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両丹懇談会に参加して
 舞鶴支所　山田忠雄
　今年の両丹懇談会は舞鶴市の舞鶴
グランドホテルで開催されました。
　京都税理士協同組合からは、理事
長先生をはじめ役職員の多数の皆様
に遠方よりお越し願い、長時間に渡
り両丹組合員のために組合活動につ
きまして詳細に説明していただきましたことに対し、
厚く御礼申し上げます。
　また、日頃は両丹地区への研修会のライブ配信等を
通じて両丹地区の組合員に対し何かとご配慮をしてい

ただいております事に重ねて御礼を申し上げます。私
自身としましては、旅行世話人会、研修委員、保険第
一委員として通算７、８年京都税理士協同組合の活動
に参加させていただきました。全ての部門を経験して
おりませんので、組合活動の内容を全て理解しており
ませんが、委員を経験するたびに組合活動に積極的に
参加する様になったと思います。両丹地区の組合員の
皆様にもなるべく多くの委員を経験していただき組合
活動に積極的に参加してもらえればと思います。
　最後に、懇談会の準備をしてくださった役員の先生
方、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発展をお祈り申し上げま
す。

　10月13日（金）舞鶴グランドホテルにて、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　主席研究員　伊藤さゆり氏を講師に迎え、「日
本経済を占う～世界経済と日本の関係」というテー
マで研修会が行われた。研修会の前後に組合・厚
生会PRとして、日本生命保険相互会社・大同生命

平成30年１月15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

詳しくは12月
DMで
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京都税理士協同組合 
親睦旅行予告
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城西館（千寿）宿泊先  ▶
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15日（日）・16日（月）1泊2日
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保険㈱・青山商事㈱・日本システム収納㈱の各担
当者から商品の説明等が行われた。懇談会では、
各委員会から事業報告を行い、その後の質疑応答
では活発な意見が交わされた。懇談会後、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　梶谷知代）

両丹懇談会

平成29年10月13日（金）
会場 舞鶴グランドホテル
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　福知山カントリー倶楽
部に於いて開催された。
両丹５支部、大同生命保
険株式会社、当組合より
総勢30名が参加し、親睦
を深めた。

地区連絡委員会

第29回両丹５支部親睦ゴルフコンペ
９月16日土

　京都ブライトンホテルに於いて開催された。
　新体制での開催であり、自己紹介を兼ねた宴席は
和やかに進み親睦が深まった。

委員会
合同懇親会

９月11日月

　ホテルモントレ京都に於いて、入社歴の浅い営業
社員と昨年度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
チミーティングを開催した。

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
９月26日火

　京都税理士会館に於いて、ジャーナリストの末延
吉正氏をお迎えし、特別講演会が開催された。大同
生命登録代理店・紹介税理士と事務所職員、さらに
今回関与先までをご案内の対象とした初めての講演
会で、79名のご参加をいただき好評を得た。

京税協厚生会

特別講演会
10月16日月

 （敬称略）

個人 団体
優　勝 河田　　透（峰　山） 峰　山
準優勝 安井　伸夫（京税協） 京税協
第３位 人見　孝文（福知山） 福知山

 （敬称略）

優　勝 田中　　明（伏見）
準優勝 植田　　順（伏見）
第３位 清水　俊行（左京）

　ジャパンエースゴ
ルフ倶楽部に於いて
開催された。
　当組合で代理店登
録のある先生方や日
本生命から総勢22名
が参加し、親睦を深
めた。

保険第二委員会

日本生命代理店ゴルフコンペ
９月27日水

　事業推進協議会が開催され、当組合並びに厚生会
の提携企業より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、フォーチュン・ガーデン・キョウ
トに会場を移し、懇親会が開催された。
　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
交流も深まり、
意義のある宴席
となった。

事業委員会

事業推進協議会
10月20日金
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保険第二委員会

各生命保険会社と
個別業務推進協議会
及び表敬訪問

　京都市内・宇治・園部各支所より支所長はじめ担
当者が出席し、支所合同協議会が開催され、組合各
事業について担当役員より説明がなされた。
　協議会終了後、京都ホテルオークラにおいて懇親
会が開催され、参加者の親睦を深めた。

地区連絡委員会

支所合同協議会
10月30日月

　京都市内・宇治・園部各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。

総務委員会

支所会計担当者会議
10月30日月 ８月～11月

☆個別業務推進協議会
８月22日（火） 第一生命
８月29日（火） 明治安田生命
８月30日（水） 富国生命
９月５日（火） ジブラルタ生命
９月28日（木） 朝日生命
10月11日（水） 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
11月１日（水） 日本生命

☆表敬訪問
９月１日（金） 第一生命・七条営業オフィス

９月５日（火） 第一生命・福知山営業オフィス

９月５日（火） 日本生命・福知山営業部

９月13日（水） 日本生命・京都営業部

９月13日（水） 日本生命・四条営業部

９月14日（木） 富国生命・京都みやび営業所

９月21日（木） 明治安田生命・宇治営業部

10月２日（月） ジブラルタ生命・京都支社

10月11日（水） 朝日生命・長岡京営業所

10月17日（火） 朝日生命・伏見営業所

10月17日（火） 明治安田生命・伏見中央営業所

10月18日（水） 朝日生命・下京営業所

10月18日（水） 朝日生命・京都東営業所

10月19日（木） 朝日生命・西八条営業所

10月19日（木） 朝日生命・西大路営業所

10月31日（火） 富国生命・京都桃山営業所

11月７日（火） 日本生命・西陣北山営業部

11月14日（火） 日本生命・東寺営業部

11月17日（金） 住友生命・京都支社

　平成29年９月～11月に実施される全税共第32回全
国統一キャンペーンに伴い、全税共参加生命保険会
社とキャンペーン施策や入賞目標について意見交換
を図るべく個別業務推進協議会を開催した。また、
キャンペーンへの積極的な協力を依頼するために、
支社・営業所へ表敬訪問を実施した。
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　７年ぶりの歓喜の瞬間は、２試合連続での逆転劇の末に

やってきました。

　支部連恒例の支部対抗ソフトボール大会が９月９日（土）

に太陽が丘グラウンドにて開催されました。

　今年も天候に恵まれ、昨年優勝の上京支部の選手宣誓で

幕を開けました。

　１回戦の先発は、もちろんレジェンド志田育夫先生！下

京支部は、猛打爆発、毎回得点の大量23点を挙げ、東山・

園部支部を圧倒。FA？で園部から転籍した本間先生だけ

は、少し複雑な心境だと試合後に弁がありました。

　さあ２回戦は、得意のジャンケンで伏見支部に勝利した

上京支部！昨年の優勝チームであり、下京支部は、昨年２

回戦でやられています。一昨年も負けており、ここ数年勝っ

ていない宿敵。

　序盤２回で０－２の劣勢を３回に４点を挙げ逆転！その

後１点を取られるものの、今年から投手を急遽務める中居

先生の抜群のコントロールでその後を抑えました。終わっ

てみれば13－３と大差で勝ったものの、途中の展開で一つ

間違えれば、もっと際どい勝負であったかと感じています。

　さあ、いよいよ久しぶりの決勝！相手は、一昨年優勝チー

ムである中京支部。相手にとって不足なし。序盤１、２回

表で６－０と大量リードし、少し気が緩んだか、２回裏に

失策も絡み、まさかの大量７失点で逆転を許す。ベンチの

応援も意気消沈し、一気に敗戦ムード。その後、下京２点、

中京４点を加算し８－11で６回に。５回裏までで試合時間

制限の60分に近づいていたため、おそらく６回が最終回。

そして運命の６回表の攻撃が始まりました。

　点差は３点。これを最低でも同点にしなければ下京の負

けは決定。先頭の中居先生が３塁打！続く10番バッターの

私も無心に連続３塁打！点差はあと２点。１番イチロー上

前先生もライト前ヒット！これで１点差！実は、この後の

記憶が曖昧ですが２、３番も出塁し無死満塁から、これま

で５HRを叩き出していた伊庭先生が起死回生の逆転満塁

ホームラン！！！

　その後は、続かずチェンジとなり、ここで60分を超えて

いたため、６回裏での終了が決定。中京支部も粘り、１点

を返し、まだランナーが残っている状況ではあったが、何

とか後続を抑え、結果14－12で下京支部の優勝となりまし

た。

　誌面で書き切れなかった先生方、対戦チームの先生方、

支部連、審判団他関係者の皆様、本当に有難うございまし

た。そして連覇を狙います！笑

 （下京支部監督　岡本　正）

ソフトボール大会支部
対抗

下京支部優勝！！！
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平成29年９月９日（土）
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　京都税理士ランニングクラブは、発足から６年目を迎え

会員数も増え定期的に練習会を開催し、全国各地での各大

会に「京都税理士RC」の一員として出場をしています。

　練習会は、鴨川、御所、二条城、亀岡⇒嵐山、二条⇒八

幡市等色々なコースを設定して各人のペースで無理のない

ランニングを心掛けています。

　全国各地での大会は、皆さまも良くご存知の東京、横

浜、名古屋ウィメンズ、京都、大阪、神戸マラソン等毎年

出場しています。フルマラソンはとても無理という方は、

１km、５km、10km、15km、ハーフ等レベルに合わせて

楽しく走ることができます。

　今年の夏も嵐山での「耐熱リレーマラソン」に出場して

１周１kmを42周と少し、10人で１本のタスキを繋ぎ見事

完走を果たしました。単独で出場するマラソンと違い、団

体での出場は、沢山の方々と出会い、一つの目標に向って

絆も深まり良い刺激を受けることが出来ます。

　また今年は、チームTシャ

ツ「KYOTO ZRC」を新調

しました。これを着て各大会

に出場しておりますので、お

見かけの際はどうぞお声かけ

ください。

　待っていました！ランニン

グシーズン到来です。先ず、

試してみましょう！会話が出

来る程度の速さでのランニング、人によっては歩いている

人に負けるかもしれません。そんなことは気にせずに一歩

を踏み出しましょう。皆さんのご参加を心よりお待ち申し

上げております。 （田尻泰子）

　我がトレッキングクラブの事業年度の最初の活動は毎年

５月のゴールデンウィーク中のいずれかの日からスタート

し、確定申告が明けてほっこりした３月末から４月にかけ

ての桜の満開の頃を見計らって「豪華花見弁当付きお花見

トレッキング」でその年度が終了となります。

　今年の花見大会は４月２日が京都市内の満開という予報

によって４月１日の土曜日に開催しましたが、春先に異常

な寒さが続き、満開が４月10日前後となってすっかり当て

が外れ、嵐山松尾山中で震えながらお弁当を頂きました。

　だいたい年のうち12月～３月はお休みにして８回程度の

例会を開催しています。本年度で14年目を迎えました。例

会の数にして29年９月の例会が85回目となりました。当初、

まさかこんなに長い間この会が続くとは思っていませんで

した。

　が、和気あいあい仲間と一緒に歩くと普段はしないよう

な会話を交わして楽しく、あまり目にしない花々が自然の

中に木々の間に可憐に咲いているのを見つけて自然にふれ

あい、そして何よりも皆でいるという安心感があります。

それが続いてきた秘訣かなと感じます。

　当初のオリジナルメンバーは最近は参加が少なくなって

います。創立時例えば60歳だった人が75歳になっておられ

るのですから。

　是非若い方々の参加をお待ちいたします。

 （二股　茂）

同 会
よ好 だ り 京都税理士ランニングクラブ

 会長　有田行雄

京税協トレッキングクラブ
 会長　二股　茂

連絡先
左京支所　二股　茂
ＴＥＬ：075-702-7002

連絡先
中京支所　田尻泰子
ＴＥＬ：075-241-1123
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　平成23年７月に発足した「京税サイクリング同好会」は冬

場を除いた４月～11月までほぼ毎月例会を開催しています。

また６月と11月に１泊２日の遠征旅行を開催しています。

　この１年間の行先としては、奈良山の辺の道、京都府南部

宇治方面、湖西方面、三田市等々です。交通機関を利用し

ての輪行により遠くまで行ったり、自転車を走らせながら景

色を味わえるのはサイクリングならではの醍醐味です。

　奈良の山の辺の道では通常はハイキングをするような山道

なので、自転車では担がねばならない道などもあり、初めて

走る行程では想定外の「しんどい」時もありますが、汗をか

き、走り切った充実感はなんとも言えません。

　遠征旅行では、「東海道五十三次を走破」を何年かに分け

て行っています。

　今年は三年目で静岡県の磐田市を出発して岡崎市で一泊

して名古屋まで走りました。来年は名古屋から走り一泊して

三条大橋まで走破する予定をしており、途中、鈴鹿山脈を越

えてこなければなりません。箱根越えに比べればまだマシか

と思いますが、最後の壁であるのは間違いないと思います。

　同好会では随時、新しい仲間の参加を募集しています。

初心者で入会された方でも何度かの経験で今は気軽に楽し

んでおられます。また、当会ではメカに強い先生が数名いま

す。自転車知識のフォローはバッチリです。

　打ち上げに飲むビールのうまさは最高のひと時です。一緒

にサイクリングの醍醐味を味わいましょう！ （大橋康人）

京税サイクリング同好会
 会長　大橋康人

連絡先
右京支所　大橋康人
ＴＥＬ：075-325-5746

★毎月3万円の掛金（年間36万円）で、例えば
　課税対象所得400万円の方なら、約11万円
　の節税になります。
　（左図は確定申告書の記載例）

回収困難となった売掛金（被害額）相当の資金を調達できます。（最高8,000万円まで）
「取引先の倒産」と「商取引の事実」の確認で迅速に貸付実行。「取引先の倒産」と「商取引の事実」の確認で迅速に貸付実行。

当面の資金繰りに役立ち、自社と社員を守れます。当面の資金繰りに役立ち、自社と社員を守れます。

将来、「廃業」「役員退任」等が生じたときに共済金を
受け取れます。
将来、「廃業」「役員退任」等が生じたときに共済金を
受け取れます。
現役引退後の安心した生活設計が図れます。現役引退後の安心した生活設計が図れます。

経営セーフティ共済 検  索

小規模企業共済 検  索

掛金は
損金もしくは
必要経費に
算入できます

掛金は
全額所得
控除

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

【7】第159号京都税理士協同組合ニュース



た いむ御麩
お

ふ

　小さいころから動物が好きでしたが、犬や猫を飼わせて
もらえなかったので、小学校のウサギや鶏の飼育当番は喜
んでやっていました。
　大学に進んだ時、研究対象としては野生のニホンザルを
選んだのですが、所属した研究室で飼っている他の動物の
当番は、夏休みやお正月を問わず私にも回ってきました。
　通称「サルの部屋」と呼ばれていたその研究室は、研究
のために主に世界のサルを飼っていました。屋外の出入り
が自由な場所にケージがあったので、近所の若いお母さん
達も子供連れで見に来たりしていました。
　そんな頃に思いを馳せて、当時触れ合った動物たちを思
い出してみたいと思います。

　マダガスカルの
キツネザルたちは、
どれも性格が温厚
で可愛いやつらで
した。ワオキツネ
ザルは日光浴が大
好きで、天気の良
い日はみんな並ん
で両手を広げ、

おっさん座りでの日光浴が日課でした。エリマキキツネザ
ルはモフモフ感がたまらなく、機嫌がいいと触らせてくれ
たりもしました。
　フサオマキザルは大変頭が良く、南米のチンパンジーと
も呼ばれています。手先の器用な彼らは、針金で止めてあっ
たケージの掛け金をはずし、通路に脱走しただけなら良
かったのですが、何を思ったか、他のサルのケージの掛け
金も全部外してしまい、翌朝サル小屋に行ったときには、
いろんな種類のサルが入り混じってお祭り状態、事態の収
拾まで大騒ぎにな
りました。
　サル以外の動物
も「サルの部屋」
が担当していまし
た。アルマジロは
夜行性で昼間は
じっと寝ているの
ですが、ある夜、

どうやって登ったのか高いところの窓を開けて運動場に降
り（落ち？）、脱走囚よろしく地面に穴を掘ってしまいま
した。ケージの外に出口を作られたら大変と、一晩見張っ
ていたところ、のそのそと穴から這い出してきたので、す
かさず蓋をして無事脱走を阻止しました。
　池のあるケージ
には、つがいのハ
シビロコウとカピ
バラの群が同居し
ていました。小さ
い子供たちが、「こ
いつら何者？」と
いう顔でお母さん
にしがみ付いて見ていたもの
でした。
　数年前、そのハシビロコウ
が今でも伊豆シャボテン公園
で元気にしているという記事
を見て、少し嬉しくなりまし
た。

～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！

学学生生時時代代のの愛すすべべき仲仲間たたちちち 上京支所　太田　克
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　８月に家内の両親と伊勢神宮へ行きました。家内の実家が
愛知県なので、頻繁に帰省することができないため、お盆と
お正月の時期に家内の両親と旅行に行くのが恒例となってい
ます。今回は前日に火の谷温泉でゆっくりし、翌日にお伊勢
参りに行ってきました。
　伊勢神宮は、地元で「お伊勢さん」と呼ばれており、内宮
と外宮を中心に125の神社があります。内宮には皇室の祖先
としての神とされる天照大神が祀られています。
　お伊勢参りの順序通りにまず外宮、その後内宮を参拝しま
した。初めてのお伊勢参りでしたが、恥ずかしながら私は外
宮と内宮があることも知らず、場所が離れていることや、参
拝の順序があることすら知りませんでした。義父は何度かお
伊勢参りをしているため、参拝の手順等を教えてもらえたの
はとてもありがたかったです。
　外宮の駐車場から火除橋を渡ってご正宮に向かいますが、
このとき注意が必要です。外宮は左側通行なのですが、参
道の真ん中は神様の通り道だから歩いてはいけません。たく
さんの人が参拝していましたが、みごとに真ん中はあいてい
ました。参道の周りには大きな木がたくさんあり、厳かな雰
囲気がありました。外宮参拝後に、近くのお店で伊勢うどん
を食べました。コシがある麺で子ども達もおいしくいただい
ていました。メニュー表に外国語の表記があり、海外からも
お伊勢参りにたくさん来られていると感じました。
　そして内宮へ向かいました。車で15分ほどでしたが、すぐ
停められた外宮と違い駐車場に入るのに『60分待ち』との表

示が出ていました！待つこと30
分、何とか駐車できましたが、
ここでも外宮との違いが…。内
宮の駐車場は有料でした。お伊
勢参りと言えば内宮がメインと
いうこともあり、圧倒的に参拝
者の数も外宮よりは多かったで
す。おかげ横丁が近くにある内
宮は、滞在時間が外宮よりも長
くなるため、駐車場が有料なの
も致し方ないのかと思いました。
　そして伊勢志摩サミットの際
に安倍首相が各国の首脳を迎え
た宇治橋に到着。絶好の写真撮
影ポイントなので、人でごった
返していました。外宮と違い内
宮は右側通行であるため、今度
は右側を歩きます。そして真ん
中は神様の通り道であるため、

歩いている人はいません。しかし、橋を渡り終える直前のと
ころで、金髪の外国人の少年が橋の真ん中に座ってウォー
ターをドリンクしているではありませんか！！「おいおい！」
と思いましたが、英語が通じる相手かわかりませんし、日本
語以外話ができない私は、「そこは神様の通り道なので、真
ん中はあけておかないといけませんよ！」という旨の言葉を
掛けることができませんでした。どこまでのことがトラベル
ブックに載っているのかわかりませんが、改めて文化の違い
について考えさせられましたし、私自身外国に限らず、国内
においても旅行をする際には、参拝方法やマナー等をある程
度リサーチしておかないといけないと感じました。
　宇治橋を渡ると、そこには至るところに大木があり、とて
も神秘的でパワースポットと言わ
れるのがよくわかりました。
　ご正宮を参拝し、何かしらの
パワーを感じながら再び宇治橋
へ。先ほどの少年はもういませ
んでした。江戸時代から、「一生
に一度は行ってみたい伊勢神宮」
と言われ、たくさんの人々を魅了
した伊勢神宮の魅力がよくわか
りました。
　しばらく歩いたので、甘
いものが食べたくなり、お
はらい町通りにある宝永４
年創業の赤福に行きまし
た。300年以上前からある
お店で歴史を感じながら食べた出来立ての赤福は、とてもや
わらかく疲れが一気に吹き飛びました。
　その後は、おはらい町通りの美しい石畳を歩き、おかげ横
丁に入っていきました。江戸時代や明治初期の街並みを再現
した観光スポットですが、当時の賑わいを感じさせるたくさ
んの人であふれていました。いくつかのお店でお土産を買い
ましたが、閉店時間が17時半と思いのほか早く、あわてて買
い物をしました。
　今回初めてお伊勢参りをしましたが、半日くらいの時間
だったため、外宮・内宮共にじっくり参拝することができま
せんでした。次回はもっとゆっくりと参拝ができるよう計画
したいと思います。お伊勢参りでとても神聖な気持ちになれ
ましたし、こうして家族で旅行に行けることを当たり前と思
わず、感謝するという気持ちにもなれました。これからも家
族で旅行に行ける機会を大切にしたいと思います。そしてあ
わよくばお伊勢さんのパワーで、『神ってる男』になりたい！！
（阪神ファンですが笑）

おお伊伊勢勢ささんんん 中京支所　安田　聖
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のってみた おりてみた
フェイスブックで画像をアップしてくれます。周遊コース

以外にも、保津川下りの乗船場までのコースもあり、保津

川下りへ馬車で向かうのもなかなか良いのではないでしょ

うか。また、馬に餌をあげることもできました。子どもは

引馬に乗せてもらうこともできます。

　馬に満足しつつ、もう少し歩くと保津川に面した広場に

出ます。確か５月にはこいのぼりが大量に設置されたので

すが、今日は何もなく代わりにBBQをしている人たちが

いました。川辺に行って保津川を見ていると次々と船が

下ってきます。こちらから手を振ると船に乗っている皆さ

んも手を振り返してくれます。船頭さんが「また乗りに来

てや」と声をかけてくださいました。また、川岸にはラフ

ティング用のボートがありました。ここではラフティング

もでき、若者が遊びに来ています。

　そうこうしているとトロッコ列車発車の時間になりまし

た。トロッコ亀岡駅のホームに入るとなぜかたくさんのた

ぬきの置物が。たぬきを大切にしている理由は看板があっ

て書いてありました。なぜたぬきを選んだのだろうと疑問

に思いつつ出発です。このトロッコ列車は旧山陰本線を利

用しており、京都の観光で人気です。現在の嵯峨野線はト

ンネルを使って一気に抜けていく感じで普段の移動手段と

しては良いですが、トンネルばかりで風情はあまりありま

せん。旧山陰本線は保津川沿いに走っていて、とても雄大

な景色の中を走っていきます。自然に囲まれて癒される感

　新シリーズ「のってみた おりてみた」になって、バス

だけでなく乗りもの全般になったので電車を降りてみまし

た。亀岡市にあるJR嵯峨野線「馬堀駅」です。嵯峨嵐山

駅からたった２駅隣の駅で、京都駅から25分程度で行くこ

とができます。馬堀駅の近くにはトロッコ亀岡駅がありま

す。この駅は通常の生活の足としての路線ではない観光鉄

道の駅で、名前のとおりトロッコ列車に乗ることができま

す。ということで、馬堀駅から歩いて行ってみました。

　駅と駅が繋がっていないので不便ではと思っていました

が、狭めの徒歩用といった感じの道で歩いてみると気分転

換にいいです。トロッコ亀岡駅から出発した先の終点ト

ロッコ嵯峨駅はJR嵯峨嵐山駅のすぐ目の前なんですよね。

なぜこっちは離れているんだ？と思っていましたが、途中

にあったカフェでソフトクリームなどを買い食いし、また

田んぼや山を眺めつつのんびり歩くと、案外あっという間

に着きました。

　トロッコ列車は１時間に１本程度出ているのですが、予

定の時間まで、トロッコ亀岡駅の周りでのんびりすること

に。ちなみにトロッコ亀岡駅のすぐ前には馬がいます！と

いうことで馬車に乗ってみました。ばんえい競馬で活躍し

た雌馬に引いてもらい、周遊。

　舗装されていない道を走るので乗り心地が良いとはいえ

なかったですが、新鮮な体験ができました。途中で設置さ

れたカメラから馬車と乗客を写真にとってくれるサービス

もあり、思い出作りもばっちりです。その日の夕方以降に

馬堀駅

No.1

JR嵯峨野
線

馬堀駅
◀保津峡 亀岡▶

トロッコ
亀岡駅

 トロッコ保津峡駅▶

新新新新新新新新新シシシシシシシシリリリリリリリリーーズズズズズズズズ
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　終点はトロッコ嵯峨駅。ここは嵯峨野線の嵯峨嵐山駅の

すぐ隣なので、嵯峨嵐山駅から帰途につきました。ちなみ

にトロッコ嵯峨駅の一つ前の駅がトロッコ嵐山駅。この駅

ですごくたくさんの人が降りて行かれました。私は今回、

出発の駅から終点の駅まで乗りましたが、トロッコ嵐山駅

で降りると嵐山の竹林がすぐ目の前とのこと。終点に行か

ず、トロッコ嵐山駅で降りて竹林を抜けて嵐山観光をする

のもよいと思います。トロッコ嵯峨駅にはジオラマ京都
JAPANが併設されていて、非常に電車が満喫できます。

ということで、近場で鉄道と大自然に触れてリフレッシュ

できた旅でした。

　京都駅からすぐです！ぜひ意外と近い亀岡へ！！

じがしました。紅葉の季節は特におすすめです。昔はこの

トロッコ列車が走る路線が嵯峨野線の代わりであったこと

を思うと、少し惜しい気持ちにもなりました。嵯峨野線が

できた時に、トロッコ列車に活用されて本当によかったと

思います。トロッコ列車の中では写真を撮ってくれる人が

回ってきてくださいます。写真はすぐできて、その場で見

せてくれます。一枚1500円となかなかいいお値段ですが。

　ちなみに、このトロッコ列車、トロッコ亀岡駅から乗る

時は進行方向左側の方が保津川の景色を先に長い時間見る

ことができました。逆に右側は壁を見ながら待つ時間が長

い気がしました。どの席でも十分楽しめますが予約をする

場合は座席の方向もご一考ください。

▼ 広報委員　人見 真也

トロッコ
嵯峨駅

◀トロッコ嵐山駅 
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　台風が通り過ぎた後も天気がすっきりしない日が続く中、

何とか雨が降ってない10月25日の朝に、今回の記事を書く

べく車のキーを回した。京の道という言葉から京都人なら

普通は烏丸通りだの丸太町通りなどを思い浮かべるかもし

れない。しかし、僕は何となく地元の嵯峨から高雄・京北・

美山を通って福井県の小浜に抜ける国道162号線が頭に浮

かんだ。せっかくの取材やし、遠出して日本海の海の幸を

満喫しようと決意した。僕は元々ドライブ好きな方である。

　まだモミジが色づいてない高雄を抜けて京北に入る。旧

京北町が右京区に編入されており、結構な時間を走っても

まだ右京区である。北山杉の山並みが美しい（写真１）。

記事を書いていて、

北山杉と思って撮っ

た写真がホンマにそ

れが北山杉か自信が

ない。めっちゃ普通

の雑木林のような気

もする…

　思わぬアクシデント発生。徐々に山奥に入っていくと木

の枝葉や砂利が路面に散らかっていて運転しにくくなり、

だんだんと倒木などが多くみられるようになった。台風の

影響である。時々タイヤから嫌な音がする。小石か太めの

枝を踏んでるんやと思う。そしてとうとう深見トンネルの

所で通行止めになった

（写真２）。問答無用、先

には行けない。都市部で

は感じられない台風21号

の爪痕に自然の脅威を改

めて思い知らされる。遠

のく海の幸…　遠のくどころかサヨナラ海の幸。いや、こ

の際、海の幸はどうでもよい。このままでは予定していた

原稿が書けない。途方に暮れる僕、どうしよう。この何で

もない通行止の看板が大巨人アンドレ・ザ・ジャイアント

のように高く立ちはだかる壁に見えた（笑）。

　するとおっちゃんが軽トラで通りかかる。止まっても

らって話を聞いてみるが、入れ歯があってないらしくほと

んど聞き取れない。確信はないのだが、「自分はトンネル

の向こう側から来て帰るところ。この先も路面はこんな感

じだか走れるよ。」という事のような気がした。写真では

わからないが通行止めのバリケードの右側にスペースが

あってそこから車は入れる。何の迷いもないかのようにト

ンネルに消え去る軽トラを見送りつつ、進むか退くか悩む。

しかし、思った。そもそも「通行止めをアッサリ無視して

突進しました（笑）」とも記事に書けないし、万一パンク

とかしてJAF呼んでも来てくれるんやろか。引き返そうと

決意する、「これって大人の判断やん」と自画自賛するが

（笑）、落ち着いて考えたら当り前の話である。

　という事で引き返しながら考える。そういえば昔から宿

題とかをサッサと済ませるタイプではなかったなと、遠い

目をしながら反省する俺。ギリギリ君である。広報委員会

の例会までに記事を仕上げないといけないので急遽事務所

近くの太秦の大映通り商店街を取材することにした。ここ

までで何が言いたかったかというと、「適当に地元の取材

で安易にごまかした」と思われたくなかったのである（笑）。

無駄に往復80キロ近く車を走らせた。本人はそれなりに頑

張っているのだ。

　長い前説になったが本編に入ろう。大映通り商店街は嵐

電の太秦広隆寺駅から帷子ノ辻駅までの間に位置する約

700メートルの商店街である。大映の映画撮影所とともに

発展し現在も松竹や東映の撮影所に近いことから映画とと

もに発展し、現在はそれらの衰退とともに元気がなくなっ

ている印象もある。しかし、今なお魅力あるお店や美味し

い飲食店が多く存在している。この街のちょっとノスタル

ジックな雰囲気が大好きである。

　太秦広隆寺側から歩く。まずは三吉稲荷神社。ここには

日本映画の父と言われる牧野省三さんの記念碑が建てられ

ている。しょっちゅう通る割には意識していなかったが三

吉稲荷大明神と中里八幡大菩薩が並んで祀られている。神

様と菩薩様なのでどっちが上かよくわからないが同等なの

であろう。神仏習合という事なのだろうか（写真３）（写

真４）（写真５）。

右
京
区
内
迷
走
…

 

〜
周
山
街
道
か
ら
大
映
通
り
商
店
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　とりあえずは、帷子ノ辻の方まで歩く、厳密には三条通

に面する方が商店街の正面という事になるのだろうか（写

真６）。そこから改めて東の方に歩く。まず、嫌でも目に入っ

てくるのは大魔神の像である（写真７）（写真８）。高さは

５メートル。詳細については、下記の大映通り商店街のホー

ムページを参考にさせていただく「2013年３月14日は、大

映通り商店街にとって特別な日となりました。かつて太秦

にあった大映京都撮影所で1966年に制作された元祖特撮映

画『大魔神３部作』のヒーロー大魔神が50年ぶりに『キネ

マのまち・太秦』に帰ってきたのです！」大魔神が特撮の

ハシリだったんや。

　東に戻りつつ、お昼ごろになってきたのでランチをどう

するか考える。飲食店は割にたくさんあり、ランチ激戦区

である。複数の好きな店があるのだが、あくまで取材なの

でやはり写真映えする、それにここならではというお店を

選ぶべきと思う。ということでキネマ・キッチンに決める

（写真９）（写真10）（写真11）。店に入ると昔の日本映画の

ポスターで埋め尽くされている。昭和の映画好きにはたま

らないノスタルジックの世界が広がる。しかし、今はハロ

ウィーン。無理矢理えぐり込んで来た感のあるカボチャ達。

でも大丈夫。俺、こういうの嫌いじゃないっス。

　メニューの基本というかオススメは日替わりとおばんざ

いバイキングである。しかし、今日も僕が気に入っている

「かつライス」を選ぶ。ご想像のとおり、「かつ」は勝新太

郎、「ライス」は市川雷蔵にちなんでいる。往年の２大スター

の共演である（写真12）（写真13）。写真のとおり、早い話

がオムライスの上にカツが乗っている。僕はどっちも好き

なので間違いなく２大スターの共演である。肝心の味だが、

見た目はコッテリ感満載だが食べてみると脂っこさは全く

なく美味しい。「かつ」はサクッと揚がっており油ものが

苦手な方も安心である。下のオムライスもフワッとしてい

る。その隙間を埋めるキャベツもこれまた良い仕事してる。

名脇役である。映画のポスターを見な

がらゆっくりと頂く。なんとなく目を

引いたのがこれ（写真14）。昔の勝新

太郎って恰好よかったんやなと思いつ

つ、ふと、今バラエティ番組とかで活躍

している中村玉緒さんのご主人だった

という事を知っているのは40代以上な

んやろうなと感じた。時の流れである。

　国道162号線の京北で自然の脅威を感じ、太秦の大映通

り商店街で時の流れを感じる一日となった。新シリーズは

右京区内の迷走で始まりました。次の担当の方は迷わない

でください。

写真3

写真10

写真9 

写真5写真4

写真13写真12

写真6

写真7写真8

写真14

写真11
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とっておきのお店飲食店に限定せず、お店ならなんでもOK─

ないと、飛び込みではタイミングがよ
ほど合わないと入ることはできなさそ
うなので、事前予約をお奨めします。
　イタリアンでは珍しいメンチカツを
オリジナルのデミグラスソースでいた
だいたり、いろんな魚をいろんな調理
法で出されたり、とにかく飽きがこな
いメニューには感服いたします。お肉
もこだわりのブランドを使っておられ
ます。
　二条駅からは歩いて５分ほどなので、
お近くにお住まいの方や事務所がお近
くの方、是非予約してからお立ち寄り
ください。

　私のお奨めの店は今年の６月に新規
オープンされた「リストランテ　野呂」
さんです。シェフの野呂さんはホテル
グランヴィア京都の「ラ・リサータ」
で修業されたのち、最近ほんとに予約
の取れない「洋食おがた」（京都市中
京区等持寺町32-1）で更に腕を磨かれ、
満を持して独立されました。
　カジュアルな感じのイタリアンなの
ですが本格的なコースも予約を入れれ
ば応じていただけますし、ワインをは
じめ各種アルコールも充実しています。
　１階はカウンター、２階は10名程度
座れるテーブルの個室になっています。
いつも満員のようで予約を入れておか

　私がおススメするお店は、三条新町
にある「とり粋」です。
　テレビや雑誌などにも取り上げられ
ているお店ですので、ご存知の方も多
いかもしれませんね。
　ここは、オープン当初から専門学校
の仲間と集まる際によく利用していま
す。
　ここに来たら是非とも食べていただ
きたいのが、店主が唯一無二の鍋と豪
語する「山椒なべ」です。普通、夏に
鍋を食べる気が起きませんが、この山
椒なべは夏でも食べたくなります。も
ちろん冬も食べたくなります。つまり、
どの季節でも食べたくなります。
　ダシは、鶏ガラと丹波の比ねどりを

ベースに、そこに紀州有田川のぶどう
山椒をペーストにして溶かし込んでい
ます。これが何とも言えない絶妙の味
でクセになります。山椒が効いている
ので健胃効果もあります。
　具材はたっぷりの野菜と比ねどり、
若どりの鶏肉。〆は雑炊などもできま
すが、中華麺がおススメです。
　名物の山椒なべを食べただけで口の
中は山椒の味でいっぱいになりますが、
「追い山椒」をしてさらに刺激を楽し
むこともできます。これまでに味わっ
たことの無い世界が待っていますよ。
　また、ランチでは早い！旨い！安
い！カレーがあり、こちらもおすすめ
です。

　ノリの良い店員さんが揃ってい
てトークも楽しめますので、一度
「山椒なべ」を食べに行ってみて
ください。

リストランテ野呂
京都市中京区西ノ京職司町67-14
Ｔ Ｅ Ｌ　075-823-8100
営業時間　11：30～14：30（L.O. 13：30）
　　　　　17：30～22：00（L.O. 20：30）
定 休 日　月曜日　月１回火曜日

とり粋
いき

右京支所　水野朝太郎

リストランテ
野呂

下京支所　富村 将之

二条城二条城

リストランテ
野呂

押小路通押小路通

千
本
通

千
本
通

美
福
通

美
福
通

御池通御池通

二
条

NN

とり粋

三条通三条通

御池通御池通西
洞
院
通

西
洞
院
通

釜
座
通

釜
座
通

新
町
通

新
町
通

郵便局郵便局

NN

とり粋
京都市中京区三条通新町西入ル釜座町36

Ｔ Ｅ Ｌ　075-255-5191
営業時間　月～金　11：30～14：00

　　　　　　　　　18：00～23：00

　　　　　土日祝　18：00～23：00

定 休 日　不定休
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９・26 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

９・26 保険第一委員会（大同生命新年度施策について）

９・26 保険第二委員会
（全税共第32回全国統一キャンペーンについて）

９・27
日本生命代理店ゴルフコンペ
　於　ジャパンエースゴルフ倶楽部
参加：22名

９・27

研修・実務講座
「消費税　実務でやること、気をつけること第３回」
（全５回）
講師：村岡大輔先生　
参加：80名

９・28 朝日生命との個別業務推進協議会
10・２ ジブラルタ生命京都支社表敬訪問

10・４
研修・短期講座
「中小企業のための国際税務と社会保険等」
講師：上西左大信先生　
参加：166名

10・４ 富国生命「経済講演会」出席
　於　ホテル阪急インターナショナル

10・６

研修・実務講座
「消費税　実務でやること、気をつけること第４回」
（全５回）
講師：村岡大輔先生　
参加：80名

10・11 地区連絡小委員会（一泊旅行について）
10・11 朝日生命長岡京営業所表敬訪問

10・11 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

10・12

研修・実務講座
「消費税　実務でやること、気をつけること第５回」
（全５回）
講師：村岡大輔先生　
参加：80名

10・12

研修・勉強会
「税理士実務に役立つ最近の判例・裁判例第２回」
（全５回）
講師：立命館大学法学研究科教授　岸本雄次郎先生
参加：51名

10・12 日本税理士協同組合連合会　第22回通常総会出席
　於　第一ホテル東京

10・13

研修・短期講座
「日本経済を占う～世界経済と日本の関係」
講師：ニッセイ基礎研究所経済研究部
　　　主席研究員　伊藤さゆり先生
　於　舞鶴グランドホテル
参加：60名

10・13 両丹支所組合員との懇談会・懇親会
　於　舞鶴グランドホテル

10・16 特別講演会【京税協厚生会主催】
10・17 朝日生命伏見営業所表敬訪問

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

平成29年

第３回理事会
　平成29年度第３回理事会を９月11日（月）午後４時30分より京
都ブライトンホテルにて開催。当日の出席状況は次の通り。
　理事48名　監事４名　相談役３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13名、法人１社、賛助会員７名の加入を承認。承認の結果、
個人組合員は1,208名、法人組合員116社、出資金額8,505万円、賛
助会員388名、加入率は84.3％となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○廣瀬　豊昭（中京） ○中西　作治（東山）
○平山　智彦（宇治） ○坂口　俊幸（中京）
○高田　和也（中京） ○髙山恵一郎（中京）
○瀧上　直人（右京） ○嘉村　智通（伏見）
○福島　一浩（東山） ○森村　千尋（宇治）
○百田　敏春（宇治） ○西村　　猛（中京）
○吉田　雄大（中京）
（法人組合員）
○京都セントラル税理士法人（中京）
（賛助会員）
○秦　　亮一（中京） ○松本　心華（下京）
○米田　真規（中京） ○小林　昌弘（宇治）
○池田　茉以（中京） ○中村　一郎（中京）
○竹内　直樹（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。
○岡林　良雄（伏見・脱退【業務廃止】）
○北林　寛仁（上京・脱退【転出】）
○廣瀬　豊昭（中京・脱退【組合員へ移行】）
○福島　一浩（中京・脱退【組合員へ移行】）
○中西　作治（東山・脱退【組合員へ移行】）
○嘉村　智通（伏見・脱退【組合員へ移行】）

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

第３号議案　 支部連「税を考える週間」協賛依頼・「新春講演会」
共催依頼承認の件

【報告事項】
（事業部門）
事業委員会
　①事業推進協議会開催要領について
　②提携企業への提携料賦課について
出版委員会
　・委員会開催報告
研修委員会
　・研修開催報告
（総務部門）
総務委員会
　①財務報告
　②行事【年間】予定・組合PR一覧
　③弔事連絡メールの配信登録について
　④教育情報図書の選定について
　⑤全税共文化財団助成申請の案内
広報委員会
　・「京税協」第158号の発行について
地区連絡委員会
　①10月13日（金）両丹懇談会開催要領
　②10月30日（月）
　　支所会計担当者会議・支所合同協議会開催要領
　③11月８日（水）
　　全税共VIP君・ランちゃんゴルフコンペ開催要領
　④来春の厚生行事について
（保険部門）
保険第一委員会
　①９月26日（火）営業社員ランチミーティング開催要領
　②10月16日（月）特別講演会の開催について
　③ 12月８日（金）大同保険推進協議会（４税協）実務者会議の
開催について

保険第二委員会
　① 全税共第32回全国統一キャンペーン、Z１（代理店増強）・Z２
（挙績推進）キャンペーン開催要領

　　個別業推・表敬訪問実施報告
　②小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーンの開催について
　③日本生命税理士VIP代理店事務所研修の開始について
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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30年度償却資産の申告について
◆提出期限　平成30年１月31日（水）

◆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。

◆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。

京都市からのお知らせ

10・17 明治安田生命伏見中央営業所表敬訪問

10・18

研修・短期講座
「第一部　知的資産経営について」
講師：中小機構近畿本部　事業承継コーディネーター
　　　中小企業診断士　天井省二氏
「第二部　小規模企業共済について」
講師：中小機構近畿本部　共済普及課　課長
　　　吉谷千鶴氏
参加：78名

10・18 朝日生命下京営業所表敬訪問
10・18 朝日生命京都東営業所表敬訪問
10・19 朝日生命西八条営業所表敬訪問
10・19 朝日生命西大路営業所表敬訪問
10・20 事業委員会（事業推進協議会開催要領について）
10・20 事業推進協議会
10・27 広報委員会（第159号編集割付）

10・27 全国税理士共栄会第43回定期総会出席
　於　名古屋マリオットアソシアホテル

10・30 支所会計担当者会議
10・30 支所合同協議会
10・31 富国生命京都桃山営業所表敬訪問
11・１ 日本生命との個別業務推進協議会
11・２ 事業委員会（事業推進協議会開催報告について）
11・７ 広報委員会（第159号ゲラ校正）

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
パートⅡ～」
講師：金井恵美子先生
参加：218名（内ライブ配信23名）

11・７ 日本生命西陣北山営業部表敬訪問

11・８
第59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　比良ゴルフ倶楽部
参加：82名

11・10 広報委員会（第159号ゲラ再校正）

11・13 保険第二委員会
（全税共第32回全国統一キャンペーンについて）

11・14 日本生命東寺営業部表敬訪問

11・14
研修・短期講座
「グループ法人税制について」
講師：岸田光正先生
参加：214名（11月10日現在）

11・14
キョウテク株式会社
「地主様・お取引先様　感謝の夕べ」出席
　於　京都ブライトンホテル

11・16

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：213名（11月10日現在）

11・17 住友生命京都支社表敬訪問

11・17
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・17

研修・勉強会
「税理士実務に役立つ最近の判例・裁判例第３回」
（全５回）
講師：立命館大学法学部教授　本山　敦先生
参加：51名（11月10日現在）

11・20
ミサワホーム創立50周年記念
「京都MRD・法人　謝恩会」出席
　於　ホテルグランヴィア京都

11・25 「京税協」第159号発行
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