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小説家　　　真
ま

山
やま

 仁
じん

 氏　プロフィール 2010年	『プライド』（新潮社／新潮文庫）
2011年	『コラプティオ』（文藝春秋／文春文庫）
2013年	『黙示』（新潮社）
2013年	『グリード』（講談社／講談社文庫 ※『ハゲタカⅣ　グリード』に改題）
2014年	『そして、星の輝く夜がくる』（講談社）　　『売国』（文藝春秋）	
	 『ダブルギアリング 連鎖破綻』（角川文庫 ※香住究と共著）
2015年	『雨に泣いてる』（幻冬舎）	
	 『ハゲタカ外伝 スパイラル』（ダイヤモンド社）	
	 『当確師』（中央公論新社）
2016年	『海は見えるか』（幻冬舎）
2017年	『バラ色の未来』光文社

〈映画・ドラマ化〉
2007年	 NHK土曜ドラマ「ハゲタカ」2月7日～3月24日	
	 （原作『ハゲタカ』『バイアウト』）
2009年	 映画「ハゲタカ」6月6日公開（原作『レッドゾーン』）
2012年	 WOWOW連続ドラマＷ「マグマ」（原作『マグマ』）
2016年	 	テレビ東京六本木3丁目移転プロジェクト特別企画 ドラ

マスペシャル「巨悪は眠らせない 特捜検事の逆襲」10月
5日（原作『売国』）

〈著作〉
2004年	『ハゲタカ』（ダイヤモンド社／講談社文庫）
2005年	『虚像（メディア）の砦』（角川書店／講談社文庫）
2006年	『マグマ』（角川文庫）	
	 『バイアウト』（講談社／講談社文庫 ※『ハゲタカⅡ』に改題）
2008年	『ベイジン』（東洋経済新報社／幻冬舎文庫）
2009年	『レッドゾーン』（講談社／講談社文庫）

　１月16日（月）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。
　「～政治・経済・国際～　ハゲタカ視点で、世界と日本
の混迷を見通す」と題し、講師には真山 仁氏をお迎えし、
講演いただきました。
　講演の概要は以下の通りです。
　日本の経済・政治を正しく見るためには、海外のメディ
ア等グローバルな視点から見ることが大切であるとのこと
です。

ハゲタカ視点で、
世界と日本の混迷を見通す

講師　真山　仁 氏／小説家

日時 平成29年１月16日（月）
場所 京都ホテルオークラ

新春講演会
〜政治・経済・国際〜

　1962年大阪府生まれ。
　新聞記者、フリーライターを経て、2004年『ハゲタカ』でデビュー。
2007年に『ハゲタカ』『ハゲタカⅡ』を原作とするNHK土曜ドラ
マが放映され話題になる。地熱発電をテーマにした『マグマ』は
2012年にWOWOWでドラマ化された。
　「ハゲタカ」シリーズのほか、地検特捜部と宇宙開発を舞台に
した『売国』、日本の食と農業に斬り込んだ『黙示』、日本最強の
当選請負人が主人公、選挙の裏側にスポットを当てた『当確師』、
被災地の小学校を舞台にした連作短編集『そして、星の輝く夜が
くる』『海は見えるか』などがある。

　また、日本の中小企業では自社の職人の腕や特許等の強
みがあるので、これからはそれを世界中で活用できるチャ
ンスに結びつけることが大切であるとの話がありました。
　最後に「税理士として数字の行間を読むことで顧問先と
良い関係になれるよう京都より発信してほしい」という話
で締めくくられました。
　今まで点ばかり見ていたことを色々な角度から見ること
により、点から線に結びつけてチャンスに繋げることの大
切さを感じました。� （広報委員　伊藤政宏）
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　１月26日（木）ウェスティン都ホテル京都において「全税
共第31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、髙橋健専務理事によ

る経過報告に続いて、全国税理士共栄会等の来賓の方々よ
り祝辞をいただいた。まず「VIP大型総合保障制度」での
理事長賞、金賞、銀賞、銅賞、努力賞の表彰や記念撮影が
あり、続いて「雅ファイブ」「年金ゴールド賞」「優秀機関賞」
「優秀支社」「年間賞」の受賞者への表彰や記念撮影が行わ

れ、堀口裕弘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。
　休憩を挟んで午後５時40分、松村�
一郎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。
　パーティーでは、恒例のイエロー
ジャケッツによるライブが行われ、保
険第二委員会の委員の先導で参加者も
大ノリで、ステージ前の特設ダンスフ
ロアでは大勢がダンスを繰り広げた。
その後、これも恒例のお楽しみ抽選会
が行われ、当選番号が発表されるたび
にあちこちのテーブルから大きな歓声
があがった。
　そして最後は、お馴染みの全員参加
のトレインが会場いっぱいに連なり、
オールディーズのアンコールで大盛り
上がりの楽しい雰囲気のなか、中江嘉
和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）
理 事 長 賞� 朝日生命保険相互会社�京滋支社� 宮園　京子� 他14名
金　　　賞� ジブラルタ生命保険株式会社�京都支社� 奥村　　泰� 他５名
銀　　　賞� 朝日生命保険相互会社�京滋支社� 森本　京子� 他12名�
銅　　　賞� 日本生命保険相互会社�京都支社� 湯浅　潤子� 他67名
努　力　賞� 明治安田生命保険相互会社�京都支社� 大橋　裕子� 他30名
雅ファイブ
　（連続入賞）� 朝日生命保険相互会社�京滋支社� 宍戸さえ子� 他11名

◎全税共年金
年金ゴールド賞� 富国生命保険相互会社�京都支社� 平野　知子

◎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15機関

◎支社表彰
優秀支社50� 朝日生命保険相互会社�京滋支社� �
優秀支社20� 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�京都支社� �
優秀支社10� ジブラルタ生命保険株式会社�京都支社� �

◎年間賞
全税共年間賞� ジブラルタ生命保険株式会社�京都支社� 平田　武司
年間５億賞� ジブラルタ生命保険株式会社�京都支社� 平田　武司� 他11名
年間３億賞� 日本生命保険相互会社�京都支社� 橋本　茂子� 他８名

〈日時〉平成29年１月26日（木）　　〈場所〉ウェスティン都ホテル京都　瑞穂の間

全税共 第31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
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幸運の持ち主

上京支所　中元　亜紀
　去る４月16日・17日、京税協
主催の富士山温泉１泊２日の旅
に参加してきました。
　上京支所は、男性７名、女性

３名での参加です。
　ひかりのグリーン車で神奈川県の小田原へ行き、そこか
らは箱根駅伝のコースなどを通りながら静岡県へと観光バ
ス３台で大移動。
　お昼は芝生に囲まれた素敵なイタリアンレストラン「ミ
ュゼオ御殿場・タンタローバ」で、富士山を望みながらの
ランチです。春なのに上半分にしっかり雪化粧を残した富
士山は雄大でありながらも優美で、美しい景色に皆さんワ
インがすすんでいるようでした。
　お腹いっぱいの私達を乗せて次にバスが向かったのは富
士山本宮浅間大社です。
　バスから降りたところに富士宮名物の看板を発見！参拝
もそこそこにＭ先生に富士宮やきそばをご馳走になりまし
た。お腹いっぱいだったはずなんですけどね…（笑）
　その後山梨県へと入り、朝霧高原のパラグライダーや本
栖湖、精進湖などを車窓から眺め18時頃「ホテル鐘山苑」
へ到着しました。
　ホテル到着後は広大な庭園の中のお茶席でお薄をいただ
いた後、最上階の展望風呂へ。
　間近に富士山を見ながら浸かるインフィニティプールの

1日目

京都駅

ひかり 小田原駅

神社と桜と富士の
美しいコントラスト

ミュゼオ御殿場
（昼食）

富士山本宮
浅間大社
（参拝）

行程

1日目

山中湖
富士山温泉

ホテル鐘山苑（泊）

大絶景の中での
絶品イタリアン

せんげん
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ような露天風呂はとても気持ちがよく最高でした。
　バスガイドさんによると、富士山を１日中見られる日は
１年の内３分の１くらいとのこと。この旅行中ずっと富士
山を見続けることができた私達はバスガイドさんにも羨ま
しがられるほどの幸運の持ち主だったようです。
　企画準備してくださった方々、ご一緒してくださった先
生方に感謝しながら、この幸運が永遠に続くといいな～と
１日目を終えました。

日本一の山 富士山に魅せられて

東山支所　倉重　由幸
　今年の京税協旅行は、世界遺
産に登録された富士山。新幹線
が往復グリーン車の豪華な旅行
で参加の申込も大人気とのこと、

集合場所の京都駅へ15分前に着きました。
　ほとんどの先生方がすでに集まっておられ、いよいよ出
発。小田原まで乗車時間は約２時間でしたが車中ビール等
飲みながら歓談、あっという間に10時35分小田原到着。こ
こからバスに揺られ約45分で昼食会場のミュゼオ御殿場
へ。ここは三千坪のグラスガーデンと富士山を間近に眺め
られる素晴らしい場所にあり、今日は昨日の雨が嘘のよう
に晴れて「富士山がこれほどはっきり美しく見えるのは珍
しい」とバスガイドさん。その後、高級イタリアンをおい
しいワインと共にお腹いっぱいいただきました。
　２時間がまたたく間にすぎ、13時30分に富士山本宮浅間
大社参拝へ。浅間大社は世界遺産である富士山の構成遺産。
特別天然記念物の湧玉池は富士の湧水で富士山信仰の登山

者が身を清めた神聖
な池で私も同じよう
に身を清めた気がし
とてもよかったです。
　この後は宿泊先で
二万坪の日本庭園を

1日目

有し、富士山が眺望できる有名なホテル鐘山苑へ。当初は
16時15分に到着予定が交通渋滞で遅れ宴会も30分繰下げ19
時のスタートでしたが、ご馳走に舌鼓しつつ楽しい一時を
すごしました。

富士山の魅力とカチカチ山登山

右京支所　平澤　政治
　今年は富士山方面への旅が企
画され参加しました。
　初日は暑い位の好天で、翌日
も天候に恵まれ、快適な旅にな

りました。
　二日目は朝食後出発迄の間、鐘山苑の二万坪の日本庭園
を散策し、朝の澄んだ空気を一杯吸って、旅ができること
の幸せと美しい庭を満喫することができました。
　ホテルを出てバスに乗り込み、富士の裾野を河口湖周辺
へ向かいました。河口湖大石公園で小休止を取り、桜と間
近に迫るいつもは見られない富士山を眺めその雄大な魅力
を堪能できました。
　当初は五合目の散策が予定されていたが残雪で登れない
とのこと、五合目迄登れることを楽しみにしていたのです
が！残念でした。急遽、ロープウェイでカチカチ山（天上
山）へ登ることになりました。山上展望台からの河口湖の
全景と富士山の裾野まで見渡せる眺望は正に絶景でした。
　カチカチ山はウサギとタヌキの昔話や太宰治の「お伽草
紙」でも有名で、ご存じの方も多いかと思います。
　今回も京税協の旅行で楽しい二日間を過ごすことができ
ました。地区連絡委員の先生には大変お世話になりありが

とうございました。

2日目 観光組

京都駅

ひかり 小田原駅

神社と桜と富士の
美しいコントラスト

ミュゼオ御殿場
（昼食）

富士山本宮
浅間大社
（参拝）

行程

1日目

山中湖
富士山温泉

ホテル鐘山苑（泊）

大絶景の中での
絶品イタリアン

せんげん
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富士山 三昧

下京支所　島　陽子
　二日目の朝は、露天風呂から。
女子の露天風呂からは、寝そべ
った姿勢で湯に浸かりながら正
面に富士山を望めました。なん

て贅沢な！昨日の宴会前に10階の露天風呂からみた富士山
も雄大で感激しましたが、左側から朝日を浴びる富士山も
雪が輝くようで、すがすがしく美しく感動しました。富士
山の姿を喜ぶなんて私も日本人です。
　最初の観光は、逆さ富士が最もきれいに映るという河口
湖畔大石公園です。そのつもりで見ればうっすらと映って
いるような…、でも両翼がすーっと左右に伸びた姿は、最
も美しいと思いました。
　バスに戻ってみると私のバ
ッグの中にも富士山の姿が。
なんと、出掛けに新幹線で読
もうと放り込んできた文庫本
のカバー写真が偶然ここのラ
ベンダー畑越しの朝日に染ま
る富士山でした。バスガイド
さんによると赤富士とは、夏
の雪のない富士山が赤く染ま
っているもので、雪のある富
士山が赤くなるのは紅富士と
言うそうです。初めて聞いた。
　お次の観光は、ロープウェイに乗って河口湖を上から一
望するのですが、その山がおとぎ話のカチカチ山。おじい
さんがタヌキを捕えてタヌキ汁にしようとしたら逆におば
あさんが捕らわれてばばあ汁（！）にされてしまい、うさ
ぎがその無念を晴らすため、タヌキの背中に火を付けたり、
泥舟に乗せて溺れ死なせるという物語。こんな残酷なお話
だったかしら。三国志のなかで、客人をもてなすために妻
を殺してお料理にして出したという話を思い出してしまい
ました。そして、このカチカチ山のお話を太宰治が小説に
書きなおしたものもあるとか。初めて知った。カチカチ山
の正式名称は、天上山というそうです。

2日目 観光組

　お昼ごはんは、炉端焼きでイワナ（岩魚）などおいしく
頂き、午後からは、富士山世界遺産センターへ。最後のト
イレ休憩まで富士山もはっきり望め、バスに乗って10分後
雨が降り出しました。最後までお天気にも恵まれ最高の富
士山観光ができました。お世話下さった方々本当にありが
とうございました。

素晴らしい景色とゴルフ

伏見支所　安居　健次
　早起きして、真っ先に富士山を見て、今日も絶景。念願
叶いほっと一安心。
　楽しみにしていた富士山を見ながらプレーのできる富士
桜カントリー倶楽部、JPGAのフジサンケイクラシックな
どが行われる名門コースで、ビジターではとてもエントリ
ーできないコースです。
　ゴルフ場に着くと、パター練習をするかしないうちにス
タートの声がかかり、すぐにティーショット。結果は予想
通りでした。
　コースは比較的フラットで、ティーグランドからピンの
見えるホールが多く、安心して打てるのですが、フェアウ
ェイバンカーが実に上手くセッティングされていて、ドラ
イバーを試されるコースとなっていました。

2日目 ゴルフ組

三島駅
〈観光組行程〉

ひかり

富士山人気№1
ビュースポット

炉端焼きと
郷土料理
ほうとう鍋

2日目 河口湖
大石公園
逆さ富士

炉端料理
山麓園
（昼食）

京都駅
富士山
世界遺産
センター

カチカチ山
（天上山）
展望台
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　それに、やっとグリーンに
のったと思ったら、これが微
妙なアンジュレーションのあ
るグリーンで、キャディーさ
んの指示無しでは、とても攻
め切れませんでした。
　富士山をゆっくり見ながら
プレーする予定でしたのに、
そんな余裕があったのは、テ
ィーグランドとホールアウト
のグリーン、フェアウェイではナイスショットの時だけで、
少し心残りとなりました。
　でも、雄大な富士山だけでなく、傍の木にリスを見つけ
たときはとても心癒されました。
　この日、同組の土井三郎先生がお誕生日を迎えられ、８？
歳になられても元気に歩いてプレーしておられる姿を、カ
ートに乗りながら羨ましく拝見していました。
　後でわかったのですが、二日続けて絶景の富士山が見ら
れるのは稀らしいとのことでした。
　プレーが早く終わり、クラブハウス内で表彰式が行われ
ましたが、全員に賞品を割り当てていただき、良いお土産
ができました。
　楽しかったゴルフも終わりバスで出発すると、暫くして
雨が降り始め、三島駅に着くころには、本降りとなってき
ました。なんという幸運、強運でしょう！
　同伴いただいた土井先生、田能俊朗先生そして植田順先
生には、足を引っ張っても愚痴も言われず、楽しいゴルフ
有難うございました。
　また、京税協の役員の先生方には、色々とお世話いただ
きまして、どうもありがとうございました。
　おかげさまで、素晴らしい天気の日に、素晴らしい景色
とゴルフを楽しむことができ、宝物がまた一つ増えました。

女神のほほ笑み

福知山支所　人見　孝文
　京税協コンペで２回目の優
勝です。一泊二日の旅、富士
桜CCは今年も９月上旬にプ
ロ競技が開催予定で賞金総額
１億1,000万円です。プロが競
技するコースで、メンバー以
外がホイとプレーする事は出
来ません。京税協なればこそ
です。
　ホームページに「技量に合
った楽しみ方が出来ます」と
出ていましたが、今回もメン
バーに恵まれ、園部の関本、

吉田、峰山の林（準優勝）各先生、そしてエレベーターの
スコアにも。
　ゴルフ場へバッグ、手提げカバンを往復の宅配便で送り
ましたが、カバンが見つかりません。「送り返したん違うか」
と言っても、ゴルフ場は「そんな事は致しません」と、そ
して判明。「宅配業者が持って帰っておりました」と責任
は？宅配業者になりました。
　22時頃帰宅しますと、プレーした人間より早くカバンは
帰っており、手を付けずに持って帰った優勝の品？が無か
ったら、と思うと何となく「ゴルフ場め」と思った一泊二
日の旅行でした。バッグは次の日届きました。まあ行事に
ハプニングは付き物ですが、今回は閉口しました。
　ハプニングも有りましたが、ほほ笑んでくれました女神
様ありがとうございました。三度（みたび）ほほ笑んでく
れます事をお願いしてっと。皆さん有難うございました。

2日目 ゴルフ組

成績表（上位３名）� （敬称略）

順　位 氏　名

優　勝 人見孝文
（福知山支所）

準優勝 林　伯学
（峰山支所）

３　位 酒井陽一
（下京支所）
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三島駅
〈観光組行程〉

ひかり

富士山人気№1
ビュースポット

炉端焼きと
郷土料理
ほうとう鍋

2日目 河口湖
大石公園
逆さ富士

炉端料理
山麓園
（昼食）

京都駅
富士山
世界遺産
センター

カチカチ山
（天上山）
展望台
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する
激動世界
日本 の 針 路 を 考 え る ～～

　４月12日（水）第13回会館建設記念講演が、長谷川幸洋氏をお迎えし福田研
修委員長の司会、辰巳理事長の挨拶で開会しました。長谷川先生は著書も多
数執筆され、多数の公職も務められ、多くのメディアでご活躍中です。
　まず、現在ご出演の「そこまで言って委員会」の楽しい内輪話から始まり、
世界と東アジアから見て日本はどのように立ち振舞えば良いのかを考えるこ
とが重要である。今、まさに中国や北朝鮮の問題を抱える日本の進むべき針
路を解き明かされました。
　講演会の少し前に行われた米中会談にも触れられ、トランプ大統領が習近
平国家主席に出された宿題は、この記事が出来上がる頃には何らかの答えが
出されていることでしょう。というお話でした。ご講演の内容はオフレコば
かりでしたので、記事には出来ませんが、とても強くお話にひきつけられ１
時間30分ではとても時間が足りず、もっと先生のお話を聞いていたく思った
講演会でした。� （広報委員　梶谷知代）

長
は

谷
せ

川
がわ

　幸
ゆき

洋
ひろ

 氏

1953年千葉県生まれ。慶応義塾大学経済学部卒。
77年に中日新聞社入社。東京本社（東京新聞）経済部勤務、ジョン
ズホプキンス大学高等国際問題研究大学院（SAIS）で国際公共政
策修士（MIPP）、ブリュッセル支局長などを経て論説委員、2010
年から現職。06～09年に政府税制調査会委員、05～08年に財政制度
等審議会臨時委員、12年～13年に大阪市人事監察委員会部会長など。
07年から日本記者クラブ企画委員、13年～16年に規制改革会議委員、
16年から規制改革推進会議委員など多数の公職を務める。
著書『日本国の正体　政治家・官僚・メディア…本当の権力者は誰
か』（講談社）で09年の山本七平賞受賞。
近著は『2020年新聞は生き残れるか』（講談社）。
趣味はスキー。SAJスキー指導員の資格を持つ。

東京新聞・中日新聞論説委員　ジャーナリスト
《講師プロフィール》

〈テレビ・ラジオ〉
TOKYO MX（DHCシアター）「ニュース女子」※メインMC
YTV「そこまで言って委員会NP」、EX「朝まで生テレビ！」、BS朝日「激論！
クロスファイア」、TOKYO MX「モーニングCROSS」、EX「ビートたけしの
TVタックル」、EX「情報満載ライブショー モーニングバード！」、EX「ワイ
ド！スクランプル」、BSスカパー！「Newsザップ」、テレビ愛知「激論コロ
シアム」、ニッポン放送「ザ・ボイス そこまで言うか！」、J-WAVE「JAM 
THE WORLD」ほか多数

〈著書〉
「2020年新聞は生き残れるか」（講談社）2013年11月
「政府はこうして国民を騙す」（講談社）2013年１月
「官邸敗北」（講談社）2010年５月
「日本国の正体　政治家・官僚・メディア…本当の権力者は誰か」（講談社）
2009年７月

「百年に一度の危機から日本経済を救う会議」（PHP研究所）2009年２月
「官僚との死闘七〇〇日」（講談社）2008年７月ほか多数
〈雑誌・インターネット〉
連載中：「現代ビジネス」（講談社のネットサイト）『ニュースの深層』

「週刊ポスト」（小学館）『長谷川幸洋の反主流派宣言』
「現代ビジネスブレイブ」（「現代ビジネス」メールマガジン）
そのほか「月刊Voice」（PHP研究所）、「中央公論」（中央公論新社）など寄稿多数。

講師　長谷川幸洋 氏

日時：平成29年４月12日（水）
場所：京都税理士会館

第 13 回	 会 館 建設記念講演
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中間監査

相談役会

東京地方税理士協同組合
との協議会

保険第一委員会
大同生命との連絡協議会

北海道税理士協同組合
との協議会

　辰巳修偉理事長以下５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４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。

　組合運営全般に関して協議会が東京地方税理士会
館で開催された。それぞれの運営方法や実施施策の内
容などについて、有益な意見交換がなされた。

　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。

　北海道税理士協同組合　松村宏理事長以下16名の
役員が来館され、主に組合運営や各種事業の実施状況
などに関して、辰巳修偉理事長以下11名の担当役員と
活発な意見交換がなされた。

２月６日月

２月17日金

４月５日水

４月10日月

４月13日木

京都税理士協同組合

第45回通常総会

日時

場所

平成29年８月４日（金）

ウェスティン都ホテル京都
第６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。



〜御池麩屋町　京税協でほっこり〜
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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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　今年は第４回ワールド・ベースボール・クラシック
が開催され、アメリカが悲願の初優勝を果たしました。
日本代表「侍ジャパン」は準決勝で惜しくもアメリカ
に敗れ、20大会ぶりの王座奪還とはなりませんでした。
普段なかなか見ることができないメジャーリーガーの
迫力あるバッティングや華麗なグラブさばきに圧倒さ
れ、侍ジャパンの気持ちのこもった一投一打に目を凝
らし、この熱戦に夜遅くまでくぎ付けとなっておられ
た先生方も多かったのではないでしょうか。
　私も野球が好きなのですが、昨年ソフトボールの試
合中、左足首の複雑骨折という大きなけがを負ってし
まい、好きな野球ができず、悶々とした日々を送って
おりました。
　そんな時、私の息子宛に
一通のはがきが届きました。
　送り主は、世界の王貞治
さん。王さんが理事長を務
めておられる「世界少年野
球推進財団」からのもので
した。この団体は、「正し
い野球を全世界に普及・発
展させると同時に、世界の
少年・少女たちに友情と親
善の輪を広げよう」という趣旨のもと毎年夏に世界中
から少年少女を招き、野球教室や様々な交流事業を
行っておられます。
　昨年は富山県で開催され、８泊９日という合宿の間、
午前中は国際色豊かな一流のコーチ陣から野球の基本
を学び、午後は開催地の文化や伝統にふれるイベント
に参加し、野球だけではなく様々な経験をさせていた
だいたようです。海外の子供たちと共同生活をする中
で友情をはぐくみ、大会後もオーストラリアの友達と
メールでやりとりをしております。大会期間中は親と
の連絡をとってはいけないというルールであったため、

子供たちがどのような９日間を過ごしていたかをまと
めたDVDを記念としていただきました。
　外国人コーチが子供たちのやる気を引き出し、うま
い・へた関係なくみんなが目をキラキラさせて楽しそ
うに野球をやっている姿。私はこのDVDをみて、子
供たちの野球について考えさせられました。
　私たちの子供のころはレギュラーになるのも大変な
くらい人数が集まっておりましたが、今の少年野球は
多くのチームが子供たちが集まらずに苦労しておられ
ます。サッカー人気に押されていることも影響してい
るかもしれませんが、私はこの“楽しくやる野球”が
ポイントではないかと思います。
　勝ちにこだわることも悪くはありません。しかし、
それ以前に野球を笑顔でやってほしいと思うのです。
野球はつらいものではなく、楽しいものだと…。
　そのために私自身も息子の悪いところを探すのでは
なく、良いところをみつけ、ほめてあげることから始
めようと思います。

Enjoy Baseball 　伏見支所　阿戸　能貴
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　昨年８月、オーストラリアに行ってきました。人生
二度目の海外旅行です。ちなみに、人生初の海外旅行
は2015年のハワイでしたが、このハワイ旅行は行先も
含め私に決定権は無く、親族が決めた計画に便乗した
だけでした。今回の海外旅行は、行先も含め自由に計
画を立てられましたので、最も行きたかった（三つの
叶えたい夢がある）オーストラリアへの旅になりました。
　日本を飛び立ち約７時間、最初についた地はケアン
ズです。ケアンズはハワイと同じく、どこに行っても
日本語が通じました。日本人も多く、もはや日本です。

　到着初日に、一つ目の夢が叶
いました。オーストラリアなら
ではの動物との触れ合いです。
まずは念願のコアラ抱っこ。し
かし、非常に悲しい結果になり
ました。決められた場所に立た
され、業務的にコアラを腕に置

かれ、写真を撮ったらコアラは係りの人にとりあげら
れました。これでは抱っこをした感覚はありません。
さらにその上、出来上がりの写真は、コアラがカメラ
を睨みつけていて怖かったです。次にカンガルー。こ
ちらは放し飼い状態でしたので、自由にエサをあげら
れ楽しめました。また、世界遺産のグリーン島ではワ
ニ抱っこもできました。予想外に、触れ合った動物で
はワニが一番可愛かったです。ワニ園のお兄さんも非
常にのりがよく、ワニを頭にのせて帽子にしたり服に

入れたり、抱っこ以上の
写真も撮れました。ワニ
抱っこはおすすめです！
　ケアンズでは、二つ目
の夢も叶いました。私は
肉料理が好きなので、
オーストラリアならでは
の肉が食べたかったのです。オージービーフと、日本
ではなかなか食べられないカンガルー肉にワニ肉とい
う夢の肉づくし料理をいただきました。オージービー
フは日本で食べるのと変わりない美味しさでした。ワ
ニ肉は臭みを消すためか、中華風のチリソースで味付
けされていて弾力があり美味しかったです。一番食べ
てみたかったカンガルー肉は、臭みも無く最も美味し
かったです。肉料理は大満足でした。
　その後シドニーに移動して、オペラハウスやブルー
マウンテンなどの世界遺産観光を楽しみました。シド
ニーは様々な人種の方がおり、ほぼ日本語は通じず、
海外に来たと人生で初めて感じました。
　そして今回の三つ目の夢、カンガルーの皮製品を買
いました。そう、カンガルーに触れ、カンガルーを食
べ、カンガルーを買ったわけです。
　全ての夢が叶い、オーストラリアを大満喫できまし
た。

海外旅行 右京支所　門田　圭司
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よるものではないでしょうか。
　朝早く目覚めた休日に、散歩がてら
に是非一度覗いてみて下さい。

します。特にポンプ小屋は、水道局の時
代に使用されていたポンプがそのまま置
かれており、見ているだけで楽しい気分
にしてくれます。ポンプ小屋の近くの
ショップではフラワーアレンジメントの
教室をされているようで、お店にいくと
常に数名の女性のお客さんがいて活気が
あります。
　私は顧問先のお祝い事などのときに、
こちらのプリザーブドフラワーのアレン
ジをプレゼントするととても喜んでもら
えるのでちょくちょく利用させていただ
いています。また、カフェの横にジャム
が売られているのですが、これが絶品で、
味は季節によって変わるようです。私の

おすすめはバナナ系のジャムです。HP
にオンラインショップもあり購入するこ
とができるのですが、京都南部に遊びに
来られた際に
は、お店の雰
囲気を楽しみ
に是非一度立
ち寄ってみて
ください。

　私のおすすめのお店は、京都と奈良の
県境、府道754号木津横田線沿いにある
VERT DE GRIS（ヴェール・デ・グリ）
というお店です。
　ここはオーナーご夫婦が、もともと水
道局が使用していたポンプ小屋を改装し、
花屋にカフェを併設したお店を開業され
たのが始まりで、現在では、ポンプ小屋
の近くに雑貨などを置いているショップ

を展開し、梅田
にもお店を出さ
れているようで
す。このお店は
雰囲気がとても
良く、まるでジ
ブリの世界に来
たような感じが

　今から20年程前、毎週土曜日の朝、
幼稚園児の長男、よちよち歩きの次男
の手を引いて、通っていたパン屋さん
が今回紹介する「ポエット」です。
　その後、私が転居した為、長らく訪
れていませんでしたが、数年前にふと
立ち寄ったところ、店構え、店内の雰
囲気、ご主人と奥様の笑顔が当時とほ
とんど変わらず、なつかしさとパンの
香りにつられて、そ
れ以来、足繁く通っ
ています。
　こちらのパンはか
みごたえたっぷりの
ハード系ではなく、

私共のような世代が慣れ親しんだソフ
トタイプのパンが主流です。
　オススメは開店直後に伺っても、
ショーケース一杯に並んでいる家庭的
で優しい味の手作りサンドウィッチや
ボリュームたっぷりのカツサンドです。
　また、季節ごとにご主人が考案され
た創作パンや日ごとに変わるオススメ
品も充実しており、足を運ぶ楽しみの
一つになっています。
　表通りに面しているのではなく静か
な住宅街にひっそりと佇むお店ですが、
平成６年の開店以来、パン屋さんの激
戦区であるこの地域において長らく商
売を続けられているのも、ひとえにこ
の味と良心的な値段、ご夫婦の人柄に

手づくりパンの店 
ポエット
〒606︲8236  京都市左京区田中大久保町41︲3
Ｔ Ｅ Ｌ 075︲711︲3834
営業時間 7 :00～18 :30
定 休 日 火曜日

VERT DE GRIS  
（FLOWER/CAFE）

〒619︲0213 京都府木津川市市坂高座12︲10
ＴＥＬ/ＦＡＸ 0774︲71︲3505
営業時間 11 :00～18 :00
定 休 日 第２・４水曜日、毎週木曜日

手作りパンの店 
ポエット

左京支所　鳥山 智史

VERT DE GRIS
ヴェール・デ・グリ

宇治支所　吉良 武人

ポエット

NN

茶
山
駅

茶
山
駅

叡
山
本
線

東
大
路
通

東鞍馬口通

ならやま大通りならやま大通り
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GRIS
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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

17.5.25
路線バスのたび

　少し周辺を散策していると「銀座発祥の地」の碑がありま
した（写真⑥）。もともと銀座の地名は江戸時代に銀貨幣の鋳
造所が造られたことに由来し、その後、銀座役所が蛎

かき

殻
がら

町（現
在の日本橋人形町一丁目付近）に移転した後も、呼び名とし
ての銀座はそのまま残ったということです。
　さらに歩いて歌舞伎座を通過し「銀ぶら」していると「活
字発祥の碑」を発見。碑文には「明治６年（1873）平野富二が
ここに長崎新塾出張活版製造所を興し後に株式会社東京築地
活版製造所と改称、日本の印刷文化の源泉となった」とあり
ます。それまでの公文書を含めた文書が毛筆であったのが活
字となり、現在当たり前のように使えていることに感謝しつつ
歩を進めます（写真⑦）。
　直ぐに築地本願寺が見えたのでそのまま築地場外市場へ。
移転問題で騒がれている築地市場ではありますが、場外市場
は平日にもかかわらず観光客でにぎわっていました。昼食は
月島でもんじゃ焼きを食べるつもりだったのですが、においに
誘われて「うにのせホタテ」をいただきました（写真⑧）。こ
ういう雰囲気の中で食べるとさらに美味しく感じます。

　築地三丁目の停留所から再びバスに乗り、月島を目指そう
とした途中に勝鬨橋がありますのでここで下車（停留所名は
勝どき橋南詰）。昭和15年（1940年）に完成し、かつて「東洋
一の可動橋」とも称された橋です。設置当初は１日に５回、１
回につき20分程度跳開していたとのことですが、船舶通航量
の減少と高度経済成長の進展で道路交通量が増大したことで
次第に跳開する回数は減少し、昭和45年（1970年）を最後に

　今回乗ってきたのは、都営バス業10系統。新橋、銀座から
築地、月島などを経て、東京スカイツリーに至ります。１路線
で都心から下町までの見どころを数多く通るお得な路線です。

　朝９時、新橋駅からスタート。バス停留所とはＪR新橋駅を
挟んで反対側ですが、SL広場に来ました（写真①）。よくテレ
ビでもサラリーマンへのインタビューが行われているところで
す。調べたところ、
12時、15時、18時
には数秒間汽笛が
鳴るそうです。聞
いたことはないの
ですが。「きっと夜
になると雰囲気が
変わるのだろうな」
と思いながら停留
所に向かいます。
　停留所に到着すると、既にバスがその出発を待っていまし
た（写真②）。業10系統はピークの時間帯であれば１時間に９
本走っている路線です。事前に購入しておいた一日乗車券
（500円）を提示して乗り込みます。
　都営バスに乗ったのは数年ぶりなのですが、そのときとは
違って車内ではWi-Fiも使えました。さすが東京（写真③）。

　すぐに最初の目的地、銀座四丁目に到着。いったん下車し
ます。
　銀座四丁目というと、和光の時計塔もあってテレビなどで
東京が映し出されるときに紹介される代表的な場所です。時
計塔に向かって写真を撮っている観光客が多いなか、その反
対側の日産ショールームの写真も収めてきました（写真④）。
　銀座四丁目の交差点近くには鳩居堂があります。鳩居堂…
そう、全国路線価ナンバーワンの場所です。平成28年度は
32,000千円でした。税理士として、ここの見学を外すわけには
いきません（写真⑤）。

新橋
⇔
とうきょうスカイ

ツリー駅前

新橋からスカイツリーへ　都営バス業10系統

▼ 広報委員　市木 雅之

①

②

③

④ ⑤

⑥

⑦

⑧
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す（写真⑫）。
太平洋戦争中
の東京大空襲
（昭和20年３
月10日）の際
に避難者が殺
到し、多くの犠牲者を出しました。平成20年のドラマ「東京
大空襲」の舞台となり、このドラマを見て以来、一度訪れて
みたいと思っていた橋です。黒く焼け跡の残る親柱などを見
ていると胸が締め付けられる思い
がしました（写真⑬）。橋のたもと
には戦災者を悼む碑も建てられて
おり、72年前の出来事がまだ風化
していないことを感じました。
　言問橋周辺も見どころいっぱいです。まず牛嶋神社に。こ
こは（今回の旅の後に知ったのですが）スカイツリーの氏神
様です。かわいい撫牛がいて、自分の体の気になる部分をさ
すり、次に牛の同じ部位に触れると治るとされています（写

真⑭）。私は右手を負傷中のた
め、撫牛の右手を探したので
すが見当たらず、やむなく頭を
撫でさせてもらいました。

　次は隅田公園。ここは桜が有名で、３月21日には開花宣言
も出ていたこともあり楽しみにしていたのですが、その後寒い
日が続いたせいか、訪れた29日でもほとんどつぼみ。心の目
で満開をイメージしながら歩きましたが、お花見準備をしてい
る店舗や場所取りのグループもあり、お花見に向けた準備が
進んでいるように感じました。
　言問橋と同じく隅田川に架かっている桜橋を渡り、長命寺
桜もちをいただいて、そのまま徒歩で業10系統の終点になる
スカイツリーを目指しました（写真⑮）。
　帰りも業10系統でスカイツリーか
ら新橋を目指しました。新橋到着時
には仕事終わりの人波で朝とはまた
違った光景でした。もっと暗くなる
と、よくテレビで見る酔客も多くな
るのでしょう。
　このように、業10系統は下町観
光の有名どころを回れる路線となっ
ています。東京観光の折にはぜひ
ご利用ください。

開閉は行われていません。し
かし、橋中央では跳開部分が
確認でき、また通行止めのた
めに用いられていた信号機も
残されているので、開閉して
いたときの様子を想像することが出来ます（写真⑨）。夜間は
ライトアップされているようですので、ロマンチックな雰囲気
を楽しみたい方はぜひ。
　勝どき橋南詰から再びバスに乗り、目的地の一つ、月島三
丁目で下車します。もんじゃストリートで有名な界隈です。も
んじゃ焼き屋さんが軒を連ねており、どこに入るか迷うところ
ですが、基本的にランチ営業しているお店は決して多くはな
いのですっと決めて入れました。
　入ったのは「路地裏もんじゃ　もん吉」。芸能人の来店も多
い有名店ということで入りました。おすすめされた「もん吉ス
ペシャル」を頼み、手際よく焼き上げてもらうと、美味しそう
なにおいに誘われビールを。平日の昼間に飲むのはまた格別
ですね。
　再び付近を散策すると「まるた」というログハウス調のお
店を発見し、２軒目に入店。もんじゃ焼きのおかわりです。こ
こではカレーもんじゃをすすめられ、再びビールとともにいた
だきました。ここでも店員のお姉さんに焼き上げていただいた
のですが、手際が良くて明るい雰囲気に癒されました（写真⑩）。
どこのお店でも「自分で焼いたことないです」と正直に言うと、
スタッフの方が手際よく焼き上げてくださるので、安心して入
ることができます。でも、もうおなかいっぱいです。
　月島三丁目の停留所から今度は東京都現代美術館前に。少
しアートっぽく誌面をまとめようかと思ったのですが休館中。
施設の大規模改修工事期間のため、昨年５月から全館休館中
とのことでした。再開は来年度中とのこと。残念（写真⑪）。

　隣接する木場公園は子供連れのお母さんも多く、地域の憩
いの場となっています。家族で一日過ごせそうな感じでした。
　再びバスに乗って、今回の目的の一つ言

こと

問
とい

橋
ばし

に向かいます。
言問橋は関東大震災の復興事業の一つとして建設された隅田
川に架かる六大橋のひとつで、優美さと力強さを感じる橋で

新橋からスカイツリーへ　都営バス業10系統

⑨

⑩ ⑪

⑮

⑭

⑫

⑬
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　1980年代後半以降、ハイセンスな街として京都に君臨
してきた北山通。京都初のFM局であるαステーション
が産声を上げ、BEAMSやビレヴァンなど行列のできる
店の進出も目覚ましかった。しかし今は、その砦を移し
てしまったものも少なくない。
　ただ、そんな新しさと懐かしさが同居するところが、
北山という街の心地よさを作り出している気もする。
　そんな心地よさを久しぶりに確認してみようと『キタ
ブラ』してみることにした。
　下鴨本通と北山通の交差点から植物園に向かって歩い
てまず目を引くのが「京都府立陶板名画の庭」だ。コン
クリむき出しのこの施設は安藤忠雄氏の設計で、ここか
ら少し西に行った北側にある「B-Lock北山」も同じ安
藤氏の設計となっている。これらの建物は、20年以上前
に建てられているにもかかわらず今見てもカッコいい。
　その「B-Lock北山」を西に進んで、北山では老舗と
なるキャピタル東洋亭の角を北に曲がり100メートルほ
ど行った西側に「H�TOKYO」というハンカチ専門店を
見つけた。
　階段を数段上がった先にあるこのハンカチ屋さんは、
メンズ中心の品ぞろえとなっているが可愛いデザインも
多く、おしゃれなマダムにもよく似合いそうだった。店
内にある刺繍ミシンでイニシャルなどを入れてもらえる
のもうれしい（20文字程度で300円別途消費税）。刺繍は、
基本５日間かかるので、事前に問い合わせをした方が良
いとのこと。
　ここから北に50mほど行ったところにあるバルーン
ショップAmelie（アメリ）に寄ってみたかったが生憎
この日は定休日、そのまま店の前を素通りし、その辺り
をぶらぶら歩いていると突然畑に遭遇した。そんな牧歌
的な風情が残っているのも北山らしいところである。
　そうこうするうちにランチタイムも過ぎたので、松ヶ
崎の事務所まで北山通を歩いて帰ることにした。腹ペコ
虫がうるさくなってきたところで、松ヶ崎駅近くのスペ
インバル「LA�PAELLA（ラパエラ）」でランチをする
ことに。ランチメニューの中からカリフラワーのスープ、
生ハムのサラダ、野菜のパエリアにデザートとドリンク
がついた1500円（税別）の野菜のパエリアランチを選んだ。
　野菜は松ヶ崎や大原など地元の契約農家から仕入れた
新鮮なものを使っているし、デザートのアイスもとても
上品な味で、気取った店なら生ハムサラダ単品やデザー
トとドリンクだけで800円いきそうな雰囲気だ。

広報委員　清水 仁志

北山通りをぶらっとしてみたき
ょ
う
と
！

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
！
京
都
！

京都府立陶板名画の庭
モネ、ルノアール、ゴッホ、ダ・ヴィンチなどの誰もが知っている名作が
展示されている池や滝のある絵画庭園。（入園料　一般100円）

OPEN ９：00～17：00（入場は16：30まで）
TEL 075-724-2188　www.kyoto-toban-hp.or.jp

B-Lock北山
コーヒーショップや洋菓子店が入居する商業施設。ブロックでアールを表
現したファサードが思わず足を踏み入れたくなる造りになっている。
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　地下鉄松ヶ崎駅の１番出口を出てすぐ左という好立地
でありながら、16台分の駐車場が完備されているのもあ
りがたい。北山でのお食事にお勧めの一軒である。
　地下鉄北山駅から北山をぐるりと松ヶ崎駅まで歩きお
腹も満たされたところで『キタブラ』を終了することに
した。いま北山は、「北山文化環境ゾーン」として新た
なステージを迎えようとしている。資料館跡地に芸術系
施設ができる予定などもあり、北山エリアはこれからも
目が離せそうにない。

H�TOKYO
ハンカチのほか、紳士物の靴下やトランクスなども並ぶ。
ハンカチ1200円～、靴下1800円～、トランクス3500円～

（いずれも税別）

OPEN 11：00～19：00　月曜・水曜定休
TEL 075-746-3580　www.htokyo.com

スペインバル�
LA�PAELLA（ラパエラ）

「春夏はハモの出汁、秋冬はフグの
出汁を使っている他では味わえな
いパエリアを用意してお待ちして
おります」と言うマネージャーの
秋成桃香（あきなりももこ）さん。

OPEN 11：30～21：30 
 （21：00 L.O.）
ランチタイム
 11：30～15：00 L.O.
火曜定休（祝日除く）
TEL 075-707-8989
www.lapaella.jp

Amelie（アメリ）
バルーンを自分で選んで買うことのできる貴重なお店。店頭でヘリウム
の充填をしてもらうことも可能。

OPEN 10：30～17：30　月曜・火曜定休（祝日は営業）
TEL 075-724-1883
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第４回理事会
　平成28年度第４回理事会を３月23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47名　監事３名　相談役３名

【決議事項】
　次の第１号～２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10名、法人４社、賛助会員13名の加入を承認。承認の結果、
個人組合員は1,206名、法人組合員114社、出資金額8,651万円、賛
助会員379名、加入率は84.2％となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○古谷　　孝（中京）　　○中島裕里子（下京）
○立花　雅彦（中京）　　○池田　茉以（宇治）
○松田　晃輔（上京）　　○谷口　幸子（中京）
○有田　耕介（上京）　　○玉置　修治（伏見）
○片岡　宏彰（左京）　　○左近　照麗（下京）
（法人組合員）
○税理士法人A&T（伏見）
○税理士法人新納会計事務所（中京）
○税理士法人be（下京）
○税理士法人ブレインズ（宇治）
（賛助会員）
○今井　正法（上京）　　○四方　健策（伏見）
○藤原　由親（中京）　　○久保田尚孝（下京）
○岡林　良雄（伏見）　　○市原　鉄平（宇治）
○杉木　　誠（宇治）　　○新納　賢二（中京）
○渡部　浩和（上京）　　○篠田　直明（下京）
○有田　行雄（上京）　　○濱谷　紘平（中京）
○神野　裕一（中京）

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。
○北脇　哲雄（左京・脱退【廃業】）
○有田　耕介（上京・脱退【組合員へ移行】）
○片岡　宏彰（左京・脱退【組合員へ移行】）

【報告事項】
（総務部門）
総務委員会
　①財務報告

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

　② 組合行事日程・組合PR一覧・役員改選の流れ・他税協（東
京地方・北海道）との協議会開催予定について

　③２月６日（月）中間監査実施報告
　④４月１日（土）現在「組合員名簿」の発行について
　⑤教育情報図書配付について（H29税務ハンドブック）
　⑥ 事務局電話モニタリング・駐車場監視カメラ導入について
　⑦事務局人事異動
　⑧ 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
　・ 経理規程の見直し、事務局内規制定（モニタリング・カメラ）

について
広報委員会
　・「京税協」発行状況について
地区連絡委員会
　・ ４月16日（日）～17日（月）組合旅行（静岡・富士山方面）並

びに５月10日（水）大同生命ゴルフコンペ各申込状況報告に
ついて

（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
　①４月10日（月）連絡協議会開催について
　② ５月19日（金）優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー開催に

ついて
　③ ５月26日（金）大同保険推進協議会（４税協）実務者会議に

ついて
　④ ６月10日（土）～12日（月）優秀代理店表彰旅行について
保険第二委員会
　① 第31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
　②第32回全国統一キャンペーン開催要領
　③ 代理店増強（Z１）・挙績推進（Z２）キャンペーン結果報告
　④小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーン結果報告
（事業部門）
事業委員会
　・平成28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12日（水）第13回会館建設記念講演について
　③５月15日（月）府民・市民のための無料講座について

【お問い合わせ・資料請求は】

税理士顧問料の集金は

関与先様の集金は



【19】第157号京都税理士協同組合ニュース

１・26
全税共第31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・27
研修・短期講座
「贈与税・譲渡所得の基礎実務」
　講師：神佐真由美先生
　参加：102名

１・28 近畿青年税理士連盟京都支部　合格者祝賀会　出席
　於　鶴清

１・29 浅田恒博氏藍綬褒章受賞祝賀会出席
　於　帝国ホテル大阪

１・30 保険第一小委員会（大同生命新年度施策について）

２・１
研修・短期講座
「所得税の計算と申告の実務」
　講師：岩井啓治先生
　参加：160名

２・２ 法規委員会
（退職給付引当金・災害対策引当金　科目について）

２・３
東京地方税理士協同組合第31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・６ 中間監査

２・８
埼玉県税理士協同組合第31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　グランドプリンスホテル新高輪

２・10
東京税理士協同組合第31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・13 保険第一小委員会（大同生命新年度施策について）

２・17 正副理事長会

２・17 相談役会

２・20
全税共平成29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

３・２ 第３回「事務局連絡協議会」出席
　於　東京地方税理士会館

３・16 正副理事長会

３・16 地区連絡小委員会（一泊旅行について）

３・21 保険第一委員会（大同生命新年度施策について）

３・21 保険第二委員会（全税共第31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
短期講座
「借地権の盲点と思い込み　～顧問先の土地利用を踏まえて～」
　講師：岩下忠吾先生
　参加：212名（内ライブ配信　17名）

３・23 常務理事会・理事会

３・23 厚生会役員会

３・24 研修委員会（第45・46期研修委員会の運営について）

４・４
名古屋税理士協同組合
創立50周年記念式典・祝賀パーティー出席
　於　ウェスティンナゴヤキャッスル

４・４
研修・短期講座
「Q&Aでわかる平成29年度税制改正の実務」
　講師：宮森俊樹先生
　参加：198名（内ライブ配信　15名）

４・５ 東京地方税理士協同組合との協議会
　於　東京地方税理士会館

４・７ 全国税理士共栄会事務委託組合事務局研修会出席
　於　帝国ホテル

４・10
大同生命との連絡協議会
（総合事業保障ブランの実績報告等）
　於　フォーチュン・ガーデン・キョウト

４・10

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』～よ
くあるクライアントの質問をとりあげて、ケーススタディで
学びます～」
　講師：特定社会保険労務士　藤木高伸先生
　参加：100名

４・12

第13回会館建設記念講演
「激動する世界～日本の針路を考える～」
　講師：東京新聞・中日新聞論説委員
　ジャーナリスト　長谷川幸洋先生
　参加：131名

４・13 正副理事長会

４・13 北海道税理士協同組合との協議会

４・14

研修・職員研修講座
「司法書士からみた税理士事務所職員の方に知っていただき
たいこと─登記の基礎知識、議事録等を中心として─」
　講師：司法書士　山田健嗣先生
　参加：74名

４・16
　～17

親睦旅行・富士山温泉の旅
　参加：97名

４・20 日税協連　全国税協連絡協議会出席
　於　TKP品川カンファレンスセンターANNEX

４・25

研修・職員研修講座
「新人社員のマナー研修～コミュニケーションの取り方とビ
ジネスマナー」
　講師：税理士法人総合経営秘書　豊田賀津子先生
　参加：37名

４・27 広報委員会（第157号編集割付）

５・１

研修・短期講座
「相続税の納税義務者急増で注目される相続直前の資金支出・
名義預金の検討」
　講師：笹岡宏保先生
　参加：229名（内ライブ配信　22名）

５・９
研修・短期講座
「実例で検討する相続・事業承継の失敗事例と解決策の知恵」
　講師：白井一馬先生
　参加：214名（内ライブ配信　36名）

５・10
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　54名

５・10
第58回京税協・大同チャリティーゴルフコンペ
（厚生会共催）
　於　瑞穂ゴルフ倶楽部
　参加：79名

５・11 広報委員会（第157号ゲラ校正）

５・15

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・相続を争族に
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：71名

５・15 支部定期総会出席（下京）

５・16 広報委員会（第157号ゲラ再校正）

５・17
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：54名（５月16日現在）

５・19 正副理事長会

５・19 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・24 事業小委員会（第46期予算案について）

５・24
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：54名（５月16日現在）

５・25 「京税協」第157号発行

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

平成29年



【20】 平成29年５月25日

　４月１日より、次の通り運用を変更いたしました。お手数
をおかけいたしますが、ご協力の程よろしくお願い申し上げ
ます。

■ 事務局電話通話モニタリング装置導入について
　電話内容の確認・品質向上を目的とし、事務局への電話の
通話を録音させていただくことになりました。冒頭にアナウ
ンスが流れ、その後通話となります。

■ 会館駐車場監視カメラの設置について
　関係者以外の目的外駐車が増加しており、適切な運用を目
指し監視カメラを導入しました。組合員・賛助会員の先生方
におかれましては、ご利用の際は必ず事務局までお声掛けく
ださいますようよろしくお願い申し上げます。 
無断の目的外駐車は貼り紙で注意喚起いたします。

■ 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さ
せていただく場合があります。

〈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）

 
 
 

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 

事務局からのお知らせ 京都市からのお知らせ

○�平成29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、平成29年
６月１日現在で実施します。

○�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国の重
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。

平成29年工業統計調査を実施します

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

事業委員会からのお知らせ
◎�下記の提携企業に変更があり、契約は平成29年２月28日で
終了いたしました。

◎�下記の提携企業に変更がございました。

※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：杉本）

〈㈱ヤマダ・エスバイエルホーム〉　
　平成29年２月　第一営業本部法人室　事務所移転
　新住所　
　　大阪市淀川区東三国６丁目１番30　

コボリマンション東三国２階
　　電話06-6395-3424　FAX06-6395-3443

〈㈱JFRオンライン 大丸・松坂屋通信販売〉
＊�平成29年３月１日をもって㈱フィールライフへ通信販売
事業を譲渡されました。この事業譲渡に伴い「大丸・松
坂屋通信販売」の全ての業務を㈱フィールライフが承継
し営業は続けられますので、現在ご利用いただいている
先生方へ変更等のお手続きをお願いすることはございま
せん。


