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　８月５日の第42回通常総会には猛暑の中を多数のご来賓をお迎えし、組合員、賛助会員の皆様に
もご多忙の中をご出席いただき盛大に開催することが出来ました。
　アベノミクスによる経済効果や東京オリンピック開催決定により、日本経済も明るい兆しが感じ
られますが、我々税理士の関与先である中小企業は、依然として厳しい経営環境におかれています。
　しかしながら当組合は組合員、賛助会員の皆様をはじめ関係各位のご協力とご支援によって、当
期も予算と前期実績を上回る収益を上げることが出来ました。
　理事長として３期６年目を迎えることになりますが、43期は仕上げの年として、組合運営に工夫
を凝らし、全力で取り組んで参ります。
　前期において職員を増員し、事務局の体制も改善され、余裕をもって皆様に対応できると考えて
おります。会館建設に要した借入金も完済することが出来ましたので、今後は財務内容の改善に努
め、将来を見越した運営を行って参ります。
　組合の収益については、保険並びに共済事業は、景気好転も見込まれ順調に推移するものと考え
ております。当組合のオリジナル商品である税務便覧も税理士業務には不可欠のものであり、前期
実績は維持出来ると考えています。前期において若干収入が減少した百貨店及び斡旋手数料収入に
ついては原因を究明し、改善策を検討します。43期も相互扶助の精神に基づいた組合員、賛助会員
の為の組合運営を行って参ります。
　組合員、賛助会員への経済支援については、組合支所には教育情報事業費等として2,250万円を
予算化しており、業務推進費についても前期を上回る予算を計上しております。
　今期も組合員、賛助会員と関係各位のご支援とご協力をお願い申しあげます。
　結びに皆様方のご健勝とご多幸を祈念して、ご挨拶とさせていただきます。

理事長あいさつ 理事長　平澤　政治
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　８月５日（火）15時30分より、京都税理士協同組合厚生会
の第３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。司会の田中英文専務理事が開会を
宣し、平澤政治会長が挨拶を述べた後、議長に右京支所の
中江嘉和会員が選出された。

第１号議案　平成26年 5月期（平成25年 6月 1日から平成
26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
　安井伸夫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、南利憲監事が監査報告を行った。

第２号議案　平成27年 5月期（平成26年 6月 1日から平成
27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。
　最後に谷明憲副会長が閉会のことばを述べ総会は無事終
了した。

0000000000000000000
　続いて京都税理士協同組合の第42回通常総会が同会場で
開催された。開催に先立ち、都山流竹琳軒大師範の小山菁
山先生が奏でる尺八の調べとともに、司会の安井伸夫専務
理事が本年度中にご逝去された18名の組合員の名前を読み
上げ、全員が黙祷を捧げご冥福をお祈りした。
　平澤政治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右京支所の
中江嘉和組合員が議長となり以下の４議案が上程された。

第１号議案　第42期（平成25年 6月 1日から平成26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
　田中英文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、当期も予算と前期実績を
共に上回る収益を上げたこと、前期に引き続き東北税協を通
じ被災地の全税理士に「税務便覧」を無償配付したこと、
支所交付金総額2,250万円が交付されたこと等が報告された。
　財務報告後、監事５名を代表して宇佐美良夫監事が監査
報告を行った。

第２号議案　支所規約一部変更案承認の件
　坂部浩常務理事から、支所規約第13条を抹消したい旨が
述べられた。

第３号議案　第43期（平成26年 6月 1日から平成27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
　田中英文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。事業計画では変化する社会環境に
対処していくため、組合運営においても、よりきめの細か
い対応を行っていくとの決意が述べられた。

第４号議案　借入金最高限度額承認の件
　田中英文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、４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、大阪国税局総務部総務課税理士係長の赤津信雄
様はじめ５名の来賓代表より祝辞を頂戴した。
　最後に、太田克副理事長が閉会のことばを述べて総会は
無事終了した。 （広報委員　中元亜紀）

第42回　京都税理士協同組合　通常総会
第３回　京都税理士協同組合厚生会　通常総会
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　去る５月13日（火）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」
が午後５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、平澤政治理
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、田中英文専務理事の
経過報告の後、平澤理事長より、最優秀賞１名、優秀賞12名、
努力賞19名の受賞者に表彰状並びに副賞贈呈が行われた。
　最優秀賞の成瀬浩子様、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、 
小林丈志大同生命保険㈱京都支社長の謝辞の後、最後に 
辰巳修偉副理事長の閉会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
パーティーが開催された。太田克副理事長の開宴の挨拶に
より始まり、廣瀬伸彦相談役の乾杯、そして歓談の後、女
性２名によるマジシャンユニット「Amazing Cats」が華
やかで壮大なマジックショーを繰り広げ、出席者全員が舞

台に釘づけとなってショーを楽しんだ。
　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大きな歓声が上がり会場内
は大変盛り上がった。和やかな宴はあっという間に閉宴の
時間を迎え、最後に谷明憲副理事長の閉会の挨拶でお開き
となった。
 （広報委員長　馬塲佳代子）

 井上　啓子 干場ますよ 河内　良子
 寺井　惠子 米原　幸子 渡邉由利江
 平井　智子 齋藤永美子 野村　忠史
 藤原　典子 古沢　佳子 塩貝　誠子

 奥居　信子 花村　美香 関　　永子
 大村　和美 平方　一美 田中富美子
 井ノ口真里子 藤田　　緑 大銅裕紀子
 河合　紀子 三上由里子 八杉　亜土
 吉村　啓子 山内　裕子 平井　一郎
 小堂　道代 押尾由美子 谷岡　雅世
 糸井　高子

受賞者ご芳名 （敬称略）

成瀬　浩子

優秀賞

最優秀賞

努力賞

大同生命優秀営業社員表彰式・
 祝賀パーティー ５月13日（火）

ウェスティン
都ホテル京都
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地区連絡委員会
第23回両丹５支部親睦ゴルフコンペ

保険第一委員会
大同生命紹介代理店支所合同研修会

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

期末本監査実施

委員会合同慰労会

相談役会

　６月12日（木）宮津カントリークラブにおいて開催
された。両丹５支部と当組合からの参加を含め31名
が親睦を深めた。 （敬称略）

個　　人 団　　体
優　勝 関本　孝一（園部） 峰　　山
準優勝 林　　伯学（峰山） 園　　部
３　位 廣谷　倫成（峰山） 大同生命

　６月19日（木）京都税理士会館京税ホールにおいて
開催され、61名が参加した。
テーマ①「総合事業保障プランの取組み事例」
テーマ②「保険金の支払事例及び活用方法」
講　師　大同生命保険株式会社　京都支社
　　　　第二営業課長　中松　修一氏

　６月26日（木）ウェスティン都ホテル京都において
開催された。第29回全国統一キャンペーンに係る施
策等の紹介や業務推進について活発な意見が交わさ
れた。

　７月３日（木）平澤政治理事長以下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。
　南利憲監事以下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なされた。
　監査結果は８月５日（火）に開催された通常総会に
て組合は宇佐美良夫監事より、厚生会は南監事より
それぞれ報告がなされた。

　７月14日（月）京都ホテルオークラにおいて開催さ
れた。委員会の枠を超えた会話が飛び交う慰労会と
なった。

　厚生会との共催により、７月28日（月）に開催され
た。担当副理事長・専務理事より総務・保険・事業
各部門の報告がそれぞれ行われた。

６月12日木

６月19日木

６月26日木

７月３日木

７月14日月

７月28日月

本誌文章中、厚生会と記載のあるものは、
京都税理士協同組合厚生会を指す。
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　平成26年４月24日、幽明境を異にされた税理士、清水
久雄先生は、私廣瀬來三にとりましては、まさしく
「刎

ふん

頸
けい

の友」ともいうべき、私の人生88年にとって無
二の親友でした。生まれ年月も清水先生が大正15年１
月生まれで、私が大正14年11月生まれ、僅か２ヶ月違
いです。税理士登録後、知己を得たのが昭和39年６月、
京都青年税理士クラブ（現近畿青年税理士連盟京都支
部）が設立された38歳の壮年の頃でした。その時は私
が設立発起人代表となり、清水先生には発起人をお願
いし、後に近畿税理士会会長や日本税理士会連合会会
長を歴任された森金次郎先生にもお願いし、その設立
準備に尽力したのが昨日の事のように思い出されます。
　間もなくして、私が大阪市立天王寺商業学校の昭和
17年12月卒業で、同級の春田英男君（春田産業㈱取締

役社長・本社大阪市東成区大今里）が、同志社大学で
清水先生と同級との事が判明し、三人の会をつくって、
年に一、二度は飲み明かそう、語り明かそうと、その
席も以前から懇意で、時折お伺いしていた「先斗町の
お茶屋井雪、サロンいゆき」でとなり、永く続けてき
ましたが、馴染みの芸舞妓や女将、ママを交えてのお
茶屋遊びは、時の経つのを忘れる程に楽しく、帰宅が
午前様になる事もしばしばでした。
　そして特筆すべきは、昭和60年５月、近畿税理士会
副会長選挙（京都府下で一人の定数）が実施され、二
人の立候補があり、私は清水先生の支援者となって、
選挙事務所も「ヒロセビル」の空室を提供し、選挙運
動は公職選挙と違って戸別訪問も自由で、私は清水先
生に同道して殆どの会員のところへ投票依頼に訪ねま
した。結果得票は僅か一票の差で、「清水久雄」が当
選しました。その後やはり「痼り（シコリ）」が残り
会員間に嫌な気持ちがしばらくありましたが、清水先
生の持ち前の気性で、「シコリ」を打破して仲の良い
素晴らしい京都の税理士業界に戻った事は周知の事実
です。
　清水久雄先生―あなたは税理士として業界にはなく
てはならない存在でした。京都だけではなく、近畿税
理士会でも副会長、常務理事を歴任、京都税理士協同
組合では、第３代理事長として平成３年～平成11年、
８年間を在任され、その後も相談役として組合発展に
ご尽力されました。享年88歳、まことに残念でなりま
せん。
　謹んでご冥福をお祈りし、追悼といたします。

平成５年７月29日 第21回通常総会　写真前列中央が清水久雄先生

京税協 初代理事長・相談役

廣瀬　來三

清 水 久 雄 先 生 を 偲 ん で

平成６年５月14日 両丹懇談会　於 たかた荘
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　去る４月24日に大先輩の清水久雄先生が逝去されま
した。京都税理士協同組合の第３代理事長として４期
８年に渡り、組合発展のためにご尽力をいただきま
した。
　先生は人の気持ちがよく分かる方で、誰からも慕わ
れ広い交友関係を持っておられました。後輩税理士に
対する面倒見がよく、若い先生方からも大変人気があ
りました。
　先生は昭和60年の近畿税理士会役員選拳の副会長選
に立候浦され劇的な当選をされました。それから３期
６年近畿税理士会において存在感のある副会長として
会務に精励され、税理士制度発展と近畿税理士会のた
めに尽くされました。日本税理士会連合会の理事６期、
昭和55年の税理士法改正前の旧京都府支部の支部長を
２期など、日税連・近税会の要職を長年に渡って務め

られ、税理士会の重鎮として業界発展のために貢献さ
れました。
　先生は税理士としてのご功績により、平成３年に黄
授褒章、平成10年に勲五等双光旭日章を受章されてい
ます。
　私が先生と親しくさせていただくようになったのは、
京税協の理事長に就任され、私が専務理事としてお仕
えするようになった平成３年２月からでした。７年半
に渡り組合の運営全般においていろいろとご教示頂き
ました。組織の運営は組合に限らず、「人間関係が一
番大切や」とよく言っておられました。またそれを実
践され、常にバランス感覚を失うことなく物事の処理
をされていました。
　先生はお酒の大変好きな方で、特に和食で日本酒を
好まれていました。体調を壊されてからは１本の銚子
を「これは僕の酒や」と言って大切に飲んでおられた
のが、酒好きの先生らしく印象的でした。京都の花街
にも大変顔の広い方で、一緒に夜の街を歩いている時
でも、出会う芸舞妓が先生の顔を見ると必ず頭を下げ
て通り過ぎるのをよく見かけたものです。
　専務としてご一緒させていただき、ご指導頂いたこ
とを糧にこれからも組合発展のために微力を尽くして
参りますので見守って下さい。
　謹んでご冥福をお祈りいたします。

理事長　平澤　政治

清 水 久 雄 先 生 を 偲 ん で

平成18年10月31日 京税協総合事業保障プラン保有契約高
3000億円達成記念祝賀会　於 京都ホテルオークラ
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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！

　オフタイムの過ごし方を考えてみると、ゆっくりす
ること以外に紹介できそうな趣味もなく、何を書こう
か本当に悩みました。特にバックナンバーを見かえし
てみると、諸先生方の素晴らしいオフタイムの過ごし
方が掲載されていたために、さらなるプレッシャーで
悩み続けました。
　今回はオフタイムの過ごし方ではなく、オフタイム
を作り出すための努力について書いてみようと思いま
す。現在私は４人の子育て中です。母が働いていたこ
とと一人娘ということもあり、幼いころからしっかり
家事の分担がありました。母から言いつけられたこと
を少しでも早く済ませて遊びに出掛けようと、必死に
頑張りました。大学からは一人暮らし、結婚出産後も
家事との奮闘が続いています。ここで、私が実行して
いる家事の時短術をいくつか紹介させていただきます。
　ひとつは毎日の買い物でマイバスケットを使うこと
です。レジでスーパーのカゴからマイバスケットに移
していただいた後、そのまま持ち帰ることができるの
で、袋詰めの時間やレジ袋をたたんで収納する時間が
短縮されます。
　もうひとつは家電の活用です。中でも食器洗い乾燥
機を使い始めて、食器洗いにかかる時間がとても短く
なりました。子供の出産直前に家電量販店を歩いてい
て、ふと食器洗い乾燥機の前で立ち止まると、年配の
女性に話しかけられ
ました。その方は食
器洗い乾燥機をご自
分でお使いになって
とても便利なので、
出産を控えた娘さん
にプレゼントなさる
とのことでした。お
腹の大きい私を見て、
「あなたも買うべき

よ。」と薦めてくださいました。それを機に購入し、
今は二台目が活躍中です。
　最後に思い出の品の処分です。子供たちが保育園や
学校で作ってくる作品はとてもかわいいのですが、収
納スペースの問題やほこりの問題から、長らく置いて
おくことはとても難しいです。そこで、小さいものは
思い出箱に、大きいものは写真撮影後、作品集のデー
タファイルに記録して、現物は処分することにしまし
た。小学校卒業時の一番大きな思い出であるランドセ
ルは、写真撮
影後、「ラン
ドセルは海を
越えて」とい
うキャンペー
ンに参加し、
アフガニスタ
ンの子供たち
に送らせてもらいました。
　今回はオフタイムの過ごし方についてのお話ができ
ませんでしたが、何か熱中できる趣味を持って、紹介
できるようになりたいと思います。当面は趣味とは言
えませんが、子供達にせがまれて植えたプチトマトの
栽培を頑張ってみようと思います。

オフタイムの作り方 右京支所　李　元美
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　今さらですが、私は昭和40年１月17日に生まれまし
た。当時の日本は高度経済成長の真っ只中で、フラン
スの100倍の経済成長率で日本は突っ走っていました。
私が生まれる前年に東京オリンピックが開催され、そ
の後新幹線が開通し、万国博覧会が大阪で開催され、
巨人がV９を成し遂げ、「巨人・大鵬・卵焼き」とい
う言葉が当時の流行語でした。
　私の記憶では、生まれた頃は白黒テレビでした。ま
だまだ日本は経済成長の途中段階で、意外とまだ物が
なくて作り出されている途中でした。子供の頃は、す
ごろくやビー玉、缶けり、凧揚げ、原っぱで野球とか
ですから、今のように物が溢れ返り便利すぎる時代で
はなかったと思います。
　私事ですが、ロックミュージックも私が生まれた頃
からルーツと言われる名バンドが出現し始めました。
その代表格がビートルズでしょう。それ以外にもジミ
ヘンドリックスやローリングストーンズ、ディープ
パープル、レッドツェッペリンなど、たくさんの名バ
ンドが出てきました。当時のバンドは皆個性的で、今
聴いてもすばらしい曲がたくさんあります。
　そして平成時代に入り、バブル崩壊、ヒップホップ
ミュージック、パソコン、携帯電話、出会い系サイト、
セクハラ、就職難、派遣社員、ニート、格差社会など、
全く変わりました。なんで、こんなに変わってしまっ
たのでしょう？
　私は、昭和生まれですが、当時は昭和39年までは旧
人類、昭和40年以降は新人類とか言われており、私は
ぎりぎり新人類だと次世代の人間だと自負しておりま
したが、今となっては50歳前のオッサンです！（笑）
世の中に情報が溢れて便利になり過ぎ、企業も仕事の
大部分を機械やコンピュータに依存し、人間が不要に
なりリストラしまくり、デフレで経済も小さくなり、
人間社会はどんどん追い込まれているような気がし
ます。

　昭和時代の日本は「タテ社会・年功序列・終身雇用」
のいわゆる護送船団方式の国で、完全に社会主義でし
た。（世界の歴史上、社会主義で最も成功した例だそ
うです！）これが、平成時代のバブル以降は欧米の資
本主義社会への移行を余儀なくされました。人間も社
会もモノも流行も、変化の中で時代が進んでいると私
は思っています。たとえば、いいモノはクラシック音
楽のように残りますし、ただ流行に乗っかったモノは
たまごっちのようにどんどん進化の波に押しつぶされ
て新型に負けて消えてゆきます。
　昭和時代は戦後の貧乏な時代を経験したにもかかわ
らず経済大国になり、経済戦争に大勝利しましたが、
この勝利がいつまでも続かない事は平成時代という歴
史が証明してくれているのも事実です。
　私の大好きなハードロックミュージックも今は下火
ですが、これから逆襲して欲しいですね！

「昭和と平成」って 左京支所　清水　宏
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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

14.8.25
路線バスのたび

ドルの上にのせたものを食べてますので、指さしで注文は
可能です。僕は定番であろうカオ・ナー・ペッ（ダックの
煮込みのせごはん）を選びました。
　かかっているタレが少し甘めなのが僕の好みではありま
せんが、でもまあ悪くはないです。値段はスープ付きで35
バーツ（約110円）でした。

　さて、おなかも満足したので、
BRT乗り場に向かいます。
　自動販売機でチケットを買おう
かと思いましたが、僕が持ち歩い
ているラビットカード（バンコク
の交通ICカード）が使えるかど

うか尋ねたら、「dai ka」（大丈夫ですよ！）とのこと。
　このラビットカードがあれば、日本と同じように改札で
ICカードをピッ！とかざすだけです。
　あ、でもこれじゃバス代がいくらなのかわかりませんね。
あとで調べてみましょう。
　プラットフォームはエアコンが効いてて快適です。ほど
なくしてバスがやってきました。
　ほぼ満席の車内ですが運よく最前列に座ることができま
した。
　ちゃんとバス専用レーンが区切られており、これなら渋
滞と無縁で走行できそうです。

　でも10分ぐらい走って、
ラマ３世通りに入ると専用
レーンがなくなりました。
　どうも全区間に専用レー
ンが備わっているわけでは
ないようです。
　さて、どこかでぶらり途
中下車しようと思って、バ
ス停の表示を見てますと
「Wat Dokmai」という表

　この路線バスのシリーズは、いつも京都市内や京都近郊
のバスが多く取り上げられていますが、「路線バスという
くくりならば海外のバスでもいいですよ」とのお言葉を頂
戴しましたので、今回は趣向を変えてタイ・バンコクの路
線バスに乗ってまいりました。
　タイの路線バスというと、エアコンも窓もないおんぼろ
バスもたくさん走っていますが、僕のような一見の日本人
には難易度が高いので、バンコクにある先進的な都市交通
システムBRTに乗ってみようと思います。

　このBRTとはBus Rapid Transitの略で、バス専用道路
やバス専用レーンを設けて運行定時性の確保と大量輸送を
実現しようとするものです。このBRTはLRT（Light Rail 
Transit）よりも、安く、かつ容易に導入できるとあって、
世界中で注目されている新たな交通システムだそうです。
　バンコクのBRTは、オフィス街であるサトーンから少
し郊外のラチャプルックというところを結んでいます。

　それでは都心側の始発
点であるサトーンからス
タートしたいと思います。
　が、その前に腹ごしら
えをと思い、タイで最も
大きな銀行であるバンコ
ク銀行本店裏にあるララ
イサップ通りへ行ってみ

ましょう。
　このラライサップ通り
は、とても細い通りです
が、たくさんの食堂や雑
貨屋なんかがぎっしり並
んでいます。
　ちょうどお昼時とあっ
て、そんな細い通りにビ
ジネスマンやOLたちが
たくさん詰めかけ、まるで縁日のようなにぎわいです。
　そんなラライサップ通りの奥まったところにある食堂に
入ってみます。

　メニューは壁の
ボードにタイ語で
書いてあるのみで
さっぱりわかりま
せん。でも、ほと
んどの人は店先で
捌いているダック
を、ごはんかヌー

＝海外編＝

タイ・バンコ
ク

バンコクBRTのたび

路線図

ラマ３世通り

バス停 専用レーン

カオ・ナー・ペッ

ラビットカード

【10】 平成26年８月25日



バンコクBRTのたび
▼ 広報委員　縄 田 浩 昭

示が目に留まりました。
　以前、タイ語を勉強していたことがあるので、少しなら
ばわかります。
　Watは寺、Dokmaiは花。日本語に訳せば花の寺です。
　名前の美しさにひかれてバスを途中下車することにしま
した。

　でも降りたのはいいも
のの、花の寺はどこにあ
るんでしょう？
　駅員さんに尋ねてみる
と、「あそこですよ」
　指さした方向を見ると、
停留所のすぐそばにお寺
の屋根が見えました。
　ちなみにGoogle Map
でみるとこのあたりです。
　境内（？）に入ると派
手な体育館みたいな建物

があるだけで、とても花の寺なんて雰囲気はありません。
　御堂のまわりを蘭や蓮の花が咲き乱れている様を想像し
ていましたが、それはまったく自分勝手な思い込みだった
ことに気づきました。
　でもせっかくなので、お寺の中に入ってみましょう。

　お坊さんが一人ぽつんと座ってて、その座ってる前に鉢
がありましたので、100バーツ（約315円）のタンブン（徳
積）をしました。
　するとお坊さんはにっこり微笑んで、「そこに名前を書

いて願い事をしなさい」
…みたいなことをいいま
す。（たぶん）
　お坊さんがそこと指さ
すところには、石鹸みた
いな固形物がたくさんあ
り、よく見るとネズミや

らウサギやら動物の絵が描かれています。
　「ははーん、十二支か！」
　僕の干支である猿を選んで名前を書き、そして一応お願
い事をしました。
　再びバスに乗り込みま
す。
　乗客は僕一人だけでし
た。さっきは気づきませ
んでしたが車内にモニ
ターがあり、CMが流れ
てました。
　走り出してすぐにチャ
オプラヤ川を渡りました。
橋の上からはバンコク市
内のビル群が見えてなか
なかの景色です。
　しばらくすると終点ラ
チャプルックのバスター
ミナルに到着です。

　全行程、途中下車をしないとすれば30分ぐらいのようで
す。
　そうそう、バス代がいくらだったのかチェックしてみま
しょう。
　全線５バーツ（約16円）だったようです。

　食堂でのご飯代といい、この
バス代といい、ここバンコク庶
民の物価を知ることができたよ
うに思います。
　こうして外国で路線バスに乗
ると、その国のごく普通の場所
で、ごく普通の人の暮らしを垣
間見ることができて楽しいもの
だなあと感じました。

Wat Dokmai（花の寺）

切符販売機

チャオプラヤ川

バス停表示

Google Map
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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

　とても良心的なお値段なので、ぜひ
一度行ってみてください。

んでいます。もちろんテーブル席もあ
り、家族で晩御飯をいただくときは専
らこちらに陣取らせていただきます。
カウンターでシェフのお仕事ぶりを見
ながら、「まだかな？」と待つのも楽
しいでしょう。
　私のお気に
入りは、その
名も晩御飯セ
ット。洋食の
定番、ハンバーグ、エビフライとエビ
クリームコロッケが全部いただけます。
お箸で割ると中からクリームがとろっ
とあふれ出るコロッケがお勧めです。
少し酸味の効いたドレッシングで頂く
サラダも野菜好きにはうれしい限り。
野菜だけでは寂しいという肉食系の方
は、「生ハムプラス」も受付けてもら
えますのでご安心を。他にもフライや
照り焼きステーキ等いろいろあります
が、どれも優しい味つけです。あれも

これもと思ったら、コロッケ１つ
だけ追加とか我儘用のメニューも
あります。また、ランチタイムに
は、お手頃価格のメニューが揃っ
ています。
　あ、追加したスープ。大好きで、
写真を撮る前に飲みきってしまい
ました。　四条河原町、ゑり善ビル横の筋、裏

寺町通りを入り、１つ目の角を左に曲
がって道なりに行くと、洋食のお店、
辰五郎さんがあります。オーナーシェ
フと奥様のお二人で切り盛りされてい
るアットホームな洋食屋さんです。
　店の入口は細い路地の奥。ドアを開
けると優しい奥様の笑顔がお出迎え。
そしてカウンターと厨房の中のシェフ

が目に入ります。
カウンターの前
には、シェフの
お好みでミニカ
ーがズラッと並

　京阪伏見桃山駅から徒歩数分のとこ
ろに、とても美味しくておしゃれなう
どん屋さん「饂

う

の神
かみ

（三代目弁慶）」
があります。
　お店は町家風の落ち着いた雰囲気で、
カウンターとテーブル席の他に離れの
ような個室があり、そこから坪庭を望
むことができます。家族連れや仲間同
士はもちろん、女性一人でも気軽に入
れる雰囲気なので、最近は女性客も増
えてきているそうです。

　ランチはボリ
ュームがあって
メニューも豊富
です。いつもと

ちょっと違うおうどんが食べたい、ち
ょっと気の利いたランチをごちそうし
たい時などにぴったりです。店主こだ
わりの自家製だしはあっさりとしてい
て、外回りで疲れた体を癒してくれま
す。あんかけうどんやカレーうどんも
人気ですが、店主いわく「無添加の自
家製麺とだしのおいしさを十分味わっ
ていただくには冷たいおうどんがお勧
め」とのことです。
　夜は居酒屋風のスタイルで、お酒の
メニューも充実していて、酒蔵のまち
伏見の地酒もいろいろ愉しむことがで
きます。一品料理や冬にはおでんも登
場し、奥の座敷で鍋コースなど事務所
の飲み会でも利用できそうです。

おうどんや 三代目弁慶 
饂
う

の神
か み

〒612-8082　京都市伏見区両替町4-303
ＴＥＬ　075-622-2356
営業時間　11：30～14：30 LO
　　　　　17：30～22：30 LO
　　 ※日祝祭日　21：30 LO
定 休 日　水曜日

手づくりサラダと洋食の店
辰五郎
〒604-8042 京都市中京区新京極通四条上
る東入ル中之町569-2
ＴＥＬ　075-211-2862
営業時間　11：30～15：00
　　　　　18：00～21：00
定 休 日　木曜日

おうどんや 三代目弁慶
饂
う

の神
かみ

伏見支所　三好 三枝

手づくりサラダと洋食の店
辰五郎
下京支所　太田 晶子

おうどんや
三代目弁慶
饂の神

伏
見
桃
山
駅

伏
見
桃
山
駅

京
阪
電
鉄

京
阪
電
鉄

国
道
24
号
線

国
道
24
号
線

近
鉄
近
鉄

桃
山
御
陵
前
駅

桃
山
御
陵
前
駅

大手筋商店街大手筋商店街
銀行銀行

コンビニコンビニ

100円パーク100円パーク

裏
寺
町
通
り

裏
寺
町
通
り

ゑ
り
善
本
店

ゑ
り
善
本
店ホリーズカフェホリーズカフェ

河
原
町
通
り

河
原
町
通
り

辰五郎
手づくりサラダと
洋食の店

四条通り四条通り
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第１回理事会
　平成26年度第１回理事会を７月14日（月）午後３時30分
より開催。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～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12名、法人３社、賛助会員11名の加入を承認。承認
の結果、個人組合員は1,226名、法人組合員は88社、出資
金額9,665万円、賛助会員310名、加入率は82.5％となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○山元陽一郎（下京） ○阪口　正記（下京）
○金丸　武志（下京） ○木村　修詞（左京）
○井木登志雄（園部） ○大橋　誠一（下京）
○大江　敏邦（宇治） ○小島　靖子（上京）
○平野　　謙（宇治） ○村山　　謙（右京）
○瀧尻　将都（宇治） ○板澤　達夫（宇治）
（法人組合員）
○税理士法人山田アンドパートナーズ京都事務所（下京）
○WINDROSE税理士法人 京都（伏見）
○税理士法人大森会計事務所（右京）
（賛助会員）
○氏原　智香（上京） ○西本　順一（上京）
○森　　博康（下京） ○青山　尚也（中京）
○徳村　正章（伏見） ○岡田　悠克（上京）
○村田耕太郎（右京） ○飯田　真弓（左京）
○藤田　　徹（宇治） ○大森　英彦（右京）
○竹内　雄一（中京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○和田　繁雄（下京・草津支部へ転出）
○清水　久雄（上京・死亡）
○大橋　誠一（下京・組合員へ移行）
○山元陽一郎（下京・組合員へ移行）
○木村　修詞（左京・組合員へ移行）
○瀧尻　将都（宇治・組合員へ移行）
○井木登志雄（園部・組合員へ移行）

第３号議案
　第42回通常総会議案審議　第１～第４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】
（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
①５月13日（火） 優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー

開催報告
②６月16日（月） ７月11日（金）支所合同業務推進会議 

開催報告
③６月19日（木）紹介代理店合同研修会開催報告
④大同保険推進協議会実務者会議・協議会について
⑤平成26年度保有契約還元金の算出について
保険第二委員会（全税共ほか）
①６月26日（木） 京都地区参加生保全税共業務推進会議 

開催報告
②７月１日（火） 日本生命税理士VIP代理店推進協議会 

開催報告
③Z1・Z2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）
事業委員会
　提携企業の契約内容一部変更について
出版委員会
　委員会開催状況並びに税務便覧業者選定について
研修委員会
　各研修講座開催状況報告

（総務部門）
総務委員会
①組合行事日程
②第42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
③近畿税理士会設立50周年記念事業協賛の件
④PET受診助成金支給制度について
広報委員会
「京税協」発行状況並びに保管用バインダーの作成につ
いて
地区連絡委員会
９月５日（金）両丹懇談会開催要領について

京都大会
信楽カントリー倶楽部
杉山コース（キャディー・カート付）
滋賀県甲賀市信楽町畑55-1　☎0748-82-3711

（組合せ表並びに開催要領は、ご参加の先生に直接送付いたします。）
参 加 費 用　会費¥ 4,000（会費の一部をチャリティーに寄付させていただきます。）
プレーフィ　　約¥12,000《昼食代含む》
☆プレーフィ等は、各自ご精算ください。 お申し込みは10月22日（水）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26年
11月18日（火）

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52回 全税共 VIP君・ランちゃんチャリティーゴルフコンペ
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５・26
研修・実務講座「はじめての相続税申告・実務第
３回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：53名

５・27 事業小委員会（第43期予算案について）
６・２ 支部定期総会出席（上京）

６・２
研修・実務講座「はじめての相続税申告・実務第
４回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：53名

６・３ 地区連絡小委員会
（第43期予算について・総会議案書草案について）

６・３ 支部定期総会祝電（福知山）
６・４ 事業委員会（第43期予算案について）
６・４ 研修委員会（第43期研修部門の運営について）
６・４ 支部定期総会出席（宇治）
６・４ 支部定期総会祝電（宮津・舞鶴・峰山）
６・５ 支部定期総会出席（右京）

６・６ 支部定期総会出席
（中京・左京・東山・伏見・園部）

６・９
研修・実務講座「はじめての相続税申告・実務第
５回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：53名

６・９ 保険第二委員会（第42回通常総会の議案審理につ
いて・第43期予算と計画について）

６・９ 保険第一委員会（第42回通常総会の議案審理につ
いて・第43期予算と計画について）

６・10 正副理事長会

６・10 総務委員会
（第42期決算準備・役員との問題検討）

６・12
第23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
　参加：31名

６・16
研修・実務講座「はじめての相続税申告・実務第
６回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：53名

６・16 大同生命支所合同業務推進会議
（中京・下京・右京支所）

６・17 名古屋税理士協同組合第47回通常総代会出席
　於　名古屋東急ホテル

６・18 兵庫県西税理士協同組合第45回通常総会懇親会出席
　於　ホテル日航姫路

６・19 予算編成準備会
６・19 大同生命紹介代理店支所合同研修会

６・21 近畿青年税理士連盟京都支部第50回定期総会出席
　於　ホテルグランヴィア京都

６・23
研修・実務講座「はじめての相続税申告・実務第
７回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：53名

６・23 東海税理士協同組合　第35回通常総代会出席
　於　ホテルアソシア静岡

６・23 近畿税理士会第50回定期総会懇親会出席
　於　帝国ホテル大阪

６・24 四国税理士協同組合第39回通常総会出席
　於　ホテルクレメント徳島

６・24 出版委員会（平成26年分税務便覧の作成について）

６・26 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 大同保険推進協議会実務者会議
６・30 総会議案審理会

７・１
研修・短期講座「今後の日本経済の展望～アベノ
ミクスと消費税率引き上げ～」
　講師：ニッセイ基礎研究所 専務理事 櫨浩一先生
　参加：144名

７・１ 日本生命税理士VIP登録代理店推進協議会

７・３ 期末本監査実施（組合・厚生会）

７・７
研修・実務講座「はじめての相続税申告・実務第
８回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：53名

７・８ 正副理事長会
７・９ 下京支部関係役員等合同懇談会出席

７・９
研修・短期講座「不動産の価格は変えられる！　
～鑑定評価の活用法～」
　講師：不動産鑑定士　三宅純也先生
　参加：123名

７・10 出版委員会（平成26年分税務便覧編集作業）

７・11 大同生命支所合同業務推進会議
（上京・左京・東山・伏見・宇治支所）

７・14 常務理事会・理事会
７・14 厚生会役員会
７・14 役員委員合同慰労会

７・15
研修・実務講座「はじめての相続税申告・実務第
９回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：53名

７・17 出版委員会（平成26年分税務便覧編集作業）

７・18
㈱日税ビジネスサービス創立40周年記念式典・謝
恩パーティー出席
　於　ホテルニューオータニ

７・18 上京支部　例会・意見交換会出席
７・18 伏見支部　夏季意見交換会出席

７・22
研修・短期講座「平成26年度税制改正について～
中小企業の実務への影響～」
　講師：櫻井圭一先生
　参加：129名

７・22 北陸税理士協同組合連合会第31回通常総会出席
　於　ホテル日航金沢

７・23
研修・実務講座「はじめての相続税申告・実務第
10回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：53名

７・24 出版委員会（平成26年分税務便覧編集作業）
７・28 相談役会（厚生会共催）

７・28

研修・短期講座「平成26年度税制改正について～
中小企業の実務への影響～」
　於　サンプラザ万助（福知山市）
　講師：櫻井圭一先生
　参加：42名

７・30 広報委員会（第146号編集割付）
７・31 朝日生命との個別業推協議会
８・４ 出版委員会（平成26年分税務便覧編集作業）
８・５ 正副理事長会

８・５
第３回厚生会通常総会
第42回通常総会・懇親会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・６ 神戸税理士協同組合　第24回通常総代会出席
　於　ホテルオークラ神戸

８・８ 広報委員会（第146号ゲラ校正）
８・18 広報委員会（第146号ゲラ再校正）
８・19 出版委員会（平成26年分税務便覧校正作業）

８・19 埼玉県税理士協同組合との意見交換会
（全税共施策等について）

８・20
研修・短期講座「消費税率引上げ後の実務上の留
意点」
　講師：田部純一先生
　参加：149名（８月18日現在）

８・25 「京税協」第146号発行

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

平成26年
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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数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
（借受け分を含む。）

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か月以内
　　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％

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
京都市行財政局税務部法人税務課事業所税担当
TEL 075-213-5248
京都市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。）

事業委員会からのお知らせ
◎下記提携企業との契約が次の通り変更となりました。
平成26年６月４日（水）より変更
〈㈱メンバーズゴルフサービス〉

変更前 変更後
売買手数料 消費税は内税とする 消費税別とする
会員権代金が300万円以上の場合
①組合員紹介の関与先 会員権代金の３％ ２％
②組合員及びその家族 会員権代金の２％ 1.5％
会員権代金が300万円未満の場合
①組合員紹介の関与先 ９万円 ６万円
②組合員及びその家族 ４万５千円 変更なし

〈医療法人 財団 康生会　武田病院画像診断センター〉
変更前 変更後

・ガン検診PET―CTコース：
　101,850円（税込）

97,000円
（別途消費税）

・ガン検診エグゼクティブコース：
　154,350円（税込）

147,000円
（別途消費税）

※ ２回目以降は『継続割引』として１名様 
3,150円
上記契約料金より割引させて頂きます。

3,000円
（別途消費税）

※ 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）

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

075 (361) 1120
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　当組合では、全国税理士共栄会業務推進の基本施策で
ある「いち・いち運動」（年１回会員が１件の新規契約
を紹介する運動）を推進しており、組合員の先生方には
積極的に運動へご参加頂けるように「全税共関与先紹介
カード」を作成しております。
　関与先に保険の案件がございました際は、紹介カード
に必要事項をご記入頂き、組合事務局までFAX頂きま
すようお願い申し上げます。

☆紹介契約成立の場合
１件につき謝礼（5,000円）を贈呈

※ 「全税共関与先紹介カード」は、組合員向けダ
イレクトメールにて既にお届けしておりますが、
必要な場合は事務局までお申出ください。

　（TEL：075-222-2311）

「全税共関与先紹介カード」について

１ 「全税共関与先紹介カード」に必要事項をご
記入のうえ、組合事務局にFAX（075-222-
2355）にてご提出

２ 組合事務局は、紹介カードを「希望する保険
会社」に連絡

４ 組合は、紹介カードを集計し、全税共に結果
を報告

５
紹介カードを提出した組合員に謝礼を贈呈

３ 受け取った保険会社担当者は、募集活動終了
後、紹介カードに成立・不成立を記入のうえ、
組合事務局宛に報告

詳しくは同封のダイレクトメールにてご確認ください。
当組合では、PET受診が可能な下記医療機関と提携しております。

（洛和会音羽病院健診センター・武田病院画像診断センター）※当組合との提携であることをご予約の際お申し出ください。

助成金支給制度を次の通り変更いたします。
平成26年９月受診分から

申請方法
事後申請
⬇

事前申請+事後報告

平成27年１月受診分から
助成回数

組合事業年度（６月～翌５月）に１回
⬇

３年に１回

PET受診助成金支給制度の変更のお知らせ
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　上京税務署の面している一条通。この一条通は平安京の
一条大路にあたり、平安京の北端の通りでしたが、平安中
期以降は一条大路を越えて北へ市街地が拡大。街の北端の
大路という位置付け
は現在、その北側を
走る今出川通が果た
しており、現在は市
中心部では西行き一
方通行の狭い通りで
す。
　一条通というと、
堀川にかかる一条戻
橋があります。この
橋、かつての内裏の
鬼門方向ということ
もあってか、なんと
も伝説の多い橋です。
　その名の由来は、
延喜18年（918年）
12月、漢学者の三

み

善
よし

清
きよ

行
つら

の葬列がこの橋を通った際、父の
死を聞いて急ぎ帰ってきた熊野で修行中の清行の子浄

じょう

蔵
ぞう

が
棺にすがって泣き悲しみ、神仏に熱誠をこめて祈ると、雷
鳴とともに清行が一時生き返ったことに由来します（「撰
集抄」巻七）。

　戻橋は源頼光の四天王筆頭として剛勇で知られる渡辺綱
が鬼の腕を切った場所でもあります。綱が戻橋を通りか
かったときに美しい女性に出会ったところ、これは鬼が化
けた姿で綱の髪を掴んで愛宕山に飛んで行こうとします。
綱は名刀鬚

ひげ

切
きり

で掴んでいる鬼の腕を打ち落として難を逃れ
ます。持ち帰った腕を見た頼光は驚き、安倍晴明を呼び寄
せて意見を求めたところ「７日間封じ置くべし」と言われ
ます。綱に腕の監視を７日間命じたところ、６日目に綱の
伯母に化けた鬼に腕を取り返される、という話です。この
ときに腕を切って以来、鬚切は鬼切とその名を改めます
（「平家物語」剣巻）。なんか聞いたことのある話だなと思っ
ていたら、子どものころ、まんが日本むかしばなしで見た
「羅生門の鬼」とよく似ていました（当時怖い思いをしま
した）。これは戻橋であった説話の舞台を羅生門に変えた
ものだからだそうです。
　戻橋はその安倍
晴明が式神を隠し
ていた場所でもあ
ります。もともと
晴明は屋敷内に式
神を置いて使役し
ていたところ、晴
明の妻がその顔を
怖がって屋敷内にいることを嫌ったため戻橋の下の石棺に
封じたとのこと。有名な陰陽師も奥様には頭が上らなかっ
たのですね。
　東山の泉

せん

涌
にゅう

寺
じ

（皇室の菩提所）塔
たっ

頭
ちゅう

の戒
かい

光
こう

寺
じ

にある釈迦
如来像（高さ約10メートル）は、もともと戻橋にあったも
のです。戒光寺は鎌倉時代安貞２年（1228年）、後堀河天
皇の勅願所として猪熊八条に建立されましたが応仁の乱に
より堂舎を焼失し、本尊釈迦如来は兵火を逃れ仮に戻橋付
近に移されたものが、三条川東に移築された後、泉涌寺の
塔頭とされ現在に至ります。なお、堀川一条には現在も戒
光寺町の名が残っています。上京納税協会の辺りです。
　他にも、かつては出征する兵士が無事に帰還できるよう
験を担いでここを渡ったとか、その名前からも花嫁はこの
橋を渡ることを避けるとか。
　戻橋の名前も変わろうとしたことがありました。元和６
年（1620年）徳川秀忠の娘和子が後水尾天皇中宮として入
内する際に幕府が戻橋の名を嫌って「万年橋」と変えたと
ころ、定着することなく、戻橋の名は残ります。

　現在の橋は1997年に
架け替えられたもので
すが、先代の橋は、親
柱や木製欄干などを再
利用したミニチュア版
として晴明神社境内に
再現されています。
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上京税務署と一条通

一条戻橋

晴明神社

ミニチュア版一条戻橋

広報委員　市木 雅之
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