
KYOZEIKYO
京都税理士協同組合ニュース 発行所

京都税理士協同組合
発行人　辰 巳　修 偉
編集人　梶 谷　知 代

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

http://www.kyozei .or. jp最新情報はこちら

平成30年11月25日

163No.

中京支所　中村 清之シルクロード鳴沙山（中国／敦煌）



第７回 京都税理士協同組合厚生会 通常総会
　８月９日（木）15時より、京都税理士協同組合厚生会の第
７回通常総会がウェスティン都ホテル京都西館４階「瑞穂
の間」において開催された。司会の髙橋健専務理事が開会
を宣し、辰巳修偉会長が挨拶を述べた後、議長に右京支所
の田中英文会員が選出された。

第１号議案　 平成30年５月期（平成29年６月１日から平
成30年５月31日まで）事業報告及び財務書
類（財産目録、貸借対照表、損益計算書）承
認の件

　安井伸夫専務理事が事業報告を、髙島良彦理事が財務報
告を行った後、堀田芳孝監事が監査報告を行った。

第２号議案　 平成31年５月期（平成30年６月１日から平
成31年５月31日まで）事業計画及び収支予
算（見積損益計算書）承認の件

　安井伸夫専務理事が事業計画を、髙島良彦理事が収支予
算の提案を行った。

　質疑応答の後、２議案とも原案通り承認可決され、議長
は議事の終了を述べ降壇した。
　最後に、堀口裕弘副会長が閉会のことばを述べて総会は
15時20分に無事終了した。

第46回 京都税理士協同組合 通常総会
　続いて15時30分より京都税理士協同組合の第46回通常総
会が同会場で開催された。開催に先立ち、司会の安井伸夫
専務理事が本年度中に逝去された20名の組合員・賛助会員
の名前を読み上げ、全員が黙祷を捧げご冥福をお祈りした。
　辰巳修偉理事長が挨拶を述べた後、司会者は出席者の報
告を行ない本総会が適法に成立したことを宣し、議長の選
任を議場に諮ったところ、司会者一任の声により右京支所
の田中英文組合員が議長となり以下の５議案が上程された。

第１号議案　 第46期（平成29年６月１日から平成30年
５月31日まで）事業報告及び財務書類（財
産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処
分案）承認の件

　髙橋健専務理事が事業報告を、髙島良彦常務理事が財務
報告を行った。事業報告では、対前期比で増収増益と順調
な業績を挙げ、図書の無償配付をはじめ組合員・賛助会員
へ多岐にわたる還元施策を実施できたこと、支所交付金総
額2,250万円が交付されたこと、研修受講義務化に対応す
べく研修事業の充実化を図ったこと等が報告された。
　財務報告後、監事５名を代表して澤田眞司監事が監査報
告を行った。

京都税理士協同組合厚生会 通常総会

京都税理士協同組合 通常総会
第46回

第７回

平成31年１月18日（金）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

鎌倉・東京方面

京都税理士協同組合 
親睦旅行予告

行き先

平成31年 ４月
14日（日）・15日（月）1泊2日

旅行
期間
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第２号議案　 役員報酬決定の件

　髙橋健専務理事より、理事・監事に対する報酬を支給し
ない旨の提案があった。

第３号議案　経費の賦課徴収決定の件

　髙橋健専務理事より、賦課徴収しない旨の提案があった。

第４号議案　借入金最高限度額承認の件

　髙橋健専務理事から借入金最高限度額を５千万円とした
い旨が述べられた。

第５号議案　 第47期（平成30年６月１日から平成31年
５月31日まで）事業計画及び収支予算（見
積損益計算書）承認の件

　髙橋健専務理事が事業計画を、髙島良彦常務理事が収支
予算の提案を行った。事業計画では、活力ある組織構築と
運営活動を充実化するため支所への教育情報事業費、支所
運営諸費を500万円増額すること、併せて、効果的な収益
還元、会館利用の利便性の向上に努めるなどの決意が述べ
られた。

　質疑応答の後、５議案とも原案通り承認可決され、議長
は議事の終了を告げ降壇した。
　その後、大阪国税局税理士監理官の植山隆幸様はじめ５
名の来賓代表より祝辞を頂戴した。
　最後に、中江嘉和副理事長が閉会のことばを述べて総会
は17時に無事終了した。
 （広報委員　小林由香）

平成30年８月９日（木）
ウェスティン都ホテル京都
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長野県税理士
協同組合との協議会兼相談役会

北海道税理士
協同組合との協議会

事業委員会
事業推進協議会

地区連絡委員会
第30回両丹５支部親睦ゴルフコンペ

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

　長野県税理士協同組合串原義通理事長以下11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13名の役員と
活発な意見交換がなされた。なお当協議会は、本組
合並びに厚生会相談役会を兼ねた開催となった。

　辰巳修偉理事長以下９名の役員が北海道税理士会
館を訪問し、松村宏理事長以下18名の役員と保険推
進や各種事業の運営方法を中心に活発な意見交換が
なされた。

　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34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、懇親会を開催した。組合役員・事業委
員と提携企業のみならず、提携企業同士の交流も深
まり、大変意義のある意見交換がなされた。

　瑞穂ゴルフ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38名が
参加し、親睦を深めた。
 （敬称略）

個　人 団　体

優　勝 関本　孝一（園部） 園　部

準優勝 山﨑登志雄（園部） 峰　山

第３位 矢野　直也（峰山） 大同生命

　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。

９月28日金

7月31日火 10月16日火

10月20日土

９月27日木
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保険第一委員会
大同生命紹介税理士合同研修会

総務委員会
支所会計担当者会議

地区連絡委員会
支所合同協議会

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

　大同生命との紹
介協定を締結され
ている税理士を対
象とした、紹介税
理士合同研修会を
京都税理士会館に
於いて開催し、49名が参加した。
　研修会終了後、京都ホテルオークラにて、懇親会
を開催し親睦を深めた。
テーマ 「顧問先が満足する保険契約の紹介ノウハウ 

～営業職員との上手な接し方講座～」
講　師　保険第一副委員長　新開淳史先生

　京都ホテルオークラに於いて開催された。
　京都市内・宇治・園部各支所より会計担当者が出
席し、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。

　京都ホテルオークラに於いて開催された。
　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、懇親会が開催され参加者の親睦を
深めた。

　平成30年９月～11月に実施される全税共第33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。

★個別業務推進協議会
８月22日（水） 日本生命
８月28日（火） 明治安田生命
９月７日（金） ジブラルタ生命
９月20日（木） 第一生命
10月４日（木） 朝日生命
10月10日（水） 住友生命
11月12日（月） 住友生命

★表敬訪問
９月27日（木） ジブラルタ生命・京都支社
10月11日（木） ジブラルタ生命・城陽営業所
10月24日（水） 住友生命・京都烏丸特別営業部
11月５日（月） 住友生命・錦法人支部
11月７日（水） 住友生命・京都中央支部ほか

 （11月15日現在）

10月23日火

10月24日水

10月24日水

９月８日（土）

支部対抗ソフトボール大会
支部連主催

雨天のため、
開催中止となりました。
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た いむ御麩
お

ふ

　昨年、ふと思い立って、とある「修行」をしてみました。
修行といっても一般的に思い浮かぶ禅寺で行うものではな
く、私が行ったのは航空会社の上級会員を目指して、たく
さん飛行機に乗りまくるという、「エアライン修行」とい
うものです。最近では「沸騰ワード10」というテレビ番組
で取り上げられたりしたので、ご存じの方も多いかと思い
ます。

　飛行機に乗ると、
搭乗した距離やク
ラスによってマイ
ルが貯まります。
そしてマイルとは
別に、会員のス
テータスを決定す

るためのポイントも貯まります。このポイントは例えばA
社なら「プレミアムポイント」（PP）、Ｊ社なら「フライ
オンポイント」（FOP）というように各社で名称は異なり

ますが、内容はほぼ類似してい
ます。
　私が目指した上級会員になる
には１月１日から12月31日まで
の１年間に５万ポイントを貯め
る必要があり、１月からガンガ
ン搭乗するぞと決心したものの、

我々には「確定申告」なるものが控えており、１月から３
月はスローペースで開始し、最終的には６月いっぱいで完
結するまでに、私は伊丹─那覇を11往復したのです。それ
もすべて日帰りで。このように、通常では考えられない乗
り方を、まじめに平気で行うところから「修行」と言われ
ているのです。

　沖縄へ日帰りで行って、どう
するのと思われるでしょう。で
も、ビーチに行く、沖縄そばを
食べる、道の駅でマンゴーを買
う、デューティーフリーを見る、
かりゆしウェアを買うなど案外
楽しめて、そして何より那覇の
空港に詳しくなりました。この
修行を終えて私は無事にA社の
上級会員となり、以後、搭乗の際には専用ラウンジ使用な
ど数々のサービスを受けることが出来ます。
　もしも上級会員に興味をお持ちの方がおられましたら、
修行をしてみてはいかがでしょうか。インターネットで検
索すれば多くの体験談や詳しい説明などが出てきます。一

生のうちに一度おかしな
飛行機の乗り方をする
のも楽しいと思います。
　余談ではありますが、
今年、私の妻はＪ社の
修行を終えました。

～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！

「修行」してみました 東山支所　中谷　隆夫
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マッスルバックはおすすめかもしれませんよ？
　ラウンドするのは月に１・２回程度ですが税理士の先輩
やお客さんに迷惑を掛けながらも楽しく回っています。私
は身長が高いほうなのでドライバーもちゃんと当たればラ
ンをいれて300ヤードは超えていきます。よく飛ぶ分よく
曲がるのがゴルフですので写真のようによく特設ティーか
ら打つことも多いです。
　最近ではコンペにも
参加するようになり、
知らない人と回る楽し
さと難しさを痛感して
おります。コンペに参
加してシャンクが止ま
らなくなると本当に冷
や汗ものです。現在ベ
ストスコアは98です。
こんな私とラウンドし
ていただける方がい
らっしゃいましたら、
またよろしくお願いい
たします。

　私は小さいこ
ろからスポーツ
が大好きで野球、
バスケ、陸上な
どずっとスポー
ツばかりの人生
を歩んでいまし
た。しかし、社
会人になってか
らはスポーツを
する機会があり
ませんでした。
今から約１年前
知人の紹介でゴ
ルフの打ちっぱ

なしに誘われたのが初めてのゴルフとの出会いでした。
　ずっと野球をしてきたので、止まっているボールを打つ
ゴルフなんてすぐに上手くなるだろうと思い、いざ打ち始
めると、当たらない…当たってもペチッとなったり地面を
打ったりと全くちゃんと当たりません。しかも周りはとん
でもなく上手い人ばかりに見え、ちゃんと打てない自分は
恥ずかしさで冷や汗だらけでした。
　私は負けず嫌いですので周り
の人たちには負けてられないと
思い、まずはゴルフスクールに
入り、週一回のレッスンに通い
ました。さらに道具にもこだわ
る私は、パーリーゲイツのキャ
ディーバッグ＋初心者にはあり
えないテーラーメイドのツアー
プリファードのマッスルバック
を購入しました。先に道具を揃えればゴルフをやめること
ができない背水の陣作戦です。
　道具はシングル級ですが、腕は超初心者です。ですが最
初からマッスルバックで練習したからか当たりだすと球を
つぶす感覚が大好きで本当にマッスルバックで良かったか
もと思っています。今からゴルフを始める方も最初から

ゴルフのおもしろさ 宇治支所　浦河　泰弘
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たほどで、
伏見の銘水
「伏水」を
使った京料
理のお店と
して、現在
は９代目が
その伝統と技を今に生かし輝かせてお
られます。
　店内は高級旅館のような佇まいで歴
史を感じる和の空間になっており、広
大な庭園を望みながら贅沢な時間を過
ごせます。街中にあるにもかかわらず
外の物音がまったくせず、静寂そのも
のです。
　お茶からご飯、出汁まですべてお店
の井戸から汲み上げられる「伏水」を

使用しており、もちろんお酒も伏見を
代表する日本酒が取り揃えられていま
す。旬の京野菜は伏見の地酒と相性が
良く、市場や魚屋から運ばれてくる鯛
は一番良い部分しか使わないという伝
統を継承されています。伏見の地にと
ことんこだわった伝統ある京料理をぜ
ひ味わってみてください。

　「魚三楼」は、江戸時代の明和元年
（1764）創業で、伏見の酒造りを支え
た豊かな湧水を使い、伏見桃山城周辺
にあった各藩の大名屋敷の料理方など
を務めたとされています。
　幕末の鳥羽伏見の戦いでは、店の前
の京町通に布陣した新撰組が鉄砲で武

装した薩摩藩軍
へ白刃で斬り込
んだといわれて
おり、表の格子
には当時の銃撃
戦の弾痕が保存
されています。
当時は官軍の台
所番を勤めてい

　私が紹介するお店は、京都スタジア
ムや大河ドラマ『麒麟がくる』で賑わ
いを見せる地元JR亀岡駅前にこの夏
オープンしたKameoka FOOD kitchen
さんです。
　こちらの自慢の料理は「おまかせ串
５種盛」とのこと、早速注文してみま

した。「亀岡
駅前にお店は
少なく、駅前
で食事をする
イメージがな
いように思い
ます。」と答
えるスタッフ
の方。「ですが、
美味しい亀岡
の地鶏を知っ
てもらいたい。ガッツリじゃなくてあ
えて小ポーションで食べられる串焼き
にしました。」と続けてくださいました。
出てきた盛り合わせは、タレ焼きでも
なく、塩焼きでもなく、色とりどりな
見た目も美しいソースがかかっていま
す。この日はもも肉に自家製の茄子ト
マト田楽ソース、むね肉にはシャンピ
ニオンソース、どちらのソースもお肉
の味を引き立てる絶妙なソースでした。
　内外装からドリンク、フードメ
ニューまで全て、一階で以前からバー
を営む地元出身のバーテンダーがプロ
デュースしている。

　オーナーは農業をしている若者で、
農家が生産、加工、販売を担える六次
産業に挑戦し、食材からサービス、食
に携わる人材まで地産地消しているお
店だそうです。
　今後、彼らのお店が繁盛することと
共に、その挑戦が気になるそんなお店
でした。

魚三楼
京都市伏見区京町３丁目187番地
Ｔ Ｅ Ｌ　075-601-0061
営業時間　ランチ 11：30～15：00（入店14：00迄）
　　　　　ディナー 17：00～22：00（入店19：30迄）
定 休 日　火曜日、年末年始、夏季

Kameoka FOOD
kitchen

園部支所　井木登志雄

魚三楼

伏見支所　髙屋 豊明

亀岡郵便局亀岡郵便局

ミスタードーナツミスタードーナツ

亀岡駅亀岡駅

Kameoka
FOOD kitchen
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Kameoka FOOD kitchen
亀岡市追分町谷筋25-33　２F
Ｔ Ｅ Ｌ 0771-58-9138
営業時間 18：00～24：00

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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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
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のってみた おりてみた
標高を考慮してもまだ
43.9m高い（国土地理
院、「標高がわかる
Web地図」で筆者が
計測）。
もっとも、高いところ
から見るから絶景とい
うわけでもないし、そ
もそも石川五右衛門は
桜を愛でながら言った
言葉なので比べること
自体が無粋である。
ついでに言えば、京都
タワーから見ることは
できないが、標高的に
はケーブル八瀬駅とほ
ぼ同じ高さ（標高約
130m）になる。八瀬か
ら南を見ていると京都
タワーに上っている人
と目線が合うと考える
とちょっと笑える。
そんなくだらないこと
を考えながら、展望室
から景色を眺めていた。
秋晴れの陽差しが、三方を囲む山々の碧と深く蒼い空と眼
下に広がる街並みに降り注ぎとても美しかった。

「さて、そろそろ降り
るとするか」
そういえばここの地階
にはFOOD HALLの京
都タワーサンドがある。
「井之頭五郎は決して
こういう所には行かな
いんだろうな」などと
考えながら、また魔法
の床に乗るべく鉄扉の
前に佇んだ。

 道に迷ったら、 
　　　　京都のてっぺんにいた。
「ふう」とにかく腹が減っていた。ため息をつくのがやっ
とだった。
おまけにどうやらまたも道に迷ったらしい。
疲れと空腹から少し気が遠くなりかけたとき、気が付くと
鉄扉が行く手を阻んでいた。
「なんだこいつ」と思った瞬間、見るからに屈強そうなそ
の扉はモーゼの十戒のごとく静かに二つに分かれ私を中へ
と誘いだした。
いつもの正常な思考力があるときならきっと歩を進めるこ
とを思いとどまったであろうが、今日ばかりはそうはいか

なかった。アラビアン・
ナイトに出てくる美女
に手招きされるがごと
く、ためらいもなく一
歩二歩と歩みを進め鉄
扉の向こう側へと入っ
ていった。いや、通常
の思考能力があったと
してもこの誘惑に勝つ
ことは不可能だったか
もしれない。
次の瞬間、足元の床が
突然魔法がかけられた

絨毯のごとく真上へと動き出した。
このままこの床に乗り続ければ「宇宙ステーションに着く
のではないか？」と考えているうちに、その床は静かに止
まり、背中側にあった鉄扉は天岩戸を手力男命（たぢから
おのみこと）が開けるよりゆっくりと音も立てずに開き、
神々しい光を私の背中に浴びせてきた。
私はおもむろに少し目を細めながら振り向くとまた二歩歩
みを進め、その動く床から宇宙ステーションへと降り立っ
た。

 空中楼上から、平穏に対する 
　感謝の気持ちを京中に見つけた。
「絶景かな」。南禅寺の三門は22mなので、こちらの方がは
るかに高い。京都タワー展望室５階の高さは100mあるのだ。
ちなみに標高は、南禅寺が62.6m、京都タワーが28.5mと

京都府
KY
OTO

2 0 1 8
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がっていく。そしてま
たニュートンの意見に
逆らえずに落下してい
く。
バウンドしている途中、
京都タワービルの窓越
しにたわわちゃんが手
を振っているのが見え
た、何か叫んでいる。
何度かバウンドしてい
るうちに、空腹のせい
もあり気分が悪くなっ
てきた。これを何度か
繰り返したのちに、恐怖のイベントは終わりを迎える。
てっぺんに上昇していくときと、バンジー台の端に進んで
いくときは、正直「やめときゃ良かった」と後悔した。そ
のくらい怖い。でも間違ってもロープが切れたり、ロープ
の長さが合わず地面に激突することはない安全な乗り物で
ある。

 今こそ全ての
　　　　　日本国民に問います。
恐怖に直面すると脱力
的脳みそに「生きろ。」
という活性化スイッチ
が入るので、ちょっと
活を入れたいときには
ピッタリな乗り物だと
思った。
そうか、さっき手を振
りながらたわわちゃん
はこう言っていたんだ。
「Don't sleep through 
life！（ぼーっと生き
てんじゃねぇよ）」

※ この「KYOTO TOWER VRバンジー」は2018年12月24日（月・祝）まで
の期間限定イベントです。

 道に悩んだら、
　 京都のてっぺんに上ってみる。
レーシングカーのシートのような椅子に700円払って座っ
てみた。
そして、最新鋭の大きなゴーグルとヘッドホンをかけてみ
た。これが種も仕掛けもある優れもので、黙ってかければ、
ないものなのに実際にあるかのように見えるのだから「世
の中の文字は小さくて読めない」と怒る必要がなくなる便
利な代物である。もっともこの上に座ってゴーグルが壊れ
ないかどうか確かめることは、お勧めしない。

バーチャルリアリティ
（VR）とはいえ、恐怖
はリアルそのものであ
る。まず展望室より高
いタワーのてっぺんに
ある避雷針の根元まで
椅子に座ったまま上
がっていく。この時上
を見ても下を見ても高
さや動きを感じること
ができ、すでに恐怖が
右心房を揺さぶってく
る。高さ120.9ｍに達す

ると目の前の扉が開き、京都市内の景色が見渡せるように
なる。
「絶景かな」の余裕はもはやない。

 まだ見たことのない世界は、
 「チャレンジ」の向こう側にある。
足元にはバンジー台があり、海賊船から突き出ている板の
上を歩くように前に進んでいく。上を見るとロープが椅子
につながっていて、風に揺れているのが見える。
５カウントダウンののち、それまで体重を支えていた足元
の金網が左右に二つに分かれ、まるで法務大臣のサインを
もらった時かのように椅子に乗ったまま落ちる。落ちる。
本当は床に置かれている椅子に座っているだけだが、地面
に叩き付けられた時に足がつぶれそうな錯覚に陥り、思わ
ず足を上げてしまう。
そしてロープいっぱいに落ち切った後は、今度は上に上

広報委員　清水 仁志　
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　今回は地元である伏見を南北に通る「伏見街道」を墨
すみ

染
ぞめ

辺りから紹介します。伏見街道は五条から伏見城に通じた
街道で、豊臣秀吉が伏見城開城の折に整備した道といわれ、
伏
ふし

水
み

街
かい

道
どう

とも呼ばれていました。稲荷までを本町通、墨染
までが直

すじ

違
かい

橋
ばし

通
とおり

、墨染の交差点で西に折れて京町通につな
がります。
　まずは京阪墨染駅近くにある墨

ぼく

染
せん

寺
じ

からスタート。墨染
寺は日蓮宗の寺院で桜が見事に咲くことから桜寺として知
られています。墨染寺の寺名は境内に咲いていた薄墨色の
ようにみえる白い色の「墨染桜」に由来します。

　ここから墨染の交差点を北に向かって歩くと藤森神社が
あります。藤森神社は武者人形を飾る菖蒲の節句発祥の神
社です。各家に飾られる武者人形には藤森の神が宿ると伝
えられており、菖蒲は尚武（武道武勇を重んじること）に

通じ、尚武は勝負に通
じると言われ、勝運を
呼ぶ神として信仰を集
めています。この藤森
神社が近年、「刀剣乱
舞」というゲームから
刀剣女子に注目されて
います。このゲームに
登場する「鶴丸国永」
が人気で、このキャラ
の素となった刀剣鶴丸
は江戸時代の一時期、
藤森神社の御神刀で
あったらしいとのこと。
その写しが宝物殿で公
開されていました。撮
影禁止のため刀剣の写
真は撮れませんでした
が、若い女子たちがた
くさんおられたのには驚きました。
　直違橋通を歩いていきますと、藤森神社の近くに米市本
家という建物があります。京都市民が選ぶ京都の財産とし
て残したい「京都を彩る建物や庭園」に選ばれており、古
くは酒造りを営み、その後米穀商の店舗として使った建物
で現在は営業されていませんが当時の看板などはそのまま
になっています。

　北に向かいますと「伏水街道第四橋」という石橋を見つ
けました。明治六年架橋のこの橋は石造真円アーチ橋で、
橋の下を流れる七瀬川が蛇行しているため流れに対し斜め
に掛けられる形となったことから直違橋とも呼ばれ、通り
の名の由来になっています。東山山麓から流れ出て鴨川に
そそぐ河川が伏見街道に交差する箇
所に四本の橋が架けられ、北から一
ノ橋、二ノ橋、三ノ橋、四ノ橋となっ
ています。これらの橋を探しながら
北に歩いていきます。
　大岩街道との交差点を渡ると軍人
湯という看板を発見。大正時代に創

伏
見
街
道

広
報
委
員
　
古
瀬 

英
美
子

藤森神社

米市本家

軍人湯看板

墨染寺 墨染桜

鶴丸国永

伏水街道第四橋
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業した銭湯で日本陸軍第十
六師団司令部に近かったこ
とからこの名がついたとさ
れ、第二次世界大戦中も多
くの軍人が通ったといわれ
ています。そしてその日本
陸軍第十六師団司令本部庁
舎として建設されたのが聖母女学院本館でこの建物も「京
都を彩る建物や庭園」に選ばれています。伏見街道は歴史
あるものが多く、寄り道しているとなかなか前に進めませ
ん。ここから一気に伏見稲荷大社まで歩きます。JRの踏
切を越えて稲荷駅近くになると英語や中国語のアナウンス

が聞こえてきました。駅前は外国人観
光客がいっぱいです。JR稲荷駅には
「ランプ小屋」という旧東海道線の建
物としては国鉄最古で貴重な遺構の１
つがあるのですが、工事中でロープが
張られて見学できませんでした。
　このJR稲荷駅の目の前にあるのが

伏見稲荷大社です。1300年
以上の歴史を誇る「お稲荷
さん」は全国に約３万社あ
る稲荷神社の総本宮であり、

五穀豊穣、商売繁盛、家内安全等のご利益があるとされ、
広く信仰されています。近年、外国人観光客に人気の京都
観光スポットで、特に朱色の鳥居がどこまでも連なる「千
本鳥居」はインスタ映え抜群です。境内にいるきつねは稲
荷大神のお使いとされ、「白狐」と言われています。よく
見ると口に何かをくわえています。くわえているものは稲
穂、巻物、玉、鍵の４種類です。稲穂は五穀豊穣の神様に
由来するとされ、巻物は知恵の象徴、玉と鍵は「玉鍵信仰」
に由来するといわれ、玉は稲荷大神の霊徳、宝珠、米倉を
あらわし、鍵がその霊徳を身に付けようとする願望の象徴、
米倉の鍵をあらわしています。きつねの表情を観察しなが
ら境内を歩いてみるのも楽しいものです。

　この辺りから直違橋通ではなく本町通と言われています。
北に歩いていくと、伏見人形の「丹嘉」の前に白狐が飾っ

てありました。伏見人形は江戸
時代後期に最盛期を迎えた最も
古い郷土玩具で、稲荷山の埴土
を用いて始められた土人形です。
当時は伏見街道沿いには約60軒
あった窯元も現在では丹嘉さん
だけとなりました。
　この後、東福寺の方に向かっ
て歩き、東福寺中大門前でやっ
と「伏水街道第三橋」
を発見。第四橋から
は少し離れています。
この橋も明治六年に
建設されており、下
を流れる三ノ橋川の
上流には東福寺境内

にある通天橋などが架かっています。そしてここから北へ
進むと九条通高架下に「伏水街道第二橋」の親柱がありま
した。二ノ橋川が昭和三年に都市計画によって廃川となっ
たため今は親柱のみ保存されています。そして第二橋より
徒歩５分ほど北へ行くと宝樹寺の北辺に伏水街道一之橋旧
趾という石碑がありました。第一橋は伏見街道の今熊野川

に架けられた橋で愛宕
郡と紀伊郡との境界と
もされていました。橋
が架かっていた川は暗
渠になっており、今は
泉涌寺道の交差付近に
ある東山泉小中学校
（元一橋小学校）の校

庭に「伏水街道第一橋」の橋と欄干が保存されています。
　まだ歩行距離にして4.5kmほどですが、四つの橋を探せ
て満足してしまいましたので、ここから先の伏見街道北端
まではまたの機会にしたいと思います。地元と言いつつも
今まで気づかなかった場所やお店を発見しました。最後に
第二橋と第三橋の
間にあります上野
酒店で「伏水街道」
という焼酎を発見
したことも紹介し
ておきます。

聖母女学院本館

丹　嘉

伏水街道第三橋

伏水街道一之橋旧趾

伏水街道第二橋

伏水街道第一橋

焼酎 伏水街道上野酒店

本町通

ランプ小屋

伏見稲荷大社

稲　穂 巻　物 玉 鍵
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第２回理事会
　平成30年度第２回理事会を９月21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41名　監事４名　相談役３名

【決議事項】
　次の第１号～４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５名、賛助会員３名の加入を承認。承認の結果、個人組合
員は1,181名、法人組合員125社、出資金額8,127万円、賛助会員
410名、加入率は83.7％となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○神村　康生（中京） ○森脇　健人（宇治）
○浜崎　儀孝（中京） ○南　　賢一（宇治）
○浦河　泰弘（宇治）
（賛助会員）
○岡田　崇司（右京） ○大橋　裕幸（伏見）
○松田　晃輔（上京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○森脇　健人（宇治・脱退【組合員へ移行】）
○浦河　泰弘（宇治・脱退【組合員へ移行】）

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

第４号議案　 新規提携企業（１社）提携承認並びに理事会への
提携上程時期変更の件

【報告事項】
（総務部門）
総務委員会
　① 財務報告
　②行事予定・組合PR一覧・他税協との協議会について

　③支所合同協議会・支所会計担当者会議開催について
　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162号発行状況報告
地区連絡委員会
　①11月５日（月）両丹懇談会の開催について
　②11月８日（木）
　　全税共VIP君・ランちゃんゴルフコンペの開催について
　③来春の厚生行事について

（保険部門）
保険第一委員会
　①６月４日（月）表敬訪問実施について
　②９月27日（木）
　　営業社員ランチミーティング開催について
　③10月23日（火）紹介税理士合同研修会開催について
　④11月30日（金）
　　大同保険推進協議会（４税協）開催について【名古屋担当】
保険第二委員会
　① 全税共第33回全国統一キャンペーン個別業推・表敬訪問実
施報告並びにプレキャンペーン実績報告

　② 小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーンの実施について

（事業部門）
事業委員会
　・10月16日（火）事業推進協議会開催について
出版委員会
　・委員会開催報告
研修委員会
　・研修開催報告

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

８・28 保険第二委員会（プレキャンペーン結果報告について）

８・28 明治安田生命との個別業務推進協議会

８・28
研修・短期講座
「土地の財産評価に係る諸問題」
　講師：不動産鑑定士　西脇則之先生
　参加：170名

８・28 北海道税理士協同組合創立45周年記念行事出席
　於　京王プラザホテル札幌

８・31 出版委員会（税務便覧校正作業）

９・１ 長野県税理士協同組合との協議会
　於　ホテル鷺乃湯

９・３

研修・短期講座
「非上場株式の評価実務について～評価明細書作成上の
留意点と最近の諸問題について～」
　講師：渡邉定義先生
　参加：239名（内ライブ配信25名）

９・５ 大同生命事業報告懇談会出席
　於　ホテルオークラ東京

９・６
研修・短期講座
「平成30年度法人税改正項目の重要ポイントを理解する」
　講師：植田　卓先生
　参加：206名（内ライブ配信10名）

９・７ ジブラルタ生命との個別業務推進協議会

９・７

研修・勉強会
「税理士のための事例で考える法務・税務第１回」（全
５回）
　講師：立命館大学法学部教授　望月爾先生
　参加：34名

９・７ 近畿税理士政治連盟第52回定期大会懇親会出席
　於　帝国ホテル大阪

９・10 正副理事長会

９・10 事業委員会（総会「企業PRアンケート」について）

９・11 地区連絡小委員会（一泊旅行について）

９・11
研修・短期講座
「新しくなった事業承継税制について」
　講師：公認会計士・税理士　勝山武彦先生
　参加：217名（内ライブ配信８名）

９・12 研修委員会（第47期研修委員会の運営について）

９・13
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第１回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：49名

９・14
関東信越税理士協同組合連合会
第五十期通常総会・創立五十周年記念式典・祝賀会出席
　於　パレスホテル大宮

９・19

研修・短期講座
「経営者保証ガイドライン～相談される税理士が、知ら
ないではすまされない～」
　講師：弁護士　浅井悠太先生
　参加：116名（内ライブ配信６名）

９・20 第一生命との個別業務推進協議会

９・20
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第２回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：51名

９・21 常務理事会・理事会
厚生会役員会

９・25 近畿税理士協同組合連合会第23回通常総会出席
　於　ウェスティン都ホテル京都

平成30年
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９・27 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・27 ジブラルタ生命京都支社表敬訪問

９・27
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第３回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：51名

９・28

研修・短期講座
「クラウド会計は革新的な効率化をもたらしたか？
～クラウド会計導入のポイント～」
　講師：廣升健生先生
　参加：133名（内ライブ配信24名）

９・28 長野県税理士協同組合との協議会兼相談役会

10・３
研修・短期講座
「日本銀行の役割と業務について」
　講師：日本銀行京都支店　支店長　鈴木純一氏
　参加：39名　　於　日本銀行京都支店

10・３ 富国生命経済講演会出席
　於　リーガロイヤルホテル

10・４ 朝日生命との個別業務推進協議会

10・４
研修・短期講座
「民法（相続関係）─税理士業務への影響─」
　講師：上西左大信先生
　参加：192名（内ライブ配信９名）

10・４

研修・勉強会
「税理士のための事例で考える法務・税務第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：42名

10・10 住友生命との個別業務推進協議会

10・11 ジブラルタ生命城陽営業所表敬訪問

10・11
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第４回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：51名

10・11 日本税理士協同組合連合会第23回通常総会出席
　於　第一ホテル東京

10・12
研修・短期講座
「日本銀行の役割と業務について」
　講師：日本銀行京都支店　支店長　鈴木純一氏
　参加：28名　　於　日本銀行京都支店

10・15

研修・短期講座
「法定相続情報証明制度」
　講師： 京都地方法務局首席登記官（不動産登記担当） 

山照多賀世氏
　　　　京都地方法務局不動産登記部門　統括登記官
　　　　小林圭介氏
　参加：203名（内ライブ配信６名）

10・16 事業委員会（事業推進協議会開催要領について）

10・16 事業推進協議会

10・17 地区連絡小委員会（一泊旅行について）

10・17

研修・短期講座
「労働基準法における労働時間制度について」
　講師：京都労働局　労働基準部監督課
　　　　特別司法監督官　黒川仁晴氏
　　　　京都労働局　雇用環境・均等室
　　　　指導係長　大谷真弓氏
　参加：173名

10・18
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第５回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：51名

10・19 第21回西日本税協連絡協議会出席
　於　リーガロイヤルホテル

10・20 第30回両丹５支部親睦ゴルフコンペ
　於　瑞穂ゴルフ倶楽部

10・20
～21 事務局職員慰安旅行

10・22

研修・短期講座
「金融経済基礎知識の活用について～現代的課題への対応～」
　講師：野村證券株式会社　投資情報部
　　　　証券学習開発課　課長　田中政広氏
　参加：128名

10・23 大同生命紹介税理士合同研修会

10・24 支所会計担当者会議
　於　京都ホテルオークラ

10・24 支所合同協議会
　於　京都ホテルオークラ

10・25 住友生命京都烏丸特別営業部表敬訪問

10・25
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第６回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：51名

10・25 全国税理士共栄会第44回定期大会出席
　於　ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

10・29 総務委員会（組合員証の作成について）
10・30 広報委員会（第163号編集割付）

10・31
研修・短期講座
「日本銀行の役割と業務について」
　講師：日本銀行京都支店　営業課長　河阪圭造氏
　参加：26名　　於　日本銀行京都支店

11・１ 事業委員会（事業推進協議会開催報告について）

11・２
研修・勉強会
「税理士のための事例で考える法務・税務第３回」（全５回）
　講師：立命館大学法学部教授　本山敦先生
　参加：42名

11・５

研修・短期講座
「国際情勢と日本の経済の展望2018」
　講師：ニッセイ基礎研究所経済研究部
　　　　シニアエコノミスト　上野剛志先生
　参加：64名　　於　ホテル北野屋

11・５ 両丹支所組合員との懇談会・懇親会
　於　ホテル北野屋

11・５ 住友生命錦法人支部表敬訪問
11・７ 住友生命京都中央支部ほか表敬訪問

11・８
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
　参加：86名　　於　メイプルヒルズゴルフ倶楽部

11・８
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第７回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：51名

11・９
研修・短期講座
「事業者免税点制度～近年の改正総点検～」
　講師：金井恵美子先生
　参加：186名（内ライブ配信６名）

11・12 広報委員会（第163号ゲラ校正）
11・12 住友生命との個別業務推進協議会

11・14 保険第一委員会
　（優秀営業社員表彰式の開催要領について）

11・15 広報委員会（第163号ゲラ再校正）

11・15
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第８回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：51名

11・15
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・19 法規委員会（慶弔規程の基準見直しについて）

11・21
研修・短期講座
「贈与税と譲渡所得の実務について」
　講師：德元利貴先生
　参加：124名（11月15日現在）

11・22
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第９回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：51名（11月15日現在）

11・25 「京税協」第163号発行
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新入事務局職員ですどうぞよろしく
　　お願いします！

◎新規提携企業
　佐川急便株式会社：飛脚宅配便利用

◎10月１日より変更のご案内
　株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム：
 株式会社ヤマダホームズへ名称変更
　日本郵便株式会社（中京郵便局）：利用料金変更
　※提携内容等につきましては、事務局までお問い合せください。 （担当：中川）

事業委員会からのお知らせ

災害見舞ご報告

災害に遭われた皆様へ
　本年６月18日に発生した「大阪北部地震」並びに台
風等において、被災された皆様に、謹んでお見舞い申
し上げます。
　当組合では「慶弔規程」第４条にて災害見舞金を給
付しております。詳しくは事務局までお問い合わせく
ださい。

他税協への災害見舞報告
　当組合では、「平成30年分確定申告のための税務便覧」
を平成30年７月発生の豪雨のお見舞として中国税理士
協同組合へ3,300部、平成30年９月６日に発生した「北
海道胆振東部地震」のお見舞として北海道税理士協同
組合へ1,980部、それぞれお送りしました。

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 

※川西裕貴子、杉本久美は退職いたしました。

中
なか
川
がわ
　寿
よし
美
み

出来るだけ早くお役に立てるよう
頑張ります。
宜しくお願い致します。

城
き
戸
ど
　有

ゆ
香
か

一日でも早くお役に立てるよう精
進してまいります。
どうぞ宜しくお願い致します。

曽
そ
根
ね
岡
おか
　和
かず
紀
き

早く仕事に慣れるよう頑張ります。
宜しくお願い致します。
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