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政治評論家
講　　　師　加
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	氏　プロフィール

現在、政治評論家として全国で講演しているほか、読売テレビ「そ
こまで言って委員会」に出演。
またインターネット番組「怒れるスリーメン」の司会などで活躍
している。
辛口コメントで有名。

　平成31年１月18日（金）京都ホテルオークラにおいて本
組合と京都府支部連合会との共催により新春講演会が開催
されました。
　「今年の国内政局と国際情勢」と題し、講師には加藤清
隆氏をお迎えし、ご講演いただきました。
　講演の概要は以下の通りです。
　まず、国内政局について今年行われる選挙を12年前の選
挙と比べてお話いただきました。亥年に行われる参議院選
挙のことを「亥

い

年
どし

選
せん

挙
きょ

」と呼ぶそうです。

1952年長崎市生まれ。
早稲田大学政経学部卒後、時事通信入り。主に政治部。
94年から３年間ワシントン特派員。
帰国後、官邸キャップ、政治部長、静岡総局長、解説委員長を歴任し、
2014年退社。

　特に参議院選挙の焦点、消費税増税、安部政権後の政権
の行方にも触れておられました。
　次に国際情勢について日韓関係、米中関係、米朝関係に
分けて現状を踏まえて具体的にお話いただきました。
　今年から激動の時代に入るとのお話で締め括られました。
　日本だけでなく、国際情勢を認識してこれからの日本は
どうすべきか考えさせていただく機会をいただきました。
� （広報委員　伊藤政宏）

京都税理士協同組合 開催日：令和元年８月７日（水）
会　場：ウェスティン都ホテル京都
第８回厚生会通常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。

第47回通常総会

❖新春講演会

講師　加藤 清隆 氏／政治評論家

平成31年
１月18日（金）日時 京都

ホテルオークラ場所

今年の国内政局と国際情勢
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　去る１月29日（火）ウェスティン都ホテル京都において
「全税共第33回全国統一キャンペーン」の優績営業職員表
彰式・祝賀パーティーが開催された。
　表彰式は午後４時、安井伸夫専務理事の司会により辰巳
修偉理事長の開式の挨拶から始まり、堀口裕弘副理事長に
よる経過報告に続いて、全国税理士共栄会等のご来賓の
方々より祝辞をいただいた。まず「VIP
大型総合保障制度」での「会長賞」「キ
ングオブキングス」をはじめ各賞に対し
ての表彰や記念撮影があり、続いて「雅
ファイブ」等の特別賞の受賞者への表彰
や記念撮影が行われ、中江嘉和副理事長
の閉会の挨拶をもって厳かな表彰式が閉
式となった。
　その後午後５時30分より笹井雅広保険
第二委員長の司会のもと、華やかな祝賀
パーティーが近藤明夫副理事長の挨拶で
開宴となった。
　第１部では、恒例のお楽しみ抽選会が
行われ、当選番号が読み上げられる度に
あちこちから大きな歓声があがった。
　そして第２部では、新施策のプレキャ
ンペーン特別賞の方を対象にした豪華な
賞品の特別抽選会も行われた。
　最後の第３部は、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、保険第二委員
会の委員の先導でステージ前の特設フロアではほとんどの
参加者がダンスを楽しんだ。そしてフィナーレは参加者全
員がトレインで大きな輪を作り、楽しい雰囲気のなか伊島
睦副理事長の閉宴の挨拶をもってお開きとなった。
� （広報委員　板倉義守）

【受賞者の方々】� （敬称略）
◎VIP大型総合保障制度（営業職員表彰）
会 長 賞 ☆

トリプルスター
☆☆� ジブラルタ生命保険株式会社� 京都支社� 平田　武司�

会 長 賞 ☆
シングルスター

� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 宮園　京子�
理 事 長 賞� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 石橋久美子� 他７名
金　　　　　賞� 明治安田生命保険相互会社� 京都支社� 川上　香里� 他８名
銀　　　　　賞� 日本生命保険相互会社� 京都支社� 井波三重子� 他７名
銅　　　　　賞� 住友生命保険相互会社� 京都支社� 髙木奈津子� 他80名
努　　力　　賞� 富国生命保険相互会社� 京都支社� 中山美千枝� 他36名
［特別賞］
キングオブキングス� ジブラルタ生命保険株式会社� 京都支社� 平田　武司�
� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 宮園　京子�
雅ファイブ（連続入賞）� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 完戸さえ子� 他25名
雅ファイブ特別賞（20年連続）� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 長嶋　陽子�
◎機関表彰
優 秀 機 関 賞� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 西大路営業所� 他16機関

◎支社表彰
─全税共施策─� � � �
優 秀 支 社 20� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� � 他１支社
─京税協施策─� � � �
優 秀 支 社 60� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� �
優 秀 支 社 10� 日本生命保険相互会社� 京都西支社� � 他２支社
◎年間表彰
全税共年間賞� 日本生命保険相互会社� 京都西支社� 山口由岐江�
� ジブラルタ生命保険株式会社� 京都支社� 平田　武司�
年 間 10 億 賞� ジブラルタ生命保険株式会社� 京都支社� 平田　武司� 他８名
年 間 ５ 億 賞� 日本生命保険相互会社� 京都西支社� 小島　三惠� 他11名
年 間 ３ 億 賞� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 完戸さえ子� 他６名
◎プレキャンペーン表彰
プレキャンペーン賞� 日本生命保険相互会社� 京都西支社� 山口由岐江� 他28名
プレキャンペーン特別賞� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 宮園　京子� 他７名

〈日時〉平成31年１月29日（火）　　〈場所〉ウェスティン都ホテル京都　瑞穂の間

全税共 第33回全国統一キャンペーン

優績営業職員表彰式・祝賀パーティー

会長賞トリプルスター（近畿で１位）平田様

会長賞シングルスター（近畿で３位）宮園様
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いざはじめての鎌倉へ
� 上京支所　鹿野幸裕

　「鎌倉・東京への旅」、今年も京税協
の親睦旅行のお知らせが届きました。
私自身、伊豆半島までは旅をしたことがありましたが、京
都から見てあと少し東へ進んだ鎌倉・湘南方面へは行った
ことがありません。テレビの旅企画などでもよく目にする
観光名所です。非常に興味がわきましたので、参加するこ
とにしました。
　新幹線小田原駅に到着後バスで移動します。サーフボー
ドを抱えたサーファーが行き交うなか、江ノ島、烏帽子岩を
眺めつつ昼食会場へ。KOTOWA鎌倉鶴ヶ岡会館で美味し
いコース料理をいただきました。ちょうどこの季節に旬を
むかえる地域特産のしらすや桜海老は白ワインに合います。
　ほろ酔い気分となりましたので、食後の自由時間を利用
し鎌倉散策へ。江ノ電に乗り、行きたい観光スポットのひ
とつでありました鎌倉大仏へ向かいます。江ノ電は約10分
おきに走っているのですが、車内は大勢の観光客で賑わっ
ています。路線図を見ますと鎌倉、稲村ヶ崎、江ノ島といっ
た駅名が並んでいます。誰もがサザンオールスターズを思
い浮かべますよね？（笑）
　鎌倉駅から３駅程度で最寄りの長谷駅に到着しました。
カフェ、おみやげ屋さんなどが立ち並ぶ中、10分ほど歩け
ば大仏さまのいらっしゃる高徳院です。さわやかな青空の
下の巨大な大仏の姿が圧巻です。静寂のなか荘厳にたたず
む奈良の大仏も素晴らしいですが、鎌倉の大仏も一味違っ
た開放的な印象を受けました。自由時間が少し残っていま
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したので、鶴岡八幡宮にお参りし、あっという間に鎌倉の
半日が終わりました。
　私は、京税協の親睦旅行には昨年の高知に続き２回目の
参加ですが、また来年も参加したくなる楽しい旅行でした。
最後になりましたが、入念に企画を考えていただき、多く
の先生方と親睦を深める機会を用意してくださった役員の
皆様には感謝申し上げます。ありがとうございました。

初めて旅行に参加して
� 宇治支所　坂　巧美

　今回、京都税理士協同組合の厚生事
業に初めて参加しました。鎌倉には一
度も行ったことがなかったので、前日は興奮してよく眠れ
ませんでした。
　当日は新幹線の中でビールの乾杯から始まり、その後は、
集合時間が８時と早かったせいか寝ておられる先生方が多
かったです。車内で雪の帽子を被った富士山を見ながら
ビールを飲む、という贅沢をしているうちに小田原駅に到
着しました。

　小田原駅からバスで相模湾沿いに走って昼食会場に向かう
道中は、渋滞していましたが、江ノ島電鉄の電車や鎌倉高校
前駅の写真を撮りながらバスガイドさんの楽しいお話を聞�
いていたので、退屈する間もなく昼食会場のKOTOWA�
鎌倉鶴ヶ岡会館に到着しました。
　地元の新鮮な食材を使った創作和フレンチということで
かなり期待していましたが、その期待以上に美味しかった
です。味は勿論ですが、見た目も華やかで一つ一つのお料
理が運ばれてくるたびに感動しました。
　食後は自由行動だったので、今回の旅で一番買いたいお
土産の「クルミッ子」を買って、鎌倉のお洒落なカフェで
先輩方とお茶をしました。
　その後、夕食会場のホテル椿山荘東京に移動しました。
都内とは思えない広い庭園の後ろに高層ビルが立ち並んで
いる光景はとても幻想的でした。
　今回、色々とお世話をしてく
ださった皆様、本当にありがと
うございました。来年も参加し
たいのでよろしくお願いいたし
ます。

Kamakura
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も内装も大変重厚感があり、大人になって来て改めて感慨
深いものとなりました。
　東京をゆっくり観光するのは今回が初めてでしたが、今
回のはとバスツアーは、都会の東京だけでなく、今も残る
江戸の町並みやこれから始まる新しい風景も見られ、大変
刺激的なものとなりました。また来年も楽しい旅行ができ
ればと思います。ありがとうございました。

はとバス観光ツアー
� 園部支所　山﨑美和

　２日目、はとバス観光ツアー。
　バスガイドさんの心地よい話声を聞
きながら、まずは東京タワーへ。東京タワーの色はインター
ナショナルオレンジという航空法で定められた立派なオレ
ンジだそうです。いわれてみると何だかその辺のオレンジ
とは少し違って見えるから不思議です。
　高さ150メートルのメインデッキまではエレベーターに
乗ると一瞬で到着しました。ここからは、360度都内を見
渡すことができ、六本木ヒルズやレインボーブリッジまで
しっかり見えました。
　その後、バスは愛宕山の男坂を通りすぎて虎ノ門ヒルズ、

はとバスツアーに�
参加して
� 左京支所　金子　彰

　今年の旅行は、「鎌倉・東京への旅（１
泊２日）」でした。２日とも晴天に恵まれ、１日目は、新
幹線で小田原駅まで行き、その後バスで相模湾の美しい海
岸線を右手に鎌倉へ向かいました。鎌倉では美味しい昼食
と市内の自由散策を楽しみました。
　２日目は観光組に参加しました。観光組は、はとバスを
貸し切り、東京観光をするというものでした。
　まず東京タワーに行き、東京の町並みを俯瞰した後、浅
草へ早めの昼食に行きました。牛鍋店でインスタ映えのす
る柔らかいお肉を鉄鍋で頂きました。浅草寺などレトロな
東京の下町を満喫しました。
　浅草から日の出桟橋までは、大きな観光船で隅田川を下
りました。川沿いに開発された風景を見ながらの船の旅は
爽快で、日の出桟橋からは、現在建設中の東京オリンピッ
ク選手村も見ることが出来ました。
　最後にはとバスツアーは国会議事堂に行きました。赤絨
毯の上を歩き、階段を何段も上り下りし、伊藤博文らの銅
像がある中央広間や衆議院本会議場を見学しました。外観

東京
４月16日月

Tokyo
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霞が関の官庁街、皇居正門石橋と、車窓から見る景色は壮
観でした。昼食は浅草の米久で牛鍋をいただきました。鉄
鍋に溢れんばかりのお肉は、やわらかくてお味も素晴らし
かったです。それから、浅草観音、仲見世散策、隅田川下
りと楽しいことがもり沢山でした。
　最後は国会議事堂です。普段テレビでは目にしていまし
たが実際に中に入ると、とても厳かな雰囲気でした。国会
議事堂を出る頃には、この旅行の終わりを感じて少し寂し
い気持ちになりました。
　毎回このような素晴らしい旅行を企画し、準備していた
だくことは本当に大変なことだと思います。役員・委員の
先生方、お世話してくださった方々に、心より御礼申し上
げます。楽しい時間をありがとうございました。

絶景かな富士の山
� 下京支所　酒井陽一

　美味しい食事と名門コースでのゴル
フを楽しみに、毎回のように京税協の旅行に参加しており
ます。今回は屈指の難コース「太平洋クラブ御殿場コース」
でのラウンドでもあり気合を入れてまいりました。
　当日はご紹介をいただいた東京地方税理士協同組合の先

生方のお出迎えを頂きご挨拶のなかで、「グリーンの奥に
着けると大変ですよ」とのありがたい忠告を受け、いざス
タート。
　１番ホール３パット、２番、３番も同じく。途中では４
パットまでする始末でお先真っ暗でした。昼食をはさんで
午後スタート。美人キャディーさんに励まされながら夢中
でプレーし迎えた17番、富士山ビューの絶景ホールで記念
撮影の後、ティーショットを放つとこれが何とピンに向
かって一直線。残念ながらカップインはなりませんでした
が、見事バーディ、最終の名物ホールもパーで上がること
ができました。終わってみたら山あり谷ありの絵に描いた
ようなダブルペリア向きのスコアがはまって優勝の栄誉を
いただくことができ喜んでおります。
　今回のように美しい富士山が見えることは年に３分の１
程度だと聞き天に感謝すると共に、和気あいあいと楽しい
ラウンドにお付き合いいただいた田中先生、髙瀬先生の両
先生にも改めて感謝申し上げます。最後になりましたが、
いつもながら素晴らしい企画をしていただいた先生方やス
タッフの皆様に御礼申し上げます。

成績表（上位３名）� （敬称略）

順　位 氏　名

優　勝 下京　酒井陽一

準優勝 宇治　髙瀬哲也

第３位 下京　吉田　貢

太平洋ク
ラブ

御殿場コー
ス
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　平成31年４月11日（木）京都税理士会館において第15回
会館建設記念講演がゴスペルシンガーの市岡裕子氏を講師
としてお迎えし「支え、励まし、与えることの喜び～自分
が変わると周りが変わる～」をテーマに開催されました。
　岡八朗さんの娘として、ご家族を通じての経験や、渡米
してのゴスペルとの出会い、それからの活動などをその
時々のおもいを交えてご講演されました。父、弟のアルコー
ル依存や、母のうつ病での自死など大変なお話でしたが、
自己の経験から子どもが育つために「一人の信頼できる大
人」がいかに大切であるか、岡八朗さんの晩年や、ボラン

ティア活動を通じていかに周りを支え、励ましていくかと
いったお話をいただきました。
　最後に声掛けの大切さを話され、女性の方に対して男性
は「愛してるよ」と言ってほしいと話されました。ちなみ
に、男性の方に対しては「すごいね」というと良いとのこと。
　そして、ジョン・ニュートンの「アメージング・グレー
ス」とチェンマイの子供たちに作られた歌「愛があなたを
待っている」の２曲を歌っていただきました。コンサート
の会場ではないにもかかわらず、すばらしい歌声で感動の
講演となりました。� （広報委員　人見真也）

 市岡 裕子 氏

日時：平成31年４月11日（木）
場所：京都税理士会館３階京税ホール
講師：ゴスペルシンガー

第 15 回	 会 館 建設記念講演
京都税理士会館

支え、励まし、
与えることの喜び
〜自分が変わると周りが変わる〜
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　京都税理士会館に於いて、名古屋・東海・北陸・
京都の各税協・税協連が一同に会し、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、今後のより充実した業務推進に向
けて、実りある会議となった。

　厚生会との共催により、フォーチュンガーデンキ
ョウトで開催された。
　出席者の自己紹介、今年度の業務推進・業績推移
の報告がなされた後、新年度施策が発表された。
　協議会終了後、同会場で懇親会が開催され、参加
者相互が親睦を深めた。

　辰巳修偉理事長以下８名の担当役員立会いのも
と、澤田眞司監事以下５名の監事による組合・厚生
会の中間監査が実施された。
　長時間にわたる厳正な監査がなされ、監査に基づ
く指摘がなされた。

　厚生会との共催により、相談役会が開催され２名
の相談役が出席した。
　担当副理事長より総務・保険・事業各部門報告が
それぞれなされた。

保険第一委員会
大同保険推進協議会実務者会議

保険第一委員会
大同生命との連絡協議会

中間監査

相談役会

３月19日火

４月８日月

２月12日火

２月21日木

 
 
 

事業資金のご相談は日本公庫へ！ 

お近くの支店に気軽にご相談ください。 

京都支店 TEL075-211-3230 

西陣支店 TEL075-462-6420 

舞鶴支店 TEL0773-75-2211 

日本政策金融公庫 国民生活事業は、

地域の皆さまをサポートします！ 

◆セーフティネット 

◆創業・第二創業 

◆ソーシャルビジネス 

◆海外展開 

◆事業承継 

◆事業再生 
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た いむ御麩
お

ふ

　お酒を呑みながら、美味しい料理に舌鼓を打ち、素敵な
乗務員さんや地元の方々と触れ合い、移り行く景色を楽し
み非日常を満喫しながら鉃分補給するってちょっと憧れま
せん？そんな旅が観光列車の旅です。
　「或る列車」。この列車は明治39年に当時の九州鉄道がア
メリカのブリル社に発注して作られた列車で、色々な事情
から活躍する機会がなかったので“幻の豪華客車”と言わ
れてきました。「鉄道模型の神様」と言われた原信太郎さ
んが作成したその模型を、原鉄道模型博物館で見た水戸岡
鋭治さんが、それを基に１/１のスケールで再生させたと
いうのが、今の「或る列車」です。約100年もの時を経て、
現代に蘇ったドラマチックな生い立ちに期待が高まり、

“私　これに乗りたい！”と思い立ち、約半年先の佐世保
～長崎間の列車を予約してしまいました。

　佐世保駅に入線してくる雄姿を見ると、金と黒、唐草模
様をあしらわれ、さすがに豪華絢

けん

爛
らん

（元々は四国を走って
いたディーゼルカーがシンデレラの魔法にかかったように、
こんなにも美しい姿に生まれ変わろうとは！）。そして、
内装も水戸岡さんがデザインした列車だけにあそび心があ

ちこちで垣間見られてとても質が高くおしゃれで楽しい！
そんなあんなで彼女（列車）もより磨きをかけられて魅力
的になり世の鉃を惑わしているのだと思うと納得。
　お食事も、ワイ
ン・ソフトドリン
ク飲み放題。しか
も、九州の職人さ
んがこの列車のた
めに特別に制作し
たオリジナルの器
で、メイド・イン・
九州の肉や魚、野菜を使った彩り豊かなお料理が提供され
ます。まず最初は小箱（３種類の季節の料理）とスープ、
次に旬のフルーツをたっ
ぷりと使ったスイーツ３
品、 そ し て ミ ニ ャ ル
ディーズ（お茶菓子）と
…アテンダントさんによ
り運ばれてきます（その
度におしゃべりandワイ
ン・水orお茶とフリード
リンクを要求し続けてい
た私。これぞまさしく呑
てつ！って感じ）。
　最後のミニャルディー
ズがでてくると、もう少
しで終着駅の長崎です。
外観・内装・おもてなし。
どれをとっても大満足で
したが、終着駅長崎でこの魔法から解き放たれ、また日常
生活へと戻っていかねばならないと思うと名残惜しいこと
この上なかったです。
　スイーツ、アルコール、鉃が大好きな人にお勧めの観光
列車ですよ。
　是非一度、ご乗車ください。
　52席の至福（西武鉄道）、黒松（京都丹後鉄道）、伊予物
語（JR四国）、La Malle de Bois（JR西日本）、しまかぜ（近
畿日本鉄道）、などなどまだまだご紹介したいのですが、
紙面の関係でまたいつの日かということにします。

〜御池麩屋町　京税協でほっこり〜

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！

観光列車　「或る列車」呑てつの旅
� 上京支所　波部　裕美
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　拙宅に子孫に語り継ぎたい「木」が３つあります。
　その一つが、写真（１）の通り仏
壇の奥に祭られた弥勒菩薩像と前
列に祭られた普賢菩薩像です。「弥
勒菩薩」は、来世ですべての人々
に安穏と幸せをもたらせてくれる
仏様といわれ、ここに来るまで死
後100年を要すると聞いています。
この、弥勒菩薩像をお祀りしたの
は、祖先の供養と子孫の繁栄を
祈ってのことです。
　「普賢菩薩像」は弥勒菩薩の世界への入り口に立ち、門
番の役目を果たしていると聞いています。
　この門にたどり着くまで50年を要し、さらに弥勒菩薩ま
で行くのに50年の歳月を要するといわれており、未知の世
界とはいえ奥深さを感じています。
　「弥勒菩薩像」「普賢菩薩像」は、平成３年に拙宅を新築
した際に切れ端となった「通し柱」と「大黒柱」の切れ端
で彫刻してもらったものです。
　２階への「通し柱」の太さは18cm角「大黒柱」は30cm
角の大きさです。当時、棟梁に切れ端の処分を聞いたとこ
ろ、焚物にするとのことでありました。「焚物はひと時の暖」
となるが、仏像を彫刻し、祭壇に安置すれば末代にまで手
を合わせてくれることとなる」と伝え棟梁に早々に持って
きてもらい、知人に頼んで２体の仏像に仕上げてもらった
ものです。
　毎朝のお供えと供養を妻が行ってくれていますが、仏像
からにじみ出る慈悲の世界を想像しながら手を合わせてい
ます。後日、和尚から大変良いお心がけだとお褒めの言葉
を頂戴したことが今も記憶に残っています。
　第２の木は写真（２）の通り１階廊下の天井にはめ込まれ
た「丸桁」です。
　この木は約60年生の「杉の丸太」で長さは約12m、元の

太さは直径55cm。拙宅
の山林に亡き父が植林し、
父とともに下草刈り、間
伐、枝打ちをして育てて
きた木です。自宅新築の
計画に当たって、この山

の木の中から１本、建物の中に組み込んでほしい、と棟梁
に談判し、直径70cm、高さ30mの原木を伐り出し「丸桁」
として使うことにしました。
　ご先祖から受け継いだ木を新築した我が家に組み込むこ
とで、ご先祖様への感謝の気持ちが伝わることを願って設
置しています。おかげさまで阪神淡路大震災、その後何回
となく襲ってきた台風にもびくともせず、しっかりと我が
家を支えてくれています。ちなみに木の根元部分は、棟梁
の好意で大きな花瓶の台座として客間に鎮座しています。
　第３の木は写真（３）
の通り、拙宅の庭に
高々と伸びた杉の木３
本（根元は２本）の事
です。
　65年前、父が生垣と
して植えたものの内、
現在もなぜか残してき
た木です。高さは２階
建ての屋根の２倍以上もあり30mに達しています。
　芯を止めず、手入れもしないまま放置していたためこの
ような姿となってしまいました。
　写真（４）のように近
年予想できない大雪や、
台風の到来により「倒
木」の恐れが出てきま
した。倒壊すれば大き
な被害が出ることは容
易に想定され、熟慮の
末「我が家」を守るた
めに材採する事としました。大型レッカー車、高所作業車
の搬入と今年の台風による山林被害の対応におわれ、作業
は31年まで持ち越しとなりましたが、材採した「木」は、
取り壊した母屋も、新築した我が家も今日まで見守ってく
れた感謝の気持ちを「モニュメント」として何かの形で残
しておこうと思案中です。
　「木３題」他人にとっては「くだらない話」であろうと
思いますが、自分の生きた証としてまた、いつか子供や孫
たちにはこの「木」への思いを語り継いでいきたいものと
思っています。

「木」３題�
福知山支所　熊内　輝夫

写真（1）

写真（2）

写真（3）

写真（4）
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　その出会い以来、何度もお世話にな
っているのですが、たくさんの魅力的
なメニューがある中で、特に私のおす
すめはローストビーフと熟成南の島豚
のステーキです。見た目にも綺麗なロ
ーストビーフにはソースはかかってお
らず、塩胡椒で食べるローストビーフ
で肉本来の味を楽しめる一品になって
おり、日によって違う部位を楽しむこ
とができます。熟成南の島豚のステー
キは、熟成されているからでしょうか、
焼いた豚肉とは思えないほどジューシ
ーで、脂の部分もあっさり甘く、初め
て食べたときに本当に驚いたことを今
でも思い出します。また季節に応じて
ソースなどが変わり、前回食べたとし
てもまた食べたくなる魅力があります。
　お肉のことしか書いておりませんが、
それもそのはず、このお店は伏見にあ
ります精肉の小売及び卸売の京都中勢
以さんがされているお店で、デザート
やコーヒーに至るまで肉に対してこだ
わり抜いたお店です。
　ぜひ一皿一皿に込められた肉に対す

るこだわりを感じてみてはいかがでし
ょうか。

　私が紹介するお店は、知恩院の近く
にあります「京都 中勢以  （にくづ
き）」さんです。
　私がこのお店に出会ったのは約３年
前にテレビの番組で取り上げられてい
たのがキッカケで、いつもは京都のお
店でも実際に行くことはほとんどあり
ませんが、このお店は不思議と行きた
くなりました。

　この店の隠れメニュー「ポークのビ
ール煮込みランチ」（1,600円）が絶品
です。
　私が初めて行ったのは、８～９年前
の夏頃で自宅（草津市）からサイクリ
ングで花折峠を越えて朽木村（現、高
島市）へ行く途中でした。国道367号
線（通称、鯖街道）は緑が豊かで夏で
も涼しく感じサイクリングには最高で

す。
　しかし食事をする
所が少なく、峠を越
えてからレストラン
を探していましたが、
なかなか見つからず、
漸く一軒家のレスト

ランの看板を見つけ即入店。
　当時、黒板に手描きで書いてある「ポ
ークのビール煮込みランチ」を食べま
した。
　分厚い豚肉が煮込まれているため、
口の中で溶けてしまうような食感で、
腹も減っていたこともあり今まで食べ
た料理の中で「最高」と感じたのでした。
　その後１～２年は夏にサイクリング
で寄った時に食べていたと思うのです
が、６～７年前（舞鶴の税理士さんの
元で仕事を始め、３年前に独立開業）
からは年に一度か二度、帰省の時に寄
る程度で、その間そのランチがメニュ
ーにないため、仕方なく他のランチを
食べていたのでした。
　今回、取材のために聞いたところ、
このランチは３日間ビールで煮込むた
め、その間提供できないし、常連客（京
都・大阪・大津からドライブの途中に
よるお客さん）の事前予約によりなく
なり次第終了でしたので、私の様な年
１回程度の客は知る由もなかったので
した。
　今回の取材のおかげで、事前予約し

て久しぶりに食べたランチは以前と同
じ味で大満足でした。夏はお客さんが
多いため常業時間が短くなるそうです。キッチン四季

舞鶴支所　竹原　正人

京都 中勢以

　　
にくづき

下京支所　宮本　照義

にくづき古
川
町

商
店
街

古
川
町

商
店
街

東
山
三
条

交
差
点

東
山
三
条

交
差
点 白

川
白
川

東
大
路
通

東
大
路
通

光照院光照院
華頂道華頂道

京都華頂大学京都華頂大学

知
恩
院

知
恩
院

市営地下鉄東西線東山駅市営地下鉄東西線東山駅

キッチン
四季

367

村井フィッシング
センター
村井フィッシング
センター

関西電力
栃生発電所
関西電力
栃生発電所

松泉寺松泉寺

至朽木至朽木

安
曇
川

安
曇
川

キッチン四季
〒520︲1425 高島市朽木栃生79-24
Ｔ Ｅ Ｌ　0740︲38︲2626
営業時間　11：30～19：00
　　　　　（夏季11：30～16：00）
定 休 日　月曜日・火曜日

京都 中勢以  （にくづき）
〒605︲0068 京都市東山区稲荷町北組573

Ｔ Ｅ Ｌ　075︲748︲1429
営業時間　11：30～15：00 ︵L.O. 14：00︶
　　　　　18：00～22：00 ︵L.O. 21：00︶
定 休 日　月曜日
　　　　　（祝祭日は営業、翌火曜日休み）

とっておきのお店飲食店に限定せず、なんでもOK─
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補償内容 補償（限度）額
ホールインワン・アルバトロス費用

ゴルフ中の賠償責任
ゴルファー自身の傷害
ゴルフ用品損害

100万円
1億円

1,000万円
32万円

万一の備えで安心プレイ

取扱代理店／全税共サービス　東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館４階  TEL03(5740)8364

年間12,000円で大きな補償

記念品購入費用や
ケガ、事故など幅広く補償

ホールインワン100万円保険
（団体ゴルファー保険）

保険料は
30％の
団体割引

引受保険会社／損害保険ジャパン日本興亜株式会社
お問い合わせ
お申込み先[ [

No.517
（2019年5月号）

経営者大型保険 （集団扱定期保険）
経営者に万一のことがあったとき、最高２億円の大型保障で企業を守ります。更に医療保障
を充実させたい方のために特約もご用意しています。

経営者保険総合プラン
働きざかりの経営者等の生涯保障や、役員・幹部社員の退職金準備等に活用できるよう、終
身保険、養老保険など多彩な商品をご用意しています。

経営者スーパープラン
ガンなどの生活習慣病保障に重点をおいた保険や高度先進医療保険、介護保険など様々な
ニーズに応える医療保険全般をご用意しています。

ＶＩＰ大型総合保障制度
充実した保障で税理士やその関与先を守ります

団体所得補償保険
無事故戻し20％。入院だけでなく、医師の指示に基づく自宅療養も
補償します。　　　　　　引受保険会社／損害保険ジャパン日本興亜株式会社

東京海上日動火災保険株式会社　　

団体長期障害所得補償保険
最長70歳まで長期にわたる就業障害時の収入を補償します。

引受保険会社／損害保険ジャパン日本興亜株式会社

新・団体医療保険
医療保険基本特約・疾病保険特約・傷害保険特約・がん保険特約等セット団体総合保険 
入院1日目から補償、日帰り入院も補償します。

引受保険会社／損害保険ジャパン日本興亜株式会社

保険料は30％の団体割引

保険料は30％の団体割引

保険料は30％の団体割引

このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または 引受保険会社までお問い合わせください。

●朝日生命 ●第一生命 ● 日本生命 ●ジブラルタ生命●メットライフ生命
●明治安田生命 ● エヌエヌ生命 ●住友生命 ●損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
●アフラック ●アクサ生命 ●富国生命 ●三井住友海上あいおい生命 ●オリックス生命

募集保険会社
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のってみた おりてみた

しました。さて当日、14時10分の上り３便に乗るため地下
鉄東西線の蹴上駅から徒歩5分にある「旧御所水道ポンプ
室前」へ集合時刻よりも少し早めに向かいました。青空が
見えているとはいえ、天気予報は雨。春とは思えない冷た
い風が吹くなか集合場所へ到
着すると、普段は入れない京
都市管理の敷地内に小さなテ
ントが建っており、寒さ対策
のコートを着せられそのテン
トの中で待機。
　そして時間になると疏水船
の紹介ビデオが流れ、とても
軽快なトークで案内をしてく
ださるガイドの男性が現れま
した。ポンプ室の説明などを
受けながら疏水べりへ。いよ
いよ乗船です。定員9名の小
さな船は最初こそゆっくり動き出しましたが、一番目のト
ンネル（第三トンネル）前で一気に加速し、予想以上のス
ピードに思わずのけぞってしまいました。どうやら、下り
便はこれほどのスピードではないらしいのですが、上り便
は疏水の流れに逆らって進むため、ある程度のスピードが
必要なのだそうです。
　疏水は水深が浅
く、また端にいく
ほど浅くなってい
るため操舵が大変
難しいらしいので
すが、ベテランの
船長さんが巧みな
舵さばきとスピー
ドコントロールで
約7.8キロのコースを安全に乗客を運んでくれます。
　一つ目のトンネルを抜けるとそこは御

みささぎ

陵です。そして御
陵にある第二トンネルを過ぎると、左右に民家や遊歩道な
どが見えてきます。桜が満開ならばきっと素晴らしい景色
なのでしょうが、残念ながら花はほぼ蕾の状態です。自分
の運のなさを少し残念に思いましたが、咲きならぶ鮮やか
な菜の花など、心癒される景色は他にもたくさんあります。
また、疏水べりの遊歩道を散歩中の人々と手を振り合い、
ガイドさんの楽しい説明を聞いていると、どんどん楽しさ
が増してきます。

　ある日の朝、母が「今から疏水の船に乗ってきます」と
言って外出していきました。
　「疏水の船？」「一

いち

之
の

舟
ふな

入
いり

のとこにある舟にでも乗って記
念撮影？」「いやいやあれは高瀬川よね…」なんて思いな
がら母を見送り、夕方帰ってきた母に詳しく聞くこともな
く、そのまま「疏水の船」のことは忘れてしまっていまし
た。
　そして数ヶ月後。この原稿を担当することになり、乗っ
たことがないものに乗りたいなぁと思ったものの、ピンと
くる乗り物が思い浮かびません。そのとき、ふと母が言っ
ていた船のことを思い出し母に聞いてみました。
　すると単に船で記念撮影をしたのではなく、乗船して大
津まで行ってきたというではないですか。
　京都に生まれ
育った人であれば、
皆、小学校で疏水
のことは習い子供
の頃から親しんで
きたと思いますが、
疏水を船が走って
いるのを見たこと
のあるかたは少な
いのではないでしょうか。「これだ！」と思いすぐにネッ
トで検索してみました。
　疏水の船とは、正式名称を「びわ湖疏水船」という、大
津↔蹴上間を運航する船のことで、数年間に及ぶ準備や試
験的運航などを経て、2018年の春から本格的に運航される
ようになった、まだそれほど知られていない観光船でした。
　早速、桜の頃を狙って予約をしようと思ったのですが、
予約サイト（WEB予約できます）を開いてびっくり。

　乗ってみようと
思った下り便（大
津→蹴上１日５便
乗船時間約55分）
は、ほとんど埋
まっています…。
　下り便をあきら
め上り便（蹴上→
大津１日４便乗船
時間約35分）に変
更し、4月に入っ
てすぐの日を予約

第三トンネル西口

蹴上　乗下船場

No.7

びわ湖
疏水船

蹴上
⇔

大津

蹴上乗下船場への案内板
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　そうこうしているうちに、
最後の第一トンネルへとやっ
てきました。
　このトンネルは2,436mもあ
り、トンネルの先はかすかな
点として見えるだけです。ネ
タバレになるので詳しくは説明しませんが、長いトンネル
でもまったく飽きない工夫がされていて、気が付けばトン
ネルを抜け大津に着いていました。

　大津の乗下船場
は京阪石山坂本線
の三井寺駅から徒
歩3分の大津閘

こう

門
もん

（門扉の開閉で推
移を調節するとこ
ろで、疏水版パナ
マ運河みたいなも
の）にあります。
数人のスタッフさんに出迎え
られ、一人ずつ順番に下船し
ます。下船後は今通ってきた
第一トンネルの所まで歩いて
いき、珍しい扉のことや入り
口に掲げられている伊藤博文
が揮毫した石の額（扁額）の
説明などを受けました。そし
て大津閘門にて閘門の見学を
して解散となりました。
　いつもの私ならば、このま
まさっさと帰ってしまうとこ
ろですが、「そういえば三井
寺っておいしいお団子があるのよね？」と、すぐ近くにあ
る長等山園城寺（三井寺）へお参りに行くことに。
　三井寺へは初めて行ったのですが、想像以上の広大な敷
地＆高低差に少し後悔しかけましたが、有名な力餅を買っ
て元気を取り戻し、なんとか最後までめげずに歩き、無事
帰途へつきました。

　びわ湖疏水船は、ハイシーズンの場合片道8,000円と少々
お高めですが、通常期の平日であれば、片道4,000円で乗
船できます。次回は是非55分の下り便に乗ってみたいと思
います。

広報委員　中元 亜紀

大津閘門

第一トンネル内第一トンネル東口

第一トンネル西口　遠くに見えるかすかな光

長等山園城寺（三井寺）

力餅

大津　乗下船場
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　今回は京都左京区にある春日上通／春日北通を紹介しま
す。
　京都に住んでおられる方でも春日上通／春日北通といっ
てもピンとこられない方も多いのではないでしょうか？
　春日上通／春日北通は丸太町通の一本北の東西の通りで、
川端通から東大路通までを春日上通、東大路通から金戒光
明寺の山門までを春日北通といいます。

　この通り名は元々丸太町通が平安京時代に「春日小路」
と呼ばれていたらしく、その一本北の通りにあたるためそ
の名残りと思われます。
　少しややこしいのが同じ京都市内の右京区の西院の辺り
に春日神社という神社があって、その前の南北の通りが春
日通（佐井通）と呼ばれているため勘違いされる方も多い
と思います。
　まず京阪京都線神宮丸太町駅の５番出口を出ると川端通

の春日上通の西端に出ます。
駅の案内には春日上通と記載
があります。
　出口５を出て春日上通を東
に進んでいくとノーベル賞受
賞で有名になった山中伸弥教
授が所長の京都大学iPS細胞
研究所（通称CiRA：サイラ）
があります。
　この場所で世界最先端のiPS細胞の研究が行われている
事を考えると京都いや日本の誇りですね。
　また少し進んで行くと北側には京都大学医学部附属病院
があります。

　この春日上通は川端通から東大路通まで北側はすべて京
都大学、京都大学医学部、京都大学医学部附属病院の建物
が立ち並んでいる通りで両側に歩道もあり広い道路です。
京大病院の前の通りと言えばほとんどの方がわかると思い
ますが春日上通ではわかりにくいですね。

　そして春日上通を東大路通ま
で来て交差点の道路標識を見る
とふとしたことに気が付きます。
標識を見ると「春日上通り」で
はなく「春日北通り」になって
います。
　そういえば町内の地図を見て
も確かに春日北通となっていま
すしGoogleMapを見ても春日北
通となっています???

　後で調べてわかったのですが、京都市の道路管理におけ
る正式な道路名称は春日上通ではなく川端通から金戒光明
寺山門まですべて春日北通で、春日上通というのは今では
通称の通り名のようです。ややこしいですね。（^^；）

春
日
上
通
／
春
日
北
通

広
報
委
員　

吉
田 　

貢
京都大学iPS細胞研究所

京都大学医学部附属病院

春日上通

川
端
通

東
大
路
通

春日北通

丸太町通

京大病院 聖護院 金戒光明寺
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　東大路通を通り過ぎてさらに東の方に進んでいくと、通
りの北側に八ツ橋で有名な「本家八ツ橋西尾」さんの本店
があります。

　その反対側の南側にこれまた有名な「聖護院八ツ橋総本
店」さんの本店があります。

　京都には数多くの八ツ橋屋さんがあって、お互いが本家
だ元祖だ発祥だとか様々な議論がありますが裁判沙汰にも
なっていますのでここでは割愛させていただきます（笑）
　この春日北通の突き当りには金戒光明寺、通称「黒谷」
がありましてこの春日北通は黒谷の参道だったわけですが、
その黒谷に筝の名手であり作曲家として有名だった八橋検
校（1614～1685）が葬られており、数多くの参拝客が訪れ
ていたようです。今でいうところのファンの多い芸能人み
たいだったのでしょうね。

　その参拝客を対象に筝の形（一説には橋の形）を模して
創られたのが最初の八ツ橋のようで、この地が八ツ橋発祥
の地である事だけは間違いないようです。
　もうすこし北に行くと北側に聖護院門跡が見えてきます。
　ここは本山修験宗の総本山でありこのあたりの地名とも
なっています。京野菜の聖護院大根もこのあたりで作られ
ていたようです。
　またこの奥には元弁護士で亡くなった中坊公平氏がオー
ナーだった老舗旅館「聖護院御殿荘」があり、数多くの修
学旅行生が宿泊して賑わっています。
　もう少し東に進むと今度は南側に交通安全で有名な須賀
神社があります。

　須賀神社は元々縁結びの神社として有名ですが、それだ
けではなく境内には社を分けて日本で唯一交通の神様であ
る久那斗神（クナドノカミ）が祀られられていることでも
有名で、数多くの人たちが交通安全祈願で参拝されていま
す。
　そして突き当りは浄土宗の大本山、金戒光明寺となりま
す。

　この金戒光明寺には幕末動乱の頃に京都の治安維持の為
に会津藩から1000名に及ぶ藩士がこの春日北通（黒谷参道）
を通って入洛してきました。その際には京都の治安悪化に
苦しんでいた人々がこの通りの両側に人垣となり大歓迎し
たようです。
　そんな歴史のある春日上通／春日北通、一度散策されて
みてはいかがでしょうか？聖護院門跡

須賀神社

金戒光明寺
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組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

１・26 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・29
全税共第33回全国統一キャンペーン
優績営業職員表彰式・祝賀パーティー
　於　ウェスティン都ホテル京都

１・31
研修・短期講座

「2019年の金融経済展望」
　講師：日本銀行京都支店長　鈴木純一氏
　参加：63名

２・１
群馬県税理士協同組合
全税共第33回全国統一キャンペーン
優績職員表彰式出席
　於　伊香保温泉「福一」

平成31年

理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第４回理事会
　平成30年度第４回理事会を３月29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48名　監事５名　相談役２名

【決議事項】
　次の第１号～４号各議案が承認可決された。
第１号議案　組合員・賛助会員加入承認の件
　個人10名、法人３社、賛助会員10名の加入を承認。承認の結
果、個人組合員は1,186名、法人組合員128社、出資金額8,016万円、
賛助会員418名、加入率は83.7％となった。
 （申込順・敬称略）

（個人組合員）
○藤本　和男（上京） ○中谷　　学（宇治）
○松村　一郎（上京） ○神野　裕一（下京）
○加山　季子（中京） ○汐見　礼子（宇治）
○小谷　太郎（右京） 〇田中　　暁（宇治）
〇石黒　健太（下京） 〇瀧本　和嗣（福知山）
（法人組合員）
○税理士法人ゆびすい京都支店（中京）
○税理士法人洛楽（東山）
〇藤友税理士法人（中京）
（賛助会員）
○笹尾　茂美（中京） ○桂　　孝雄（中京）
○松本　清嗣（右京） ○水口由季雄（中京）
○中本　　博（東山） ○今江　幸子（伏見）
○橋本　章子（中京） ○林　　由美（左京）
○前川　高志（下京） ○米谷　信幸（上京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○廣瀬　來三（中京・脱退【死亡】）
○大森　英彦（右京・脱退【死亡】）
○藤井　昶夫（東山・脱退【死亡】）
○藤本　和男（上京・脱退【組合員へ移行】）
○松村　一郎（上京・脱退【組合員へ移行】）
○神野　裕一（下京・脱退【組合員へ移行】）

第３号議案　�職員退職金規程一部変更案承認について

第４号議案　�５月17日（金）表彰式に係る理事の自己取引承認
について

【報告事項】
（事業部門）
事業委員会
　・平成30年分「税務便覧」販売実績報告

出版委員会
　・委員の一部交代について
研修委員会
　①講座開催実績並びに開催予定講座申込状況について
　②４月11日（木）第15回会館建設記念講演について
　③５月22日（水）府民・市民のための無料講座について

（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・役員改選スケジュール確認
　③２月13日（水）中間監査報告
　④ ４月１日（月）現在「組合員名簿」の発行・教育情報図書（税

務ハンドブック）配付について
　⑤ 日本税務研究センター支援会員「賛助会費」支払いについ

て
法規委員会
　・委員会開催報告
広報委員会
　・「京税協」第164号発行報告
地区連絡委員会
　・ ４月14日（日）～15日（月）組合旅行（鎌倉・東京方面）並

びに４月24日（水）大同ゴルフコンペ各申込状況報告

（保険部門）
保険委員会共通
　・保有契約還元金算出について
保険第一委員会
　① ３月19日（火） 大同保険推進協議会（４税協）実務者会議【京

都開催】開催報告
　② ４月８日（月） 連絡協議会開催について
　③ ５月17日（金） 優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー開催

について
　④ ５月31日（金） 優秀登録代理店・共済支社スタッフ表彰式

開催ついて
保険第二委員会
　① １月29日（火） 第33回全国統一キャンペーン優績営業職員

表彰式・祝賀パーティー開催報告並びに第34回全国統一
キャンペーン・プレキャンペーン開催について

　②代理店増強（Z1）・挙績推進（Z2）キャンペーン結果報告
　③小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーン実績報告
　④５月29日（水） 京都地区業務推進会議開催について

その他
　・一部保険商品の金融庁指導について

２・１
栃木県税理士協同組合
全税共第33回全国統一キャンペーン及び
栃税協平成30年度キャンペーン表彰式出席
　於　ホテルエピナール那須

２・４
長野県税理士協同組合
全税共第33回全国統一キャンペーン
優績営業職員表彰式出席
　於　ホテルブエナビスタ

２・５
研修・短期講座

「所得税の計算と申告の実務」
　講師：垣木英宏先生
　参加：127名
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２・７
埼玉県税理士協同組合
全税共第33回全国統一キャンペーン
生保優績営業職員感謝の集い出席
　於　ホテルニューオータニ

２・８
東京税理士協同組合
全税共第33回全国統一キャンペーン
表彰式及び祝賀パーティー出席
　於　ホテルニューオータニ

２・８
東京地方税理士協同組合
全税共第33回全国統一キャンペーン
優績営業職員表彰式・祝賀パーティー出席
　於　横浜ロイヤルパークホテル

２・８
茨城県税理士協同組合第33回全国統一キャンペーン
販売成績優秀者表彰式出席
　於　五浦観光ホテル「大観荘」

２・12 中間監査

２・13 保険第一小委員会（大同生命新年度施策について）

２・13
北海道税理士協同組合
全税共第33回全国統一キャンペーン
優績者表彰式並びに表彰祝賀パーティー出席
　於　京王プラザホテル札幌

２・18
全税共平成31年正副会長・業務推進委員・事務委託組
合責任者・事務局責任者・実務担当者連絡協議会出席
　於　帝国ホテル

２・21 相談役会
　於　室町和久傳

２・27 保険第二小委員会（プレキャンペーン実施について）

３・７ 第５回税協事務局連絡協議会出席
　於　ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

３・19 大同保険推進協議会実務者会議
　於　京都税理士会館

３・20 保険第一委員会（大同生命新年度施策について）

３・20 保険第二委員会（全税共第33回全国統一キャンペーン
優績営業職員表彰式・祝賀パーティー開催報告）

３・22 正副理事長会

３・22 研修委員会
（第47期及び第48期研修委員会の運営について）

３・25 地区連絡委員会（一泊旅行について）

３・27
研修・短期講座

「立ち止まってもう一度！納税猶予を確認」
　講師：岩下忠吾先生
　参加：164名（内ライブ配信９名）

３・29 常務理事会・理事会

３・29 厚生会役員会

４・５
研修・短期講座

「Q&Aでわかる平成31年度税制改正の実務」
　講師：宮森俊樹先生
　参加：195名（内ライブ配信７名）

４・５
東税協共栄会「経営者大型保障プラン」保有契約高１
兆円達成記念祝賀パーティー出席
　於　ホテルニューオータニ

４・８ 大同生命との連絡協議会
　於　フォーチュンガーデンキョウト

４・11
第15回会館建設記念講演「支え、励まし、与えること
の喜び～自分が変わると周りが変わる～」
　講師：ゴスペルシンガー　市岡裕子氏
　参加：58名

４・12
研修・職員研修講座

「給与計算に役立つ　社会保険・労働保険の基礎知識」
　講師：特定社会保険労務士　藤木高伸先生
　参加：78名

４・14
～15

親睦旅行・鎌倉・東京への旅
　参加：108名

４・18

研修・職員研修講座
「自分らしく活きる為のマナーレッスン～心と身体のコ
ミュニケーション・トレーニング～」
　講師：マナーモデリスト　豊福照水先生
　参加：31名

４・19 全税共事務委託組合事務局研修会出席
　於　帝国ホテル

４・23 広報委員会（第165号編集割付）

４・23 住友生命京都支社表敬訪問

４・24
第62回京税協・大同チャリティーゴルフコンペ

（厚生会共催）
　於　グランベール京都ゴルフ倶楽部
　参加：69名

４・25 総務小委員会（元帳確認作業）

４・25 日税協連　全国税協連絡協議会出席
　於　日本税理士会館

４・26

研修・職員研修講座
「登記簿（登記事項証明書）、議事録等の読み方～そこ
から見える、不動産登記・商業登記の基礎知識～」
　講師：司法書士　黒木孝太郎先生
　参加：72名

令和元年
５・８ 出版小委員会（2019年分税務便覧の方向性検討について）

５・８

研修・短期講座
「小規模宅地等の課税特例について～特に、平成30年・
平成31年の改正点を中心に～」
　講師：笹岡宏保先生
　参加：229名（内ライブ配信24名）

５・８

関東信越税理士協同組合連合会・関東信越税協連共済
会
総合事業保障プラン保有保険契約１兆円達成記念式典
及び記念祝賀会出席
　於　清水園

５・９
研修・実務講座

「法人税の基礎知識と計算の実務第１回」（全10回）
　講師：水野朝太郎先生
　参加：51名

５・10 広報委員会（第165号ゲラ校正）

５・13
研修・実務講座

「法人税の基礎知識と計算の実務第２回」（全10回）
　講師：水野朝太郎先生
　参加：51名

５・14 支部定期総会出席（下京）

５・15 広報委員会（第165号ゲラ再校正）

５・15

研修・短期講座
「最近の税務事例と資産税関連の平成31年度税制改正
～多様化する選択肢に実務家はどう向き合うべきか～」
　講師：白井一馬先生
　参加：235名（内ライブ配信44名）

５・17 正副理事長会
　於　ウェスティン都ホテル京都

５・17 大同生命優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー
　於　ウェスティン都ホテル京都

５・21 埼玉県税理士協同組合との協議会
　於　帝国ホテル

５・22

研修・府民・市民のための無料講座
「相続セミナー～失敗しない相続の進め方～
・相続を争続にしないためには・相続手続きの進め方
・相続大増税時代の相続税対策」
　講師：福島重典先生
　参加：84名（５月15日現在）

５・23
研修・実務講座

「法人税の基礎知識と計算の実務第３回」（全10回）
　講師：水野朝太郎先生
　参加：52名（５月15日現在）

５・24 東京税理士協同組合第58回通常総代会　懇親会出席
　於　京王プラザホテル

５・25 「京税協」第165号発行
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総務省・経済産業省・都道府県・市区町村

工業統計
キャラクター・
コウちゃん

２０１９年工業統計調査を実施します
○２０１９年工業統計調査は、従業者４人以上の全ての製造事業所を対象に、

２０１９年６月１日時点で実施します。
○工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的と

する政府の重要な調査で、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査で
す。

○調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための
基礎資料として利活用されます。

○調査票に御記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税の資料など）
に使用することは絶対にありません。

○調査の趣旨・必要性を御理解いただき、御回答をよろしくお願いいたしま
す。

詳細はこちらまで URL:http://www.pref.kyoto.jp/tokei/yearly/kogyo/kogyotop.html
お問い合わせは、京都府政策企画部企画統計課産業統計担当まで（電話 075-414-4509）

京都市からのお知らせ
■�償却資産（固定資産税）の調査に御協力を
　固定資産税は、土地・家屋のほか、償却資産（土地・家屋
以外の事業用の資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象
となるべき資産）についても課税されます。償却資産の価格
は、申告に基づいて決定しており、毎年１月１日現在所有す
る償却資産を申告していただく必要があります。
　京都市では、償却資産の申告が適正に行われているかを確
認するため、帳簿確認調査を実施しています。調査のため、
所得税・法人税申告書類や決算書類の開示又は写しの提出を
求める場合がありますので、御理解と御協力をよろしくお願
いいたします。
　なお、調査の結果に基づき、過年度分の課税内容を修正い
たします。

■�償却資産の申告には便利な「eLTAX」を
　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。
　詳しくはeLTAXホームページを御覧ください。
　➡　http://www.eltax.jp/　

〈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資産税課 償却資産担当
	 （TEL	075-213-5214）

２年間この16名のメンバーで委員会を年12回開催いたしました。楽しく紙面をつくることができました。
ありがとうございました。

〈編集後記〉
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