るべく個別業務推進協議会を開催した。また
キャンペーンへの積極的な協力を依頼するため表敬
訪問を実施した。

　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、当組合より32名
が参加し、親睦を深
めた。

保険第二委員会
各生命保険会社と個別業務推進協議会及び表敬訪問

地区連絡委員会
第26回両丹５支部親睦ゴルフコンペ

　支所会計担当者会議が開催された。
　京都市内・宇治・園部各支所より会計担当者が出
席し、支所経理等に関する説明が行われた。質疑応
答では各支所会計担当者から積極的な質問が寄せら
れ、活発な議論が展開された。

　支所合同協議会が開催され、各委員長から組合各
事業の説明等がなされた。協議会終了後、「京都ホ
テルオークラ」にお
いて懇親会が開催さ
れ、参加者の親睦を
深めた。

　保険推進担当者会議
を大同生命京都支社に
おいて開催した。
　組合からは保険推進
担当者の意義や役割の
重要性について説明があり、大同生命からは各種情報
の提供がなされた。会議終了後、「ホテルモントレ京都」
において懇親会が開催され、参加者の親睦を深めた。

　事業推進協議会が開催され、当組合の提携企業66
社のうち32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。

総務委員会
支所会計担当者会議

地区連絡委員会
支所合同協議会

保険第一委員会
大同生命 保険推進担当者会議

事業委員会
提携企業事業推進協議会

10月20日火

10月20日火

10月30日金

10月28日水

10月21日水

� （敬称略）

個人 団体
優勝 林　伯学（峰山） 福知山
２位 高野　宏（峰山） 峰山

３位 片又　昇（舞鶴） 京都税理士
協同組合
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　京都府支部連主催の支部対抗ソフトボール大会が、９月
12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。
　今年は朝から気持ちのいい秋晴れとなり、上京支部の選
手宣誓で各試合が始まった。
　中京支部の１回戦は、伏見支部と。
　１回裏の攻撃で先制し、３回まで毎回得点。守備も攻撃
も順調で５回には大量得点し、14対５で快勝。順調な滑り
出しとなった。
　２回戦は、宇治支部と。
　今回も裏の攻撃。打撃好調で１回裏に大量８点を先取した。
　その後、堅い守備で10対２今度も快勝。決勝へとコマを
進めた。
　そして決勝は、奇しくも昨年先取点をあげながらも降雨
ノーゲームの結果、ジャンケンで負けてしまった上京支部
と対戦することになった。
　今回は先攻。初回に３点を得たものの、上京支部が２回
以降毎回得点し、４回裏で逆転されてしまった。
　しかし、そこから中京支部が底力を見せた。高橋委員長
中心に選手が円陣を組んで気合を入れ、チームが一丸と
なっての猛反撃が始まり、なんと５回表に５点を返し、逆
に３点を先行した。
　そして、最終回の５回裏は、ピッチャーの渾身のピッチ
ングと守備の好プレーや連携プレーで何とか２点に抑え、
勝利を掴んだ。最後まで両支部ともどちらが勝ってもおか
しくない、見ごたえのある試合だった。
　一昨年はジャンケンでの優勝、昨年はジャンケンでの準

優勝となったため今年こそ「ジャンケンはいらん、ホンマ
もんの優勝を！」との選手一同と応援団の願いが叶った。
　恒例の試合後の懇親会ではホンマもんの優勝を分かち合
い美酒に酔うことができた。
　最後になりましたが、本大会でお世話いただきました皆
様本当にありがとうございました。
� （中京支所　小林由香）

ソフトボール大会支部対抗

２年ぶりの中京支部優勝!!
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１回戦
チーム名 1 2 3 4 5 6 計
左　京 3 5 7 2 ─ ─ 17

宇　治 3 5 6 4 ─ ─ 18

チーム名 1 2 3 4 5 6 計
伏　見 0 0 0 2 0 3 5

中　京 1 3 3 0 7 × 14

チーム名 1 2 3 4 5 6 計
右　京 0 7 1 0 0 ─ 8

下　京 9 0 8 2 × ─ 19

チーム名 1 2 3 4 5 6 計
東山・園部 0 0 0 0 0 0 0

上　京 4 4 1 2 5 × 16

２回戦
チーム名 1 2 3 4 5 6 計
宇　治 0 0 0 0 1 1 2

中　京 8 2 0 0 0 × 10

チーム名 1 2 3 4 5 6 計
下　京 1 3 0 1 1 ─ 6

上　京 3 1 3 4 × ─ 11

決勝戦
チーム名 1 2 3 4 5 6 計
中　京 3 0 1 0 5 ─ 9

上　京 0 1 1 4 2 ─ 8

試合結果

平成27年９月12日（土）
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　「京都税理士ランニン
グクラブ」は確定申告期
を除き、ほぼ２か月に１
回のペースで練習会を開
催しております。
　またその練習会後には

お風呂で汗を流し、皆で和気藹々としたムードの中で懇親
会を開催しております。何よりも楽しく走ること、そして
最近は呑む事？も楽しくをモットーに誰でも参加していた
だける会を目指しております。そして会員同士の次なる参
加予定レースの情報交換を行い、「京都税理士RC」名にて
レース登録を行うことにより会員相互のモチベーション
アップを図ることを確認し合っております。残念ながら目
標とする大会にエントリー出来なかった会員は、走り切っ
た会員のレース後に、お疲れの打ち上げ会を開催して、ま
た次なる練習会を盛り上げるといった楽しいメンバーにて
構成されています。
　練習場所は鴨川・御所・嵯峨嵐山といった京都の四季折々
の風光明媚な名所を設定して楽しんでおります。走りたい
けど、ちょっと不安とか思われている方であってもフォ
ローさせていただきますし、ハイレベルの方には、レベル
に合った方との組を作って走っていただくということも可
能ですので、どうかお気軽にご連絡ください。�（山﨑俊嗣）

　活動開始から12年目となった私たちのトレッキングクラ
ブは初代会長が北條巌先生、２代目会長に作見蔵市先生、
そして私が３代目の会長となり回数と歴史を積み重ねてき
ました。普段は日帰りの京都滋賀周辺の山々のコースです
が、前回の第73回例会（平成27年９月12〜13日）は高野山
１泊遠征とし、約21㎞を踏破してきました。過去には御在
所岳、尾瀬、大杉谷大台ケ原に遠征。
　日帰りのトレッキングとはまた一味違う楽しさがありま
すし、大きな達成感が得られます。
　12年というと干支が一回りしたわけで、中心メンバーも
参加するメンバーもそれだけ齢（よわい）を重ねてきたの
ですが、最近の若い先生方は業務が忙しいのか新規参加さ
れる方がないので会員の平均年齢はおのずと上昇していき
ます。
　例会案内ではコースの難易度をレベル１から５で表して
案内していますがあくまでも主催者側の主観なので、とき
どき参加者からレベルの設定がおかしいと叱られることも
ありますが、それもひとつの思い出だと許して頂いていま
す。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。
　この12年の歴史の間に、腰の打撲と手首を骨折されたこ
ともありましたが、京税協の補助金での傷害保険契約で一
部カバーが出来、ありがたく思っています。
　皆様方のご参加をお待ちしています。� （二股　茂）

同 会
よ好 だ り 京都税理士ランニングクラブ

� 会長　有田行雄

京税協トレッキングクラブ
� 会長　二股　茂

高野山「大門」

連絡先
左京支所　二股　茂
ＴＥＬ：075-702-7002

連絡先
東山支所　山﨑俊嗣
ＴＥＬ：075-593-0036
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　この同好会は税の繁忙期を除いて２〜３か月に１回ぐら
いの割合でコンペを行っています。会場は河原町三条下ル
にあるラウンドワン京都河原町店です。毎回スタートは午
後６時頃です。
　同好会参加者には上級者も初心者もいますが、誰にでも
優勝のチャンスがあります。と言うのは、前回のスコアに
よってハンディをその都度変えてもらえるからです。９月
のコンペで私は１ゲームにつき52ピンのハンディをもらっ
て優勝しましたが、それは80歳を超えてからガクンとスコ
アが悪くなっていたのでこんな大きなハンディをもらえる
ようになったためです。若い頃は200ピンゲームも時々あ
りましたが、この頃は150ピン前後なら良いほうです。
　どなたでも気軽に参加してください。いきなり優勝でき
るかもしれません。
　会場が河原町ですから近くに飲食店がたくさんありま
す。世話役をしていた
だいている小山敏先生
がおいしい店を探して
くれますので、表彰式
を兼ねた懇親会は楽し
く、ボウリングよりも
こちらをメインにして
いる位です。
� （辻倉幸三）

　「京税サイクリング同好会」
は、平成23年７月に発足して
から４年が経ちました。会員
数は年々増加し、例会も毎回
10〜15名ほど参加していただ
いております。
　当初は初心者も多く１日の
走行距離が30〜50kmだった
のが、近頃は70〜90kmと年々
走行距離が長くなりつつあり
ます。平坦な道ばかりではな
くアップダウンのきついコー
スを走るときもありますが、
走り終えたあとの達成感はなんとも言えません。
　今年の遠征旅行は、「東海道五十三次を走破」というシリー
ズ化の第１回目「東京・日本橋〜小田原〜三島」を１泊２日
で走りました。２日目の箱根越えはまさしく坂・坂・坂の連
続でサイクリングをして初めて「つらい」と感じましたが走
り終えての達成感や感動は半端ないものでした。あと何回か
に分けて最終地の三条大橋まで走る予定です。こんなことを
書くとハードなクラブではないかと思われがちですが、それ
は違います。初めての人や家族で参加できる企画や旧街道、
門前町、史跡めぐりなど歴史を楽しむ企画もあります。今年
は淀川サイクリングロードや奈良から大阪への峠道を走った
り、石舞台古墳や道明寺天満宮を訪れたりしました。草餅や
串カツなど訪れた地の名物を食べるのも楽しみの一つです。
またゆったりと流れる景色を楽しむことができるのもサイク
リングならではの魅力です。このような活動をしていますが、
一緒に楽しみたいと思ってくださる先生方のご参加をお待ち
しております！� （古瀬英美子）

京税サイクリング同好会
� 会長　小山　敏

ボウリング同好会
� 会長　小山　敏

連絡先
伏見支所　小山　敏
ＴＥＬ：075-611-0165

連絡先
伏見支所　古瀬英美子
ＴＥＬ：075-642-5268
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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！

　富士山は誰もが知るとおり日本一の名峰です。日本
の最高峰というだけでなく、山頂から裾野へ均一に広
がる山容の美しさや四季折々に見せる表情の豊かさも
その魅力です。
　さらに富士山には豊富な雪解け水からなる伏流水が
あり、山麓に分布した湧水はいずれも神秘的な光景を
見せてくれます。富士五湖といわれる湖も点在し、そ
れらと見事に合った水景の美しさも富士山の魅力の一
つです。
　そこで今回は私が訪ねた中でお気に入りの富士山周
遊コースをご紹介したいと思います。
　新東名高速道路の新富士ICから国道139号線を山梨
方面へしばらく走ると「富士山本宮浅間大社」の案内
看板が現れます。この神社は富士山の表玄関といわれ
全国の浅間神社の総本宮で東海地方最古の神社だそう
です。境内にある湧玉池は富士山の伏流水が湧き出て
おり、その清らかな水面を眺めていると心が洗われる
ようです。

　次に御殿場ま
で結ぶ富士山ス
カイラインへ入
り、しばらく原
生林の中を走る
と「水ヶ塚公園」
に出てきます。
この公園の駐車
場からは、NHK

の番組「ブラタモリ」で紹介された宝永火口を真正面
に見ることができます。宝永四年（1707年）の大噴火
によってできた
火口で、その右
側にはマグマに
よって押し上げ
られた宝永山が
あり、富士山の
中に埋まってい
る古富士火山の

地層の一部が見えているそうです。
　御殿場から北へ走り山中湖を過ぎて忍野村へ入ると、
湧水群のひとつである忍野八海があります。かつて存
在した忍野湖が干上がり、八つの湧水口が池として
残ったもので富士山信仰の巡礼地として世界文化遺産
に登録されています。それぞれの池に趣がありますが、
なかでも水深８メートルの湧水口は底まで見えるほど
の透明度で、覗き込むと畏怖さえ感じます。

　忍野村から国
道139号線を西
に向かうと温泉
「富士眺望の湯
ゆらり」があり、
ここでは露天風
呂にゆったりと
つかりながら富
士山の眺望を楽

しめるという贅沢なひと時が味わえます。
　さらに西へと向かい青木ヶ原を超えると富士五湖の
ひとつ本栖湖畔へ出ます。本栖湖は富士五湖の中で最
も水深が深く青くきれいな湖面をたたえており、その
風景は千円札の裏面の図案に採用されています。
　富士山の雄大さや神秘的な光景に触れると、なぜか
心が落ち着きパワーをもらえます。オフタイムには気
分転換に富士山探訪をされてみてはいかがでしょう
か？

富士山を訪ねて� 東山支所　藤原　俊文

湧玉池

宝永火口 本栖湖

忍野八海の湧水口
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　中学３年生から、祇園祭船鉾の囃子方をさせて頂い
ております。
　船鉾の囃子方は、７月３日から９日まで二階囃子（囃
子の練習）をして、13日から16日まで鉾上で囃子を演
奏し祭りの情緒をもりあげ、17日の山鉾巡行当日は、
朝８時30分頃から船鉾に乗船し、お昼１時30分頃に町
内に戻るまでいくつかの曲目（約30曲目）を演奏して
います。

　この７月３日
から17日までの
10日間の為に、
普段は休まず仕
事を頑張り、こ
の祭りの間は、
誰にも文句を言

われず祇園祭を楽しんでおります。（最近は、普段も
休みがちですが）
　昔は、各鉾の代表者で、祭りの運営の協議会を開催
するだけで、囃子方同士の交流はありませんでした。
バブルの頃京都祭りの目玉として、平成おんな鉾が立
ち上げられ、女性だけの囃子方が誕生しました。祇園
祭の山鉾巡行は、本来女人禁制ですので、女性が鉾の
上で囃子をする事は許されません。この事もあり女性
だけの平成おんな鉾に、皆さんが興味をもち、色々な
場面で取り上げられ注目を集めました。また、おんな
鉾の囃子方の皆さんも、注目を浴びるので一生懸命で、
大変上手な演奏でした。
　この囃子に刺激された訳ではないと思うのですが、
当時の囃子方代表者協議会において、各鉾が集まって
囃子の勉強会を開催する事が決まり、日本の横笛の第
一人者藤舎名生氏を講師に１年間毎月囃子の練習をし
ました。
　その時初めて他の鉾の囃子をジックリ聴きお互いにす
ごい刺激を受け、お互いが内

うち

の囃子が一番と思いたい
一心で、各鉾競って練習をするようになったと思います。
　内

うち

の鉾でも、その頃から毎月２回の練習会を開催す
るようになり、今も続いています。
　そのお陰で年中祭りに携わっている雰囲気を味わっ
て嬉しいかぎりです。

　祇園祭のお囃子は、鉦・笛（能管）・太鼓（絞太鼓）
で構成されています。演奏曲目は、鉾町から四条御旅
所までは、ゆるやかなテンポの渡り囃子、御旅所から
四条河原町付近では、奉納囃子の神楽囃子を、四条河
原町から町内に戻るまでの間は、早いテンポの戻り囃
子を演奏します。コンチキチンといわれているお囃子
は戻り囃子です。
　今年のお祭りは台風の接近で初めて天候による山鉾
巡行が中止になるかに思われていましたが、私たち囃
子方は、巡行は何があっても行われると信じておりま
した。巡行は皆様の信心のお陰で、大雨の中強行され
ました。
　残念ながら16日の宵山は、鉾の懸装品がはずされビ
ニールシートに覆われ鉾上囃子も中止となりました。
そこでお町内は、鉾に乗れない拝観者の為に、水難を
避ける意味で鉾先に飾られる木彫総金箔置の瑞鳥の

「鷁」（ゲキ）を、
初めて町家の２
階に分解してお
披露目しました。
その時の貴重な
写真です。
　皆様も、来年

の祇園祭を色々な側面から、見て、聴いて楽しんで下
さい。何か新しい発見が必ずありますよ。
　是非お祭りに遊びに来て下さい。

プチ情報
　四条御旅所の西に、八坂神社の境外末社「冠者殿社」
という素

すさのおのみこと

戔嗚尊の荒魂をお祭りしている小さな神社が
あります。この神社の鳥居が今年、お伊勢さん式年遷
宮の古材で新調されました。お伊勢さんの香りを感じ
ます。

私と船鉾� 下京支所　木村　敏之

冠者殿社
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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

どん、かしわ
天ざる、そし
てたぬきうど
んです。桜え
びのかき揚げ
はサクサクし
ていて、おだしとの相性が抜群に良い
のです。かしわ天ざるは、上品にあっ
さりと揚がったかしわ天と麺とのハー
モニーがなんとも美味しい一品。そして、
たぬきうどんは、京都ではおなじみの
きざんだお揚げに生姜をのせた餡かけ
のおうどん。九条ネギがたっぷりとのっ
ていて、こちらもシンプルながら素材
の良さが感じられるおうどんです。

　そしていつ
も感じるのは、
味の良さだけ
ではなくて、
明るくて落ち
着いた店内と

丁寧で心地よい接客です。この３つがそ
ろっているから、また、ぼのさんでうど
んを食べたくなるんだなぁと思います。

　下鴨方面へお越しの際は、是非「う
どんや　ぼの」さんにお立ち寄りくだ
さい。ほっこりと温かい気持ちになれ
ますよ！

　下鴨神社の西側、下鴨本通りを少し
北へ行くと「うどんや　ぼの」さんが
あります。
　お店をオープンされて約２年。ご主
人が毎日仕込まれる自家製麺は、こし
があってのどごしがよくとっても美味
しいです。麺は香川県の製粉所直送の
無漂白専用粉２種類を季節に応じてブ
レンドされています。だしは北海道産
真昆布や瀬戸内伊吹産いりこなどの無
添加素材を使われているというこだわ
りぶり。いつもゆがきたて・揚げたて
を出されています。小さいお子さんか
ら大人まで、安心しておいしくおうど
んがいただけるお店です。
　私のお勧めは、桜えびのかき揚げう

　美味しい中華料理が食べたいなら叡
山電鉄の元田中駅から歩くこと３分弱。
　ディープな路地を勇気を振り絞って
奥に進むと昭和にタイムスリップした
ような懐かしくもセンスの光るお店が
現れます。
　路地裏の隠れ家的なこの店。レトロ
な雰囲気の店内はいつもお客さんで賑
わっています。
　店主は「最近暇で〜」なんておっしゃ

いますが、私が
行くときは平日
でもいつも満席
です。
　お一人で調理
しておられるの

で、席には若
干余裕があっ
ても、「すみ
ませんね〜。
ちょっと無理
です〜。」な
んて躊躇なく断られています。
　予約しないで行くと不運な目に合う
ことが多いので、予約は必須です。
　料理はというと、定番メニューの羊
とセロリのクミン炒め、豚肉と蓮根と
黒酢炒め、青梗菜と椎茸と貝柱の炒め
物などなど、どの料理も絶品です。
　黒板メニューには、その日のおすす
めが載っています。
　ほとんどのメニューを店主が独自に
研究され作られたとの事で他ではなか
なか味わえない絶品料理がそろってい
ます。
　また店主は日本酒も大好きなようで
数種類の銘柄を常備されています。
　ゆるやかな時間を過ごしたい方、
ディープな世界を楽しみたい方、食べ
慣れた中華料理の味に飽きた方にはぜ
ひ足を運んでもらいたいお店です。

うどんや ぼの
〒606︲0816 京都市左京区下鴨松ノ木町59

Ｔ Ｅ Ｌ　075︲202︲5165
営業時間　11：00～14：30

　　　　　17：30～21：00

定 休 日　毎週木曜日
　　　　　第１・３水曜日

上海バンド

宇治支所　西村 由起

うどんや ぼの

左京支所　飯田 真弓

北大路通北大路通下鴨本通下鴨本通

うどんや ぼの

下鴨神社下鴨神社

多田歯科多田歯科

バス停 一本松バス停 一本松

ローソンローソン

加茂みたらし
茶屋
加茂みたらし
茶屋

バス停 下鴨神社前バス停 下鴨神社前

上海バンド

東
大
路
通

東
大
路
通

叡山電
鉄本線

叡山電
鉄本線

山崎ビル山崎ビル

卍妙説庵卍妙説庵

元田中元田中

田中里ノ前田中里ノ前

上海バンド
住所　京都市左京区田中里ノ内町26

Ｔ Ｅ Ｌ　075︲711︲4566
営業時間　18：00～25：00

　　　　　24：00（LO）
定 休 日　日曜日、第４月曜日
駐 車 場　無
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　秋晴れの晴天に恵まれました去る10月３日（土）に、毎年
恒例の自由業団体懇話会親睦ソフトボール大会が太陽が丘
グラウンドにおいて開催されました。
　我が税理士会チームもこれに先立って９月12日に開催さ
れました支部対抗ソフトボール大会で、優勝及び準優勝に
輝きました中京支部と上京支部を中心に各支部から精鋭を
送り込んでいただき、近年にない最強チームを結成するこ
とができました。
　今回の参加団体は、公認会計士協会京滋会、弁理士会京
都地区会、京都府行政書士会、京都府不動産鑑定士協会、
京都土地家屋調査士会、京都司法書士会、京都府社会保険
労務士会そして我が税理士会の８団体で、優勝するには３
勝しなければならないという条件でした。
　第一試合は、弁理士会との対戦で軽いキャッチボールと
ノックで体を慣らして試合に臨みました。最初は少し硬さ
の目立つ選手たちでしたが、１回表の弁理士会の攻撃を０
点で切り抜けると早くも打線が爆発して、結果は16対０で
まずは最高のスタートを切りました。
　第二試合は、昨年の覇者である社会保険労務士会との対
戦で、１回表に４点を献上、相手はすっかり勝ちパターン
に持ち込めたと張り切って守備に就きました。しかし、今
年の税理士会の打線は切れ目がなく、どこからでも点が取
れるので、その裏あっさり８点を取り、結果22対４で決勝
戦に進みました。
　さて、いよいよ決勝戦ですが、対戦相手はもう一つのブ
ロックを勝ち上がってきた不動産鑑定士協会との対戦とな
りました。さすがに決勝戦ですので、打ち合いの様相でし
たがここでも打線は好調で、結果は11対７で見事優勝に輝
きました。
　当日は、乗岡五月支部連会長をはじめ各支部長が、終日
応援と飲み物の用意など選手と一丸となって、優勝に貢献

していただき大変ご苦労様でした。
　最後に、優勝しました選手の皆さんから「来年も優勝を
取る」と力強い宣言をしていただき、今日の活躍に感謝を
して優勝のご報告とします。
　来年もご声援よろしくお願いします。

優
勝
報
告

第
22
回
京
都
自
由
業
団
体
懇
話
会

親
睦
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

京
都
府
支
部
連
合
会
厚
生
担
当
副
会
長
　
植
田
　
順

平成27年10月３日㈯　京都府立山城総合運動公園（太陽が丘グラウンド）

優勝

1回戦
10：00

準決勝戦
12：50

優勝決定戦
14：50

11

4

12 1 0 16 17 13 6 16

22 5 6

7

準決勝戦
12：50

1回戦
10：00

1回戦
11：00

1回戦
11：00

社労士会 行政書士会 弁理士会 税理士会 司法書士会 会計士会 調査士会 鑑定士会
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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

15.11.25
路線バスのたび

活気に溢れていまし
た。
　車内の様子を写し
てみました。座席は
ごく普通のシートです。
　出発して20分ぐら
いでしょうか。台湾
の新幹線である「台
彎高速鐡道」の台中
駅に立ち寄りました。
　ここで乗りこんで
くるお客さんが多く、
車内はほぼ満席とな
りました。

　ここから高速道路に入ります。快調に走りながらどんど
ん山の中へと入っていきます。

　そして高速道路を下りて、バスは埔里（プーリー）とい
う町に立ち寄りました。
　何があるんだろうと車窓から興味津々に眺めていました
が、大きなお酒の工場（埔里酒廠）が目についた以外はな
んの特徴もない小さな町に思えました。
　ここで多くの人が下車していきました。
　後で調べたところ、この埔里には４つのWがあるといわ
れているそうで、
　Weather（天気）Water（水）Wine（酒）Women（美人）
だそうです。
　何をおいても
途中下車すべき
町だったようで
す。
　バスはいくつ
かのバス停に停
車して、お客さ

　前回のバンコク編に引き続き、今回は台湾の路線バスに
乗ってきましたので、紹介させていただきたいと思います。
　時期は９月上旬。日本は例年よりも早く秋雨の時期とな
り、朝晩など秋の訪れが感じられるようになってきていま
したが、台湾の桃園国際空港に降り立つとミストがまとわ
りつくような蒸し暑い夏に出迎えられました。
　空港からは高速バスで台湾第３の町である台中へと向か
いました。
　この台中から台湾の景勝地である日

にち

月
げつ

潭
たん

までの路線バス
に乗ってみたいと思います。
　ホテルのスタッフにバス乗り場がどこにあるのか聞いて
みます。
　台中駅の近くには、多くのバス会社がそれぞれターミナ
ルやバス乗り場を設けているそうです。日月潭へ行くバス
は南投客運というバス会社が運航しているそうなので、そ
のバス乗り場を教えてもらって徒歩で移動します。
　10分ほどで到着しました。

　チケット売場で日月潭までのバスチケットを購入します。
　片道か往復かを尋ねられたので、往復チケットを購入し
ました。

　料金は170台湾ドル。日本円
で約630円ですね。（１台湾ドル
約3.7円/取材当時）
　バスがやってきました。
　Google mapを起動して、GPS
をオンにし、日月潭までの距離
と時間をチェックしてみましょ
う。
　８時52分。ほぼ定刻どおり、
バスは出発しました。
　朝の台中の町を走ります。土
曜日の朝でしたが、町はすでに

台中
⇔
日月潭 台湾南投客運6670号系統「台中〜日月潭」

▼ 広報委員　縄田 浩昭

南投客運チケット売場 バスチケット

日月潭までのmap

南投客運バス

バス車内

台彎高鐡台中駅

埔里の町
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んを降ろしたり乗せたりしながら、どんどん山道を上って
いきます。
　そして視界が開けたところが目的地である日月潭でした。
　終点のバス停で下車します。
　この日月潭は台湾最大の湖で標高750mの高地にあるそ
うです。多くの土産物店などが立ち並ぶさまは芦ノ湖近く
の箱根のようというのが第一印象でした。
　さて、ここ日月潭では台湾の有名自転車メーカーである

「GIANT」のレンタサイクルショップがあり、ここで自転
車をレンタルして日月潭を一周（約30km）するというの
が流行っているそうです。

　早速、ショップへ行ってみることにします。
　自転車のレンタル料金は、安いものは200台湾ドル（約
740円）から高いものは2,000台湾ドル（約7,400円）という
ものまであります。
　僕は500台湾ドル（約
1,850円）のフルカー
ボンフレームの真新し
い自転車をレンタルし
てみました。
　どんなものか走って
みます。
　 軽 っ！ 早 っ！ め っ
ちゃ楽!!!
　上り坂でも25km/h
が楽に出ます。
　それでは自転車でま
わった美しい日月潭を
紹介させていただきま
す。

台湾南投客運6670号系統「台中〜日月潭」

レンタサイクルショップ
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　1200年を超える歴史を持つ古都京都。
　私たちの住む京都には伝統産業・伝統芸能等、脈々と受
け継がれてきたものがたくさんあります。
　その伝統芸能の一つである能を鑑賞するため、さわやか
な秋晴れの日曜日に、岡崎にある観世会館へ行ってきました。

　能の流派には観世・
金春・宝生・金剛・喜
多の５流があり、京都
観世会館はそのうちの
観世流の本拠地です。
　歌舞伎や花街のをど
りを観に行くことは
あっても、能の鑑賞は
中学生の頃に学校の課
外授業で行ったとき以
来のことです。折角の
機会なので、少し能に
ついて調べてみました。

　能の起源を辿ると奈良時代まで遡ることになります。奈
良時代に中国大陸より渡来した散楽と云われるものが広ま
りそれがいつしか猿楽（さるがく）と呼ばれるようになり
狂言へと発展していく一方、農村から生まれ発展していっ
た田楽等もさかんに行われるようになっていきました。

　そして14世紀の後半にその田楽や猿楽を、猿楽師であっ
た観阿弥が芸術的に高めていき、それを継いで、息子の世
阿弥が能へと大成させていきました。その後もその時々の
権力者・統治者に愛でられ保護されながら発展し続け、明
治維新や第二次世界大戦等で存亡の危機に陥ったことは
あったものの、日本の古典芸能を守ろうとしたたくさんの
人々の力により今日の能の姿となりました。
　京都では社寺や公家の間で愛好され、能楽師ではない一
般の人々も能楽師より謡（うたい）を習い、趣味教養とし
ても親しまれてきました。実際に私が鑑賞した際にもその
謡が記された謡本（うたいぼん）を片手に鑑賞している方
がいらっしゃいましたが、次回は私も一冊手に入れてまた
違った楽しみ方をしてみたいと思いました。

　能楽堂は全国にたくさんありますが、京都市内は今回私
が行かせていただいた京都観世会館以外にも河村能舞台・
能楽堂嘉祥閣などがあります。能楽堂によって鑑賞の方法
は変わるようですが、京都観世会館の場合は全席椅子席と
なっており、２階席もありましたのでゆったり鑑賞するこ
とができます。休憩もいれて６時間程の公演でしたが途中
何度か舟を漕ぎそうになりながらも楽しく鑑賞させていた
だきました。

　能楽堂は歌舞伎の小屋とは違い、建物の中に屋根付きの
舞台があります。そして背景に大きな老松が描かれた約６m
四方の本舞台に囃子方（はやしかた）、地謡（じうたい）
そして役者のすべてが一同に会し演じられます。舞台に向
かって左後方より歌舞伎の花道の原型となった橋掛り（は
しがかり）が伸びており、ここは役者の登場に使われるだ
けではなく、この上でも演じられます。
　能といえば小幅でしずしずと歩いているイメージがあり
ますが、実際に演じておられるのを見ていると、まるで橋
掛りに「動く歩道」がついているかのように、まったく頭
が上下することなくスーっと滑らかに移動されていて驚か
されました。その一方で能には静かな動きしかないと思っ
ていたため、数名の役者が非常に軽い身のこなしでサササッ
とすばやく移動される様には圧倒される迫力がありました。

き
ょ
う
と
！

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
！
京
都
！

広報委員　中元 亜紀

能
鑑
賞
と
京
観
世

京都観世会館

本舞台の老松
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　今回の演目には有名な「安宅」があったのですが、義経
役は一般的に子方（こかた）と呼ばれる子供が演じること
になっています。今回もかわいらしい女の子が演じていた
のですが、それはそれはよく通る愛らしい声で元気に演じ
ておられ、見ていて温かい気持ちになりました。

　なお、今回鑑賞させていただいたのは観世流分林保三氏
と分林弘一氏の追善能でしたが、装束なども大変素敵で、
なかでもこの公演のために作られた記念扇が大変あでやか
で美しく、会場に飾られていたものを写真に撮らせていた
だきました。

　さて、観世と聞くと、甘いもの好きの私はついつい鶴屋
吉信さんの「京観世」を思い出してしまいます。
　京都を代表する和菓子屋の鶴屋吉信さんを代表する大変
有名なお菓子で皆様ご存じのことと思います。
　この堀川今出川にある鶴屋吉信さんからほど近い西陣中
央小学校の敷地内に観世家の鎮守である観世稲荷社という
社があります。
　その社が建つ土地はもともと観阿弥が将軍足利義満から
拝領したものと言われているのですが、この社のそばに観
世井と呼ばれる井戸があり、この井戸には天から龍が舞い
降りたという伝説があります。
　それ以来この井戸の水は水面が常に揺れ動き、美しい波
紋を描いているため、それをかたどって「観世水」という
文様が出来たと云われているそうです。そして鶴屋吉信さ
んの「京観世」はこの伝説にちなんで作られたものだとい

うことでした。
　ちなみに、こ
の「京観世」を
包んでいる包装
紙等には大変美
しい文様が描か
れていますが、
これは京都が誇
る日本画の大家

堂本印象画伯の筆によるそうです。
　見慣れた包装紙の文様や食べなれたお菓子が、このよう
に能とゆかりのものであるということにまったく気づかず
にいたのですが、こうやって調べてみると、京都にはまだ
まだ伝統芸能にゆかりのある土地や思わぬ繋がりのある伝
統工芸などがたくさんありそうです。

　せっかく京都に生まれ育ち、この京都で税理士として仕
事をさせていただいているのですから、機会があればまた
色々な場所へ出かけて行き、京都について勉強してみたい
と思います。
　ご紹介した能楽堂等では、定期的に行われている公演や
特別公演等様々な公演が行われていますので、皆様一度お
運びになられてはいかがでしょう。
　きっと日常とかけ離れた異空間で素敵な体験ができると
思います。

参考：京菓匠　鶴屋吉信HP
　　　公益社団法人　能楽協会HP
　　　京都市産業観光局観光MICE推進室HP

本公演の記念扇
文様　観世水

鶴屋吉信　京観世
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９・26 朝日生命とのゴルフコンペ
　於　グランベール京都ゴルフ倶楽部　WESTコース

９・30 富国生命との個別業推協議会

10・１ 大同生命表敬訪問

10・２
名古屋税理士協同組合（名税協共済会）と大同生命保険株式
会社　提携60周年記念式典出席
　於　名古屋観光ホテル

10・２
研修・実務講座
「消費税　実務でやること、気をつけること第１回」（全５回）
　講師：村岡大輔先生
　参加：54名

10・５ 富国生命保険相互会社「経済講演会」出席
　於　ホテル阪急インターナショナル

10・６ 富国生命表敬訪問（京都支社）

10・７
研修・短期講座
「納税環境整備─数年間の改正の総復習と今後の動向─」
　講師：上西左大信先生
　参加：126名

10・８ 日本税理士協同組合連合会第20回通常総会第２回理事会出席
　於　第一ホテル東京

10・９
研修・実務講座
「消費税　実務でやること、気をつけること第２回」（全５回）
　講師：村岡大輔先生
　参加：57名

10・10
〜12 事務局職員慰安旅行

10・13 法規委員会開催（事務局職員退職金規則の運用について）

10・13 地区連絡小委員会（春の旅行について）

10・16 日本生命代理店ゴルフコンペ

10・16
研修・実務講座
「消費税　実務でやること、気をつけること第３回」（全５回）
　講師：村岡大輔先生
　参加：57名

10・16
研修・勉強会「所得税の諸問題第３回」（全５回）
　講師：名城大学法学部教授　伊川正樹先生
　参加：69名

10・19 朝日生命表敬訪問（東西ブロック進発式）

10・20 支所会計担当者会議（支所会計について）

10・20 支所合同協議会

10・21 朝日生命表敬訪問（京北ブロック進発式）

10・21 第26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

10・22
〜23

全国税理士共栄会　第41回定期総会出席
　於　ホテル日航福岡

10・23 地区連絡小委員会（一泊旅行の行程について）

10・23
研修・実務講座
「消費税　実務でやること、気をつけること第４回」（全５回）
　講師：村岡大輔先生
　参加：57名

10・27 広報委員会（第151号編集割付）

10・27
研修・実務講座
「消費税　実務でやること、気をつけること第５回」（全５回）
　講師：村岡大輔先生
　参加：57名

10・28 事業委員会（事業推進協議会開催要領について）

10・28 事業推進協議会

10・29

研修・短期講座
 「⑴経営事項審査（改正点）について
　⑵建設業法様式の財務諸表作成上の注意点
　⑶建設業会計の留意点」
　講師：一般財団法人　建設業情報管理センター
　　　　上席調査役　谷川　浩氏
　参加：150名（内ライブ配信43名）

10・30 大同生命「保険推進担当者会議」
　於　大同生命京都支社

11・４
研修・勉強会「所得税の諸問題第４回」（全５回）
　講師：広島修道大学法学部教授　奥谷健先生
　参加：69名

11・６ 広報委員会（第151号ゲラ校正）

11・10 出版委員会（平成27年分税務便覧の販売状況報告）

11・10 全国税理士共栄会　新役員研修会出席
　於　日本税理士会館

11・11 広報委員会（第151号ゲラ再校正）

11・11 事業委員会（事業推進協議会開催報告）

11・11 総務小委員会（情報化打合せ）

11・12
研修・短期講座
「資本金等の額に係る税務─平成27年度税制改正分を含む─」
　講師：岸田光正先生
　参加：217名（11月11日現在）

11・16
研修・短期講座
「平成27年度の消費税の改正について
〜リバースチャージ方式の導入と複数税率制度の検討〜」
　講師：金井恵美子先生
　参加：207名（11月11日現在）

11・18
第55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 　蒲生ゴルフ倶楽部
　参加：86名（11月11日現在）

11・18
事業委託組合理事長・業務推進委員地区責任者協議会および
提携保険会社懇談会出席
　於　京王プラザホテル

11・20
研修・勉強会「所得税の諸問題第５回」（全５回）
　講師：広島修道大学法学部教授　奥谷健先生
　参加：69名（11月11日現在）

11・24
研修・短期講座
「土地の有効活用・広大地可否判断等」
積水ハウス㈱医療・介護推進事業部
部長　家田知明先生　他一名
　参加：103名（11月11日現在）

11・25 「京税協」151号発行

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

平成27年

　平成27年４月１日施行の改正税理士法施行規則により従来の補助税理士の名称が「所属税理士」に改められ、所属
税理士は他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて税理士業務に従事できるようになりました。
　これにより上記業務に従事する所属税理士は、本組合の組合員資格を有することになります。本年８月の定期総会
において定款や関連規約等の変更を行い、すでに賛助会員として当組合に加入している方は加入金から出資金へ振替
手続きを行うことにより、組合員へ資格変更が可能となります。
　また、新たに組合に加入される所属税理士の方は上記税理士業務の有無により、組合員または賛助会員のどちらか
に加入していただくこととなります。詳しくは事務局までお問い合わせください。

定款（抜粋）　平成27年８月７日変更

（組合員の資格）
第８条　本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
⑴税理士業務を行う事業者であること
⑵組合の地区内に税理士業務を行う事業場を有すること

所属税理士の組合加入についてお知らせ
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◆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した場合についても、固
定資産税（償却資産）の課税客体となります。法定耐用年
数を記入のうえ、ご申告ください。

◆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することができ
ます。
※�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
→TEL：0570-081459
　�上記の電話番号でつながらない
場合

→TEL：03-5500-7010
○�eLTAX（エルタックス）のホーム
ページ
→http://www.eltax.jp/

９：00〜
　17：00

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

■平成28年度償却資産の申告について
◆提出期限　平成28年２月１日（月）

◆提出先
京都市では、区役所・支所の窓口では償却資産の申告書
を受け付けておりません。償却資産の取扱窓口は以下の
とおりとなっておりますので、よろしくお願いいたしま
す。
〒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）

※�複数区に資産が所在する場合は、区ごとに申告書を作
成してください。

◆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。

◆テナント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日以降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
してご申告いただく必要があります。

京都市からのお知らせ
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※A（１〜13）の中なら、２冊お選びください。
# 発行所 タイトル
１

清文社

平成27年10月改訂　資産税実務問答集
２ 平成27年11月改訂　所得税実務問答集
３ 平成27年版　消費税実務問答集
４ 平成27年版　消費税の取扱いと申告の手引
５

大蔵財務協会

平成27年版　図解　法人税
６ 平成27年版　図解　相続税・贈与税
７ 平成27年版　図解　財産評価
８ 平成27年版　図解　消費税
９ 平成27年版　図解　所得税
10 信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ
11 税務研究会 2015年版　一目でわかる小規模宅地特例100
12 中央経済社 よくわかる自己株式の実務処理Ｑ＆Ａ

13 コントロール社 平成27年10月改訂版　実務家のための相続税ハンドブック
【八訂版】平成27年４月改正対応実務消費税ハンドブック

※B（14〜21）の中なら、１冊お選びください。
# 発行所 タイトル
14 清文社 平成27年10月改訂　問答式法人税事例選集
15

中央経済社
スクイーズ・アウトの法務と税務

16 事業承継に活かす　持分会社・一般社団法人・信託の法務・税務
17

税務研究会
四訂増補版　印紙税実務問答集

18 十訂版　実務家のための消費税実例回答集
19 平成27年度版　税法便覧
20

大蔵財務協会
相続税・贈与税の実務と申告

21 法人税決算と申告の実務

FAX回答用紙は11月DM在中
※申込締切日平成27年12月4日（金）必着

『教育情報事業配付資料』図書贈呈について平成27年度

　詳しくは11月のDMをご覧ください
　A（１〜13）なら２冊、B（14〜21）なら１冊のどちらかをお贈りすることになっております。
また、昨年より往復ハガキはお送りしておりませんので申込締切日までに必ずFAXでご回答をお願い
いたします。申込締切日までにご回答がない場合は、お贈りできませんのでご了解お願いいたします。

共済制度のお申し込みは 〒604ｰ0943 京都市中京区麩屋町通御池上ル上白山町258ｰ2
TEL. 075ｰ222ｰ2311  FAX. 075ｰ222ｰ2355京都税理士協同組合

【18】 平成27年11月25日


