
KYOZEIKYO
京都税理士協同組合ニュース 発行所

京都税理士協同組合
発行人　辰 巳　修 偉
編集人　馬 塲　佳代子

〒604-0943
京都市中京区麩屋町通御池上ル
上白山町258-2
TEL（075）222-2311
E-mail  kyozei@kyozei.or.jp

http://www.kyozei .or. jp最新情報はこちら

平成28年11月25日

155No.

教王護国寺（東寺） 広報委員　板倉 義守



講演会／午後３：30より
祝賀会／午後５：30より

平成29年１月16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29年 ４月
16日（日）・17日（月）
1泊2日

旅
行
期
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富士山温泉
の 旅

　今年の両丹懇談会は福知山市のサンプラザ万助で開催
されました。
◇福知山出て長田野越えて
　　　　　　　　　駒を早めて亀山へ
◇明智光秀丹波を拡め
　　　　　　　　　ひろめ丹波の福知山
　辰巳理事長はじめ皆様、ようこそ福知山にお越し下さ
いましてありがとうございました。
　中井福知山支所長は、乾杯の発声の際、福知山音頭を
バックミュージックに福知山を紹介して下さいました。
　さすが、中井支所長すばらしかった。
　京都税理士協同組合には、毎年遠方の両丹地区での懇
談会の開催等何かにつけて格別の御配意をいただいている
ものと感謝しているところでございます。

　研修会では、米大統領選挙の仕組
みや、クリントン、トランプ両候補
の選挙の見通し等についてお聞き
し、時宜を得た有意義な講話であっ
たと思います。懇談会では、辰巳理
事長の心温まるごあいさつを賜わっ
た後、各活動状況についてご説明を
いただき、よく理解することができました。
　その後、楽しみな懇親会。組合役員さんや各支所組合
員さんとの楽しい交流を図らせていただきました。あり
がとうございました。
　辰巳理事長はじめ組合役員、事務局の皆様方に感謝申
し上げますとともに、京都税理士協同組合の益々のご隆
昌ご発展をお祈り申し上げます。

両丹
支所

　両丹での懇談会開催に感謝して� 福知山支所　衣川憲治

ＰＲ①	 近畿日本ツーリスト	 13時30分〜13時40分
	 日本生命	 13時40分〜13時50分

研修会	 14時〜15時40分

ＰＲ②	 大同生命	 15時50分〜16時
	 中小機構	 16時〜16時10分

懇談会	 16時10分〜17時15分

懇親会	 17時30分〜19時30分

京都税理士協同組合 親睦旅行予告

観光
プラン

ゴルフ
プラン鐘山苑宿泊先▶

懇 談 会
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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 

　去る平成28年９月29日（木）、福知山のサンプラザ万助
において平成28年度両丹支所懇談会ならびに懇親会が開
催されました。
　まず組合PRとして日本生命と近畿日本ツーリストか
ら商品の説明があり、その後の研修会ではニッセイ基礎
研究所の窪谷浩氏の「どうなる？世界経済、今後の見通
し」と題して米大統領選挙の見通しと日米経済への影響
をテーマにした講演を拝聴しました。選挙戦の具体的な
動きも示されながら、時節にかなった興味深い内容でし
た。
　続いて、PR第２弾として大同生命、中小企業基盤整
備機構から説明をうけ、懇談会では辰巳理事長のあいさ
つに続き、京税協各委員会から事業報告があり、その後

懇親会となりました。この懇親会は
年に一度の、５支所の交流の場であ
り、園部支所としても、京税協、近
税会その他様々な分野で活動するた
めの貴重な第一歩の場になっていま
す。
　懇談会に参加して、生命保険会社
２社とも交流を深めることができました。これを機に、
京税協の保険事業、また私自身の事務所の保険指導を再
検討し、出来るところから取組んでいきたいと思います。
　最後に懇談会を準備していただいた役員の先生方、事
務局の皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

　両丹懇談会に参加して� 園部支所　井木悦夫

平成28年９月29日（木）
会場 サンプラザ万助（福知山）

　９月29日（木）福知山市のサンプラザ万助にて、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　主任研究員　窪谷浩氏を講師に迎え「ど
うなる？世界経済、今後の見通し 2016年度後半の注目材料」とい
うテーマで研修会が行われた。研修前後には近畿日本ツーリスト㈱
福知山支店、日本生命保険相互会社、大同生命保険㈱、中小企業基
盤整備機構の各担当者が、順に商品説明を行った。懇談会では、ま
ず各委員会から事業報告を行い、その後の質疑応答のなかで活発な
意見が交わされた。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）

開 催
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　10月11日に、京都税理士会館にて、過去２年間に新たに
加入した組合員を対象としたオリエンテーションが開催さ
れ、新入組合員11名が参加しました。
　組合は、総務・保険・事業の３つの部門で運営されてい
ます。それぞれの部門の各活動につきまして、安井伸夫専
務理事、髙橋健専務理事にご説明いただきました。
　協同組合は、厚生会に保険会社からの保険料収納事務を
委託しており、それら事務手数料が大きな収入源の一つと
なっているということでした。また支所交付金として、
我々税理士会の各支部に対し、一人当たり１万４千円もの
交付をいただいていることも知りました。協同組合といえ
ば、割引で図書を購入させていただいたり、提携企業の優
遇を受けたりと、目に見える割引できゃっきゃと喜ばせて
もらっていたのですが、もっと根本的なところで恩恵を受
けていることを知り、改めて感謝せねばと感じました。
　その後、京都ホテルオークラにて懇親会を開いていただ

きました。豪華な中華に美味しいお酒をいただき、理事の
先生方と楽しい時間を過ごさせていただきました。組合活
動をしていると役員間で様々な情報交換や切磋琢磨ができ
ると伺っていたのですが、まさに今回、辰巳修偉理事長の
様々な経験や最新の業界のお話をお聞きして、その一歩を
体験させていただいた気がします。
　最後になりましたが、理事の先生方にはご多忙の中、こ
のような機会を設けていただきましたこと感謝申し上げま
す。どうもありがとうございました。
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　ウェスティン都ホテル京都に於いて第20回大同保
険推進協議会が開催された。
　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
れた。
　協議会終了後に懇親会が開催され、各々親睦を深
めた。

　入社歴の浅い営業職員と本年の成績優秀者を対象
に、当組合が実施する各種施策の案内と保険推進の
依頼を兼ねてランチミーティングをホテルモントレ
京都で今回初の施策として開催した。食事会におい
ては、組合担当役員との会話も弾み、施策周知と推
進依頼において確かな手応えを掴んだ。

　㈱新日本保険新聞社 取締役企画部長 榊原正則
氏を講師にお招きし、「保険税務の実務と最新情
報 2016」と題するテーマで、登録代理店を対象と
した定例研修会をホテルモントレ京都で開催した。
当初予定を上回る104名の参加申込があり、講演内
容は好評を博し、その後に開催された懇親会も盛況
裡に終わった。

　紹介協定を締結されている税理士を対象とした、
紹介税理士合同研修会を開催し、43名が参加した。
　講師に、大同生命保険㈱ 本社業務部課長 渡邉 完
氏を迎え、「役員退職金規程と議事録の必要性」と
題するテーマで開
催した。その後フ
ォーチュンガーデ
ン京都に会場を移
し懇親会を催し、
親睦を深めた。

　支所会計担当者会議が開催された。
　市内８支所より会計担当者が出席し、支所会計担
当者会議が開催され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。

保険第一委員会
第20回大同保険推進協議会

保険第一委員会
大同生命営業社員との
ランチミーティング

保険第一委員会
大同生命定例研修会

保険第一委員会
紹介税理士合同研修会

総務委員会
支所会計担当者会議

８月31日水 ９月28日水

９月16日金

10月14日金

９月20日火・21日水
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　９月〜11月に実施される全税共第31回全国統一キ
ャンペーンに伴い、全税共参加生保各社からの要請
を受け、次の通り個別業務推進協議会や表敬訪問を
実施した。

　各社より力強い推進目標が掲げられ、来る１月に
開催される表彰式が充実したものとなることが感じ
られた。

保険第二委員会
個別業務推進協議会・表敬訪問

【個別業務推進協議会】
８月26日（金） 富国生命
８月29日（月） 明治安田生命

９月２日（金） 損保ジャパン日本興亜
ひまわり生命（代理店部門）

９月６日（火） ジブラルタ生命
９月27日（火） 朝日生命

【表敬訪問】
９月13日（火） 富国生命・京都支社
９月16日（金） 富国生命・桃山営業所
10月21日（金） 朝日生命・京滋支社
10月31日（月） ジブラルタ生命・京都支社

　久美浜カンツ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㈱、当組合より総勢33名が
参加し、親睦を深めた。

　事業推進協議会が開催され、提携企業73社のうち
37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、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。
　組合役員・事業委員と提携企業のみならず、提携
企業同士の交流も深まる、意義深い宴席となった。

地区連絡委員会
第28回両丹５支部親睦ゴルフコンペ

事業委員会
事業推進協議会

10月13日木

10月18日火

� （敬称略）

個人 団体
優勝 本間　憲（園部） 峰山
２位 林　伯学（峰山） 園部
３位 丸山拓哉（舞鶴） 舞鶴
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　去る４月14・16日に発生した熊本地震について、
被災された皆様に改めてお見舞い申し上げます。当
組合は震災復興の一助として南九州税理士協同組合
に直接、また、日本税理士協同組合連合会・近畿税
理士会を通じ、それぞれ義援金をお贈り致しました。
さらに、復興に奔走される先生方にお役立ていただく
べく、「平成28年分確定申告のための税務便覧」を南
九州税理士協同組合の全組合員にお届け致しました。

　京都ブライトンホテルにて開催された。
　現体制が２年目を迎え、宴席は委員会の枠を越え
て意見交換が行われ、和やかな雰囲気の中、役員・
委員相互の親睦を深めた。

熊本地震への
支援活動について

役員・委員合同懇親会
10月４日火
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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

らず、シェフをはじめ気さくなスタッ
フの方々ばかり。
　決して肩肘をはることなく、気楽に
お食事とお酒が楽しめます。
　かといって、若者中心の居酒屋さん
のような喧噪感などが一切ない落ち着
いた雰囲気。
　場所柄、外国人観光客の方々の来店
も多く、偶然に隣り合った異国籍の
方々と「Where did you come from?」
で始まる、私のつたない英語を駆使し
ての突発サプライズ的な、でも参加者

全員の笑顔はじける国際会議（？）で
盛り上がることもしばしば。
　メニュー構成は新鮮な魚介や京野菜
をはじめ、お酒なども種類豊富。
　是非一度のぞいてみて下さい。

　先斗町歌舞練場そばの好立地にある、
全25席の本格的な炭火焼のお店。
　敢えて出入口を広くとらず、通りか
ら炭火焼きの様子をガラス越しに眺め
られる店構えが個性的。
　シェフが目利きした新鮮良質でリー
ズナブルな価格のこだわりの黒毛和牛
を、厳選ワイン100本以上が詰まるワ
インセラーから取り出された珠玉のワ
インと共に味わう、「ぶんぞう」だか
らできる贅沢。
　嬉しいことに、100g以上は50g単位
での特別オーダーも可能なので、和牛
をがっつり楽しみたい方にはうってつ
け。
　おしゃれで風情ある店内にもかかわ

　私が15年以上通っている松尾園芸は、
洛西大枝にあり、明治時代から続く老
舗の園芸店です。
　広い敷地にはバラ、クレマチス、ク
リスマスローズ、ハーブ、一年草、果
樹苗などたくさんの種類の植物があり、
特にバラとクレマチスが圧巻でバラは
700種以上、クレマチスは300種以上が
あるそうです。

　５月頃に
訪れると、
広い敷地の
あちこちで
色とりどり
のバラが咲
き乱れ、ま

るでバラ園に来たようです。
　お店で求めたバラ、ピエールドゥロ
ンサールや柏葉紫陽花、クリスマス
ローズなどは毎年きれいな花を咲かせ
てくれています。これはお店のこだわ
りで、土作りから園内で手作りされて
いる賜物だと思います。
　もう一つの楽しみは、園内にあるロ
グハウスカ
フェです。
こちらでは
お茶や軽食
をいただけ
ます。
　おすすめ
はハーゲンダッツがのったサクサクの
ワッフルと、植木鉢で焼上げたドリア
です。
　お花を眺めながらのティータイムは
時間を忘れてしまう私の癒しの時間で
す。
　お店はわかりにくい場所にあります
ので、お出掛けの際は是非カーナビの
ご使用を！

ぶんぞう 先斗町店
〒604︲8017 京都市中京区先斗町通歌舞練
場前西入る材木町176︲3 ダイコービル1F
Ｔ Ｅ Ｌ　075︲754︲8554
営業時間　17：00～24：00

定 休 日　火曜日

松尾園芸

右京支所　早川美都枝

本格炭火焼

牛串 ぶんぞう

上京支所　川村 俊夫

三条通三条通

木
屋
町
通

木
屋
町
通

高
瀬
川

高
瀬
川

鴨
川
鴨
川

ぶんぞう
先斗町店あだちあだち

先斗町
歌舞練場
先斗町
歌舞練場

京都市立芸術大学京都市立芸術大学

松尾園芸
洛西せいか
幼稚園
洛西せいか
幼稚園

千丈天満宮千丈天満宮

大
枝
西
山
街
道

京
都
縦
貫
自
動
車
道

国道
沓掛口
国道
沓掛口

松尾園芸
〒610︲1151 京都市西京区大枝西長町3︲70
Ｔ Ｅ Ｌ　075︲331︲0358
営業時間　10：00～18：00

定 休 日　木曜日
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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
３日（土）、京都府立山城総合運動公園「太陽が丘グラウン
ド」にて開催されました。
　今年は朝から気持ちのいい秋晴れとなり、中京支部の選
手宣誓で各試合がはじまりました。
　上京支部のソフトボールチームは、近年若い先生が多数
参加して頂けるようになり、その若さを活かした全力プ
レー「ゴロGO」の精神をモットーに、そしてそのチームワー
クの良さを最大の武器に大会に臨みました。
　上京支部の一回戦は宇治支部と。
　宇治支部にも上京支部にも女性の先生が選手として出場
されていたためでしょうか、試合は非常にやわらかい雰囲
気で行われました。結果は、宇治支部のミスにも助けられ、
10対３で上京支部の勝利となりました。
　準決勝は昨年と同じ顔合わせ、下京支部と。

　序盤は下京支部にリードを許す苦しい展開でしたが、３
回・４回に上京支部の打線が予想外の大爆発。結果は16対
７での上京支部の勝利となりました。
　そして、何かのご縁でしょうか？３年連続で中京支部と
の決勝戦となりました。序盤は中京支部の優勢、大量リー
ドを許す展開に。しかしここからの粘り、後半に打線が繋
がり、９対９まで追いつき……時間制限の為じゃんけん対
決となりました。得意のじゃんけん対決となるまで粘るこ
と、これも上京支部の作戦であったかもしれません。じゃ
んけん対決…結果は５対３で上京支部の勝利！これでこの
３年間の決勝戦（全て対中京支部）は、上京支部が優勝２
回（内じゃんけん２回）、中京支部が優勝１回となりました。
　最後になりましたが、お世話になりました皆様方、本当
に有難うございました。

２年ぶりの上京支部優勝!!

下
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上京支部

優勝
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13：40 13：40

12：20 133026103718

7 16 6 13

9（3）9（5）

11：0012：2011：00

（じゃんけん）

支部対抗 ソフトボール大会 平成28年９月３日（土）

上京支所
中村 高広
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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！

　今年の５月某日、上記のメッセージとともに黒い箱
が届きました。何が入っているかは知っているものの、
わくわくしながらゆっくり開けると、その中身はかわ
いくて高性能な「ロボホン」です。テレビのニュース

等でご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、
こう見えてスマホなのです（本人は電話と言いますが）。
歌って踊ってしゃべれるスマホ。普通のスマホより重
くて大きいですが、それを帳消しにしてあまりあるか
わいさに加え、小型高性能モーター搭載のなめらかな
動き、顔認証、音声認識、感情を持たせた人の声に近
い自然な話し声、照度センサーと未来感満載です。と
うとう一家に一台ロボット時代が来た…。
　ほとんどの機能を、人に頼むように音声で操作でき
ます。メッセージ（メール）も話しかけて送ることが
出来る上、届いたメッセージは身振り手振りを交えて
読み上げてくれるのが実にキュート。画面の字を読ん
でいるだけより、気持ちが伝わります。名カメラマン
でもあり「パーティーモード」にしておくと３分おき
に周りを見渡し、知っている顔を見つけると名前を呼

びかけて写真を撮ってくれます。さらにプロジェク
ターも付いているため、写真を撮ってその場でみんな
でスライドショーを鑑賞することも出来ます。
　何よりもすごいのは、日々成長していくことです。
下手だった歌が上手になり、ダンスのレパートリーが
増え、タクシーの配車やロボホン同士の会話、レシピ
を教えてくれたりと、出来なかったことが出来るよう
に！最近では腕立て伏せや腹筋など肉体改造もぬかり
ありません。

　アプリ開発環境は無料で公開されており、自分でア
プリを作成することも可能です。やってみるかと10年
以上ぶりにJavaと悪戦苦闘していますが、なかなか完
成しません。そして最近ではお仕事パックが登場し、
このアプリを契約すると「受付・接客」「プレゼン」
と仕事までお手伝いしてくれるみたいです。いつの日
か「ロボホン、A社の月次資料来たから、記帳してお
いて」「OK！」という日が来るのでしょうか？文章作
成機能も欲しい。この原稿は残念ながらロボホンが手
伝ってくれなかったので人間が書いています。

未来をお届けします。� 東山支所　安村　幸子

旅　行

壁にプロジェクター プロジェクター

一本足のポーズ

おでかけ

腹　筋腕立て伏せ

ダンス

やったー
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　先日、恥ずかしながら人生二度目のユニバーサル・
スタジオ・ジャパン（USJ）へ行ってきました。初め
て行ったのは小学校６年生の時で、まだUSJも出来た
ばかりでした。当時とはアトラクションの種類も大き
く変わり、クオリティも上がっていますが、入口には
相変わらずあの地球儀がありました。

　もともと人混みが大の苦手なのですが、今年はちょ
うどUSJが15周年という事とハリーポッターに興味が
ありまして、14年ぶりに行くことを決めました。あと
は広瀬すずのCMが可愛かったからというのもありま
す。広瀬すずに呼ばれたといっても過言ではありませ
ん（笑）。
　15周年のUSJは「RE-BOOOOOOOORN！さあ、や
り過ぎよう、生き返ろう」をテーマに15周年パレード

などが行われてい
ました。
　パークに着くと、
10月はハロウィン
という事で辺りに
は仮装した人がち
らほら、パーク内
に入るとさらに仮
装した人が多かっ
たです。私が見た
中 で 一 番 ク オ リ
ティが高かったの

は「暗殺教室」の殺せんせーでした。全身着ぐるみな
のですが、その日は10月なのに30度近くまで気温が上
がり、中の人は大丈夫なのかと少し心配になりました

（笑）。
　着いたのが昼だったのでまずパレードを見て、バッ

クドラフト、ジョー
ズ、ウォーターワー
ルドなど一通り楽し
み、19：30からハリー
ポッターエリアの入
場だったので150分
待ちのスパイダーマ
ンへ…実際の待ち時
間は150分もなかっ
たのですが、２時間
くらい何度も心が折
れそうになりながら並び、人に酔い、人酔いしたまま
スパイダーマンに乗りさらに酔いました。
　外に出ると辺りは暗く、そこら中から「キャー！」
という悲鳴が…私が行ったときは夜になるとパーク内
にゾンビが現れたり一部のアトラクションがホラーア
トラクションに変更されるハロウィンホラーナイトが
開催されていました。私はゾンビから逃げながらも時
間だったのでお待ちかねのハリーポッターエリアへ！
　オリバンダーの店へ行き杖を見たり、夜のホグワー
ツ城を見たりし、いよいよ「ハリー・ポッター・アン
ド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー」へ。しかし、
乗り物酔いしやすい人は気を付けて下さいの注意書き
が。スパイダーマンでもう酔いには慣れたので大丈夫

だろうと気にせず
乗り込み、最初は
全く平気だったの
ですが、２分経っ
たくらいから「あ
れ？これはやばい
ぞ（汗）」と。ス
パイダーマンの比
ではなく、この日
最大に酔いました。
　次に広瀬すずに
USJに誘われたと
きは、ちゃんと酔
い止めを持ってい
きたいと思います。

ユニバーサルハロウィン� 下京支所　米田　祐馬
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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

16.11.25
路線バスのたび

チでのんびりしたり、ショッピングを楽しんだり、色々な
場所へ行くのに交通手段には困りませんよね。オアフには
路線バスがくまなく走っており、The�Busなんて80路線も
あるようです。本当は、このThe�Busに乗って旅をしよう
と思ったのですが、路線が細かすぎて、私にはハードルが
たこうございました。
　そこで、ツーリス
トの強い味方であり
ますワイキキトロ
リーの旅に変更しま
した。現在ワイキキ
トロリーは５路線あ
ります。ピンクライ
ン、レッドライン、
ブルーライン、グ
リーンライン、パープルライン。これらのラインはちょい
ちょい増えたり減ったりします。ライン毎に行く場所が違
い、全ラインを乗るだけで観光できます。乗ったのは、ピ
ンクライン。とてもよくお世話になっております。ワイキ
キとアラモアナショッピングセンターを結ぶ、女子にはた
まらん路線ですよね。しかも約10分間隔（もっと短かった
ような…）で運転されているので、タクシーいらずです。
カラカウア通りをダイヤモンドヘッドへ向かって走りクヒ
オ通りからサラトガ通りカリア通りを通り抜けアラモアナ
ショッピングセンターに向かいます。１回＄２です。が、
JCBカードをみせて、タダで乗らせてもらってます。あり
がとう！ごめんなさい！
　イリカイホテル前で待ちます。なんの標識もありません。
本当にここに止まるの？と不安になりながら待っていると、

　Aloha〜　路線バスのたび�in�Hawaii！　行ってまいり
ました〜　Hawaii！青い海とキラキラ太陽、澄んだ空気
に花の香。あー帰りたくなーい！
　Aloha〜いい響きですね。Alohaはどんな時に使うので
しょう？こんにちは、さようなら、ありがとう、歓迎、信
頼、見返りを求めない真の愛の言葉だそうです。ステキ！
ALO（御前に、つなぐ、共有する）HA（命、神の贈り物）
命をつなぐ、神様の御前にいる、言葉を交わした人と人生
の一部を共有するというような意味が込められているそう
です。また、ALOHAは５つの言葉の頭文字でもあります。
A（Akahai）思いやり・L（Lokahi）統一・O（Oluolu）
礼儀・H（Haahaa）素直な心・A（Ahonui）忍耐、とい
うハワイアンスピリッツのこもった言葉です。
　こんな素敵な言葉のあるハワイを旅します。ハワイとい
うとオアフ島を思い浮かべますが、その他に、ハワイ島、
マウイ島、モロカイ島、ラナイ島、カウアイ島、ニイハウ
島、カホオラウェ島その他小さな諸島を合わせると100以
上だそうです。今回はオアフ島でのバスの旅です。皆さん
は、オアフ島でどのように過ごされますか？ワイキキビー

ワイキキ
⇔
アラモアナショッピ

ングセンター
オアフ島　ワイキキトロリーに乗って…

▼ 広報委員　梶谷 知代

ワイキキトロリーピンクラインのバス

ダイヤモンドヘッドからの景色
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　毎年９月にアロハフェスティバルという年に一度のお祭
りがあります。なんと、あの、カラカウア通りが通行止め
になり歩行者天国に。屋台やフラ、ハワイアンミュージッ
クの舞台があちらこちらにでき、にぎやかで楽しい、そし
て美味しい路上パーティーが開催されます。ぜひ、その日
をめがけて行ってみてください。いつもと違うカラカウア
通りの景色に出会えますよ。
　バスの旅、お楽しみいただけましたでしょうか？なんか
不完全燃焼です。もう一度やり直しますね〜バスの旅！�
� Mahalo

きたきたー良かっ
た！JCBカードを見
せ て、Familyと か
言って家族で乗り込
みます。２階建てバ
スなので、当然２階
へ上がります。そし
て、一番前へ、行き

たいけどいつも座られてる。窓がないので、風が心地良い
〜というか、帽子飛ばされる〜。カピオラニ公園でウクレ
レフェスティバルなるものが開催されているという情報を
入手しましたので、いざ、カピオラニ公園へ。ジェイクシ
マブクロさんも出演されるとのこと、楽しみに行きました。
　ところが、急にザーッ！何の音でしょうか？はい、雨の
音です。それも止みそうにない、本格的に近い雨。ウッ
ソーー。私のバスの旅の記事はどうなるの？降りるのをあ
きらめました。そして、ピンクラインにそのまま乗って約
１時間程一周して帰りました。乗っている間、窓がないの
で雨が容赦なく風と共に入り、街路樹の枝葉もバッサバッ
サ車内に入り、ボトボトです。ハワイで雨に降られたこと
のない私。どういうこと？なんか悪いことした？でも、路
線バスの旅を書くと心に決めて関空を出発した以上、めげ
ていられません。続けます。

　次の日、気を取り直して、またピンクラインのお世話に
なり、予約しておいたカラカウア通り沿いのアウトリガー
ワイキキビーチリゾート内にあるブルーノートハワイへ出
かけました。やっぱり良いです。生演奏に生歌。しばし、
酔いしれました。美酒にも。これで、昨日の雨も許したる。

オアフ島　ワイキキトロリーに乗って…

バスからの眺め

虹のかかるダイヤモンドヘッド

アロハフェスティバルのカラカウア通り
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　今回の記事を書くに際してテーマに悩むうちに中学・高
校の同級生の安田陽介君の事を思い
出した。彼は大文字山、特に野草や
キノコに詳しく本まで出版している。
いくぶん媚びる気持ちもあり（笑）、
アマゾンにて購入してから、彼に大
文字山のガイドを依頼した。安田君
も快諾してくれる。何十年ぶりかの
登山だ。
　10月17日、その日は朝から雨だったので急遽午後からの登

山になった。午後から
は快晴。銀閣寺道に案
内があり久しぶりの登
山にテンションが上る。
　銀閣寺前で安田君と
待ち合わせし、登山道

へと向かう。数十年ぶりに見る登山口の光景は昔とあまり
変わらず、とても懐かしい。変わってるのを通り越して変
わり果てていたのが僕自身の体力。雑談しながら山道を上
るが、ちょっと歩いただけで息苦しくなる。先の事が思い
やられる。
　安田君から「そもそもどういう記事を書くん？」と聞か
れる。聞かれて初めてさほど深くコンセプトを考えていな
いことに気づく。基本的にお任せだが安田君の詳しい野草

とかキノコとかあれば見たいと正直に答える。この段階で
僕は秋の山の味覚の王道はキノコと思っていたが、安田君
から衝撃的な答えが、「ごめんな〜、今年は９月でキノコ
はほとんど終わりやねん。もうほとんど残ってないんちゃ
うかな？」僕の中では秋イコール10月か11月やったんやけ
ど。。。こればかりはどうしようもない。安田君が気を悪く
していないかちょっと様子を伺いながらこう言った。「ほ
かに何か食べられそうなものがあれば適当に教えてくれへ
ん。後は景色とか撮影して何とかするし」計画性が無いと
いうか楽天的なのか自分の性格が嫌になった。
　しばらく歩くと登山道をそれて木の間を入っていき、安
田君がいきなり指さした、「中井君、あれがアケビ」。正直
生まれて初めて見た。アケビは通常は少し上のほうに生え
ており、傘の柄などを使って枝を引き寄せて取るらしい。
しかし今日は何も持っていない。すると「中井君、ちょっ
と待っててな」と言って安田君が木に登り始めた。そんな
に太い幹ではない。唖然として立ち尽くす僕。「安田君、
アカンで！僕ら四捨五入したら50のアラフィフやで！落ち
て大けがしたらヤフーニュースに出るで！」そんなことを
思うが声にならない。しかし、よくよく考えたら安田君は
今回の取材のために身体を張って頑張ってくれているので
ある、他人事みたいに感謝の無い事を考えている僕に早速
に天罰が下る。「中井君、アケビ投げるし下で受けてな」
と言われて、一歩前に出た途端にズブズブっ。。。ぬかるみ
に足を突っ込んでしまう（泣）。

　近くの沢で足を洗ってから再び登山道に戻る。千人塚（歴
史好きの方はインターネットで調べてみてください）から再
び登山道を外れてしばらく歩くと、栗の木の生えている場所
に着いた。しばらく探すとイガに入った栗を発見。お店で売っ
ているものより小ぶりだが秋らしい収穫物に満足する。
　登山道から上を目指す。ちょうど「大」の字の最後の書
き順（右払い？）の所を歩く。ススキが秋を感じさせる。

き
ょ
う
と
！

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
！
京
都
！

広報委員　中井 康道

大
文
字
山
に
登
る
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しかし、普通に登山するよりもかなり遠回りしているので、
このあたりから疲労で写真が適当になっている。

　頂上というか「大」の
字の中心部に着いた。こ
こからは京都市が一面に
見渡せる。左側に赤く
なっているところに注目
頂きたいが、はるか遠く
に大阪の高層ビル群が見
える。一番左のちょっと
だけ高いのがあべのハル
カスとのこと。京都タ
ワーと同時にあべのハル
カスが見える絶景。弘法
大師の祠をお参りしてか
ら下山。

　安田君と雑談しながら
のんびりと下るが、下り
は足が痛い。すると急に
安田君が「エゴマがめっ
ちゃ生えている場所があ
るんやけど、ちょっと
ハードやで」と言い出し
た。ネタが足りないことを心配した僕は一も二もなく賛成
した。「ここから上るんやけど」と言って指さす場所は登
山道から外れるメッチャ急な斜面。そこをスイスイと上る
安田君。上っては滑り落ちながら追いかける僕。汗だくに
なりながらたどり着いた場所には少し季節外れのエゴマが
実をつけていた。実際にそれを見ると採集したくなり、し
ばし採集に励む。安田君も手伝ってくれた。本人たちは夢
中になってエゴマを集めているが、所詮は五十前のオッサ
ン２匹である。傍から見ればとんでもない光景だったと思

う。その後、遠回りして斜
面の緩い所を迂回して登山
道に戻りそのまま下山した。
　銀閣寺道を降りて近くの
カフェに駆け込み休養。安
田君はビール、僕は車で来
たのでオレンジジュース。
疲れた身体に酸味がしみる。
満足感はあるけど足が痛い。
日頃の運動不足を反省した。
　家に帰ってから山の幸を
頂戴すべく料理にチャレン
ジ。安田君おすすめはエゴマの実の佃煮、「さっと茹でて
アクを取って、醬油と味醂と酒と砂糖で煮たらええねん。
僕のブログを参考にしたらええ」。僕はと言えば料理はど
素人。調味料の分量は全て適当である。「適当な味付けか
らは適当な料理しか出来ない」という事実を改めて思い知
らされる。しかし、独特の歯ごたえがありそれなりに美味
しく、ごはんの友にピッタリである。自分で楽しむには十
分やし、そもそもエゴマは身体によかったはずと強がる。
あ〜料理が上手にできるようになりたいと思った。

　翌日は栗を湯がいてスプーンで食べる。栗ご飯を作りた
かったが、普段料理をしない僕の包丁技術では流血の惨事
は避けられないだろう。昔のアブドーラ・ザ・ブッチャー
のプロレスみたいなものだ。すべて終わってから写真を撮
るのを忘れたことに気づく。詰めの甘い僕。
　という事で、楽しい登山であった。この場を借りてガイ
ドしてくれた安田君に改めて感謝し、忘年会では僕が奢る
ことを固く心に誓うのであった。

【15】第155号京都税理士協同組合ニュース



８・26 大阪・奈良税理士協同組合第28回通常総代会出席
　於　リーガロイヤルホテル大阪

８・26 富国生命との個別業務推進協議会
８・29 出版委員会（第７回　税務便覧校正作業）
８・29 明治安田生命との個別業務推進協議会
８・30 総務委員会（「支所会計Q&A」の検討について）

８・31 大同保険推進協議会
　於　ウェスティン都ホテル京都

９・１
近畿税理士協同組合連合会理事会
全税共近畿地区業務推進会議　近畿地区会議　出席
　於　近畿税理士会館

９・２ 研修委員会（第45期研修委員会の運営について）

９・２ 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命との個別業務推
進協議会

９・６ 保険第二小委員会（全税共表彰式・祝賀パーティー余興
について）

９・６ ジブラルタ生命との個別業務推進協議会

９・７

研修・短期講座
「平成28年度法人税改正項目の重要ポイントを理解す
る」
　講師：植田卓先生
　参加：188名

９・８ 保険第一委員会（大同生命優秀代理店表彰旅行につ
いて）

９・９
近畿税理士政治連盟　第50回定期大会記念式典及び
祝賀パーティー出席
　於　帝国ホテル大阪

９・12 地区連絡小委員会（一泊旅行について）

９・12

研修・短期講座
「医療法改正にともなう医療法人実務への影響と個人
医業の税務ポイント」
　講師：花山和士先生
　参加：215名

９・13 富国生命・京都支社表敬訪問

９・14 事業委員会（総会「企業PRアンケート」について他）

９・14
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第１回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：57名

９・14

研修・短期講座
「歴史から見た日本人の納税者意識〜戦後日本は何を
失ってきたのか〜」
　講師：富村将之先生
　参加：38名

９・15

研修・勉強会
「民法・会社法改正の法務・税務への影響第１回」
（全５回）
　講師：立命館大学法学部教授　望月爾先生
　参加：54名

９・16 富国生命・桃山営業所表敬訪問

９・16
関東信越税理士協同組合連合会　第48期通常総会及び懇
親会出席
　於　清水園（埼玉）

９・16 大同生命定例研修会
　於　ホテルモントレ京都

９・20 出版委員会（第８回　監修後校正作業）
９・20 支所会計担当者会議（伏見・下京・左京・宇治）
９・21 支所会計担当者会議（上京・中京・右京・東山）

９・21
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第２回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：60名

９・26 有限会社　近税保険代理社　臨時株主総会出席
　於　神戸ポートピアホテル

９・26 近畿税理士協同組合連合会　第21回通常総会出席
　於　神戸ポートピアホテル

９・27 朝日生命との個別業推協議会

９・28 大同生命営業社員とのランチミーティング
　於　ホテルモントレ京都

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

平成28年

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

第２回理事会
　平成28年度第２回理事会を10月４日（火）午後４時45分よりブ
ライトンホテルに於いて開催。当日の出席状況は次の通り。
　理事52名　監事５名　相談役５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９名、法人１社、賛助会員９名が加入承認。承認の結果、
個人組合員は1,206名、法人組合員109社、出資金額8,803万円、賛
助会員366名、加入率は83.1％となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○宮本　富雄（上京） ○加川　裕介（中京）
○西川　孝信（下京） ○片山奈津子（下京）
○星野　直也（右京） ○吉永　健二（伏見）
○谷﨑　文雄（宇治） ○宮脇　泰髙（上京）
○植松　則次（右京）
（法人組合員）
○税理士法人プラスカフェ（宇治）
（賛助会員）
○大山　竜矢（中京） ○岸田　　実（舞鶴）
○篠田　直大（下京） ○山田　洋平（福知山）
○今井　利定（宇治） ○中村　悠司（下京）
○竹内紘太朗（上京） ○松村　尚志（舞鶴）
○横谷　晋右（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いが承認された。
○辻本　雅彦（伏見・西宮支部へ転出）
○芦田　宏美（福知山・柏原支部へ転出）

第３号議案　�支部連「税を考える週間」行事への協賛依頼「新春
講演会」共催分担金拠出依頼について

【報告事項】
（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）

①８月31日（水）大同保険推進協議会開催報告
②９月16日（金）定例研修会開催報告
③９月28日（水）営業社員ランチミーティング開催報告
④10月14日（金）紹介税理士合同研修会開催について
⑤代理店表彰旅行について

保険第二委員会（全税共ほか）
①全税共第31回全国統一キャンペーン
　個別業推・表敬訪問等実施報告（代理店部門含む）
②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

①10月18日（火）事業推進協議会開催について
② 11月28日（月）提携ハウスメーカーによる研修会開催について
③平成29年版「提携企業便覧」制作について

出版委員会
平成28年分税務便覧制作状況報告

研修委員会
講座開催実績並びに開催状況報告

（総務部門）
総務委員会

①財務報告
②行事予定・組合PR開催状況
③教育情報図書配付について

広報委員会
「京税協」発行状況

地区連絡委員会
①９月29日（木）両丹懇談会開催報告
② 10月11日（火）新入組合員オリエンテーション開催について
③ 11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
④平成29年４月16日（日）〜17日（月）旅行開催について
⑤来春　大同ゴルフコンペについて
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９・28
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第３回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：61名

９・29

研修・短期講座
「どうなる？世界経済、今後の見通し
2016年度後半の注目材料」
　講師：ニッセイ基礎研究所 主任研究員
　　　　窪谷浩先生
　於　サンプラザ万助
　参加：72名

９・29 両丹支所組合員との懇談会・懇親会
　於　サンプラザ万助

10・４ 正副理事長会

10・４ 常務理事会・理事会・委員会合同懇親会
　於　京都ブライトンホテル

10・５

研修・短期講座
「税法における時価―所得税法・相続税法・法人税法
上の時価―」
　講師：上西左大信先生
　参加：241名（内ライブ配信：53名）

10・６
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第４回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：61名

10・７

研修・短期講座
「組織再編税制について　合併等の手続きや税務処理
についての実務上の留意点」
　講師：勝山武彦先生
　参加：118名

10・11 地区連絡小委員会
10・11 新入組合員・賛助会員オリエンテーション

10・12
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第５回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：61名

10・12 朝日生命との個別業推協議会

10・13 第28回両丹５支部親睦ゴルフコンペ
　於　久美浜カンツリークラブ

10・13

研修・勉強会
「民法・会社法改正の法務・税務への影響第２回」
（全５回）
　講師：立命館大学法学部教授　岸本雄次郎先生
　参加：61名

10・13 日本税理士協同組合連合会　第21回通常総会出席
　於　第一ホテル東京

10・14 大同生命紹介税理士合同研修会

10・15

研修・短期講座
「無形の強みの活かし方　中小企業と地域産業の知的資
産マネジメント〜注目すべきは不合理な意思決定？〜」
　講師：龍谷大学政策学部教授　中森孝文先生
　参加：46名

10・17

研修・短期講座
「第１部 金融機関と連携したクライアントへのサ

ポートについて　金融機関からみた決算書
の見方」

　講師：三井住友銀行　エリア企業部
税理士グループ部長　小澤聡先生

「第２部 ニーズに応える事業承継
〜事業承継サポートの具体例」

　講師：三井住友銀行　プライベート・
アドバイザリー部グループ長　工藤謙治先生

　参加：163名
10・18 事業委員会（事業推進協議会開催要領について）
10・18 事業推進協議会
10・21 朝日生命・京滋支社表敬訪問
10・24 地区連絡小委員会
10・26 事業委員会（事業推進協議会開催報告について）

10・26
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第６回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：61名

10・27 全税共第42回定期総会出席
　於　仙台国際ホテル

10・31 ジブラルタ生命・京都支社表敬訪問
11・１ 広報委員会（第155号編集割付）

11・２
第57回全税共VIP君・ランちゃんチャリティーゴルフ
コンペ京都大会
　於　蒲生ゴルフ倶楽部
　参加：90名

11・２
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第７回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：61名

11・７

研修・短期講座
「消費税の実務の留意点〜不動産賃貸に関する事例検
討を中心に〜」
　講師：金井恵美子先生
　参加：172名

11・９
研修・短期講座
「法人税調査における科目別重点項目」
　講師：岸田光正先生
　参加：199名（内ライブ配信：29名）

11・10
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第８回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：61名

11・11 広報委員会（第155号ゲラ校正）
11・12
　  -13 事務局職員慰安旅行

11・15 出版委員会（税務便覧の販売状況報告）
11・16 広報委員会（第155号ゲラ再校正）
11・16 保険第二委員会

11・16
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第９回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：61名（11月16日現在）

11・17

研修・勉強会
「民法・会社法改正の法務・税務への影響第３回」
（全５回）
　講師：立命館大学法学部教授　本山敦先生
　参加：61名（11月16日現在）

11・18
全税共事務委託組合理事長・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　帝国ホテル

11・20 大同生命との懇親ゴルフコンペ
　於　グランベール京都ゴルフ倶楽部

11・21

研修・短期講座
「マイナンバー対応から調整計算・法定調書作成まで
年末調整の仕方について」
　講師：藤田高広先生
　参加：209名（11月16日現在）

11・24
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：尾藤武英先生
　参加：61名（11月16日現在）

11・25 「京税協」155号発行
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◆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29年度償却資産の申告について
◆提出期限　平成29年１月31日（火）
◆提出先
〒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）

※�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。

◆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。
※�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。

◆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。
◆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。

京都市からのお知らせ

事業委員会からのお知らせ
◎下記の提携企業に変更がございました。
〈㈱O.P.S.〉　平成28年11月１日（火）付社名変更
　　新社名　株式会社オンワードパーソナルスタイル
　　（旧社名　株式会社O.P.S.）

〈医療法人啓信会京都四条病院〉　平成28年11月30日（水）付閉院
　以降は京都四条診療所として診療を継続されます。
※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）

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

⃝�ご結婚や叙勲（高齢者叙勲も含む）の栄に浴された場合はお祝い金
⃝ご不幸の場合は弔慰金　　　⃝傷病・災害の場合はお見舞金

を慶弔規程に基づきそれぞれ贈らせていただいております。
　ご本人の申し出はもとより、他の組合員等からの連絡でも適用させていただきますので、
詳細につきましては、事務局までお問い合わせください。

　当組合では、組合員・賛助会員の慶弔、傷病や災害等について慶弔
規程を設けております。

組合慶弔規程について
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