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拓殖大学客員教授
　　　評　論　家　石

せき

	平
へい

	氏　プロフィール

『朝鮮半島はなぜいつも地獄が繰り返されるのか　中国人ですら韓
民族に関わりたくない本当の理由』（徳間書店）

『なぜ中国から離れると日本はうまくいくのか』（PHP新書）
『「全身病巣」国家・中国の死に方』（宝島社）
『中国はもう終わっている』（共著・徳間書店）
『中国人の本性：歴史・思想・宗教で読み解く』（共著・徳間書店）
『「歪んだ経済」で読み解く中国の謎〜習近平と中国は何を狙って
いる？〜』（ワニブックスPLUS新書）

『日中新冷戦構造』（イースト新書）
『習近平の断末魔の叫びが聞こえる2013年後期の中国を予測する』
（共著・WAC BUNKO）
『中国人の嘘にだまされない７つの方法』（宝島SUGOI文庫）
『相手が悪いと思う中国人　相手に悪いと思う日本人』（共著・
WAC BUNKO）

『尖閣問題。真実のすべて』（海竜社）
『論語道場』（致知出版）、『謀略家たちの中国』（PHP研究所）
『中国人の正体』（宝島社）、『中国ネット革命』（海竜社）
『中国版サブプライムローンの恐怖』（幻冬社）他多数

〈主要著書〉
『日本人だけがなぜ日本の凄さに気づかないのか』（ケント・ギル
バート氏との共著・徳間書店）

　１月15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。著書も多数執筆されメディアでもご活躍の石平氏を講
師にお迎えし、ご講演いただきました。
　まず、中国の経済成長のモデルと問題点をレジュメに基
づき詳しくご説明いただいたのち、中国の高度成長終焉と
経済破綻の危険性について触れられました。次に、習近平

中国経済・政治情勢と
今後の行方

講師　石
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日時 平成30年１月15日（月）
場所 京都ホテルオークラ

1962年 中国四川省に生まれる
1984年 北京大学哲学部を卒業
1988年 来日
1995年 神戸大学文化学研究科博士課程修了後、民間研究所勤務
2002年  『なぜ中国人は日本人を憎むのか』（PHP研究所）を著

して中国における反日感情の高まりについて先見的な
警告を発して以来、評論活動に入る

2007年末 日本国籍に帰化
2014年  著書『なぜ中国から離れると日本はうまくいくのか』

（PHP新書）で第23回山本七平賞を受賞
  産經新聞本紙にて「石平のChina Watch」隔週コラム

連載中
現　在  拓殖大学客員教授
  中国問題・日中問題を中心に執筆・講演・テレビ出演

などの言論活動を展開

独裁体制の成立と今後の中国政治、国際戦略と日中関係を
北朝鮮問題を絡めて解説していただきました。中国の「日
本無視」と「日本敵視」は続くであろうとの見解を述べら
れ、日本の対中国姿勢についても示唆していただきました。
１時間30分のご講演は今、日本が抱えている近隣諸国の問
題を石先生ならではの情報力と分析に基づいた講演で、内
容の濃いものでした。� （広報委員長　梶谷知代）

新春
講演会

京都税理士協同組合 開催日：平成30年８月９日（木）
会　場：ウェスティン都ホテル京都
第７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46回通常総会
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　１月26日（金）ウェスティン都ホテル京都において「全税
共第32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、経過報告、続いてご来賓の方々より祝辞を頂いた。
　表彰の内容については別記の通りであるが、特記すべき
は全国税理士共栄会「VIP大型総合保障制度」にて会長賞
のトリプルスターとシングルスターが京都の営業所から輩
出されたことである。トリプルスターというのは近畿地
区最上位の成績のことであり、京都とし
ては初めての受賞となった。シングルス
ター、こちらは近畿地区第３位の成績で
あった。オリンピックで言えば、金メダ
ルと銅メダル。京都の営業職員が２人も
表彰台に登るということは非常に喜ばし
いことである。賞の授与、記念撮影が行
われ、堀口裕弘副理事長の挨拶をもって
厳かな表彰式が閉式となった。
　休憩後、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部では多数の賞品が用意されたお
楽しみ抽選会が行われた。当選番号の発
表に一喜一憂する様子が見られ、会場は
序盤から大いに盛り上がった。そして第
２部、「ウエダテツジとラポーオールス
ターズ」によるバンド演奏が始まった。
出席者を魅了する素敵な歌あり、圧巻の
ドラムパフォーマンスあり、そして恒例
のダンスタイム！アンコールでは熱気再
び！！ 会場内はたくさんの笑顔であふれ

た。興奮が冷めやらない中、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　今井沙矢香）

【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
☆☆� 日本生命保険相互会社� 京都支社� 實川　倫子

会 長 賞 ☆
シングルスター

� ジブラルタ生命保険株式会社� 京都支社� 田中　光典
理 事 長 賞� 日本生命保険相互会社� 京都支社� 堤　　榮子� 他10名
金　　　　　賞� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 阿波　豊子� 他11名
銀　　　　　賞� 明治安田生命保険相互会社� 京都支社� 山口美佐子� 他15名�
銅　　　　　賞� 第一生命保険株式会社� 京都総合支社� 岸本　広江� 他74名
努　　力　　賞� 住友生命保険相互会社� 京都支社� 梶山　節子� 他31名

［特別賞］
キングオブキングス� 日本生命保険相互会社� 京都支社� 實川　倫子
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18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� 完戸さえ子
◎機関表彰
優 秀 機 関 賞� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 西八条営業所� 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２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 15� 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� � 他１支社
◎年間賞
全税共年間賞� 日本生命保険相互会社� 京都支社� 堤　　榮子� 他１名
年 間 10 億 賞� 日本生命保険相互会社� 京都支社� 堤　　榮子� 他９名
年 間 ５ 億 賞� ジブラルタ生命保険株式会社� 京都支社� 北小路冬彦� 他７名
年 間 ３ 億 賞� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 松本　國廣� 他10名

〈日時〉平成30年１月26日（金）　　〈場所〉ウェスティン都ホテル京都
理事長賞の皆様

全税共 第32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）實川様

会長賞（シングルスター）田中様
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▶満腹三昧
東山支所　澤田眞司

　今年の京税協春の親睦旅行は、四国
の高知。空港からバスで昼食会場の

「オーベルジュ土佐山」へ。ここは、高知市内から約30分
の自然に囲まれた宿泊施設で、「時計もテレビもなく、日
常生活を忘れるひとときを楽しむ。料理やサービス、建築
に至るまで全て地元土佐山にこだわった地産地消の宿」と
のこと。
　新鮮な野菜の前菜から、次々と和風創作料理が続き、たっ
ぷりのワインと共に美味しく満腹になりました。
　その後、桂浜へ行き坂本龍馬と同じ高さで太平洋を望み、
宿泊先である「城西館」に着きました。その夜の宴会で、
またボリュームたっぷりのおいしい地元料理をいただき、
締めの釜飯まで食べてまたまた満腹になりました。
　翌日、朝のバイキングの後、仁淀川の屋形船遊覧、佐川
町近隣をゆったりと散策の後、うなぎの名店「大正軒」で
うな重をいただきました。これがまた美味しいんですが、
ご飯のボリュームがハンパないんです。完食ギブという人

高知 １泊２日の旅

平成30年４月15日日〜
４月16日月
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が多かったんではないでしょうか。
　その後、お土産に芋けんぴを買い、プロペラ機で伊丹空
港に到着しました。
　舌の肥えた先生方を察し、毎回企画を考えて下さる総務
部門の役員の皆様方、本当にご苦労様です。ありがとうご
ざいました。
　来年も期待しております。

▶初めて参加しました
左京支所　久保　賢

　京都税理士協同組合の厚生事業に初
めて参加しました。当日は７時20分に
京都駅に集合したのですが、あいにくの雨で２日目の仁淀
川の屋形船が大丈夫かなと少し心配になりました。ところ
が、諸先輩方の日頃の行いが良かったのだと思います。高
知空港に着いた途端に、非常に良い天候に恵まれ、天気の
心配も無用となりました。

　１日目は比較的山奥にある、飛行機の機内食にも選ばれ
たことがあるというオーベルジュ土佐山で、地産地消の料
理とワインをお腹一杯になるまで堪能しました。高知は初
めてでしたが、地元の野菜を使っていると聞くとそれだけ
でも美味しく感じるものです。食後には、高知を代表する
景勝地で有名な「桂浜」を観光し、まだまだお腹が減って
いない!? 状態で大宴会が始まりました。そうそうたる先
輩方が大勢参加され、大宴会会場の熱気がすごく、京税協
の事業と税理士との密接な繋がりを肌で感じることが出来
ました。宴会後は支部ごとに分かれて二次会となり、高知
の町でお酒を飲んで、お風呂の時間も忘れて夜が更けまし
た。
　２日目は仁淀川の屋形船でスタートしました。個人的に
は一番良かったと思います。全国で１番水質がきれいなだ
けあり、４〜５ｍの深さでも川底がきれいに見えて、カワ
セミの飛ぶ姿も見ることが出来ました。何よりも川特有の
ニオイが全く無く、味は分かりませんが無臭であったこと
に何よりも感動しました。
　２日間にわたって先輩方とご一緒し、食事にお酒に大満
足の楽しい旅でした。また京税協の事業に参加し、旅行に
も参加したいと思いますのでよろしくお願いいたします。
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▶身も心も満腹に
舞鶴支所　片又　昇

　今年は、飛行機を使っての高知への
旅。伊丹空港への道中は、生憎の雨模
様でしたが、短い空の旅で高知龍馬空港に降り立ったとき
にはすっかり晴れ、絶好の旅行日和となりました。
　まずは、オーベルジュ土佐山での昼食です。評判どおり
の美味しい料理に舌鼓を打ちました。中でも「いたどり炒
め煮」を口にしたときには、小学校の下校時に寄り道をし
て山裾に自生していたイタドリを食べた記憶が、鮮やかに
蘇り、こころにもご馳走を頂くことが出来ました。
　二日目は、仁淀川の屋形船の舟遊びでした。仁淀川の名
前の由来には、諸説あるようですが、古から美味しい鮎が
獲れ、朝廷の贄殿（にえどの＝厨房）に献上していたので
贄殿川（にえどのかわ）と呼ばれ、転じて仁淀川（によど
がわ）となったという一説があります。その天然鮎の塩焼
きを肴に、ビールを飲みながら緩やかな川の流れに身を任
せて、決して流暢とは言えないけれど純朴なガイドさんの
話に耳を傾けると、本当に五感が開放されていくのが体感
できました。
　身も心も満腹になった二日間の旅を、お世話頂いた地区
連絡委員の先生方に感謝しつつ、筆を置きます。

▶初めての高知
宇治支所　小山光博

　京税協の旅行に参加するのは本当に
久しぶりでした。四国はかつて京税協
の旅行で愛媛に行ったことがあり、香
川と徳島は過去に何度か行ったことが
ありましたが、高知は生まれて初めて
でした。
　集合場所の京都駅はあいにくの雨でしたが、伊丹空港か
ら高知龍馬空港に着く頃には天気も回復、以降天候には恵
まれて快適な旅となりました。飛んだと思ったらすぐ降下
というたった45分程度の慌ただしいフライトはちょっと微
笑ましいものがありましたが。
　自然に恵まれた旅路は、日頃の疲れを癒すにはとてもあ
りがたく、楽しいひと時でした。初日は桂浜の雄大な風景
に圧倒され、２日目は仁淀川での屋形船でのんびりとした
時間を過ごせました。そして何と言っても食事が豪華でし
た。以前旅行に参加していた頃、「ここまで凄かっただろ
うか？」と思う程でした。全て素晴らしかったのですが、
個人的には２日目の昼食、大正軒のうなぎの凄いボリュー
ムが一番印象に残っています。今年初頭それまでの不摂生
が祟り、血圧が200を超えて多くの皆さんに怒られてしまっ
たので、飲食の機会が減る確定申告期にダイエットに取り
組み１か月半で約７kg痩せたのですが、かなりリバウン
ドしてしまいましたね…。
　最後にこれだけ素晴らしい旅行を企画して頂きまして、

役員・委員の皆様に改めて感謝の意を表したいと思います。
本当にありがとうございました。
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▶Kochi黒潮�
　�カントリークラブで

のゴルフ
峰山支所　林　伯学

　美味しい食事や温泉、二日目の名門ゴルフコースでのプ
レイを楽しみに、京税協旅行に毎年参加しています。おか
げで、多くの先生方と知り合うようになり、今回の旅行で
も、日頃なかなかお会いできない先生方とも会話が弾み、
またオーベルジュ土佐山のワインに始まり、高知の地酒土
佐鶴、夜の宴会とお酒も弾み、記憶がぶっ飛ぶほど一日中
ずっとお酒を飲んでいたような気がします。
　そんな訳で二日目は、例年通りの二日酔いと寝不足とい
う絶不調で朝を迎えました。しかし、今回はCASIO�WORLD�
OPENが開催される、Kochi黒潮カントリークラブでのゴ
ルフ。バスがゴルフ場に近づくにつれ、多くの大会スポン
サーの看板が見えてくると、自然に高揚感と共にやる気と
元気が戻ってきました。

　このコースは左右に広く、またレギュラーティからでも
6500ヤードほど距離もある為、ドライバーがそこそこぶっ
飛んでも距離が残り、ショートアイアンを持たせてもらえ
ず、なかなかパーオンしない非常にタフなコースでした。
　村中研治先生・清水宏先生・同じ支所の高野宏先生と一
緒にラウンドさせて頂き、楽しくリラックスして２プレイ
が出来ました。グリーンも大きく早く、４パットも２回ほ
どやらかし、トータル94ストロークと意気込んで参加した
割には、体調不良を言い訳に、完全な空回りでした。
　トリプルとダボを各３ホールずつ叩いていたので、ダブ
ルペリアがはまれば「上位はあるかなー」と密かに期待し
て表彰式に臨むと、予想通りハンディを沢山もらい今回初
めて優勝する事ができ大変嬉しかったのですが、お恥ずか
しい事に一日目の記憶の一部がなく、皆さまに色々とご迷
惑をおかけした様で大変申し訳ありませんでした。
　来年は二日酔いになる程の飲酒は控え、記憶はぶっ飛ば
さず、ゴルフボールの方をますますぶっ飛ばそうと思って
おりますので、どうぞよろしくお願いします。
　最後に、京税協の役員の先生方には毎年色々とお世話に
なり、ここに改めて御礼申し上げます。
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成績表（上位３名）� （敬称略）

順　位 氏　名

優　勝 林　伯学

準優勝 伊島　睦

３　位 村中研治
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　第14回会館建設記念講演のスピーカーに、内閣府規制改
革推進会議委員などの要職も務められている明治大学政治
経済学部准教授　飯田泰之氏をお招きし「これからの日本
経済」について90分間ご講演を頂戴しました。
　「日本経済のもともとの認識が間違っていた、低く見す
ぎていた」。まずはマクロ経済学者である飯田先生らしく
アベノミクスの効果や海外から日本経済がどう見られてい
るかについて、いろいろなエビデンスを織り交ぜながら説
明していただきました。
　そしてイギリスの産業革命や日本経済が辿ってきた過程
から、人口減少局面にある日本は「喜ばしいことではない
が、絶望的ではない」との見解を述べられ、「人口減少は
日本経済にとってチャンスかもしれない」という今回の講
演の中枢へと話を進めていかれました。
　“チャンス” というのは「経済成長には生産性が重要で、
生産性を高めるためにはイノベーションが不可欠で、人手
不足圧力は生産性を高めるイノベーションの創出につなが
る」というのが理由でしたが、そのチャンスを活かすため

には「イノベーションを創り出すアイデアが必要で、その
アイデアを生み出すには人的交流、人の移動が鍵である」
とのお話でした。
　講演に聞き入っているうちに気が付けば終りの時間が訪
れてしまい心残りな気持ちになりましたが、これからの日
本経済に希望が見いだせ少し晴れやかな気持ちになれた講
演だと思いました。� （広報委員　清水仁志）

飯
いい

田
だ

　泰
やす

之
ゆき
氏

脱デフレ・経済成長・格差是正についてさまざまな提言を行う新進気
鋭の経済学者
1975年生まれ。東京都出身
1998年　東京大学経済学部卒業
2000年　東京大学大学院経済学研究科修士課程修了
2003年　東京大学大学院経済学研究科博士課程中退 
　　　　駒澤大学経済学部専任講師就任
2007年　駒澤大学経済学部准教授
2013年４月〜　明治大学政治経済学部准教授、現在に至る。
専門は経済政策・マクロ経済学
〈受賞歴〉
日経・経済図書文化賞『昭和恐慌の研究』（共著／第６章担当）

明治大学准教授　エコノミスト
《講師プロフィール》

【執筆・連載】
週刊SPA！「週刊チキーーダ！」、週刊SPA！「ニッポン新潮流」
【編著・共著】
『もうダマされないための「科学」講義』（光文社／編著）、『昭和恐慌の研
究』（東洋経済新報社／岩田規久男編）、『論争日本の経済危機－－長期停
滞の真因を解明する』（日本経済新聞社／浜田宏一・堀内昭義・内閣府経
済社会総合研究所編）、『ゼミナール経済政策入門』（日本経済新聞社／岩
田規久男共著）、『経済成長って何で必要なんだろう？』（光文社／芹沢一
也・荻上チキ編）、『脱貧困の経済学ー日本はまだ変えられる』（自由国民
社／雨宮処凛共著）、『農業で稼ぐ経済学』（PHP研究所／浅川芳裕共著）、
『リフレが日本経済を復活させる』（中央経済社／岩田規久男・浜田宏一・
原田泰編）、『夜の経済学』（扶桑社／荻上チキ共著）他多数
【テレビ等】
TBS「Nスタ」テレビ朝日「モーニングバード」「朝まで生テレビ！」「林
修の今でしょ！講座」、NHK「日曜討論」「週刊ニュース深読み」、フジテ
レビ「新報道2001」、BSフジ「LIVEプライムニュース」、NHK衛星第１テ
レビ「新BSディベート」、関西テレビ「FNNスーパーニュースアンカー」
ニコニコ生放送「飯田泰之×常見陽平／饒舌大陸」等、討論番組に多数出演

 エコノミスト 飯田 泰之 氏

日時：平成30年４月12日（木）
場所：京都税理士会館
講師：明治大学 准教授

第 14 回	 会 館 建設記念講演
京都税理士会館

これからの日本経済
〜企業と地域から始まる経済成長
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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 

　厚生会との共催により、京都ホテルオークラで開
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。

保険第一委員会
大同生命との連絡協議会

中間監査

４月19日木

２月８日木

　厚生会との共催により、相談役会が開催され３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。

相談役会
2月14日水

【9】第161号京都税理士協同組合ニュース
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　私は小さいころから球技が大好きで、最近は休日になる
と草野球やソフトボール、たまにゴルフをしています。ゴ
ルフは始めて間もないですが、野球は小学４年生から始め
て高校３年生までの９年間取り組んでいました。高校を卒
業して税理士試験の受験中は野球から離れていましたが、
合格した後は友人に誘われて草野球チームに入部し、今で
も冬を除き１ヶ月から２ヶ月に１回程度は草野球の試合を
しており、ソフトボールも月に１回、練習や試合をしてい
ます。
　私の所属している草野球チームは、高校野球をしていた
頃のように本気で勝つための野球をするのではなく、勝ち
を目指すが負けても怪我なく楽しくプレーすることを全員
が心がけているチームのため、いつも和気あいあいとした
いい雰囲気です。
　試合前にキャッチボールやノックを始めると、試合が始
まる前の独特の緊張感やチームの雰囲気からやはりワクワ
クしてきます。私のチームは20代前半から40代後半まで幅
広い年齢層のチームですが、いざ試合開始となると勝ちた
くなり必死でボールを追いかけて走り回り、誰かがエラー

や盗塁を失敗すると年齢に関係なくイジられ、ホームラン
やタイムリーヒットを打てば全員が大声で喜びます。
　しかし私自身のこの１〜２年は、頭の中では高校時代の
動ける体でやっていたプレーを想像していますが、実際に
プレーしてみると蓄えてしまった脂肪と運動不足により体
が思うように動いてくれません。夏の暑い日になると、ラ
ンニングやキャッチボールなどのアップを頑張りすぎれば、
試合前に疲れてしまうこともありました（涙）。こうなれ
ば何のためのアップなのか分かりません。大人になってか
らはどうしても運動不足の状態になっているため、日頃か
ら運動をしなければならないと痛感します。
　最近はこのような状態になっていますが、現在開催中の
春季大会は原稿執筆時点で滋賀県大津市のＣ級（大津市内
で一番下のクラス）でベスト８に進出したところです。あ
と３回勝てば優勝で大津市の代表として県大会に出場でき
ます。春はどこのチームも冬を越して運動不足で出場して
いるため私のチームも優勝のチャンスです（笑）。他力本
願ではいけませんが、せめて最高成績のベスト４まで進出
できるよう頑張ります。

〜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！

高校までとは違う面白さがある草野球
� 下京支所　伊庭　健裕
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授ける神として信仰
されました。
　五番は耕雲寺（恵
比須天）です。恵比
須さんのご利益は厄
除、攘災、富貴如意

（幸福になること思
いのまま）です。お
寺は山の中腹にあり、
下界を見渡すと亀岡
盆地を一望すること
ができます。モヤモ
ヤも一気に吹き飛ん
でしまう爽快感は天

空のお寺そのもの。
　山を降りると森の中に出雲大神宮が見えてきます。鎮守
の森の澄んだ風、又、神様の存在を感じる不思議な空間に
身を委ね、パワースポットの磐座（いわくら）…神の鎮座
する場所…でその神秘な力を全身で感じられてはいかがで
しょうか。
　さあ、次は六番の極楽寺（寿老人）です。年を重ねるこ
とを寿

ことほ

ぎたいものです
ね。
　最後が七番の東光寺

（福禄寿）になります。
福禄寿は幸福、封禄、長
寿を招来して人生円満
を授けて下さると共に
その短身、長髪のユ
ニークなすがたがみな
さんに心のゆとりを教
えて下さることでしょ
う。
　一番から七番まで約
５㎞、更に東光寺から約３㎞でJR千代川駅のゴールとな
ります。
　新緑の亀岡はみなさんのお越しをお待ちしていますよ。

　JR亀岡駅北口で
下車したみなさんを
優しく柔らかな表情
で見守っている牛松
山（ 標 高629m） が
お出迎えしてくれま
す。
　その牛松山のすそ
野を通る府道25号線
沿いに丹波“七福神”
がみなさんを待って
います。
　そこへ向かうこと
は身体の健康のみな

らず大自然に溶け込むことで心の健康にも大いに効果を発
揮することと思います。
　それでは大自然に包まれる世界へみなさんをご案内いた
しましょう。
　七福神の一番は神応寺（毘沙門天）です。JR亀岡駅か
ら約3.5㎞です。毘沙門天さんは笑顔と財宝を授けて下さ
います。
　二番は善仙寺（布袋尊）です。布袋さんは七福神の中で
唯一実在された高僧で、子どもの守り仏、福の神として親
しまれています。
　善仙寺を出て、桜で
有名な七谷川を通り過
ぎると三番の蔵宝寺

（大黒天）です。大黒
天は日常の財政経済を
スムーズにし、福徳利
益をもたらせる神様で
す。
　更に歩を進め七福神
の中でも唯一の女神で
ある弁財天をお祀りし
た四番の金光寺。弁財
天は財福、七珍萬宝を

丹波“七福神”への誘い� 園部支所　平井　明彦
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ジするのは、慶
弔の際に用いる
もの、ですよね。
これは日常生活
に根付いている
という立派な証
であり、とても
素晴らしい文化
だと思います。
　では、慶弔以

外ではどの様な水引作品があるので
しょうか。
　ご紹介しております「和工房　包結」
さんは昨年10周年を迎えられました。「包
結」を主宰されている森田江里子さんは
水引作家として、個展やイベント・教室・
ショップと多方面で活躍しておられます。
オンラインショップを覗きますと、定番
のご祝儀袋からおしゃれな間接照明、壁
掛けリース、そしてなんと帯留やベビー
シューズまで掲載されています。ちなみ
に私は帯留を購入しました。
　気になった方は、お近くのお店（淡
交社さんやSOHYA TASさん、岡崎

の蔦屋書店さんなど）で、お手にとっ
てご覧ください。
　訪日外国人、京都に来られる方だけ
でなく、みなさまの普段の生活に「水
引」を取り
入れてみて
はいかがで
しょうか。

　私がご紹介するのは「水引」です。
　訪日外国人や京都に観光で来られる
リピーターさんにオススメでき、文化
に触れ合えるものは何があるだろうか、
私も時々聞かれて悩むところです。観
光庁によると、訪日外国人の61.4％が
訪日２回目以上のリピーターであると
調査発表されています。すでに、和食、
和菓子、着物、神社仏閣など、ガイド
ブックに掲載されている日本文化は
チェック済みという方も多いようです。
その中で比較的喜ばれるのが、手軽な
体験教室と重くないお土産です。そこ
で今回、私は「水引」をご紹介したい
と思います。
　私達は普段「水引」と聞いてイメー

　皆さんは、毎年フランス・パリで開
かれる「ワールドチョコレートマス
ターズ」をご存知ですか。これは、世
界二十数カ国からトップレベルのパ
ティシエらが集まる、チョコレート細
工の世界大会決勝戦です。
　かつて「KYOZEIKYO（22.1.25号）」
の「私のいる風景」で福知山市の三段
池公園を中心としたスポーツと文教施
設のある最高のリフレッシュエリアを
紹介しました。
　その入口に地中海を思わせる瀟洒な
白亜の建物があります。これが今回ご
紹介する、「2007年ワールドチョコレー
トマスターズ」で総合優勝（アントル
メ・ショコラ）部門、「ビエスモンテ」

部門の部門賞も獲得されたシェフパ
ティシエの水野直己さんのお店「洋菓
子　マウンテン」さんです。
　お店に一歩入ると、甘い香りが漂う
落ち着いた雰囲気の中にパティシエに
よる「Naomi Mizunoブランド」のス
イーツと素敵な笑顔のスタッフが迎え
てくれます。
　そして、今年の新作「コレクション
2018」をはじめシェフご自慢のショコ
ラ、ケーキが並んでいます。
　二階に上ると、そこはその場で味わ
え る「CELLAR DE CHOCOLAT」、
カフェ・スペースです。眼下を流れる
清流由良川と福知山城を眺めながらパ
ティシエの世界に浸ってみてはいかが
ですか。

和工房 包結　水引の会
http://mizuhiki-houyou.jp/

洋菓子

マウンテン

福知山支所　塩見 　満

水引工房

和工房　包
ほう

結
ゆう

中京支所　佐々木栄美子

芸艸堂

京都銀行京都銀行

御池通り御池通り

京都ホテル
オークラ
京都ホテル
オークラ

京都市役所京都市役所

河
原
町
通
り

河
原
町
通
り

寺
町
通
り

寺
町
通
り

さ
く
ら
橋

さ
く
ら
橋

ミニ
ストップ
ミニ
ストップ

音無瀬橋音無瀬橋

京都京都

由良川由良川
至京都至京都

市街へ市街へ

至宮津至宮津

KTR
ＪＲ福知山
KTR

ＪＲ福知山

三段池公園三段池公園

マウンテン

9
9

176

8

洋菓子 マウンテン
〒620-0017 京都府福知山市字猪崎小字山
本322

Ｔ Ｅ Ｌ　0773︲22︲1658
営業時間　10：00～18：30

カフェ・スペースのラストオーダー18：00

駐 車 場　店舗併設及び第２駐車場あり
定 休 日　水曜日
https://www.naomi-mizuno.com/

水引教室（芸艸堂 京都店2階にて開催）
〒604-0932 京都市中京区寺町通二条南入
妙満寺前町459番地
Ｔ Ｅ Ｌ　075︲343︲2313

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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のってみた おりてみた

　またまた前置きが長
くなってしまいました。
そろそろ電車に乗りま
しょう。
　改札を通ると、そこ
には緑色模様の「モボ
2001形」車両が待っていました。タイミング良くすぐに出
発。北野線は単線なんですね。
　最初は等持院駅。等持院には駅からすぐに行けるみたい
ですが、体力温存のためここはスルーしておきます。
　次の龍安寺駅では下車し、徒歩10分足らずで世界遺産の
龍安寺に着きました。やっぱり早朝はいいですね。土曜日
にもかかわらず観光客
はまばらで少し得した
気分です。が、それも
束の間。しばし石庭を
眺めハッと気付くと右
も左も外国人がいっぱ
い。最近もう慣れっこ
ですけど…。
　さて、次の目的地である妙心寺へ行くには一駅先の妙心
寺駅が最寄なのですが、
天気が良くとても気持
ちがいいので、ここは
電車に乗らずそのまま
妙心寺まで歩くことに
します。ゆるやかな下
り坂なので足が勝手に
前に出てスイスイ進み、意外に早く北門に着きました。で
も妙心寺はここからが大変！何しろ境内には46の塔頭があ
り広さは約10万坪の大きなお寺です。ここは、いくつもの
塔頭を左右に見ながら通り過ぎ、600m先の南門付近まで
南下してすぐにUターン。今度はやや上り坂を妙心寺駅へ
と向かいました。この
駅は踏切を挟んで帷子
ノ辻駅行きのホームと
北野白梅町駅行きの
ホームとが離れている、
いわゆる千鳥式ホーム
の駅です。
　鮮やかな紫色の電車を一駅だけ利用し次の御室仁和寺駅
へ。ちなみにこの駅は近畿の駅百選に選ばれているらしく、

　確定申告が終わってホッと一息。
　嵐電の嵐山本線（四条大宮駅〜帷子ノ辻駅〜嵐山駅）は
仕事でたまに利用しますが、北野線（北野白梅町駅〜帷子
ノ辻駅）には全く縁が無かったので、今回は北野線の沿線
をゆっくり散策してみることにします。
　嵐電北野線は大正15年に全通し、3.8㎞の間に10の駅が
あって所要時間はわずか12分です。でも、この短い路線沿
いには、世界遺産の龍安寺と仁和寺をはじめ数多くの見ど
ころがあります。
　ちなみに嵐電の正式名称は京福電気鉄道㈱です。
　あれ？京都の「京」はわかるけど、何で福井の「福」が
付いてるんやろ？めっちゃ離れてるし関係ないやん！…聞
くところによるとその昔、会社設立の際に福井の電鉄が加
わったことがあり、そのなごりだそうな…。
　前置きが長くなって
しまいました。
　始発駅の北野白梅町
駅付近には北野天満宮
や平野神社といった桜
の名所があります。嵐
電は一乗車220円ですが、今回は何度か乗り降りするつも
りなので500円で「嵐電１日フリーきっぷ」を買います。（粗
品進呈・拝観料割引などのクーポン券がついてかなりお得）
　嵐電の電車は８形式で名称に全部「モボ」が付きます。
昭和46年製の「モボ301形」から平成13年製の「モボ2001形」
まであり、またいろんなカラーや絵もあってどんな電車に
当たるかの楽しみもあります。

No.3

嵐電北野線

龍安寺

妙心寺 北門

妙心寺駅
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側にすごくたくさんの桜の木が見えました。シーズンには
綺麗な桜のトンネルをくぐれるそうで、足を運んでみる価
値はありそうです。鳴滝の地名の由来なんですが、「その昔、
この地の小さな滝が大きな音を鳴り響かせ洪水を知らせ
た」という言い伝えかららしいです。
　鳴滝を過ぎると、こ
れまでの単線から複線
に変わりました。そし
て、しばらく走ると丸
太町通りが見えてきて、
それを横切ったところ
の常盤駅に停車しまし
た。
　さあ、いよいよこの次は終点。のはずなんですが、何と
２年前の平成28年４月に新しく撮影所前駅ができたとのこ
と。おかげでこの駅か
ら東映太秦映画村まで、
わずか徒歩２分で着き
ました。映画村に行く
人にとってはこれは便
利です。JR太秦駅に
も近いですね。

　そして最後に終着駅の帷子ノ辻駅に到着。足早に嵐山本
線に乗り換えて観光に向かう大勢の人たちを横目で見なが
ら駅を出ます。少し疲
れたので、駅近くにあ
る昔ながらの喫茶店で
少し遅めのお昼をとり、
忘れないうちに原稿を
まとめておくことにし
ます。
　12分の行程に数時間かけた初の嵐電北野線。いろんな発
見があって楽しい小旅行でした。

レトロ感満載ですごく
風情があります。駅を
降りると真正面に世界
遺産の仁和寺が見えま
した。重要文化財であ
る入口の巨大な二王門
は近づくにつれ迫力が

増してきます。仁和寺は初めてなので、ここはゆっくり拝
観することにします。境内に入ると期待通り綺麗な庭園が
あり、重要文化財の五重塔も見事。中門をくぐると、まだ
開花していない背の低いたくさんの桜の木がありました。
遅咲きで有名な名勝御室桜はここにあったんですね。満開
時に合わせて是非もう一度訪れてみたいです。
　さて、御室仁和寺駅
に戻り電車を待ちます。
今度はどんな電車が来
るのかなと楽しみにし
ていたら、着物姿の可
愛い娘

コ

の絵があるベー
ジュの車両でした。
　次の宇多野駅を出発して鳴滝駅に向かう途中、線路の両

広報委員　板倉 義守

仁和寺

丸太町通

御室仁和寺駅
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　今回は京都人の
言う『先の戦争／
応仁の乱』から昨
年が550年目とい
う事に因み、西陣
の道沿いにある旧
跡を紹介します。
　先ずは智恵光院
通上立売西入る

【雨宝院】西陣の聖天（しょうてん）さんとして信仰され
てきたお寺です。（写真１）
　京都でもあまり知られていない隠れた桜の名所です。満
開の頃には、境内の空一面に桜の花が広がります。ここ雨
宝院には、「御衣黄（ぎょいこう）」と呼ばれる黄緑色に咲
く桜があります。今年は４月初旬に満開となり、その淡い
花色に思わず見とれてしまいした。（写真２）
　上立売通を西へ千本通に出て北へ行ったところに、石像
寺【釘抜地蔵】さんがあります。（写真３）

　石像寺は、空海により弘仁10年（819）に創建されたお
寺です。遣唐使として唐に渡った空海は、日本へ帰国の際
に持ち帰った石に自ら地蔵菩薩の尊像を彫り、人々を様々
な苦しみから救おうと祈願されたのが由来です。諸々の苦
しみを抜き取ってくださるお地蔵様ということから、「苦
抜き（くぬき）地蔵」と名づけられましたが、その後「く
ぬき」がなまり「くぎぬき」地蔵さんとして地元の人々か
らは親しまれています。（写真４・５）

　身体や心の痛みなど、どんな苦しみも抜いてくれる釘抜
地蔵さんと人々の信仰は厚く、苦しみがなくなった人は２
本の八寸釘と釘抜を貼
り付けた絵馬を奉納す
る慣わしとなりました。
本堂の壁前面に、約千
枚の絵馬がぎっしりと
並んでおり、そのご利
益のほどが伺えます。

（写真６）
　千本通を南下して、
五辻通を西へ六軒町通
を越え七本松通（通り
名に数字が続きます
ね）に出る手前右側に
師走の京の風物詩、大
根焚きで有名な大報恩
寺【千本釈迦堂】があ
ります。（写真７）
　本堂前の枝垂桜が

「阿亀（おかめ）桜」
です。（写真８）
　幾多の戦火を免れた
本 堂 は、 安 貞 元 年

（1227）の創建時から
そのままのものであり、
京都市内（京洛）最古
の木造建築物として国
宝に指定されています。
　大報恩寺にお参りすると、境内にある「おかめ塚」に因
み、“縁結び” “夫婦円満” “子授け” にご利益があるといわ
れています。
　「おかめ」は本堂建築で棟梁を務めた大工「長井飛騨守
高次」の妻。高次が重要な柱の寸法を間違えて短く切り過

西
陣
界
隈

広
報
委
員

　
東

　 

智
之

写真1

写真2

写真4 写真5

写真3

写真6

写真7

写真8

【16】 平成30年５月25日



ぎた際、斗組で補えば良いと助言して、窮地を救いながら
も「専門家でもない女性の提案で棟梁が大仕事を成し遂げ
たと言われては夫の恥」と上棟式を迎える前に自害した愛
妻「おかめ」の物語が伝わる、全国のおかめ信仰の発祥と
なっています。
　今日でも、上棟式の御幣におかめの面をつけて建築成就・
厄難消滅・家業繁栄
を祈る風習があるの
も、この故事による
ということです。
　有名な「おかめ」
のふくよかな笑顔は
明るい人柄を今に伝
えています。（写真９）
　悲話の主人公「おかめ」の “助け合う円満な夫婦であり
続けたい” という強い思いがお参りする人を応援してくれ
るのかも知れません。
　千本釈迦堂の門前を南下すると上七軒の交差点に出ます。
室町時代に北野天満宮再建の際に残った資材を使って七軒
の茶店を建てた。これが「上七軒」の由来で、桃山時代に
豊臣秀吉が北野で大茶
会を開いた折に茶店側
は団子を献上したとこ
ろ大いに誉められて以
来、また西陣の結びつ
きで花街としての繁栄
を極めます。（写真10）
　2013年２月、上七軒
通電線地中化工事が完
成、常夜灯を設置した
石畳風舗装の道路にな
りました。（写真11）
　上七軒交差点を今出
川通から七本松通をさ
らに南下すると中立売
通と交差します。中立
売通を千本通まで戻り
東へ一筋目。南を見ま
すと土屋町通が続きま
す。周囲の落ち着いた
町並みのなかで、明らかに異質
な空気を漂わせる高低差があり
ます。（写真12）
　かつての平安京の区画内、現
在の京都市上京区に築いた城郭

「聚楽第」の崖だったと言われ
ています。
　一条通に突き当たり、右折し
てすぐ左手に浄福寺参道の石碑
があります。（写真13）

　一条通を東に向かい最初の通りが浄福寺通で、ここを北
へ行くと通り沿いに赤い門が見えます。全体に朱が塗られ
ているので、近所の人は赤門と呼び、寺の名も赤門寺と呼
ばれ、地元の人々に親しまれているお寺です。（写真14）
　天明８年（1788）京都で歴史上最大の大火、俗に言う天
明の大火が起こり火は浄福寺にも迫りましたが、この朱塗
りの東門の手前で止まりました。
　火を止めたのが鞍馬から
舞い降りてきた天狗で、天
狗は赤門の上で巨大な団扇
をあおいで火を消したと言
われています。
　様々な伝統を持つ鞍馬の
天狗ですが、ここ浄福寺に
もそんな天狗の伝説が残っ
ていて、傍らに火を消した
という天狗が祀られています。
　また、この赤門は豊臣秀吉がつくった聚楽第の一部分で
はないかという説もあるそうです。
　いよいよ本日のゴール「一条戻橋」で締めたいと思いま
す。（写真15）
　元来、橋は井戸や川などと並んで、あの世とこの世の境
界とされてきました。川の両岸を往き来できる橋は神聖な
ものでもありましたが、魑魅魍魎も往き来することができ
るという観念から、特別な空間と捉えられてきました。
　特に、一条戻橋は平安京最北の一条通にあることから、
橋の向こう側は異界とされました。
　興味深いことに、この橋の西側には安倍清明の邸があり、
橋の東側には鬼や土蜘蛛退治で有名な源頼光の邸があった
のは、奇遇というか偶然でしょうか。
　一条戻橋の両側にゴーストバスターの邸を配置すること
で、都への魔の侵入を防ごうとする意図がうかがえます。
ここは、後世、豊臣秀吉が自分に逆らった千利休の首を晒
した、いわく因縁付きの場所でもあります。
　現在でも一条戻橋は、縁談のある人は避ける習わしがあ
り、逆に旅人は橋を渡ると必ず戻ってこられると、橋を渡っ
て出立する人もあるといいます。ところで、なぜか東から
西へ渡らなければいけないらしいのですが…。
　本日取材での歩行距離７km、歩数８千歩でした。

写真9

写真14

写真15

写真10

写真11

写真12

写真13
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第５回理事会
　平成29年度第５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７名、法人４社、賛助会員17名の加入を承認。承認の結
果、個人組合員は1,197名、法人組合員121社、出資金額8,310万円、
賛助会員406名、加入率は84.0％となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○上野　智弘（左京） ○田中　輝明（中京）
○向井　理佳（中京） ○川元　麻衣（右京）
○野村　政史（右京） ○林　　幹夫（右京）
○小泉　彰孝（宇治）
（法人組合員）
○税理士法人プラス京都事務所（下京）
○税理士法人Y.Sパートナーズ（中京）
○税理士法人らくよう綜合研究所（東山）
○京都桂川税理士法人（下京）
（賛助会員）
○中村　美里（中京） ○粟津　英昭（右京）
○勝浦　正清（右京） ○小川はるか（右京）
○増田　和彦（右京） ○大髙　俊生（右京）
○吉村　優作（上京） ○奥林　礼寛（下京）
○花岡　直樹（下京） ○小泉　孝一（宇治）
○梅村　芳志（下京） ○猪口建太朗（東山）
○西永　文美（中京） ○谷川　和哉（下京）
○植松　則次（右京） ○井上　敏男（下京）
○崔　　秀亮（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。
○土江田省吾（下京・脱退【業務廃止】）
○岡本　治男（上京・脱退【死亡】）
○松井　卓機（上京・脱退【大津支部へ転出】）
○野村　政史（右京・脱退【組合員へ移行】）
○林　　幹夫（右京・脱退【組合員へ移行】）
○小泉　彰孝（宇治・脱退【組合員へ移行】）

第３号議案　�㈲京都官書普及会廃業に伴う京都府官報販売所㈱
大垣書店との契約並びに既存企業契約内容の変更
について

【報告事項】
（保険部門）
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 ４月19日（木）連絡協議会開催について
　② ５月16日（水）優秀営業社員・代理店表彰式祝賀パーティー

開催について
　③ ５月31日（木）大同保険推進協議会（４税協）実務者会議（名

古屋当番）について
保険第二委員会
　① １月26日（金）第32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33回全国統一キャンペーン並びにプレキャンペーン実施

について
　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
　① 平成29年分「税務便覧」販売実績報告
　② 提携料徴収に伴う提携企業継続意向結果と継続企業への提

携料覚書取交わしについて
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
　② ４月12日（水）第14回会館建設記念講演について
　③ ５月14日（月）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・他税協との協議会開催予定

について
　③ ２月８日（木）中間監査報告
　④ ４月１日（日）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（税務ハンドブック）
　⑥ 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160号発行状況報告
地区連絡委員会
　・ ４月15日（日）〜16日（月）組合旅行（高知方面）並びに 

５月11日（金）大同ゴルフコンペ各申込状況について
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組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

１・26 保険第一小委員会打合せ会
（大同生命新年度施策について）

１・26
全税共第32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 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
研修・短期講座

「最近の金融経済情勢」
　講師：日本銀行京都支店長　植木修康氏
　参加：81名

１・29 伏見支部　新年賀詞意見交換会出席
　於　リーガロイヤルホテル京都

１・30
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：84名

２・１
法規委員会

（経理規程の勘定科目と決算書の勘定科目との整合性、
ひな型について）

２・２
東京地方税理士協同組合第32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・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：140名

２・６
埼玉県税理士協同組合第32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・８ 中間監査

２・９
東京税理士協同組合第32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・14 保険第一小委員会
（大同生命新年度施策について）

２・14 保険第二小委員会打合せ会
（全税共プレキャンペーンについて）

２・14 相談役会
　於　エクシブ京都　八瀬離宮

２・19
全税共平成30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・１ 第４回「事務局連絡協議会」開催
　於　京都税理士会館

３・16 正副理事長会

３・16 保険第一委員会
（大同生命新年度施策について）

３・16 関東信越税理士協同組合連合会との協議会
　於　京都税理士会館

３・20

研修・短期講座
「相続税の申告で注意すべき重要点─会員相談を踏まえ
て─」
　講師：岩下忠吾先生
　参加：222名（内ライブ配信21名）

３・27 事業委員会
（既存提携企業への提携料に関する覚書について）

３・27 研修委員会
（第46期及び第47期委員会の運営について）

３・28 地区連絡委員会（一泊旅行について）

３・29 保険第二委員会（全税共第32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・29 常務理事会・理事会
３・29 厚生会役員会

４・４

研修・短期講座
「会計事務所として知っておきたい医業トピックス〜あ
したから自信を持って院長との会話ができるようにな
る！」
　講師：�認定登録�

　医業経営コンサルタント　常田幸男氏
　講師：西本順一先生
　参加：192名

４・６
研修・短期講座

「Q&Aでわかる平成30年度税制改正の実務」
　講師：宮森俊樹先生
　参加：201名（内ライブ配信10名）

平成30年
４・９

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：96名

４・10 出版小委員会（次年度税務便覧紙面改訂について１）

４・11
研修・職員研修講座

「法務局における各種証明書と新制度の基礎知識」
　講師：司法書士　河村祐三子先生
　参加：41名

４・12
第14回会館建設記念講演

「これからの日本経済〜企業と地域から始まる経済成長」
　講師：明治大学准教授　エコノミスト　飯田泰之氏
　参加：91名

４・15
～16

親睦旅行・高知への旅
　参加：117名

４・19 大同生命との連絡協議会
　於　京都ホテルオークラ

４・20

研修・職員研修講座
「〜目指せ！税務の超一流プロ〜年間スケジュールと業
務上のポイントを学ぼう」
　講師：川勝高博先生
　参加：48名

４・20 全税共事務委託組合事務局研修会出席
　於　帝国ホテル

４・24 日税協連　全国税協連絡協議会出席
　於　日本税理士会館

４・27 広報委員会（第161号編集割付）

５・１

研修・短期講座
「地積規模の大きな宅地の評価（新通達）とその周辺論
点（評価単位）の確認」
　講師：笹岡宏保先生
　参加：243名（内ライブ配信24名）

５・８
研修・実務講座

「はじめての相続税の計算と申告実務第１回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：40名

５・９
研修・短期講座

「最近の税務事例と資産税関連の平成30年度税制改正」
　講師：白井一馬先生
　参加：240名（内ライブ配信25名）

５・10 広報委員会（第161号ゲラ校正）

５・11

研修・短期講座
「生産緑地の相続対策とその活用方法」
　講師：株式会社オオバ　事業ソリューション部
　　　　担当部長　岡田寛之氏
　参加：144名

５・11
第60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

５・14

研修・府民・市民のための無料講座
「〜相続税セミナー〜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：63名

５・15 広報委員会（第161号ゲラ再校正）
５・15 出版小委員会（次年度税務便覧紙面改訂について２）
５・16 正副理事長会

５・16 大同生命優秀営業社員・代理店表彰式祝賀パーティー
　於　ウェスティン都ホテル京都

５・16
研修・実務講座

「はじめての相続税の計算と申告実務第２回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：40名（５月15日現在）

５・16 支部定期総会祝電（下京）

５・23
研修・実務講座

「はじめての相続税の計算と申告実務第３回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：40名（５月15日現在）

５・23 近畿税理士協同組合連合会理事会出席
　於　近畿税理士会館

５・24 事業小委員会（第47期予算案について）

５・25 東京税理士協同組合第57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161号発行
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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）

事業委員会からのお知らせ

◎�下記の企業と新しく提携いたしました。
〈（医）石鎚会田辺中央病院〉〈日通旅行㈱〉　

◎�㈱JTB西日本の名称が㈱JTBへと変更になりま
した。

◎�㈲京都官書普及会の廃業に伴い、提携契約は平
成30年３月31日で終了いたしました。新たに平
成30年４月１日より京都府官報販売所 ㈱大垣書
店と提携いたしました。
＊ご利用上、㈲京都官書普及会と条件は変わりません。

◎�下記企業との提携契約は平成30年５月31日で終
了いたします（50音順）。

〈㈱アイアム・ダスキンフクヱ〉〈アテナ企画㈱〉 
〈㈱大塚商会〉〈オリックス㈱〉 
〈㈱京藝コーポレーション〉 
〈㈱サンケイビルマネジメント〉〈上新電機㈱〉 
〈綜合警備保障㈱〉〈㈱中央倉庫〉〈東洋テック㈱〉 
〈㈱日本経営通信社（ポケットコンピューター）〉 
〈日本通運㈱〉〈洛和会ヘルスケアシステム介護事業部〉
〈㈱ロイヤルオークリゾート〉

※�提携内容等につきましては、事務局までお問い合わせください。� （担当：杉本）

　

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

平成３０年工業統計調査を実施します

○平成３０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３０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）
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