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広報委員　今井 沙矢香正
しょう
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　風鈴まつり（宇治田原町）



　去る８月９日（木）に我らが京税協の第46回定期総会が開
催されました。すべての議案を承認可決していただきまし
た。大変ありがたい事です。
　その業績は一言で申し上げれば「上出来」と云えます。
何も保険部門の成績が良好であっただけではありません。
当税協が目指す「バランス」のとれた成長がより際立って
形になって来たと感じております。
　温故知新を胸に設立に寄与された先輩諸先生、真近で経
験された先生達の文章等を見せていただきました。そこで
京税協の理念に到達しました。即ち、１.税理士会館を建
設し、財政的に税理士会を応援する。そのために積極的に
収益獲得活動を行う。２.良質な研修会を開催し税理士の
能力向上につなげる。３.有効な書籍を販売する。これが「税
務便覧」にと昇華されました。
　一言で云えば「税理士制度の健全な発展に寄与する」と
なります。
　その手段として生保各社との提携事業、一般企業との提
携等々。そこで得た収入を各支所で税理士制度発展のため
有効に使っていただきたい。そのために支所会計の明瞭化、
制度化に努力しました。結果、他の税協とは一味違う「京
税協」があります。すべて設立当初の税協理念に裏打ちさ
れた確固たる目的意識から導き出されて、育って参りまし

た。幾多の組合員・賛助会員の先生方の絶えることのない
応援があったればこその万感の思いを込めて感謝申し上げ
ます。
　さて、最近私に大事件が勃発いたしました。43年間大切
にして来た税理士バッジを紛失したのです。自宅リビング
→車→事務所、この間10分。その間に煙の如く消え去った
のです。２日間徹底的に総出で捜しましたが見つかりませ
んでした。
　３週間後の日曜日にダンボールの整理をしておりまし
た。場所は裏庭。何枚かのダンボールを束にして紐で結び
ました。上下にトントンと…目の前にバッジが正面を向け
て、私を見てくれていました。「おーい！あった！あった
ぞ！」と女房に。紛う方なき私のバッジ。ネジ受けの部分
が無くなっていました。そこそこ傷もついておりました。
親切なバッジ・カップ屋さんに修理していただきました。
それにしても何故裏庭に？あの朝、立ち寄りもしなかった
のに。何故大きく傷が付いている？いくつかの仮説は立て
られます。しかしこれは奇跡としか思えません。幸運が味
方してくれました。
　この運を大切にして残り１年の任期を全うできるよう頑
張ります。どうか変わらぬ応援をお願いします。

�理事長　辰巳　修偉

ご あ い さ つ
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　５月16日（水）ウェスティン都ホテル京都「葵殿」にお
いて「大同生命優秀営業社員・代理店　表彰式祝賀パー
ティー」が17時より開催された。
　表彰式は、安井伸夫専務理事の司会のもと、辰巳修偉理
事長の開式の挨拶に始まり、藤田広行大同生命保険㈱執行
役員近畿地区営業本部長のご挨拶、堀口裕弘副理事長の経
過報告が行われた。
　その後、営業社員の最優秀賞１名、優秀賞16名、努力賞
15名、特別賞「連続入賞者表彰（雅ファイブ）」11名の受
賞者の紹介がなされ、辰巳理事長より受賞者の代表に表彰
状および副賞の贈呈が行われた。最優秀賞の米原幸子様の
ほか、各受賞者代表はそれぞれお礼の言葉と来年度に向け
ての抱負を述べた。
　また今年度から営業社員だけでなく、代理店も表彰され
ることになり、10代理店の受賞者の紹介がなされ、こちら
も辰巳理事長より代理店代表として藤原義明先生（宇治支
所）に表彰状および副賞の贈呈が行われた。
　そして、岩﨑宏大同生命保険㈱京都支社長の謝辞の後、
最後に近藤明夫副理事長の挨拶により閉式となった。
　引き続き、松本光生保険第一委員長の司会のもと、祝賀
パーティーがスタートした。中江嘉和副理事長の開宴の挨
拶、廣瀬伸彦相談役の乾杯の後、マジシャン小野厚氏によ
るマジックショーが行われた。マジックショーは２部構成
となっており、第１部ではステージ上でのショーが行われ、
第２部ではクローズアップマジックと称して各テーブルを
まわりながらマジックが披露され、会場内は大いに盛り上
がった。
　また、有田耕介保険第一副委員長の進行によるお楽しみ
抽選会では、当選者が決まるたびに大きな歓声が上がり、
会場は楽しい雰囲気に包まれた。祝賀パーティーが大いに
盛り上がっている中、伊島睦副理事長の閉宴の挨拶でお開
きとなった。
� （広報委員　縄田浩昭）

河内　良子	 齋藤永美子	 藤原　典子
井上　啓子	 小林　由佳	 成瀬　浩子
平井　智子	 古沢　佳子	 寺井　惠子
奥田由佳理	 糸井　高子	 野村　忠史
関　　永子	 藤田　　緑	 花村　美香
押尾由美子

優 秀 賞

井ノ口真里子	 谷岡　雅世	 三上由里子
古本　輝子	 中山世利子	 衣川　里枝
桐本　博之	 平方　一美	 八田　裕美
八杉　亜土	 塩貝　誠子	 木地谷良子
荒木都代子	 熊澤　美幸	 村上　尚子

上京支所　三木　康弘
中京支所　石塚　　実
中京支所　村山　佳也
下京支所　北村　善和
下京支所　新開　淳史

伏見支所　岡本　清臣
宇治支所　徳田　明子
宇治支所　藤原　義明
園部支所　中川　正茂
福知山支所　中井　正紀

努 力 賞

代 理 店（支所順）

営 業 社 員

最優秀賞

受賞者ご芳名（敬称略）

米原　幸子

米原　幸子	 河内　良子	 齋藤永美子
藤原　典子	 井上　啓子	 古沢　佳子
寺井　惠子	 糸井　高子	 藤田　　緑
花村　美香	 押尾由美子

特 別 賞
「連続入賞者表彰（雅ファイブ）」

大同生命優秀営業社員・代理店表彰式
平成30年５月16日（水）　ウェスティン都ホテル京都
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EASTコース WESTコース 団　体

優　勝 伊島　睦
（東山支所）

山﨑登志雄
（園部支所）

宇治・園部支所
合同チーム

準優勝 中居　章
（下京支所）

酒井陽一
（下京支所） 中京支所

第３位 村中研治
（左京支所）

安井伸夫
（中京支所）

左京・東山支所
合同チーム

� 園部支所　山﨑登志雄
　今回は、配偶者である山﨑美和先
生とプライベート以外で一緒にラウ
ンドすることになっており、同組の
先生方に夫婦そろってご迷惑をかけ
ないようにだけ注意してラウンドし

ようと思って参加しました。
　ところが、スタートコース、ティーショットを左に引っ
掛けてOB、いつも通りいつも通りと自分に言い聞かせ、
迷惑をかけない目標を遂行しようと奮闘しておりました。
その後は、一つのホールでOBを３連発など大たたきもあ
りましたが、終わってみればいつも位のスコアに収まって
おりました。
　表彰式が始まり、同組で回った先生方が表彰に呼ばれる
のをうらやましい目で眺めておりました。そしたらまさかま
さかの優勝者の発表で呼んでいただけました。後でわかった
のですが、大たたきしたホールすべてが隠しホールになって
おり、ハンディの稼ぎ方がほんとにすごい。ダブルぺリア方
式のハンディ制度って最高です!! また、団体でも優勝するこ
とができ、すべてがツキまくりの一日となりました。
　山﨑美和先生も飛び賞に入賞し、非常に多くの賞品をい
ただき、その日から山﨑家の食卓が豪華になりすぎました。
賞品を食べつくした後のギャップを考えながら大変おいし
くいただきました!!
　最後に、八釣重雄先生・吉田史樹先生・山﨑美和先生と
ご一緒に回らせていただき、楽しくのびのびとプレーできた
おかげでございます。素敵な一日になりました。ありがとう
ございました。

成績表	 （敬称略）

第60回　京税協・大同チャリティーゴルフコンペ
平成30年５月11日（金）　グランベール京都ゴルフ倶楽部

� 東山支所　伊島　睦
　雲一つない絶好のゴルフ日和の
中、第60回京税協・大同チャリティー
ゴルフコンペがグランベール京都ゴ
ルフ倶楽部で開催されました。
　長い歴史のあるチャリティーゴル

フコンペですが、私が優勝できたのは15年程前の少し若い
時に一度だけ。その後は技術的にも優勝とは縁遠いゴルフ
を続けており、今回もまったく何の期待もせず、ただ素晴
らしい天候の中で気持ち良くゴルフができることに感謝し
つつ、ラウンドをさせていただきました。
　内容は、いつものごとくティーショットを右や左に打ち
分けるも（笑）、隣のホールへの打ち込みはセーフ、林の
中への打ち込みも木に当たってフェアウェイ、という運の
良さに恵まれ、自分としては好スコアで上がることができ
ました。
　それでも、上級者の多い大会ですので、優勝はないだろ
うと諦めていたのですが、トリプル・ダボを叩いたホール
がことごとく隠しホールに入るという幸運に恵まれ、２回
目の優勝をさせていただきました。
　上京支部の田中彰先生、堀田芳孝先生、大同生命の中田
支社長という明るく楽しいメンバーとラウンドをさせてい
ただいたお蔭だと感謝いたします。
　また、共催・協賛いただいた各位、当日お世話いただい
たスタッフの皆様、本当にありがとうございました。

第60回
京税協・大同
チャリティー ゴルフコンペ

WESTコース 優勝EASTコース 優勝

平成30年５月11日（金）　グランベール京都ゴルフ倶楽部

宇治・園部支所合同チーム
団体

優勝
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期末監査

役員・委員合同慰労会

保険第一委員会
大同保険推進協議会実務者会議

保険第二委員会
日本生命税理士VIP登録代理店推進協議会

保険第一委員会
大同生命代理店研修会

神戸税理士協同組合
との意見交換会

保険第二委員会
全国税理士共栄会　京都地区業務推進会議

　辰巳修偉理事長以下10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
会の期末監査が実施された。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。
　監査結果は８月９日（木）開催のそれぞれの通常総
会で報告がな
された。

　ウェスティン都ホテル京都に於いて、役員と委員
合同の慰労会が開催された。
　委員会の枠を超えて会話が飛び交う賑やかな慰労
会となった。

　京都税理士会館に於いて、名古屋・東海・北陸の
各税協・税協連が一同に会し、それぞれの推進実績
や施策の報告
と活発な意見
交換がなさ
れ、充実した
会議となった。

　フォーチュンガーデンキョウトに於いて開催さ
れ、62名が参加した。
　税理士VIP代理店の推進について協議し、Z1・Z2
各キャンペーン等該当者が披露・表彰された。協議
会終了後、懇親会を開催し親睦を深めた。

　京都税理士協同組合厚生会との共催により、京都
税理士会館に於いて開催され、70名が参加した。
テーマ　「関与先のための保険指導　
　　　　〜借入金対策からのトータル保障提案〜」
講　師　保険第一副委員長　岡本清臣先生

　神戸税理士協同組合橋本恭典理事長以下６名の役
員が来館され、主に組合運営などに関して、辰巳修
偉理事長以下４名
の担当役員と活発
な意見交換がなさ
れた。

　ウェスティン都ホテル京都に於いて開催された。第
33回全国統一キャンペーンについて実施要領の説明
や、業務推進について活発な意見交換がなされた。

７月11日 水  

７月13日 金

５ 月31日 木 ６月29日 金

７月５日 木

６月19日 火

６月12日 火
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た いむ御麩
お
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　私が初めてイタリアを訪れたのは今から10年以上前にな
ります。確かシエーナだったと思いますが、添乗員さんに
連れられ細い路地から広場に出ると目の前に壮大な教会が
現れ息を呑みました。あの時の感動は今でも鮮明に覚えて
います。以来、イタリアに魅了されほぼ毎年行くようにな
りました。美術館や遺跡には余り興味がないのですが、空
気と言うかそこに流れている時間がとても心地良く私に
合っているような気がします。
　昨年は私が支部に入った時から同じ委員会で仲良くして
下さっている素敵な先輩との女子旅をしてきました。ヴェ
ネツィアで１泊、ユーロスターでフィレンツェに移動し
フィレンツェで２泊という弾丸ツアーです。飛行機とホテ
ルは私のお気に入りを手配しました。でも私は一切英語を
話せないので、旅行中は何かと語学堪能な先輩に助けてい
ただきました。
　ヴェネツィ
アはとにかく
朝の散歩がお
勧めです。朝
焼けが綺麗な
上、観光客が
少なく写真も
撮り放題。今
回は珍しい現
象が起こりました。満潮が近かったのか、あと一歩で水浸
しになるところでした。有名なアクアアルタ（異常潮位現
象）です。10回以上ヴェネツィアを訪れていますが初めて
の体験でした。注意が必要なのは水上バスです。潮風を感

じ水の都を堪能できるのですが、かなり揺れます。数年前
私は携帯電話をアドリアの海に落としてきてしまいました。
悲しかったです…。

　フィレンツェは今回ウフィッツィ美術館とスーパー巡り
をするというミッションがありました。美術館は先輩が予
約して下さってスムーズに入れました。ウフィッツィと言
えばヴィーナスの誕生！綺麗でした。スーパーは先輩が事
前に調べておられたのですが、現地情報がよく分からず友
人を頼ることにしました。私はフィレンツェで迷子になっ
たことがあり、そのときに助けてくれた人と友人関係が続
いています。今回もいろんなお店に連れていってもらい大
変助かりました。その人はフィレンツェで革製品のお店を
しておられ、そちらで先輩とお揃いの鞄を購入することも
出来ました。嬉しかったです。
　そんなこんなで無事に帰国するはずだったのですが、最
後にフィレンツェから飛行機が飛ばないというアクシデン
トに見舞われました。個人旅行ではこういうトラブルがつ
きもので、これ
も醍醐味かなぁ
と思っています。
次はどんな旅に
なるのか、今か
らとても楽しみ
です！

〜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！

イタリア紀行� 右京支所　大庭　朋子
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とブレーキにしがみついてようやくの下山です（これは、
楽しい! !）。きっと私もいい笑顔だったのでしょう。後日「あ
の人、すごく楽しそう
やったね」とみんなに
言われていたそうです。
　マウンテンバイクは
冒険心が満たされ無邪
気に遊んで心も晴れる
楽しい乗り物です。そ
んなわけで、さっそく自分のバイクを購入。今では月に約
２回、仲間と山を走るのが、私の休日の楽しみとなりまし
た。

　私は休日にマウンテンバイクを楽しんでいます。マウン
テンバイクとは、タイヤの太いオフロード用の自転車のこ
とです。ロードバイクには以前から乗っていたので、その
自転車仲間から１年半くらい前に、「余分にマウンテンバ
イクがあるから一緒に行こう」と誘われたのが始めるきっ
かけでした。

　誘われた日、集合場所に
集まったメンバーは５〜６
人。そこでマウンテンバイ
クをお借りして、いざ山に
向けて出発です。最初はア
スファルト道、みんな余裕
でワイワイとおしゃべりを
しながら走ります。やがて

山道に入り、アスファルト道路からオフロードへ。生い茂
る木々で道は暗く、急勾配の坂は変速ギアを一気に軽くし
て登ります。それでもペダルが重い。路面は砂利と瓦礫に
覆われ、後輪は滑るし前輪は浮くし（なにこれ、難しい）。
　次々と現れる落石や枯れ枝などの障害物を避け、雨水で
できた溝を超え、会話する余裕も、周りの景色を見る余裕
も無くなります（これはほんとうに、落車しないように走
るのが精いっぱいだ）。ドロドロの水たまりもマウンテン
バイクならなんのその。自転車も着ているウェアもみるみ
る泥まみれになります。
　とりあえず登りが一段
落したところで休憩タイ
ム。みんなでコーヒーを
沸かして飲みます。さす
が、山に入る人達は違う、
メンバーにクッカー持参
の人あり。みんなの笑顔が素敵です（大好きなことをやっ
ている時の笑顔は素晴らしい）。
　さて、登りがあれば次は下り。後ろに体重を移動するこ
となどを教わって下ります。急坂なのにみんな速い、速す
ぎる。アッという間に先に走る人が見えなくなります。道
はあいかわらずの凸凹道。私は怖くてスピードが出せませ
ん（下りなのに、全然ついて行けない）。必死でハンドル

マウンテンバイクは楽しい� 伏見支所　笹本　弘之
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のってみた おりてみた

もともと庭園が有名なお寺です。
国指定名勝にも名を連ねていま
す。確かに、ため息の出るよう
な素敵なお庭です！美しいお庭
をたくさん見ている京都の方に
も満足して頂けると思います。
写真に上手く収まらず（撮影の
腕もなく…）良さを伝えきれな
いのが残念です。ぜひ実際に足
を運んでみてください。

　直虎もこんな素敵なお庭を見ていたのかしら…と想いを
はせてみるも、調べるとこの庭園は江戸時代初期に造られ
たそうです。直虎の時代にはまだなかったということです
ね。庭園は滋賀県・長浜市出身の小堀遠州によって作庭さ
れました。小堀遠州は二条城二の丸庭園の作庭もした文化
人。予期せぬところで京都とのつながりを見つけてほっこ
りしました。

　さて、本命の
かんざんじロー
プウェイに乗り
に行ってみま
しょう！龍潭寺
を後にして南西
に向かったとこ
ろにあります。
近くには舘山寺
温泉があり、ホ

 かんざんじロープウェイと 
　　　　　　　　　寄り道の旅
　今回は思い切って京都を飛び出して…！静岡県は浜名湖
に行って参りました。とは言っても、私の地元である浜松
市の近くですので、私にとってはお馴染みの場所です。で
はなぜこの場所を選んだかというと、かんざんじロープ
ウェイのキャッチフレーズ『日本唯一の湖上を渡るロープ
ウェイ』が心に響いたからです。
　湖の上を渡るロープウェイが日本でかんざんじロープ
ウェイだけだということを、地元であるにもかかわらず最
近まで知りませんでした。確かに考えてみると、ロープウェ
イは山を上っていくイメージが強いです。びわ湖バレイの
ロープウェイは…？と、ふと思いましたが、びわ湖バレイ
のロープウェイは、湖の近くですが湖を「渡って」いるわ
けではないですね。
　目的はかんざんじロープウェイに乗ることですが、そこ
に向かう前にちょっと寄り道をしていきました。すみませ
んが、ロープウェイに乗るまでは車移動です。
　着いた先は龍

りょう

潭
たん

寺
じ

です。龍潭寺は新東名高速道路の浜松
いなさICから南へ20分、浜名湖の北東に位置します。龍
潭寺に寄りたかった理由は一つ。大河ドラマ「おんな城主
直虎」です！ミーハーな私であります。お恥ずかしながら、
大河ドラマが始まるま
で、直虎や龍潭寺の存
在は知りませんでした。
ドラマの反響で、それ
まででは考えられな
かったほどの観光客が
押し寄せたと聞いています。放送されていたのは平成29年
でしたので、放送が終わって少しは落ち着いていましたが、
それでも多くの方が訪れていました。
　初めに見えてきましたのは、質素な造りの中に確かな存
在感を感じる山門。境内は緑が多く、どこか神秘的な雰囲

気もあります。お寺の中に入ると、井伊直虎に関する展示
がありました。今でこそ「龍潭寺と言えば直虎」ですが、

No.4

かんざんじロープ
ウェイ 静岡県

SH
IZUOKA

2 0 1 8
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望台から、湖で船が行き来するところやウォータースポー
ツを楽しむ様子を見ることができます。また浜名湖を渡る
東名高速道路を見ることもできます。その距離は長くはあ
りませんが、珍しい光景かなと思います。高速道路を走る

のも楽しいですよ。
右を見ても左を見て
も浜名湖が広がって
います。
　展望台は浜名湖オ
ルゴールミュージア
ムの建物の屋上にあ
ります。古いもので
は19世紀半ばのスイ
スやフランスなどの

世界のオルゴールなど貴重なコレクションが集められてい
ます。オルゴールというと戸棚に飾ったり、ゼンマイを回
して掌で楽しむイメージが一般的ですが、ここで展示され
ているオルゴールはアップライトピアノ（グランドピアノ
ではない方のピアノ）くらい大きなものや精巧な作りのも
ので、普段目にすることのできないものが多く展示されて
います。オルゴー
ルから奏でられる
音色に癒されます。
展示の他には、オ
リジナルのオル
ゴールを作ること
ができる手作り体
験工房やオルゴー
ルを購入できる
ショップもあります。
　浜名湖、舘山寺は京都から遠くはないけれども近くもな
い距離です。実は、かんざんじロープウェイのホームペー
ジを開くとすぐに「360度パノラマ大絶景」を楽しむこと

ができます。ド
ローンで撮影し
たと思われる映
像は、軽く疑似
体験ができるく
らい美しいで
す！ぜひご覧く
ださい。

テルや旅館が立ち並ぶ観光地です。浜名湖パルパルという
遊園地と隣接しています。切符も可愛らしいイラスト付き
です。ゴンドラは２種類あり、緑色の「出世大名家康くん」
と赤色の「出世法師直虎ちゃん」です。ゆるキャラの、「そ
のまんまや！」とつい突っ込みたくなるネーミングはとも
かく、この２人は浜松市では知らない人はいないくらい知
名度は高いです。本当です! !

　湖の上を渡
る４分間の空
中散歩。窓か
ら見える景色
はすばらしく、
湖の上を渡る
という非日常
感も楽しむこ
とができます。
着いた先には
屋上展望台が
あ り ま す。
360度浜名湖
を見渡せる景
色はこれまた
絶景です !! 展

広報委員　今井 沙矢香　

出世法師直虎ちゃん

出世大名家康くん
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　「下立売」と書いて「しもだちうり」。古くは平安京の勘
か

解
で

由
の

小
こう

路
じ

にあたり、当時の道幅はおよそ12mもあったとか。
いつの頃からか、道端でお店を構えずに呉服などを売る商
人が集まったことから、北の「上立売」「中立売」ととも
に「立売」と称されるようになったそうです。そういえば
私が子どもだった頃にも下立売通では決まった日に夜店が
あったことをうっすらと覚えています。毎月あったのか、
それとも今宮さんのお祭りの日だけだったのでしょうか。
人々のざわめきや電球の眩しい灯りとともに、楽しかった
記憶が蘇ってきます。昭和に入っても「立売」の伝統が続
いていたのかどうかはわかりませんが、いずれにせよ、ど
の時代をとっても京の街中にあって、にぎやかな場所だっ
たのでしょう。
　下立売通は御所西側の烏丸通から始まります。まず目に
付くのは平安女学院の聖アグネス教会です。ゴシック様式
の教会とそれに
続くレンガ造り
の建物の一角は
ミッションス
クールらしい雰
囲気にあふれて
います。また、
この辺りに管

かん

領
れい

の斯
し

波
ば

義
よし

教
のり

の屋

敷があったそうで、斯波氏の当主を武衛と呼んでいたこと
から、今でも武

ぶ

衛
えい

陣
じん

町という町名が残っています。そして、
室町幕府後期の将軍御所が置かれたところでもあり、室町
通角には織田信長が将軍足利義昭のために造営したという
旧二条城跡を示す石碑もひっそりと建っています。
　西に進むと緑に包ま
れた京都府庁がありま
す。旧本館は、東京帝
大卒の若きエリート技
師、松室重光により設
計された重厚なヨー
ロッパ風の建物です。
中庭には桜が植えられ、
春にはレトロな建物を
背景に、ちょっとお洒
落なお花見ができます。
ここには幕末に京都守
護職上屋敷があり、当
時の守護職であった會
津藩主松平容

かた

保
もり

にちなんだ「容保桜」もあります。
　堀川を越えると道幅も狭くなり、住宅街へと入っていき

ます。智惠光院通を渡
ると、水車が目を引く
古めかしいお店が見え
てきました。江戸は文
政年間創業の山中油店
です。当時の面影を残
す建物は国の登録有形
文化財にも指定されて

いるとか。お店の前のショーウィンドウには、珍しいもの
が展示されていました。昭和20年６月の西陣空襲の際に飛
んできた爆弾の破片です。京都市ではこの地域の被害が最
も大きかったそうで、死者50名、負傷者は300名以上であっ
たといわれています。そういえば、ずいぶん前の事になり
ますが、この近くにある私の実家でも不発弾が見つかり、
大騒ぎになったことを思い出しました。
　山中油店のご近所には、こちらの油を使ったお料理が食

下
立
売
通

広
報
委
員
　
名
古 

千
尋

聖アグネス教会

京都府庁

山中油店

お店の前にある平安宮跡の碑 揚げ油は日替わりで

オリーブオイルもいろいろ

春の中庭
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べられる直営のカフェ「綾
りょう

綺
き

殿
でん

」があります。平安時代、
このあたりには平安京の大内裏がありました。「綾綺殿」
とはその中にあって、舞や宴が行われていた殿舎のことだ
そうです。町家を改造したお店は居心地も良く、エビフラ
イをいただきましたが、良質の油で揚げた大きなエビはサ
クサクでした。
　お腹も満足したところで、平安京を探しに出かけました。
794年桓武天皇は四神相応の地に都を移されました。中国
の都長安にならって大内裏を北に置き、幅85メートル（今
でいうところの25車線分の広さだそう！）の朱雀大路で左
京右京を二分した東西4.5km、南北5.2kmの立派な都でした。
平安京の案内地図を見ると、現在の下立売通は大内裏の
ちょうど真ん中あたりを東西に横切るようなかたちになっ
ています。このあたりに天皇のお住まいであった内裏や官
庁街があったとはいえ、千年以上も前のこと。歩いてみて
も昔を偲ばせるような建物は何も見当たりません。しいて
いえば、何となくレトロな
雰囲気だなぁと思うくらい。
ところどころに住所を書い
た仁丹の看板があったり、
「万国博を成功させよう」っ
て貼ってあったり。万国
博って？もちろんEXPO'70
のことです。太陽の塔に驚
き、月の石に列を作ったあの万博を知らない人も増えた
なぁ、と思わず遠い目になりました。平安京は見えないけ
れど、充分に昭和を感じさせる町並ではありました。

　それでも注意してみ
ると、道端に石碑が
建っていたり、足元に
こっそり表示板があっ
たり、ちょっとした宝
探しのようです。かつ
ての朱雀大路であった
千本通を渡り、せっか
くなので少し寄り道して大

だい

極
ごく

殿
でん

跡地もチェック。予想通り
石碑が建っているだけ
でしたが、他に比べる
とずいぶん立派なもの
でした。まわりは内野
児童公園になっていて、
この地下に眠っている
大極殿跡も大切に保存
されているのでしょう。

ついでにお勉強
がてら、京都ア
スニーにある京
都市平安京創生
館も見学しまし
た。地図になっ
ている床は、我
が家にもひとつ
欲しいくらい。現在の地名と平安京などの歴史的建造物の場
所が重なって印刷されていて、歴史好きの妄想が膨らみます。
平安京全体が一望できる復元模型も見応えがありました。
　後日、少し早起きしてバスに乗りました。下立売通につ
いて調べたときに、どうしてもこの時期に見ておきたいお
寺があったからです。平安末期に待賢門院璋子が復興した
法金剛院は「蓮の寺」ともいわれ、下立売通の西の突き当
たりにあります。お庭はカメラを抱えた人達で賑わってい
ましたが、お堂に入ると大きな仏様と二人きりです。人々
の話し声も遠くなり、聞こえるのは蝉しぐれだけ。開け放
たれた扉から流れる風に身をまかせて、心静かに手を合わ
せました。
　平安京から昭和まで、下立売通には見所がいっぱいでし
た。どんな通りにも、様々な時代の様々な歴史が重なって
いる京都の町。こんなに歩くのが楽しい町はないと、あら
ためて思えた道あるきでした。

レトロな看板

歩道の脇にこっそり…

各町内にあるお地蔵さん

足元に発見！

律
儀
な
仁
丹
看
板

内野児童公園

豊楽殿模型

法金剛院のハス

平安京復元模型
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て応じてくれました。
　「レストランポパイ」は昭和38年創
業の55年目で２代目マスターの「お客
様においしい洋食をお届けする」とい
う信念のもと、昼食（10時半〜15時）
を昔ながらの気楽な雰囲気で味わえま
す。90席の座席がすぐに埋まる盛況ぶ
りです。
　私の一番のお気に入りは、裏メ
ニューの大海老（３尾）フライ定食（ラ
イス大、赤だし付）税込1,050円で週
に一度は食べに行きます。
　ここの海老フライはプリプリの海老

で衣が厚くなく、こ
れに特製のタルタル
ソースとウスター
ソースをからめて食
べると最高です。ま
た、野菜サラダも新
鮮で非常においしく
バランスよく栄養が
摂れ大満足です。こ
この海老フライを食
べると他では食べら

れません。
　他に人気メニューは中とんかつ定食

（900円）、季節限定のカキフライ定食
（900円）等でどれも安くて非常におい
しいですよ。
　ここの大海老を食べて一週間の活力
を養っております。ぜひ近くに寄られ
たら味わってみてはいかがですか。

　まさに私にとって「とっておきのお
店」がここ府庁前にある「レストラン
ポパイ」です。今まで、馴染みのお客
さんが来店しにくくなるとの理由で取
材を拒否されていたマスターがはじめ

　皆さん、バリスタってご存知でしょ
うか。
　ボタン一つで熱々のカプチーノが飲
めるネスカフェの「バリスタ」が最近
では流行っていますが、もともとバリ
スタとはイタリア語で、「バール（カ
フェのカウンターのようなところ）で
働く人」のことをいいます。エスプレッ
ソの本場といわれるイタリアで、エス

プレッソやコーヒー
を日々研究し、お客
さんに最高の一杯を
提供し続ける。つま
りバリスタとはコー
ヒーの専門家なので
す。

　今回はそんなバ
リスタがいるお店

「Okaffe kyoto」
を紹介したいと思
います。
　四条烏丸から程
近くにあり、入り
口通路を歩いてい
くとみえてくる扉

の横には、コーヒーを注ぐバリスタの
シルエットの壁。入り口からワクワク
します。お店の中はカウンターとテー
ブルが並ぶ落ち着いた雰囲気。奥には
お庭があります。
　オーナーの岡田章宏さんは、以前
ジャパンバリスタチャンピオンシップ
で優勝をされたことがあり、店内には
輝かしいトロフィーやプレートがあり
ました。この方、バリスタとしての腕
前もさることながら、とってもイケメ
ンで面白い！お客さんを楽しくさせる、
まさにエンターテイナーな方でした。
　この日私は、岡田さんイチオシの
コーヒーとどら焼きをいただきました。
そのコーヒーの名前は「ダンディーブ

レンド」。しかも入り口にもあった自
分のシルエット入りのコーヒーカップ
で出していただきました。よくみると
店内いたるところにこのシルエットの
グッズが…。「イケメンバリスタに囲
まれ、美味しいコーヒーを飲んで楽し
める」そんなお店で是非仕事の疲れを
癒してください。

レストラン　ポパイ
京都市上京区釜座通椹木町下る夷川町375

Ｔ Ｅ Ｌ　075︲221︲3594
営業時間　10：30～15：00

定 休 日　日曜日、祝日

Okaffe kyoto

左京支所　沖永 陽祐

レストラン

ポパイ

上京支所　中村 修二

Okaffe
   kyoto

綾小路通綾小路通

高
倉
通

高
倉
通

東
洞
院
通

東
洞
院
通

四条通四条通

烏
丸
通

烏
丸
通

レストラン
ポパイ

丸太町通丸太町通

下立売通下立売通

椹木町通椹木町通

京都府庁京都府庁

釜
座
通

釜
座
通

新
町
通

新
町
通

西
洞
院
通

西
洞
院
通

Okaffe kyoto（オカフェ キョウト）

京都市下京区綾小路通東洞院東入ル神明町
235-2
Ｔ Ｅ Ｌ 075︲708︲8162
営業時間 9：00～20：00（Lo.19：30）
定 休 日 火曜日
Mail　info@okaffe.kyoto
http://okaffe.kyoto

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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メイプルヒルズゴルフ倶楽部
（キャディー付10組、セルフ10組）
滋賀県甲賀市信楽田代65番地　☎0748-82-3800

（組合せ表並びに開催要領は、直接送付します）
参加費用 会費 ¥ 4,000（会費の一部をチャリティーに寄付させていただきます。）
　セルフプレーフィ ¥ 9,100（昼食代・ワンドリンク含む）
　キャディ付プレーフィ ¥11,700（昼食代・ワンドリンク含む）
☆プレーフィ等は、各自ご精算ください。

平成30年
11月8日（木）

第61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
京都税理士協同組合・京都府支部連合会共催・全国税理士共栄会協賛

先着80名になり次第締切らせていただきます

お申し込みは
10月16日（火）までに

当（京税協）事務局へ

ご参加お待ちしております
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第１回理事会
　平成30年度第１回理事会を７月13日（金）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４名　相談役３名

【決議事項】
　次の第１号〜７号各議案が承認可決された。
第１号議案　組合加入承認の件
個人12名、法人５社、賛助会員15名の加入を承認。承認の結果、
個人組合員は1,187名、法人組合員125社、出資金額8,188万円、
賛助会員411名、加入率は83.8％となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○飯田　　広（中京） ○松本　高幸（右京）
○田中　清嗣（下京） ○西津　陵史（右京）
○金澤　陽一（上京） ○村尾真由美（左京）
○杉本　　諒（下京） ○原　　英一（宇治）
○高橋　和子（宇治） ○永野　義典（中京）
○加藤　博己（下京） ○小竹　　実（上京）
（法人組合員）
○税理士法人淡海総合会計京都支店（中京）
○京都ミライズ税理士法人（中京）
○クロスコア税理士法人（下京）
○長尾税理士法人（右京）
○Leadus税理士法人（中京）
（賛助会員）
○税所　勝美（中京） ○家鋪　洋之（右京）
○沢辺　重行（中京） ○首藤　芳悠（中京）
○森川　正英（中京） ○鬼形　順子（右京）
○牧野　伸三（右京） ○長尾　雅彦（右京）
○長尾　美香（右京） ○竹仲　　勲（中京）
○中村　　剛（中京） ○平岩　　誠（中京）
○岡畑　　雄（東山） ○小川　一郎（中京）
○福田　達也（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が承認された。
○枡井　　博（中京・脱退【死亡】）
○今井　正法（上京・脱退【大津支部へ転出】）
○德弘　孝雄（中京・脱退【死亡】）
○渡部　浩和（上京・脱退【大津支部へ転出】）
○石塚　智美（下京・脱退【大淀支部へ転出】）
○藤田　　徹（宇治・脱退【奈良支部へ転出】）
○金澤　陽一（上京・脱退【組合員へ移行】）
○小竹　　実（上京・脱退【組合員へ移行】）
○永野　義典（中京・脱退【組合員へ移行】）
○加藤　博己（下京・脱退【組合員へ移行】）
○杉本　　諒（下京・脱退【組合員へ移行】）
○西津　陵史（右京・脱退【組合員へ移行】）

第３号議案　�第46回通常総会議案審議 第１～５号議案承認の件

第４号議案　「趣味の会」助成額承認の件

第５号議案　支部連主催事業協賛依頼承認の件

第６号議案　経理規程の文言等一部修正承認の件

第７号議案　�新規提携企業３社加入承認並びに既存企業との提
携内容変更の件

【報告事項】
（事業部門）
出版委員会
　・委員会開催状況報告並びに税務便覧業者選定について
研修委員会
　・講座開催実績並びに開催予定講座申込状況について

（総務部門）
総務委員会
　① 組合行事日程・組合PR開催一覧並びに他税協との協議会

開催等報告
　②第46回通常総会
　　 スケジュール・会場レイアウト、役割分担
　　ご来賓・PR実施企業リスト
　③全税共文化財団助成要領について
広報委員会
　・「京税協」発行状況報告
地区連絡委員会
　①両丹懇談会開催について
　②支所長・会計担当者会議開催について
　　 11月８日（木）全税共VIP君・ランちゃんチャリティーゴル

フコンペ開催について

（保険部門）
委員会共通
　・平成30年度保有契約還元金について
保険第一委員会
　①４月19日（木）連絡協議会開催報告
　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

開催報告
　③ ５月31日（木）大同保険推進協議会（４税協）実務者会議

開催報告
　④ ７月５日（木）代理店研修会開催報告
保険第二委員会
　① ６月12日（火）全税共京都地区業務推進会議開催報告並び

に個別業務推進協議会開催予定
　② 第33回全国統一キャンペーン　プレキャンペーン実施要領

について
　③ ６月29日（金）日本生命税理士VIP登録代理店推進協議会開

催報告
　④ Z１（代理店増強）・Z２（挙績推進）キャンペーンについて
　⑤小規模企業共済・倒産防止共済表彰報告

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

５・31 大同保険推進協議会実務者会議
　於　京都税理士会館

６・１ 東京地方税理士協同組合第56回通常総代会出席
　於　横浜ベイシェラトンホテル

６・１ 支部定期総会出席（中京）

６・４ 大同生命京都支社激励訪問

６・４ 支部定期総会祝電（峰山）

６・５ 事業委員会（第47期予算案について）

６・５ 研修委員会（第47期研修委員会の運営について）

６・５ 支部定期総会出席（右京）

６・５ 支部定期総会祝電（舞鶴）

６・６
研修・実務講座
「はじめての相続税の計算と申告実務第４回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：40名

６・６ 支部定期総会出席（上京）

６・６ 支部定期総会出席（左京）

６・６ 支部定期総会出席（宇治）

６・６ 支部定期総会出席（園部）

６・６ 支部定期総会祝電（福知山）

平成30年
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６・６ 支部定期総会祝電（宮津）

６・７ 地区連絡小委員会（第47期予算について）

６・７ 保険第一委員会（第46回通常総会の議案について）

６・７ 保険第二委員会（第46回通常総会の議案について）

６・８ 支部定期総会出席（東山）

６・８ 支部定期総会出席（伏見）

６・11 総務委員会（第46期決算準備）

６・12 全税共京都地区業務推進会議
　於　ウェスティン都ホテル京都

６・13
研修・実務講座
「はじめての相続税の計算と申告実務第５回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：40名

６・14 名古屋税理士協同組合第51回通常総代会出席
　於　名古屋東急ホテル

６・15 兵庫県西税理士協同組合第49回通常総会懇親会出席
　於　ホテルモントレ姫路

６・15 東海税理士協同組合第39回通常総代会懇親会出席
　於　名古屋マリオットアソシアホテル

６・16
近畿青年税理士連盟京都支部
第54回定期総会懇親会出席
　於　京都ホテルオークラ

６・18 出版委員会（平成30年分税務便覧の作成について）

６・19 予算編成準備会

６・19 神戸税理士協同組合との意見交換会

６・20
研修・実務講座
「はじめての相続税の計算と申告実務第６回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：40名

６・22 総会議案審議会

６・22 近畿税理士会第54回定期総会懇親会出席
　於　帝国ホテル大阪

６・26 千葉県税理士協同組合第13回通常総代会出席
　於　ホテル　ザ・マンハッタン

６・27
研修・実務講座
「はじめての相続税の計算と申告実務第７回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：40名

６・27
埼玉県税理士協同組合第52期通常総代会及び埼玉税理
士共栄会第35期定期総会出席
　於　清水園

６・29

研修・短期講座
「相続・事業承継をとりまく環境変化と生命保険活用」
　講師：日本生命保険相互会社　代理店営業本部
　コンサルティング推進役　相原孝次氏
　参加：111名

６・29 日本生命税理士VIP登録代理店推進協議会
　於　フォーチュンガーデンキョウト

７・３ 出版委員会（税務便覧編集作業）

７・４
研修・実務講座
「はじめての相続税の計算と申告実務第８回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：40名

７・５ 総務委員会（第46期議案書【財務関連】について）

７・５

研修・短期講座　「後継者問題解決の成功事例に学ぶ【中
小企業のM&A活用法】」
　講師：公認会計士・株式会社ストライク代表
　　　　荒井邦彦氏
　参加：101名

７・５ 大同生命代理店研修会
　於　京都税理士会館

７・６
大阪・奈良税理士協同組合創立四十周年記念式典・祝
賀パーティー出席
　於　ホテルニューオータニ大阪

７・９ 正副理事長会

７・10
研修・短期講座
「平成30年度税制改正の内容と考察」
　講師：國田修平先生
　参加：163名

７・10 下京支部平成30年度支部関係役員等合同懇談会出席
　於　鶴清

７・11 期末監査

７・11
研修・実務講座
「はじめての相続税の計算と申告実務第９回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：40名

７・13
常務理事会・理事会・役員委員合同慰労会
　厚生会役員会
　於　ウェスティン都ホテル京都

７・17 上京支部例会・意見交換会出席
　於　京都ブライトンホテル

７・18
研修・実務講座
「はじめての相続税の計算と申告実務最10回」（全10回）
　講師：長尾美香先生
　参加：40名

７・18 福井県税理士協同組合創立40周年記念式典・祝賀会出席
　於　ザ・グランユアーズホテルフクイ

７・19 出版委員会（税務便覧編集作業）

７・19 伏見支部夏季意見交換会出席
　於　リーガロイヤルホテル京都

７・20 広報委員会（第162号編集割付）

７・20 ㈱日税ビジネスサービス第44回定時株主総会出席
　於　京王プラザホテル

７・24 出版委員会（税務便覧編集作業）

７・24 北陸税理士協同組合連合会第35回通常総会出席
　於　ホテル日航金沢

７・30 広報委員会（第162号ゲラ校正）

７・30

研修・短期講座
「平成30年度税制改正の内容と考察」
　講師：國田修平先生
　参加：41名
　於　サンプラザ万助

８・１ 出版委員会（税務便覧編集作業）

８・３ 広報委員会（第162号ゲラ再校正）

８・６

研修・短期講座
「〜働き方改革・人材不足時代の労務対応〜経営者と社
員が共に幸せになる会社づくり」
　講師：特定社会保険労務士　大原耕也先生
　　　　社会保険労務士　和田紘子先生
　参加：89名（８月３日現在）

８・７ 出版委員会（税務便覧編集作業）

８・８ 神戸税理士協同組合第28回通常総代会懇親会出席
　於　ホテルオークラ神戸

８・９ 正副理事長会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・９
第46回通常総会・懇親会
第７回厚生会通常総会・懇親会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・17 出版委員会（税務便覧校正作業）

８・22 日本生命との個別業務推進協議会

８・23
研修・短期講座　「認定支援機関業務2018〜先端設備等
導入計画・改正事業承継税制など〜」
　講師：税理士・中小企業診断士　小松﨑哲史先生
　参加：259名（８月３日現在）

８・24 大阪・奈良税理士協同組合第30回通常総代会懇親会出席
　於　リーガロイヤルホテル大阪

８・25 「京税協」第162号発行
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京都市からのお知らせ
■事業所税について

◆概要
　事業所税は、都市環境の整備・改善に要する費用に充てるた
めの目的税で、一定規模以上の事業を営む法人又は個人に対し
て、事業所の床面積や従業者の給与総額によって課税されます。

項　　　目 資 産 割 従 業 者 割

納税義務者 事業を行う法人又は個人

課 税 標 準 事業所用家屋の床面積
（借受分を含む。）

従業者給与総額
（賞与を含み、退職金

は除く。）

税　　　率 １㎡につき600円 100分の0.25（0.25％）

税　　　額 事業所床面積×600円 従業者給与総額×0.25％

免　税　点
京都市内の合計事業所

床面積1,000㎡以下
（申告は、800㎡から必要）

京都市内の
合計従業者数100人以下

（申告は、80人から必要）

課税標準の
算 定 期 間

法人…事業年度
個人…１月１日～12月31日

納 付 方 法 申告納付

申告納付の
時　　　期

法人…事業年度終了の日から２箇月以内
個人…翌年の３月15日まで

期限内に申告納付してください！
①期限後の申告には、不申告加算金が課されます。

納付すべき税額×15％
・50万円を超える部分については５％が加算されます
・�決定があるべきことを予知したものでないときは、 納付す

べき税額×５％ となります。
②納付が遅れますと、延滞金が課されます。

事業所用家屋の貸付状況等の申告について
　事業所用家屋を貸し付けている方で、次のような場合には申
告が必要です。
①�事業所税の納税義務者に１棟で延べ床面積500㎡以上を貸し
付けた場合

②１借主に対する貸付面積が300㎡以上の場合
③�その他必要と認められる場合

◆申告書の提出先及び問合せ先
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の１
井門明治安田生命ビル５階
京都市市税事務所法人税務担当（事業所税担当）
TEL�075-213-5248
　事業所税の「申告書」、「事業所用家屋の貸付状況等の申告
書」、「事業所税申告の手引」は、京都市ホームページからダ
ウンロードできます。
　詳しくは、京都市ホームページ「京都市情報館」にてサイ
ト内検索「事業所税」で検索してください。

　次の３社と新規提携いたしました。
　併せて既存企業の特典内容の変更もございますのでお知ら
せいたします。
　新規提携企業は順次ダイレクトメール等でご案内を差し上げ
ますが、詳細につきましては事務局までお問い合わせください。

◎新規提携企業
　株式会社Plan・Do・See
　THE SODOH HIGASHIYMA KYOTO（ザ ソウドウ 東山）
　◆宴会（20名以上）ご利用時…【飲食代金の８％割引】
　◆レストラン（20名以下）ご利用時…【ウェルカムドリンクサービス】
　株式会社日本法令
　◆�法令様式・DVD等の斡旋販売（直送）…【商品本体の10％割引】
� （税込5,000円以上は送料無料）
　株式会社長谷工コーポレーション
　◆リフォーム工事優待…【工事代金（税抜）の３％割引】

◎既存企業特典内容変更
　株式会社日税ビジネスサービス
　◆「報酬自動支払制度」ご利用の先生への付加サービス提供
　　�税理士事務所の記帳代行事務の補助サービス…【一般価格の
５％割引】

　株式会社公益社
　◆�提携割引利用の範囲拡大（２親等家族まで⇒友人・知人まで）
　株式会社長谷工コーポレーション
　◆�新築分譲マンションのみの取扱いに変更となります。

◎�会館図書コーナーの取扱
書籍が増えました

　◆�７月より書棚を追加し、専門書の
充実を図ると共に、旅行ガイド
ブックやベストセラー本のコー
ナーを新設いたしました。お立ち
寄りの際、是非ご覧ください。

　 （一般書も優待がございます！）　

事業委員会からのお知らせ

 
 
 

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 
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