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京都大会

蒲生ゴルフ倶楽部
比良・伊吹・鈴鹿コース（キャディー・カート付）
滋賀県蒲生郡日野町中山　☎0748-52-4640

（組合せ表並びに開催要領は、ご参加の先生に直接送付します）
参 加 費 用　会費¥ 4,000
プレーフィー　　　¥15,000《昼食代・ワンドリンク含む》
☆プレーフィー等は、各自ご精算ください。

お申し込みは10月７日（金）までに当（京税協）事務局へ
先着100名になり次第締切らせていただきます

平成28年
11月２日（水）

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57回 全税共 VIP君・ランちゃんチャリティーゴルフコンペ

会費の一部をチャリティーに寄付させていただきます。

ごあいさつ

理事長　辰巳　修偉

　８月５日の第44回通常総会を盛会裡に終える事ができ

ました。多数のご来賓にもお越し頂きました。そんな中

組合員、賛助会員の皆様といい時間を持てたことは大変

幸せなことでした。

　思い起こせば昨年、８月７日に理事長に選出され、一年。

短くもあり長くもありました。予定された会議をこなし、

招かれた組織、団体に多くの回数をゲストとして出席さ

せて頂きました。

　副理事長時代からずっと感じていた事があります。そ

れは、役員、委員のすべて京税協に係わって仕事をして

頂ける先生方が極めてハイレベルであることです。なる

ほど税理士という誇らしいライセンスを身に付けておら

れる人々ばかりだから能力が高いのは十分理解できま

す。しかし、それだけではないな、何か共通した思いが

あるはずだと。誘われたりとか、義理でとか、京税協の

活動に関わるようになった先生の多くが自分の仕事とし

て熱心に取り組んで頂けております。その原動力とは、

それを理念と考えてもいいでしょう。その理念は、税理

士の使命と京税協の使命、目的がひとつに結びついた結

果生まれたものだと気が付きました。

　我々は税理士法第１条記載の「税理士の使命」を矜持

として日々の業務に励んでおります。一方、組合の定款

第１条では、相互扶助の精神、共同事業、組合員の自主

的な経済活動の促進、かつ経済的地位の向上、を目的と

すると記しております。寄り集まり相互に補完し共通の

事業を行い、組合員の経済的地位の発展につなげるのが

目的です。そこを先輩理事長は、税理士個々の経済的発

展にとどまらず、その財政力を税理士会の活動資金の一

部に充てること、さらには税理士制度の健全な発展に寄

与することと謳われました。

　ここに京税協の根本理念が定まりました。財政力向上

のための施策に多くの組合員、賛助会員の参加を頂いて

おります。税理士会の施策に合致する多くの研修会を企

画しております。我々が誇りとする税務便覧も好評です。

根本理念により支出する支所交付金等も継続して参りま

す。そして使い易いものにするために支所会計の解釈の

体系化と運用の統一化を図ります。

　これからの一年も執行部、委員すべてが京税協の理念

に基づき税理士会への貢献を通じて税理士制度の健全な

る発展に役立っているのだという自覚と自負をエンジン

として強力に進んで行きますので更なる御協力をお願い

申し上げます。
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　８月５日（金）
15時30分より、京
都税理士協同組合
厚生会の第５回通
常総会がウェス
ティン都ホテル京
都４階瑞穂の間に
おいて開催され

た。司会の安井伸夫専務理事が開会を宣し、辰巳修偉会長
が挨拶を述べた後、議長に中京支所の河原林温朗会員が選
出された。
第１号議案　�平成28年５月期（平成27年６月１日から平成

28年５月31日まで）事業報告及び財務書類（財
産目録、貸借対照表、損益計算書）承認の件

　髙橋健専務理事が事業報告を、北尾剛久理事が財務報告
を行った後、堀田芳孝監事が監査報告を行った。
第２号議案　�平成29年５月期（平成28年６月１日から平成

29年５月31日まで）事業計画及び収支予算（見
積損益計算書）承認の件

　髙橋健専務理事が事業計画を、北尾剛久理事が収支予算
の提案を行った。
　質疑応答の後、２議案とも原案通り承認可決され、議長
は議事の終了を述べ降壇した。
　最後に堀口裕弘副会長が閉会のことばを述べ総会は15時
50分に無事終了した。

　続いて16時より京都税理士協同組合の第44回通常総会が
同会場で開催された。開催に先立ち、司会の髙橋健専務理
事がご逝去された14名の組合員・賛助会員の名前を読み上
げ、全員が黙祷を捧げご冥福をお祈りした。
　辰巳修偉理事長が挨拶を述べた後、司会者は出席者の報
告を行い本総会が適法に成立したことを宣し、議長の選任
を議場に諮ったところ、司会者一任の声により中京支所の
河原林温朗組合員が議長となり以下の３議案が上程された。

第１号議案　�第44期（平成27年６月１日から平成28年５月
31日まで）事業報告及び財務書類（財産目録、
貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案）承
認の件

　安井伸夫専務理事が事業報告を、北尾剛久常務理事が財
務報告を行った。事業報告では、当期も予算を上回る順調
な業績を挙げ、組合員・賛助会員への多岐にわたる還元施
策を実施できたこと、支所交付金総額2,250万円が交付さ
れたこと、研修受講義務化を受け研修事業の充実化を図っ
たこと等が報告された。
　財務報告後、監事５名を代表して澤田眞司監事が監査報
告を行った。
第２号議案　�第45期（平成28年６月１日から平成29年５月

31日まで）事業計画及び収支予算（見積損益
計算書）承認の件

　安井伸夫専務理事が事業計画を、北尾剛久常務理事が収
支予算の提案を行った。事業計画では、活力ある組織構築
とバランスの取れた組合運営を行い、更なる収益の確保と
組合員加入率の向上に努めるとの決意が述べられた。
第３号議案　借入金最高限度額承認の件
　安井伸夫専務理事から借入金最高限度額を５千万円とし
たい旨が述べられた。
　質疑応答の後、３議案とも原案通り承認可決され、議長
は議事の終了を告げ降壇した。
　その後、大阪国税局税理士監理官の小林義治様はじめ５
名の来賓代表より祝辞を頂戴した。
　最後に、中江嘉和副理事長が閉会のことばを述べて総会
は17時30分に無事終了した。�（広報委員長　馬塲佳代子）

日時 平成28年８月５日（金）
場所 ウェスティン都ホテル京都

京都税理士協同組合
厚生会通常総会

第５回

京都税理士協同組合
通常総会

第44回
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　去る５月19日（木）ウェスティン都ホテル京都「瑞穂の間」
において「大同生命優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー」
が17時より開催された。
　表彰式は、安井伸夫専務理事の司会のもと、辰巳修偉理
事長の開会の挨拶により始まり、小林康弘大同生命保険㈱
執行役員近畿地区営業本部長の挨拶、髙橋健専務理事の経
過報告の後、辰巳理事長より、最優秀賞１名、優秀賞13名、
努力賞17名の受賞者に表彰状並びに副賞贈呈が行われた。
　最優秀賞の米原幸子様の他、優秀賞、努力賞の各受賞者
代表がそれぞれお礼の言葉と来年度に向けての抱負を述
べ、岩﨑宏大同生命保険㈱京都支社長の謝辞の後、最後に
堀口裕弘副理事長の挨拶により閉会となった。
　引き続き、村中研治保険第一委員長の司会のもと、祝賀
パーティーの開宴となった。近藤明夫副理事長の開宴の挨
拶により始まり、平澤政治相談役の乾杯、そして歓談の後、
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、特設ステージでは音楽に合わせて受賞者と関係者が踊
り楽しんだ。
　その後、お楽しみ抽選会が村中保険第一委員長の進行で
進められ、当選者が決まる度に各テーブルで大きな歓声が
上がり、会場内は大変盛り上がった。
　最後は全員参加のトレインが特設ステージいっぱいに連
なり、楽しい雰囲気の中、閉宴の時間を迎え、中江嘉和副
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）

河内　良子	 塩貝　誠子	 平方　一美
大銅裕紀子	 平井　智子	 寺井　惠子
谷岡　雅世	 小堂　道代	 花村　美香
吉竹　笛美	 押尾由美子	 野村　忠史
和田　光代

古沢　佳子	 小林　由佳	 奥田由佳里
平井　一郎	 木地谷良子	 高橋美紀江
三上由里子	 杉山美百合	 関　友紀子
藤原　典子	 井ノ口真里子	 井上　啓子
藤田　　緑	 関　　永子	 齋藤永美子
糸井　高子	 八杉　亜土

米原　幸子最優秀賞

優秀賞

努力賞

受賞者ご芳名（敬称略）

５月19日（木）
ウェスティン都ホテル京都
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保険第一委員会
大同保険推進協議会
実務者会議

地区連絡委員会
第27回両丹５支部
親睦ゴルフコンペ

保険第二委員会
全国税理士共栄会
京都地区業務推進会議

相談役会

保険第二委員会
日本生命税理士
VIP登録代理店推進協議会

期末本監査実施

　京都税理士会館において、名古屋税理士協同組合・
東海税理士協同組合・北陸税理士協同組合連合会並
びに当組合の実務担当者が一同に会し、それぞれの
推進実績や施策が報告された。各報告に対し活発な
意見交換がなされ、より充実した業務推進に向け、
実りある会議となった。８月31日には京都において、
第20回大同保険推進協議会が開催される。

　瑞穂ゴルフ倶楽部において開催された。両丹５支
部と当組合からの参加を含め29名が親睦を深めた。

（敬称略）

個　人 団　体
優　勝 廣谷倫成 園　部
準優勝 本間　憲 峰　山
３　位 吉田史樹 舞　鶴

　ウェスティン都ホテル京都において開催された。
業務推進状況の報告がなされ、来る９月から開催さ
れる第31回全国統一キャンペーンに係る施策紹介が
あった。キャンペーンの実績が実りあるものを約し
会議は終了し、懇親会においては親睦を深めた。

　厚生会との共催により、開催された。担当副理事長・
専務による総務・保険・事業各部門並びに厚生会の
状況報告が行われ、相談役からは質問や要望など有
益な意見が寄せられた。

　京都税理士会館で開催された。主として税理士VIP
登録代理店の推進について協議した後、Z1・Z2各キャ
ンペーン等該当者が披露・表彰された。協議会終了後、
京都ホテルオー
クラに場所を移
し懇親会が開催
され、親睦を深
めた。

　辰巳修偉理事長以下５名の担当役員の立会いのもと、
組合と厚生会の期末本監査が実施された。
　澤田眞司監事以下５名の監事により、厳正な監査が
なされ、監査に基づく指摘があった。
　監査結果は８月５日（金）に開催された通常総会にて
組合は澤田監
事より、厚生
会は堀田芳孝
監事よりそれ
ぞれ報告がな
された。

６月16日木

６月23日木

７月27日水

８月２日火

７月８日金

５月26日木



〜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！
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　♪時は過ぎゆく、今は永遠じゃない♪と星組の男役
トップスター北

ほくしょう

翔海
かい

莉
り

が歌う。平成27年５月星組トッ
プスターに就任。そして今年11月に娘役トップ妃

ひ な み

海風
ふう

とともに退団する。清く正しく美しくを体現したよう
な誰からも愛されているタカラジェンヌで、実力派美
声トップコンビのあまりにも早すぎる退団は何とも淋
しくて残念でならない。北翔海莉のトップ就任のニュー
スに感激してから、あっという間の１年半であった。
トップとして輝く２人の舞台を観ることが出来るのも
ほんの一瞬の時に過ぎない。「時は過ぎゆく、今は永遠
じゃない」の歌詞が心に突き刺さる思いである。

　今から３年半前に私は家内と息子と一緒に初めて宝
塚観劇をした。花組公演で演目はハリウッド映画「オー
シャンズ11」の宝塚版であった。スーツをカッコよく
着こなす男役トップスター蘭

らん

寿
じゅ

とむの姿に家族の心は
持っていかれてしまった。以来、演目が変わるごとに
宝塚大劇場へ通うようになった。男役づくりにこだわ
り男役を追求した蘭寿とむは、正にザ・タカラヅカ男
役。現実の男よりカッコよくて美しい。気障な振る舞
いも嫌味が無く、なんと美しい所作であろうか。我ら
が愛する蘭寿とむも平成26年５月に退団。淋しいこと
ではあるが、それは次のトップスターの誕生を意味し、
新たな喜びの始まりでもある。
　宝塚歌劇団は兵庫県宝塚市に本拠地を置く未婚の女

性だけで構成された歌劇団で、花・月・雪・星・宙
そら

の
５組と専科に分かれ、団員数約400名、年間の公演回
数約1300回、観客動員数約250万人。女性が男役を演
じる発想には驚かされる。何と奥深い文化であろうか。
女性が男役を演じる宝塚の舞台は非現実の空間で、世
の中の美しいものだけを集めたような世界である。つ
まり私は現実の世界には存在しない世界、そしてそこ
にしか存在しないカッコよくて美しい男役の姿を観て
いるのである。
　トップスターの退団という別れは淋しいものである
が、それはトップスターという５つしかない称号を継
承する新たなトップスターの誕生を意味する。花組蘭
寿とむの後を明

あ

日
す

海
み

りおが務め、星組北翔海莉の後を
紅
くれない

ゆずるが務める。新しいトップスターを迎えるお披
露目公演はファンにとって大きな喜びである。長く憧
れていたタカラジェンヌがトップスターになったとき、
どれほどの喜びを感じるのであろうか？私はまだ経験
していない。
　雪組の２番手スター望

のぞ

海
み

風
ふう

斗
と

がトップスターになる
日を私たち家族はワクワクしながら想像している。異
次元の歌唱力で大劇場を興奮の渦に巻き込むその日を。

淋しさと喜びの繰り返し 宝塚観劇
� 　中京支所　葵田　正典

宝塚大劇場正面入口

ベルサイユのばらモニュメント
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　支部の先生からこの「御麩たいむ」の原稿依頼があ
り、趣味・旅行等なんでも結構ですとのことでしたの
で、ここ最近夢中になっているサイクリングについて
筆を執らせて頂いた次第です。

　まず、私の愛車ですが、流行しているロードバイク
（あるいはロードレーサー）とは少し毛色の異なるシ
クロクロスと呼ばれる自転車です。ロードバイクはア
スファルトの路面で長距離（100km超）を速く走るこ
とを目的としているのに対し、シクロクロスは砂浜、
山の斜面等悪路を走ったり、中距離（100km以下）を
走ったりすることを主眼に作られています。こういう
自転車を専門に扱っているお店の人に、近場の買い物
にも少し遠出もできる自転車はないのかと聞いて勧め
られたのが、このシクロクロスです。ロードバイクと
の一番の違いはタイヤが細くないこと（シティサイク
ルよりも太い）と、ブレーキの機構が一昔前のマウン
テンバイクのように少し頼りないことですが、走りは
ホンモノで推進力の力強さにびっくりしてしまいまし
た。
　自転車の説明はこれぐらいにさせて頂き、私がよく
走るコースについてご紹介させて頂きたいと思います。
阪急電鉄嵐山駅から桂川沿いに南下している桂川サイ
クリングロードです。北側の起点嵐山では標識が立っ
ており、「木津・泉大橋まで45km」とサイクリストに
配慮してか距離まで書いてあります。また、道中は信
号がほとんどなく、歩行者・自転車専用道となってい

ますので、車が走ってくることを心配せずに走行でき
るのも非常にありがたい道となっています。桂川沿い
を走りますが、道中は桂川から少し外れて田んぼの中
を走ったり、小学生たちの野球を横目に走ったりと飽
きのこない風景を楽しむことができます。
　私が最近走ったのは、梅雨の時期でずっと雨が続い
た後の晴れ日でしたので、年齢こそ違えど、同じよう
な自転車、同じような服装、同じような荷物で走行し
ている仲間が多く、20〜30人くらいのサイクリストと
すれ違いました。すれ違う時に何もしない人もいるの
ですが、軽く会釈してすれ違うということが多く、暗
黙のルール（？）も知ることができました。当初は南
側の終点泉大橋まで向かおうと意気込んでおりました
が、元来の運動不足・練習不足が祟ってしまい、宇治
川と木津川に挟まれた謎の公園までたどり着くのが
やっとで、そこから元来た道を引き返しました。今年
の夏は終点まで往復できるようトレーニングに励む
日々です。

サイクリング� 上京支所　江南　和真
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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

16.8.25
路線バスのたび

苔と、真っ直ぐに
伸びた竹林が迎え
てくれた。朝早い
方丈は深閑として、
誰もいない広縁に
はカマドウマが一
匹置き忘れられた
ように這いつく
ばっている。ほの
暗い座敷の障子越
しに見える額紫陽
花がひときわ鮮や
かだった。

　竹の寺を出て、幸福地蔵さんで有名な鈴虫寺へと歩く。
鈴虫の声をバックに聞くご住職のお話は法話というより漫
談のよう。ひとしきり笑った後、一つだけ願いを叶えて下
さるというお地蔵さんにお参りし、お昼ごはんへと急ぐ。

　お昼はすぐ近くの「苔の茶屋」で。ネット情報によると
芸能人御用達のお蕎麦屋さんらしい。愛想のいいおかみさ
んが、アルバム片手にテレビ取材の裏話などを聞かせて下
さる。白いとろろそばには青のりがかけられていて、苔寺

　梅雨の最中のある日、かねてから一度は行ってみたいと
思っていた苔寺へ出掛けた。今回は市バス・京都バス一日
乗車券を使ってのプチ京都旅行だ。京都の寺社には結構
行っているほうだと思うが、桂離宮と修学院離宮、そして
苔寺には、あらかじめ申し込みが必要とあって訪れたこと
がなかった。でも、面倒がっていてはいつまでたっても観
ることができない。
　そうして、五月に訪れた桂離宮の素晴らしかったこと！
建物の整然とした佇まいに新緑が映えて、それはそれは美
しかった。なにより人が少ない。それに味をしめ、今回は
第二弾の苔寺探訪なのだ。
　前置きがずいぶん長くなった。さて、主題はバスの旅。
出発の京都駅に話を戻そう。朝の京都駅は案の定、修学旅
行生や外国人観光客でごった返していたが、苔寺行きのバ
スに乗ったのは10名ほど。すっかり観光客気分で窓際に陣
取る。仕事モードで渋滞する街中を抜けて、蚕の社、広隆
寺、車折神社、法輪寺、松尾大社などの観光スポットを、
バスは次々と走り抜けて行く。終点の苔寺へは約一時間で
到着した。
　まずは竹の寺地蔵院へ。昨日からの雨にしっとり濡れた

JR京都駅
⇔
嵐山・苔寺すず

虫寺行き
京都バス73番（嵐山・苔寺すず虫寺行き）に乗って

▼ 広報委員　名古 千尋
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はやい紅葉の薄朱色
のほかは、すべてが
緑色の世界を心ゆく
まで満喫した。
　この春からは、「岩
倉・修学院地域」も
一日乗車券で行ける
ようになった。紅葉
の頃、今度は修学院
離宮に行ってみよう
かと思っている。

※�８月10日から桂離宮と
修学院離宮には当日枠
ができました。

の苔をあらわしているそうだ。ひんやりつるつる、疲れた
身体に元気が戻ってくる。
　そして、いよいよ苔寺へ。川沿いに歩いて行くと、長い
塀が続いている。この向こうにあの世界遺産があるのだ！
と期待が高まる。心なしか辺りの石も苔でうっすら緑色に
なっているようで、空気が違う。門をくぐり、まずは写経
から。写経といってもあらかじめ紙に薄く般若心経が書か
れていて、それをなぞるだけだ。簡単だけど、日ごろ筆な
ど持たない身には難しい。それでも、一字一字丁寧に書い
ているうちに、何だか心が落ち着いてきた。最後にお願い
もしたためて奉納する。

　写経を終えた人達が、広い境内に三々五々散らばってい
く。静かな池をぐるりと取り巻くのは一面の苔だ。鮮やか
な緑色が、思わず身を投げ出したくなるほどふんわりと地
面を覆い尽くしている。切り株や雨に濡れた石もうっすら
緑色に染まって、呼吸をするたびに緑の粒子が身体の中を
駆け巡っていくような気がする。池の周りを一周しただけ
では飽き足らず、もう一周。
　水際に咲く半夏生の白と、所々でほんのり色づいた気の

京都バス73番（嵐山・苔寺すず虫寺行き）に乗って
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　京都では北に行く事を「上
あが

る」と言い、南に行く事を
「下
さが

る」と言います。
　確かに地図を見ると北が上で南が下だからそのままなん
ですが、もともと天皇（内裏）に近づくことを「上る」、
遠ざかることを「下る」と言ったことからこの表現になっ
たらしいんです。

　でも、京都
は何となく北
が高くて南が
低いですよ
ね。毎年京都
市で開催され
る女子駅伝の
放送でも、選

手が千本北大路付近にさしかかると「このあたりは九条に
ある東寺の五重の塔と同じくらいの高さがあります」なん
て解説もしています。
　そんなわけ
で、京都市の
高低差につい
て北大路通り
から九条通り
までだけです
が、ちょっと
調べてみまし
た。最近は便利なもので、書籍だけじゃなく色んなサイト
を見ればどの地点が海抜何mかがわかります。でもサイト
によって若干数値が違うので、このデータもアバウトとい
うことでご勘弁を。
　さて、京都市の中心線である烏丸通りでみると、北大路
通りあたりは海抜69mの高さにあります。今出川は53m、

丸太町は45m、四条は37m、七条は29m、そして九条は
25mなので、北大路と九条では44mもの高低差があります。
ということは北大路から九条までの距離は6.6㎞ですから、
平均すると100mごとに67㎝ほどの高低差があることにな
ります。やはり結構坂道のようです。

　また、北大路橋あたりの賀茂川は帯
おび

工
こう

と呼ばれる段が多
くあって流れが速く、九条の大石橋あたりの鴨川はゆるや
かですから、どうやら勾配は一律ではなさそうです。デー
タによると、北大路から今出川までの1,600mを南向きに
進むと16m下りますから、100mごとに１mくらい下る計
算になります。これに対して、七条から九条までは1,070m

広報委員　板倉義守

京都の「上る」「下る」き
ょ
う
と
！

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
！
京
都
！

御所の建礼門

東　寺

北大路橋あたりの賀茂川

大石橋あたりの鴨川
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で高低差は４mですから、100mごとに37㎝ほどだけ下る
ことになるわけで、やはり市内では南の方が勾配は少ない
ようです。
　ちなみに、日本ではゆるやかに流れる川の代表といえば
利根川ですね。特に下流は非常にゆるやかで、100m流れ
るごとに１㎝くらいしか高低差がないとのこと。さらに世
界を見渡すと、時折り大洪水が起こるタイのチャオプラ
ヤー川沿岸付近は、バンコクから200㎞離れた上流との高
低差が４mしかないそうです。これは100mで何と２㎜し
か高低差がない計算になります！これじゃあ川が流れなく
て洪水になるのも無理ないかもしれません。

　さて、何となく感じていた京都の高低差は数字の上でも
わかりました。でも、これを実際に目で確かめられる所が
あります。それは京都御所（内御所）の築地塀の積み石です。

　下の継ぎ合わせた写真を見てもらえば良くわかると思い
ますが、塀に沿って北から南に向かって歩いて行くと、塀
の下の部分に積まれた石が下からだんだん厚く（大きく）
なってきます。北の端では薄っぺらな石が一段あるだけだっ
たのが次第に厚い石になり、そして二段目が現れたと思っ
たらそれもまたまた厚くなって三段目が顔を出し、南の端
に着いたときにはとうとうぶ厚い積み石が三段になってし
まいました。塀の上の屋根はほぼ水平にしてあるそうです
ので、地面がそれだけ傾斜しているということなんですね！！
　皆さんも是非一度歩いて、京都の「上る」「下る」を実
感してみてください。

チャオプラヤー川

北の端 真ん中あたり 南の端

御所の築地塀
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とっておきのお店飲食店に限定せず、お店ならなんでもOK─

きなお店です。

しくヘルシーにいただける、ドッグカ
フェ&レストランブルスケッタです。
　お店は、国道９号線千代原口交差点を
亀岡方面へ約500ｍ、ダクタリ動物病院
京都医療センターの施設内にあります。
リッツ・カールトン大阪出身のシェフが
作る本格的な料理は、フレンチ、イタリ
アン、中華、和食、季節限定のメニュー
も揃って、その日の気分で選べます。
　ふだんはランチに出向いていますが、
今回はディナーにチャレンジ。おすすめ
は、土日限定で会席弁当仕立ての「御陵
膳」。お品書きも添えられ、鱧と夏野菜
など季節感一杯、見栄えも良く、とても
美味しかっ
たですよ。
　ワンコメ
ニ ュ ー の

「ワンちゃ
んセット」
は、ボイル
した野菜や
湯通しした
ささみなど、
気配りも十
分です。小

型のワンコ用の椅子や、他のワンコが気
になる方は、テラス席も用意され、食後
には２箇所併設されているドッグランで
ひと遊び。お隣には、おもちゃやグッズ
のセレクトショップ「D Style」でお買
い物。まさに至れり尽くせりです。ぜひ
一度足を運んでみてください。

　猫カフェやドッグ
カフェ等、最近ペッ
トブームと言われ、
ペットに関するお店
が増えてきています。
今回ご紹介するのは、
その中でも京都では
まだ数少ない、本格
的なディナーを美味

　北山通りに面し、京都府立植物園の
真向かいにあるフレンチのお店です。
　お昼間は外から明るい光が降り注ぎ、
緑が見えてさわやかな雰囲気、夜は照
明によりインテリアが引き立ち、レス
トランウェディングに使われる会場だ
けあって、ゴージャス感が際立つ店づ
くりとなっています。

　東京、京都の有名ホテルなどで修業
を重ね、宮内庁・総理大臣官邸の料理
にも携わられた経験のあるオーナー
シェフの大野秀氏がつくるこだわりの
料理はどれも絶品な上に驚きのリーズ
ナブルさです。
　また何よりもお店の方の細やかな心
遣いにはいつも感動致します。以前、
20名ほどで父の古稀の祝いをさせて頂
いた時の事です。小さな子供たちも多
かったのですが、子供たちが飽きない
ように、また、大人たちもゆっくり食
事できるようお店の方々が楽しい空間
を気遣って下さいました。その上、集
合写真を撮って帰るまでに人数分をご
用意して下さり、そのひとつひとつの
配慮がとても心地良く、「ここでやって、
よかった」と思える思い出深い古稀の
祝いにすることができました。
　料理とサービス、オーナーシェフを
はじめとした、本格派の中にもアット
ホームな心遣いがとっても素敵で大好

レストラン・ドゥ・シュウ
〒603︲8053　 京都市北区上賀茂岩ケ垣内町98

戸田ビル2F
Ｔ Ｅ Ｌ 050︲5798︲3814
営業時間 10：00～20：00

定 休 日 水曜日
駐車場有り（６台）

ドッグカフェ＆レストラン 

Bruschetta（ブルスケッタ）

〒615︲8234　 京都市西京区御陵塚ノ越町20︲9
Ｔ Ｅ Ｌ　075︲382︲1555
営業時間　ランチ 11：00～15：00（L.O 14：00）
　　　　　ディナー 17：00～21：00（L.O 20：00）
定 休 日　水曜日
駐車場有り

レストラン・
　ドゥ・シュウ

中京支所　入口 純子

ドッグカフェ＆レストラン
Bruschetta
（ブルスケッタ）

東山支所　長谷川 豊

京都府立総合資料館京都府立総合資料館

京都府立陶板名画の庭京都府立陶板名画の庭

地下鉄烏丸線
北山駅

地下鉄烏丸線
北山駅

レストラン・ドゥ・シュウ

北山バプテスト
教会
北山バプテスト
教会 戸田ビル戸田ビル

物
集
女
街
道

物
集
女
街
道

至 

京
都

至 

京
都

ドッグカフェ＆レストラン
Bruschetta（ブルスケッタ）

９

至 亀岡至 亀岡

G.S.G.S.

海雲亭海雲亭はるやまはるやま 天皇ノ杜古墳天皇ノ杜古墳
LivLiv

髙橋
産業
髙橋
産業

ブルスケッタ
D Style 専用駐車場
ブルスケッタ
D Style 専用駐車場

第１駐車場第１駐車場

西
京
警
察
署

西
京
警
察
署

梶原秤谷梶原秤谷

千代原口千代原口

PP PP

西
友
西
友
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第１回理事会
　平成28年度第１回理事会を７月14日（木）午後３時30分
より開催。当日の出席状況は次の通り。
　理事49名　監事４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1,204名、法人組合員108社、出資金額
8,854万円、賛助会員359名、加入率は83.3％となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○田中　晴子（上京） ○鳥山　智史（左京）
○竹原　正人（舞鶴） ○山井　嘉文（宮津）
○水野朝太郎（右京） ○瀧田　輝巳（下京）
○飯田　真弓（左京） ○齋藤　正子（上京）
○上ノ山　衞（下京） ○松尾　　望（園部）
○花阪　経司（伏見） ○長尾　美香（右京）
○髙田美佳子（上京） ○鳥海　　亮（宇治）

（法人組合員）
○総和税理士法人京都事務所（右京）
○独立経営サポート税理士法人（上京）

（賛助会員）
○内海　和也（左京） ○石塚　智美（下京）
○米田　知里（中京） ○福島　一浩（中京）
○小原　康家（上京） ○松本　美幸（右京）
○武尾　史子（下京） ○粟倉　多恵（峰山）
○久保　　茜（上京） ○浦河　泰弘（宇治）
○岡本　理博（右京） ○西嶋　康佑（下京）
○米田　祐馬（下京） ○澤村　邦雄（上京）
○石田　洋平（右京）

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。
○髙松　真菜（中京・業務廃止）
○村田耕太郎（右京・死亡）
○藤田　和男（右京・業務廃止）
○平田　治雄（東山・死亡）
○森垣　省吾（左京・業務廃止）
○森　　博康（下京・長浜支部へ転出）
○髙田美佳子（上京・組合員へ移行）
○上ノ山　衞（下京・組合員へ移行）
○長尾　美香（右京・組合員へ移行）
○水野朝太郎（右京・組合員へ移行）
○飯田　真弓（左京・組合員へ移行）
○花阪　経司（伏見・組合員へ移行）
○鳥海　　亮（宇治・組合員へ移行）
○山井　嘉文（宮津・組合員へ移行）

第３号議案　�第44回通常総会議案審議　第１〜３号議案
承認の件

第４号議案　「趣味の会」助成額承認の件
第５号議案　支部連主催事業協賛依頼承認の件

【報告事項】
（総務部門）
総務委員会

①行事予定・組合PR一覧
②第44回通常総会　スケジュール、会場レイアウト
　役割分担、ご来賓・PR実施企業リスト

広報委員会
　「京税協」発行状況報告
地区連絡委員会

①９月29日（木）両丹懇談会開催について
②10月11日（火）新入組合員・賛助会員オリエンテーショ

ン開催について
③11月２日（水）全税共VIP君・ランちゃんゴルフコンペ

開催について
その他

①１月14日（木）和歌山県・滋賀県税協との業務推進会
議開催報告

②叙勲報告
③熊本地震義援金報告（日税協連・チャリティ寄託）

（保険部門）
共通
　平成28年度保有契約還元金について
保険第一委員会（大同生命）

①５月19日（木）優秀営業社員表彰式祝賀パーティー開
催報告

②大同保険推進協議会（４税協）実務者会議（５月26日）
開催報告及び協議会（８月31日）開催要領について

③９月16日（金）定例研修会開催要領
④９月28日（水）営業職員ランチミーティング開催要領
⑤紹介税理士合同研修会開催要領
⑥中退共申し込み手続きの一部変更について

保険第二委員会（全税共ほか）
①６月23日（木）京都地区参加生保全税共業務推進会議

開催報告及び各生保との個別業推・表敬訪問日程
②８月２日（火）日本生命税理士VIP代理店推進協議会開

催について
③Z1（代理店推進）・Z2（代理店挙績）キャンペーンに

ついて
④小規模企業共済・倒産防止共済　表彰報告

（事業部門）
出版委員会
　委員会開催状況報告並びに税務便覧業者選定について
研修委員会
　各講座開催状況報告
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５・26 大同保険推進協議会実務者会議

６・１ 地区連絡小委員会（第45期予算について）

６・１ 支部定期総会出席（上京）

６・１ 支部定期総会祝電（福知山）

６・２ 事業委員会（第45期予算について）

６・２ 研修委員会（第45期予算と計画について）

６・２ 支部定期総会祝電（舞鶴）

６・２ 東京地方税理士協同組合　第54回通常総代会　出席
　於　横浜ベイシェラトンホテル

６・３ 支部定期総会出席（中京・左京・伏見・園部）

６・６ 支部定期総会祝電（宮津）

６・７ 支部定期総会出席（右京・宇治）

６・７ 支部定期総会祝電（峰山）

６・８ 支部定期総会出席（東山）

６・８ 研修・実務講座「はじめての相続税の計算と申告実務第４回」（全10回）
　講師：長尾美香先生　参加：52名

６・９ 保険第一委員会（第45期予算について）

６・９ 保険第二委員会（第45期予算について）

６・10 総務委員会（第44期決算準備）

６・11
　〜14

大同生命優秀代理店表彰旅行
　「タイ４日間の旅」

６・14 地区連絡小委員会（全税共ゴルフコンペについて）

６・15 研修・実務講座「はじめての相続税の計算と申告実務第５回」（全10回）
　講師：長尾美香先生　参加：52名

６・16 第27回両丹５支部親睦ゴルフコンペ
　於　瑞穂ゴルフ倶楽部

６・16 名古屋税理士協同組合　第49回通常総代会　出席
　於　名古屋東急ホテル

６・17 予算編成準備会（第45期予算について）

６・17 兵庫県西税理士協同組合第47回通常総会懇親会出席
　於　ホテル日航姫路

６・18 近畿青年税理士連盟京都支部第52回定期総会出席
　於　京都ホテルオークラ

６・20 近畿税理士会第52回定期総会懇親会出席
　於　帝国ホテル大阪

６・21 東海税理士協同組合第37回通常総代会出席
　於　四日市都ホテル

６・21 京都府中小企業団体中央会第61回通常総会出席
　於　京都ホテルオークラ

６・22 研修・実務講座「はじめての相続税の計算と申告実務第６回」（全10回）
　講師：長尾美香先生　参加：52名

６・22 新潟県税理士協同組合「創立50周年記念行事」出席
　於　朱鷺メッセ・ホテル日航新潟

６・23 全国税理士共栄会京都地区業務推進会議
　於　ウェスティン都ホテル京都

６・27 出版委員会（平成28年分税務便覧の作成について）

６・27
研修・短期講座「顧問先を守る！本当に怖い　労務問題の対
応ポイント」
　講師：福田秀樹先生　参加：246名（内ライブ配信：51名）

６・28 総会議案審理会

６・29 研修・実務講座「はじめての相続税の計算と申告実務第７回」（全10回）
　講師：長尾美香先生　参加：52名

６・29
埼玉県税理士協同組合第50期通常総代会及び埼玉税理士共栄
会第33期定期総会出席
　於　清水園

７・６ 研修・実務講座「はじめての相続税の計算と申告実務第８回」（全10回）
　講師：長尾美香先生　参加：52名

７・７ 研修・短期講座「最近の税制改正について〜実務上の注意点〜」
　講師：櫻井圭一先生　参加：149名

７・８ 期末本監査実施（組合・厚生会）

７・11 正副理事長会

７・11 出版委員会（税務便覧編集作業）

７・13 研修・実務講座「はじめての相続税の計算と申告実務第９回」（全10回）
　講師：長尾美香先生　参加：52名

７・14 常務理事会・理事会・厚生会役員会

７・19 出版委員会（税務便覧編集作業）

７・19
研修・短期講座「最近の税制改正について〜実務上の注意点
〜」　講師：櫻井圭一先生
　参加：43名　於　サンプラザ万助

７・20 伏見支部夏季意見交換会出席
　於　京都ホテルオークラ

７・20 研修・実務講座「はじめての相続税の計算と申告実務第10回」（全10回）
　講師：長尾美香先生　参加：52名

７・21 上京支部例会・意見交換会出席
　於　京都ブライトンホテル

７・22 ㈱日税ビジネスサービス第42回定時株主総会出席
　於　京王プラザホテル

７・25 出版委員会（税務便覧編集作業）

７・25 研修・短期講座「国際税務入門と外国税額控除」
　講師：前原啓二先生　参加：141名

７・26 広報委員会（第154号編集割付）

７・26 北陸税理士協同組合連合会第33回通常総会出席
　於　ホテル日航金沢

７・27 相談役会（厚生会共催）

８・２
研修・短期講座「今後の日本経済・企業はどう変わるのか？」
　講師：ニッセイ基礎研究所　専務理事　櫨浩一先生
　参加：128名

８・２ 日本生命税理士VIP登録代理店推進協議会

８・３ 出版委員会（税務便覧編集作業）

８・３ 神戸税理士協同組合第26回通常総代会懇親会出席
　於　ホテルオークラ神戸

８・４ 広報委員会（第154号ゲラ校正）

８・５ 正副理事長会

８・５ 第５回厚生会通常総会　第44回通常総会・懇親会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・６ 全国青年税理士連盟第49回京都大会
　於　京都ホテルオークラ

８・９ 広報委員会（第154号ゲラ再校正）

８・18 出版委員会（税務便覧校正作業）

８・23 研修・短期講座　財産評価に係る諸問題
講師：西脇則之先生　参加：221名（８月９日現在）

８・25 「京税協」第154号発行

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

平成28年
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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

京都市からのお知らせ
■事業所税について

◆概要
　事業所税は、都市環境の整備・改善に要する費用に充てるた
めの目的税で、一定規模以上の事業を営む法人又は個人に対し
て、事業所の床面積や従業者の給与総額によって課税されます。

項　　　目 資 産 割 従 業 者 割

納税義務者 事業を行う法人又は個人

課 税 標 準 事業所用家屋の床面積
（借受分を含む。）

従業者給与総額
（賞与を含み、退職金

は除く。）

税　　　率 １㎡につき600円 100分の0.25（0.25％）

税　　　額 事業所床面積×600円 従業者給与総額×0.25％

免　税　点
京都市内の合計事業所

床面積1,000㎡以下
（申告は、800㎡から必要）

京都市内の
合計従業者数100人以下

（申告は、80人から必要）

課税標準の
算 定 期 間

法人…事業年度
個人…１月１日～12月31日

納 付 方 法 申告納付

申告納付の
時　　　期

法人…事業年度終了の日から２箇月以内
個人…翌年の３月15日まで

期限内に申告納付してください！
①期限後の申告には、不申告加算金が課されます。

納付すべき税額×15％
（50万円を超える部分については５％を加算）
ただし、決定があるべきことを予知したものでないときは、
�納付すべき税額×５％�となります。

②納付が遅れますと、延滞金が課されます。
〜事業所用家屋の貸付状況等の申告について〜
　事業所用家屋を貸し付けている方で、次のような場合には申
告が必要です。

①１棟の事業所用家屋で貸付延べ床面積が500㎡以上の場合
②１借主に対する貸付面積が300㎡以上の場合
③�その他必要と認められる場合（事業所税の納税義務者に貸し
付けている場合等）

「事業所用家屋の貸付状況等の申告書」は、京都市ホームペー
ジからダウンロードできます。

◆申告書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
京都市市税事務所法人税務担当（事業所税担当）
TEL�075-213-5248
京都市事業所税のホームページアドレス
http://www.city.kyoto.lg.jp/menu1/category/4-3-4-0-0-0-0-0-0-0.html
（「事業所税申告の手引」も掲載しています。）


