
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31年１月25日

164No.

広報委員　板倉 義守台湾　九份



平成31年４月24日（水）
詳細は同封の案内をご覧ください。

京税協・大同生命
チャリティー
　　　ゴルフコンペ
グランベール京都ゴルフ倶楽部

第62回
京都税理士協同組合厚生会・
京都府支部連合会（共催）
大同生命保険株式会社（協賛）

　三箇日も終りました。初詣ではどこに行かれましたか？
　私は日課である早朝山歩きをこなし、家族、親戚と女房
手作りの「おせち」を楽しみました。当然アルコール類も
種類を問わずしっかりと…
　先生方の御協力で「京都税理士協同組合」の運営は順調
と云えます。正副、専務理事、常務理事、理事、委員の総
力でここまで来ております。亡くなられた廣瀬來三先生を
筆頭に歴代の理事長先生、執行部により育成された理念を
錦の御旗に励んでおります。近畿税理士会に寄与し、健全
な税理士制度の発展に資するために。
　ところで、今年は趣を変えて随筆風に私の考えている事
を書いてみたいと思います。
　税理士について。今年はAIについては多くは語りません。
　初夢程度の思いつくままに…
　「税務職員の大量増員」。近年の税務調査の激減にきちっ
と歯止めをかける必要があります。有名な飯塚毅先生は50
年程前に述べられました。「日本の政策は間違っている。
公務員を減らす事はいいとしても税務職員まで一律に合理
化するのは明らかに間違った政策である。西ドイツを見た
まえ！税務職員の数は納税者に対して常に必要数が確保さ

れている。３年に１回の調査が担保されている。このまま
ではいずれ日本は税務調査が激減する。それは租税収入の
確保を危うくするものである」。この先生の予言に対して
は異論も多いとは思います。しかし、現実に税務無調査時
代になっている状況は予言どおりでしょう。税理士にとっ
てその現実はどうなんでしょうか？私は数多くの実調の立
ち会いを経験して来ました。お客さんが増えれば調査も増
えました。いつも緊張感がありました。より監査の深度を
深めて申告是認にしなければという思いでした。この緊張
感こそが私の仕事の精度を高める大きな動機となりました。
近い将来税務調査にもAIが利用されるでしょう。年間10
億枚と云われている税務情報が一元化されるでしょう。
ビッグデータをバックに新たな調査手法が開発されるで
しょう。しかし、マンパワーが不足しています。十分なマ
ンパワーがあってこそのAI調査です。増員の実現は難し
いとは思います。我々税理士も日々研鑽に励んでその資質
の向上を図っておりますが、加えて、調査への準備と緊張
感が絶対に必要であろうと信じております。
　初夢は終りました。
　先生方！今年も「京税協」をよろしく。

 理事長　辰巳 修偉

いい年でありますように

詳細は同封の案内をご覧ください。 

講　師：ゴスペルシンガー 市岡 裕子氏
　於　：京都税理士会館３階 京税ホール

テーマ： 「支え、励まし、与えることの喜び 
～自分が変わると周りが変わる～」

開催日：平成31年４月11日（木）
　　　　13：30～15：00

第15回
会館建設記念講演

年 頭所感

多数のご参加
お待ちして
おります！
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　11月５日（月）宮津市の「ホテル北野屋」にて、地
区連絡委員会主催の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経済研
究部シニアエコノミスト上野剛志氏を講師に招き「国
際情勢と日本の経済の展望2018」というテーマで研修
会が行われた。その前後に日本生命、オンワードパー
ソナルスタイル、大同生命が取扱商品についてPRを
行った。懇談会では各委員会から事業報告がなされ、
両丹支所の組合員に対し、組合各種事業について理解
をして頂いた。ライブ配信研修会についての質疑応答
が行われた。懇談会に引き続き、懇親会が開催され、
各支所の組合員相互が和やかに歓談し、盛会のうちに
閉宴となった。 （広報委員　東 智之）

両丹懇談会に参加して
　　　　　　　峰山支所　井本 篤志

　今年の両丹懇談会は宮津市のホテル北野屋にて開催され
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多
数の皆様に毎年遠方よりお越しいただき厚く御礼申し上げ
ます。
　私自身、峰山支部の研修委員長であり支部の研修会開催
にあたり、両丹地区への研修会のライブ配信は回数も多く
研修内容もタイムリーで充実していてとても助かっていま
す。研修会の企画について両丹地区の組合員に何かとご配
慮いただいておりますこと、重ねて御礼申し上げます。
　今回の研修会は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氏の「国際情勢と日本の経済の展望
2018」と題して世界経済と日本経済の現状、課題、見通し
をテーマにした講演を拝聴いたしました。非常に分かりや
すい説明で、普段新聞などで得られる情報の整理や関連な
どがわかりとても参考になりました。
　その後、懇親会に参加して、組合役員の先生方、各支所
組合員の先生方や生命保険会社の皆様方と楽しく交流を図
らせていただきました。ありがとうございます。
　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るとともに、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。

両 丹 懇 談 会 平成30年11月5日（月）
於：ホテル北野屋

両丹懇談会に参加して
　　　　　　　宮津支所　糸井 正樹

　平成30年度両丹支所研修会・懇談会・懇親会が宮津天橋
立のホテル北野屋で開催されました。
　初めに組合PRとして日本生命、並びにオンワードパー
ソナルスタイルから取扱商品の説明があり、あわせて髙島
総務委員長による支所会計説明会がありました。研修会で
は、ニッセイ基礎研究所経済研究部シニアエコノミスト上
野剛志氏の「国際情勢と日本の経済の展望2018」と題する
講演において、予想されるのは変化のみと言われる不確実
性の時代に何らかの答えを探しながら拝聴させていただき
ました。その後組合PRとして大同生命の報告を受けました。
　懇談会では辰巳理事長の開会挨拶に続き京税協各委員会
からの組合事業報告があり閉会挨拶は中江副理事長でし
た。懇親会は近藤副理事長の開宴挨拶、宮津支所山井先生
の乾杯の発声で始まりました。この機会に、日頃お話し出
来ない各支所組合員先生方や日本生命、大同生命の方々と
懇親を深めることが出来、伊島副理事長の閉宴挨拶が名残
惜しく思われるほど、たいへん楽しく有意義な時間を過ご
させて頂き、感謝しております。
　最後に辰巳理事長はじめ組合役員の先生方、事務局の皆
様にお礼申し上げるとともに、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。
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平成30年11月８日（木）　於：メイプルヒルズゴルフ倶楽部

●成績表 （敬称略）

OUTスタート INスタート 団　体

優　勝 加藤　佳弥
（明治安田生命）

山﨑　登志雄
（園部支所） 伏見支所

準優勝 田中　健三
（宇治支所）

奥村　能丈
（中京支所） 中京支所

第３位 村中　研治
（左京支所）

足立　修平
（伏見支所）

宇治・園部・峰山支所
【合同チーム】

　昨年に優勝をさせて頂いたVIP君・ランちゃんチャリティゴ
ルフコンペに本年も参加させていただきました。
　周りの方々には、ディフェンディングチャンピオンと言ってお
りましたが、前年はただハンディを非常に多くいただいた結果
でしたので、今年は昨年よりは良いスコアで回れることだけを
考えながらゴルフ場までやってきました。結果、朝一のドライ
バーは右の山へ消え…その後はプレイング４から池へ…ボール
が無くなっていくのが早いこと早いこと。途中からはボールを
無くさないことを目標に切りかえて凌ぎながらなんとかホールア
ウトしました。
　ただ、去年よりさらに多くのハンディをいただく結果になって
しまい、優勝をさせていただきました。ある先生からは「隠しホー
ルのところを知っているのでしょ」なんて言われたりもしました
が、隠しホールだけの大たたきをできる腕前はございませんも
ので。賞品のお肉は、昨年同様家族で美味しくいただきました。
　最後に一緒にラウンド頂いた、東幹夫先生、吉田史樹先生、
野口雅史様（日本生命）本当にありがとうございました。皆様
と楽しくゴルフを出来たことが最高の結果につながったのだと
思います。
　お世話頂いた地区連絡委員会の先生方、本当にありがとうご
ざいました。次回もぜひ参加したいと思います。もちろん３連
覇狙っていきます‼

園部支所　山﨑 登志雄

　転勤族の私は過去11年間、全国の税理士協同組合様のゴル
フコンペに参加させて頂いております。
　京都では、３年連続でVIP君・ランちゃんチャリティーゴルフ
コンペに参加させていただきまして、本当にありがとうございま
した。年に一度ですが、大勢の皆様とご一緒に晴天の中、プレー
することと活気ある表彰式を毎回楽しみにしておりました。
　今回の私自身のプレーは、いつもながら右に左にと、どこに
行くか分からないドライバーショットが、何故か真っ直ぐに飛び、
OBがゼロ。グリーン周りでは、いつもながらザックリしたり、トッ
プに入りオーバーしたりのはずが、グリーンオンの連続。「こん
な時もあるもんだな～」と、楽しいラウンドができました。
　活気ある表彰式パーティに入り、大当たりしたドラコンをい
ただき、満足していた私に、最後になって、優勝者名で私が呼
ばれ本当に驚きました。これだけの大きなコンペで優勝したの
は初めてで、とても良い思い出ができた１日となりました。
　これもご一緒に楽しく・ワイワイ・ガヤガヤとラウンドさせて
頂いた、平岩倉一先生、石原豊先生、伊島睦副理事長の皆様
のお陰です。本当に、ありがとうございました。
　単身赴任している私ですが、頂いたお肉は、たまたま週末に
京都観光に来ていた女房と共に美味しく頂くことができました。

INスタート優勝OUTスタート優勝

加藤 佳弥明治安田生命保険相互会社
理事　京都支社長

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）

優勝 優勝

全税共
VIP君・ランちゃん
チャリティーゴルフコンペ

団体優勝　伏見支所
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12月13日木

　下呂温泉水明館に於いて第21回大同保険推進協議
会が開催された。
　名古屋・東海・北陸・京都の各税協・税協連並び
に大同生命が一堂に会し、税協・税協連から実績や
施策紹介、大同生命から
は事業報告がそれぞれな
された。
　協議会終了後に懇親会
が開催され、各々親睦を
深めた。

保険第一委員会
第21回大同保険推進協議会

　毎年恒例のチャリティー募金寄託は、伊島睦副理
事長が社会福祉法人京都府共同募金会を訪問し、年
２回開催のゴルフコンペにて実施したチャリティー
募金、155,000円を社会福祉法人中央共同募金会に
寄託した。
　当組合からの寄託は今回で37回目、総額18,633,010
円となった。
　誌面をお借りして、善意をお寄せくださいました
皆様に厚く御礼申し上げます。

チャリティー募金
寄託のご報告

委員会合同忘年会
　役員と委員を交えた忘年会が、リーガロイヤルホ
テル京都で開催された。
　日頃それぞれの分野において活発な活動を続けて
いる各委員会ですが、忘年会では委員会の垣根を越
えた楽しい会話が飛び交
い、年の瀬の忙しいひと
時に和やかな時間を過ご
した。

11月30日金

12月10日月
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理事長　辰巳　修偉

相談役　上田　寛

廣 瀬 來 三 先 生 を 偲 ん で

　廣瀬來三御大は我が京税協の初代理事長であり生み
の親、育ての親でありましょう。現在の税協のほぼ全
てを作って頂いた大恩人と云えましょう。
　京税協は昭和47年７月に設立されました。その趣旨
は①税理士会館の建築運営─これが税理士会への財政
的援助、ひいては健全な税理士制度の発展に寄与する、
と云う理念へと昇華されていきました。②税経学院の
経営─有能な税理士を育てる、この思いが全国でも屈
指の回数を誇る当税協主催の研修会へと繋がっていき
ました。③図書物品の販売─税理士にとって有用な図
書を提供する。それはやがて「税務便覧」へと受け継
がれました。全国でも人気抜群の便覧、当税協の財産
とも云えるものに育ちました。私達現執行部はこのよ
うに御大に敷いて頂いた線路を崇高な理念を胸に今日
も歩いて行きます。
　心より感謝します。

　來三先生との想い出は京都税理士協同組合を外して
は語れません。來三先生は、皆様もご存じの通り京税
協の生みの親です。
　収益事業を大阪合同税理士会京都支部では行うこと
が出来ないため、昭和42・43年頃から、京都税理士協
同組合を作ろうとの機運が高まってきました。税理士
会館の建設運営、税経学院の経営、図書物品の販売な
どが目的です。一人出資金額10万円で組合を作ろうと
募集しましたが、出資金がなかなか集まらず、組合加
入を躊躇する会員も多く前途多難の様相でした。そん
な中、來三先生をはじめ創立メンバーは会館用地を探
し、中京区壬生下溝町の京都市有地を借用し、銀行の
融資を受け昭和47年から会館建設が始まりました。そ
して翌年２月に念願の会館が完成し、來三先生が初代
理事長に就かれ運営が始まりました。しかし、当初の
経営は決して順調とはいえず、その間の職員さんの給
与や経費は、來三先生を筆頭に創立メンバーが立て替
えて支払われていたことを後から知り驚きました。現
在の京税協の素晴らしい姿は正にそのころの苦労の賜
物だと思います。
　私は來三先生が理事長をされていた11年の間、組合
の方たちとの旅行によくご一緒させていただいており
ました。特に印象に残っているのは、砂漠を車で走っ
た、ロサンジェルス～グランドキャニオン～ラスベガ
スの旅です。來三先生はまじめな方でしたので、ラス
ベガスでもギャンブルはされず、奥様とショッピン
グやグルメを楽しんでおられたのが印象に残っていま
す。今頃きっと奥様と空の上で旅行を楽しんでおられ
るのではないでしょうか。
　來三先生お疲れさまでした。わたくしを離れて京税
協のためにつくして戴いたことは本当に感謝の言葉に
尽きません。ありがとうございました。

───────────────
　廣瀬來三先生と永年ご親交のあった上田寛先生に広
報委員会がお話しをお伺いしました。

2012年７月５日撮影　左　上田寛相談役　　右　故 廣瀬來三先生
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上京支所　有田　行雄

廣 瀬 來 三 先 生 を 偲 ん で

　禮子夫人が亡くなられたわずか２か月後、後を追う
ように來三先生が亡くなられました。呆然としか言い
ようがありません。
　私の亡父徳五郎が先生と同じ大阪の天王寺商業出身
ということもあって懇意にしていたので、「他人の飯
を食ってこい」と大学卒業後３年半、先生の事務所へ
いわゆる丁稚奉公に出されました。
　先生も50歳代の働き盛りで、事務所にいらっしゃる
ことも少なく、当時、まだ珍しかった電話付きの自動
車で絶えず移動されていたイメージがあります。一見
とっつき難そうな感じですが、打ち解けて話すとユー
モアのある楽しい先生でした。事務所内も先生の人柄
が窺えるような雰囲気で、職員みんな仲が良く、廣瀬
伸彦先生の事務所の職員の方との合同チームでソフト
ボールの大会に参加したこともありました。
　当時事務所はヒロセビルの９階にあり、１階から５
階までは「若者がこぞってそのロゴの入った紙袋を
持った」と言ってももう知らない人のほうが多いかも
しれませんが、VANが入居していて、事務所の職員
対象のバーゲンセールがあったりしました。先生はそ
のビルの地下に「PICA」という喫茶・軽食店を経営
されており、公式にはピカデリーのPICAから採った
ことになっていたのでしょうが、現所長の裕さんが先
生の頭の状況がピカピカやからとネーミングをしたと
も聞いていました。この名前で「良し」とするのは、

お茶目な先生の人柄
でしょう。
　髪の毛の話ばかり
で申し訳ないのです
が、そのVANのバー
ゲンセールの時にな
ぜか安物のカツラが
商品として持ち込ま
れていました。する
と、先生が自発的に
付けられ、その姿に
みんなは大爆笑した
ものでした。
　先生の海外旅行好きは誰もが知っていることです。
職員慰安旅行も海外で、シンガポールに行きました。
ご馳走になったインド料理店では、カレーに浸かった
鶏丸ごと一羽が出て、その姿にたじろいでいると、「こ
んな美味しいもの食べへんのか」と健啖ぶりを発揮さ
れていました。先生は旅行を企画し、案内し、旅行記
を書き、と旅行を丸ごと楽しまれていました。
　書いていれば思い出は尽きません。きっと今は、奥
様とお二人で霊界ツアーを楽しんでおられるのでしょ
う。「あなたせっかちね。こんなに早く来なくてもよ
かったのに」と言われながら。

大阪ドライブクラブ旅行
室戸岬灯台（1981年８月11日）

組合一泊旅行　山口県瑠璃光寺（2002年４月）
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たまりません。また、辛いものがあま
り得意でない方は、オリーブオイルを
かけて食べると、辛さがやわらぎマイ
ルドな味わいになります。
　カレーとは直接関係がないのですが、
店の奥のショーケースには、仮面ライ
ダーのフィギュアが所狭しと飾られて
います。中にはレアなものもあり、仮
面ライダー好きの方は必見です。
　また、祇園という場所柄、舞妓さん
や芸妓さん、さらには芸能人も訪れる
そうで、店内には有名人のサインが
ぎっしりと飾られています。
　こちらのお店ですが、カレー屋にし
ては珍しく深
夜まで営業さ
れているので、
祇園で飲んだ
後のシメにも
おすすめです。
ルーorカレー
にはターメ
リックが入っ
ていて、二日

酔い予防にも効果的だそうです。ぜひ
一度、試してみてください。

　今回、私が紹介させていただくお店
は、祇園の地下にあるインパクトのあ
るカレー屋「spice32祇園店」です。
店内は、カウンター10席程のお店です。
　こちらのお店の特徴は、なんといっ
ても32種類以上のスパイスを使った衝
撃的な辛さのカレーです。一口食べる
と舌がしびれるほど辛く、一気に身体
が温まってきます。ただ、その辛さは
後を引かない辛さで、しばらくすると

また食べに
行きたくな
るような癖
になる辛さ
で、辛いも
の好きには

　３年程前仕事で笠置町に行った時の
ことです。笠置町はキジ料理が名物で
何軒かの料理屋さんはあるのですが、
家庭用に持ち帰る店がなかなか見当た
らないので、通りすがりの方に聞いた
ところ、「それならナカムラさんや！」

ということで、やってきたのが「ナカ
ムラポートリー」さん。
　正直、外観が店らしくなく勇気を
もってドアを開けてみました。誰もい
ません…。
　「すみませーん！」すると奥からご
主人らしき方が。「キジ肉が欲しいの
ですが」するとご主人が懇切丁寧にキ
ジ肉の説明をされます。雄鶏は12月頃、
牝鶏は産卵を終えた４月頃が絶品だと
いうことです。料理方法の基本はやは
りキジ鍋。初めてなので半羽分を購入
しました。するとご主人がキジのだし
汁を持ってこられ、「騙されたと思っ
て買って帰って」と言われ購入。「今
度来るときは事前に電話してや。朝、
絞めとくから！」とご主人。
　家に帰り早速キジ鍋。例のだし汁に
普通の鍋料理のように具材を入れ食し
ました。まさに絶品です。キジ肉もさ
ることながら、騙されて（？）買っただ
し汁がとてつもなく美味しい。だしが
絶品なので締めの雑炊も半端なくうま
い。騙されていませんでした。ご主人
ありがとうございます。

　笠置町は京
都市内から車
で１時間ちょ 
っとかかりま
すが、隣の南
山城村には道
の駅も完成し、
穴場的な観光
スポットもた
くさんあります。またナカムラポート
リーさんはネット通販も行っています
ので是非ご賞味下さい。

spice32祇園店
京都市東山区八坂新地富永町132　
おかるビルB1
Ｔ Ｅ Ｌ　075-541-0623
営業時間　昼11：00～15：00
　　　　　夜18：00～翌2：00
　　　　　日曜、毎月20日は昼のみ営業
定 休 日　木曜、祝日、毎月21日

ナカムラポートリー
株式会社

中京支所　西　滋

カレー

spice32祇園店

宇治支所　大江 敏邦

白川南通白川南通

川
端
通

川
端
通

鴨
川
鴨
川

白
川
白
川縄

手
通

縄
手
通

南座南座

四条通四条通

京
阪
祇
園
四
条
駅

京
阪
祇
園
四
条
駅

spice32
祇園店

〒〒
GSGS

笠置駅笠置駅 関西本線関西本線 33

325
4

ナカムラポートリー株式会社

ナカムラポートリー株式会社
京都府相楽郡笠置町大字笠置小字芝崎59
Ｔ Ｅ Ｌ　0743-95-2559
営業時間　8：00～18：00（年中無休）

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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定員（100名）になり次第締め切らせていただきます。
なお、締め切りは、平成31年２月28日（木）です。詳細・お申込は、平成31年
１月発送のダイレクトメールにてお知らせいたします。

行程表

観 光 組　はとバス貸切プラン
　　　　　東京タワーと浅草隅田川下り

フリー組

京都駅
ひかり（グリーン席）
8：32

観光組・フリー組 京都着 19：30 予定

ゴルフ組　太平洋クラブ 御殿場コース

ゴルフ組 京都着 18：45 予定

KOTOWA鎌倉鶴ヶ岡会館 12：30～14：00

鎌倉自由散策 14：00～16：00

ご夕食 ホテル椿山荘東京

１日目

２日目

はとバス

　今回はご存じ黄色い「はとバス」を
皆様だけの貸切にてお手配致しまし
た。はとバスのコースはコンセプトが
あるからドラマチックな旅が生まれま
す。日々お客様と一緒に旅をしている
運転士やガイドの声を取り入れ、お客
様の声や視点を大切にし、綿密に考え
られています。
　東京タワー・浅草の立ち寄りや隅田川下り等を予定してお
ります。
　東京名物「はとバス」ツアーをごゆっくりとお楽しみ下さい！

２日目

　KOTOWA鎌倉でご提供する創作和フレンチは、フレンチ
ジャポネと呼ばれており、地元で取れた新鮮な食材をふんだ
んに使用し、フレンチコースの概念を覆す新しい料理スタイ
ルとなります。日本ならではの繊細さを取り入れ、見た目の華や
かさ、料理を盛り付けるお皿にまでこだわりを持っております。
　さらに、化学調味料や乳製品を使用せず、素材の旨味を生
かした料理を創り出しているところも、リピーター満足度が高
い理由の一つです。
　また昼食後は、鎌倉散策
のお時間を約90分お取りし
ております。鎌倉大仏や鶴
岡八幡宮など、ごゆっくりと
お楽しみ下さい。

KOTOWA鎌倉鶴ヶ岡会館・鎌倉散策１日目 食事・観光

　東京の中心に広大な日本庭園を持つホテル椿山荘東京。都
内最大級の会場を有する施設
です。庭園に囲まれた宴会場
で、都会の喧騒を忘れてゆっ
たりとご夕食をお楽しみくださ
い。

ホテル椿山荘東京１日目 初日ご夕食

　全室シングル1100室のシン
グル館。全室ツイン288室のツ
イン館。心地よい眠りへとい
ざなう、こだわりの客室。シ
ングル館の高層階からは羽田
空港の離発着・レインボーブ
リッジ・富士山が望めます。
隣接する温浴施設では露天風
呂・サウナ・岩盤浴など充実
した設備で安らぎの時間をご
提供いたします。
　今回は皆様シングルルームでのご提供と共にご希望者には
特別に温浴施設の入場券をご準備させて頂く予定です。

アワーズイン阪急１日目 宿泊

観光

　秀峰・富士山麓のなだらかな針葉樹林帯に優美な姿を見せる
御殿場コース。
　タイガー・ウッズが最終日の最終ホールで見せた奇跡的な
チップインイーグルに象徴される、世界の超一流プレーヤーの
技が随所に発揮された「EMCワールドカップ
2001」の開催コースです。お宿からは少し離れ
ますが、屈指の名門コースをお楽しみ下さいませ。

太平洋クラブ　御殿場コース２日目 ゴルフ

予告親睦旅行の春

鎌倉・東京への
KOTOWA鎌倉で、地元で取れた新鮮な食材のこだわりの創作和フレンチを……

日時 平成31年4月14日日～15日月

旅
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た いむ御麩
お

ふ

　海外旅行が大好きで、今まで色んな国を旅行してきまし
た。言葉なんて通じなくても無問題、ご飯が不味くても無
問題。潔癖症なので古いホテルとか、汚いレストランとか
はなるべく避けるようにしていますが、異文化に触れるこ
とが大好きなので苦痛ではありません。しかし一つだけ問
題があります。悪いことは何も
していないのに、なぜか高確率
で海外の空港で捕まります。今
回は捕まったエピソードのうち
いくつかご紹介いたします。
⑴ アメリカ人の友人の家に遊びに行ったときの話です。乗
り継ぎのデトロイト空港で捕獲されました。別室でスー
ツケースをスキャンされ、さらに中身も全部出されまし
た。すると、私のスーツケースから謎の大きな木箱が出
てきたので検査員たちは大騒ぎ。実は友人へのプレゼン
トに高級そうめんを入れていたのです。木箱の中身は何
だ？と言われ、ジャパニーズヌードル！ディスイズジャ
パニーズヌードル！と言っても信用してもらえる訳もな
く、プレゼント用の包装紙をビリビリに破かれ、木箱も
開けさせられ、挙句の果てにそうめんを束ねている帯ま

でほどかれ、約２時間
後にやっと開放されま
した。その後オクラホ
マに無事到着しました
が、滞在中アメリカン
ポリスのヘリに追いか
けられたり、アメリカ
ンギャルズにナンパされて車に押し込まれたり、面白い
話はまだまだありますが、それはまた次の機会に。
⑵ 宇治支部の親睦旅行で台湾に行ったときの話（私は宇治
支部の準会員）です。みんなで楽しく台湾を満喫して、
いよいよ帰りの空港。飛行機の搭乗口付近で捕獲されま
した。お前が乗るなら飛行機を飛ばすことはできない！
と言われ、さすがにみんなを道連れにはできませんので
仕方なく搭乗を断念。少し前に積み込まれたばかりの私
のスーツケースは飛行機から降ろされ、いつも通りス
キャンされた後、中身も全部出されました。今回はすぐ
に開放されましたが時すでに遅し。まだ離陸には時間が
あったので何とか乗せてもらえるようにお願いしました
が、搭乗手続き時間は過ぎたので無理とのこと。宇治支
部のみんなが乗った飛行機が飛び立つところを、一人空
港で泣きながら見送りました。みんなから遅れること約
２時間、自力で何とか日本に戻りました。大久保駅の居
酒屋で宇治支部のみんなが私を待ってくれていたことが
何よりも嬉しかったです。

　他にもまだまだエピソードはありますが、文字数の都合
上これくらいにしておきます。今後、私と一緒に海外へ行
く方には大変ご迷惑をお掛けしますが、どうかお許しくだ
さいませ。

～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！

プライスレスな体験 右京支所　野村　政史
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週間ほどして土が乾いてきたら次は削って形成します。
思った以上に難しく当初は出来上がった器をそのままごみ
箱へ捨てることもありました。それでも最近は少しずつ我
が家の食卓に作品が登場するようになりました。お茶碗に
お箸を置いてみると転げて落ちたり、テーブルを揺らすと
安定が悪くてカタカタと音を立てたり、家族の失笑も手
伝って賑やかな食卓です。
　まだイメージ通りに仕上がったものは一つもありません。
でも土のぬくもりを感じながら器作りに集中している時間
はとても貴重なひとときです。

　無趣味の私が陶芸と出会って３年になります。友人に誘
われて教室を訪れたのがきっかけでした。田舎出身の私に
とって土の感触はなぜかしらとても懐かしくて温かく、先
生に繁忙月はお休みをさせて下さいというわがままもお許
し頂いて即日スクールへの申込みをしました。今は月に２
回、手びねりで色々な陶器を作っています。まずは土を台
に叩きつけて底を作り、土をひも状に撚って底に一段ずつ
積み上げていきます。出来上がりをイメージしながら空気
を入れないよう土を押し繋げ、いびつにならないよう形を
整えて…地道な作業ですがこの過程がとても大切です。２

　この写真は焼酎用のカップとして作りましたが口が広がり過
ぎたため用途変更をした事務所のペン立てです。土のぬくもり
がありますが沢山入れると倒れるのが難点です。

　こちらの作品はたこ焼き用のお皿です。ソースとマヨネーズ
を小分けし、たこ焼きも盛り付けるというアイデア作品ですが
使える日が少ないのが難点です。

　こちらが最新作。この冬に向けて作ったお鍋専用のお茶碗で
す。「お～！！これは使えるやん！」夫が真顔で褒めてくれま
した。（いえいえ、これまでから使えるものを作ってきたつも
りですけど～。）

　こちらの作品は焼肉用です。塩味とタレ味が一枚のお皿で楽
しめるという優れものですが重ねられず食器棚でかさ張るのが
難点です。

陶　芸 左京支所　鴨井　真理

　笑える陶器から使える陶器へ。世界に一つの素敵な陶器
が出来るまでの道のりはまだまだ遠いようですが、細く長

く根気強く続けていきたいと思います。
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のってみた おりてみた
No.3

近江鉄
道

米　原
～

貴生川

店があり、なかなか
賑やかです。
　ただ外国人の姿は
見あたりません。
　ここにはまだイン
バウンドの波は訪れ
ていないようです。
　「お伊勢参らばお多賀へ参れ。お伊勢お多賀の子でござる」
　このような俗謡があるそうです。
　多賀大社の祭神は伊

い ざ な ぎ

邪那岐大神と伊
い ざ な み

邪那美大神。この２
神は伊勢神宮の祭神である天照大神を生んだことからこん
な俗謡が生まれたようです。

　そんな多賀大社をくるっとひと回りだけして、もと来た
道を戻りました。
　来るときに気になっていたお店がありました。

　「wakkaya」さん
　手づくりパンとドーナツのお店です。
　インターネットでチェックしてみるとなかなか良さそう。
入ってみましょう。
　お店の中は狭くて、人ひ
とりが入るのがやっとと
いった感じです。
　しかしその店内には、手
づくり感溢れるドーナツや
パンがたくさん並んでいて、
どれもおいしそうです。
　お店にはかわいらしい女
性が二人。
　「そちらは今焼き上がっ
たばかりですよ」

　お隣の滋賀県を走る近江鉄道。
　開業120年を迎えた歴史のある鉄道だそうですが、今ま
でほとんど利用したことがありません。
　この近江鉄道に乗り、取材に出かけてみることにしまし
た。
　出発は最寄りのJR奈良線桃山駅。
　朝09時40分の電車に乗り、京都駅で新快速に乗り換え、
米原駅に到着。
　ここ米原駅が近江鉄道の始
発駅です。
　まずは近江鉄道の切符売場
で１日乗車券を購入します。
　料金は880円です。
　米原から寄り道をしながら終点の貴生川まで乗車するつ
もりですが、米原から貴生川までの切符を普通に購入すれ
ば1,030円もするので、１日乗車券を購入してもけっして
損はありません。

　出発まで少し時間があ
りましたので、旅のお供
（コーヒー牛乳）を手に
入れます。
　実に昔ながらの味で心
が癒されます。
　電車は定刻どおり、11
時19分に発車しました。
しばらくすると石田三成
の居城があった佐和山の
トンネルをくぐります。
　そして彦根を通り、高
宮には11時44分に到着。
ここで多賀大社線に乗り
換えます。
　高宮からは２駅で多賀
大社前駅に到着します。

　駅前には大きな鳥居が
あり、ここがもう参道で
あることがわかります。
　趣のある参道を10分ほ
ど歩くと多賀大社です。
門前にはお土産店や飲食

佐和山トンネル

高宮駅

多賀大社門前

多賀大社
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　水口の町を歩いていると、
曳山が納められている山倉を
あちらこちらで見ることがで
きます。
　春にはたくさんの曳山が出
る水口曳山祭があるそうです。
　化粧もたいへん豪華だそう
で、曳山の中で演奏される水
口ばやしと合わせて滋賀県の
無形民俗文化財に指定されて
います。
　ぜひ一度見てみたいと思い
ます。
　電車の時間が近づいてきま
したので、駅へ向かうことに
しました。

　水口石橋駅15時58分発の電車に乗り、終点の貴生川駅に
は16時04分に到着。
　このあと京都駅に帰ってきたのは17時30分頃になりまし
た。
　近江鉄道を端から端まで乗りに出かけるとほぼ丸１日が
かかる。
　そんなことがわかった秋の１日でした。

「wakkaya」
・Tel 0749-20-1045
・定休日 月、火、不定休
・Open10:00am－Close 5:00pm
※14時～14時30分昼休み。  ※商品完売後Closeいたします。

　その焼き上がったばかりだ
というウインナーの入ったパ
ンとドーナツ２つを買い求め、
近くの川原に腰を下ろして早
速いただいてみることにしま
した。
　国産の原材料にこだわって
いるというドーナツはどれも
美味しいだけでなく、優しい
味がします。とりわけお芋の揚げドーナツはお芋がさっぱ
りとした甘さでとても気に入りました。

　さて近江鉄道の旅を続けましょう。
　高宮へいったん戻り、貴生川行きの電車に乗り込みます。
　自転車を持ち込む人
たちがいます。けれど
も、この近江鉄道は自
転車をそのまま持ち込
むことのできるサイク
ルトレインとして知ら
れています。
　途中ウトウトしてしまいました。
　目を覚ますと車窓にはあいかわらず日本の田園風景が広
がっています。
　次の目的地である水口城南駅に到着しました。

　東海道の宿場町でもあった水口は水口藩二万五千石の城
下町でもありました。
　まずは水口城を訪ねてみます。
　お城には天守閣はなく、堀、石垣、復元された角櫓、そ
して資料館があるのみです。
　説明によれば、水口城は３代将軍家光が京都上洛の際に
利用する宿館として築かせたそうで、かつて城内には二条
城の御殿を模した豪華な御殿が築かれていたそうですが、
いまはもう面影すらありません。
　水口城を後にして、宿場町の名残りを探しにまち歩きを
楽しむことにしました。

広報委員　縄田 浩昭

サイクルトレイン

水口城

水口宿

曳山の倉
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　今回、来年の大河ドラマ「麒麟がくる」にちなみ、明智
光秀にゆかりのある史跡として旧本能寺跡を含んだ蛸薬師
通を選びました。京都市内の中央を東西に走る蛸薬師通を
堀川通から東に向けて歩いてみました。
　蛸薬師通は平安京を東西に走る四条坊門小路にあたり、
「蛸薬師」の名は新京極通にある永福寺の本尊薬師如来の
俗称に由来します。
　堀川通から蛸薬
師通を東に歩いて
すぐ、油小路通の
手前に空也堂があ
ります（写真①）。
　ここは空也を本
尊とするため空也堂と呼ばれますが、正しくは紫

し

雲
うん

山
ざん

光
こう

勝
しょう

寺
じ

極
ごく

楽
らく

院
いん

と号する天台宗の寺です。空也上人の開創（939年）
といわれ、応仁の乱で焼亡しましたが寛永年間（1624年～
1645年）に現在地に再建されたそうです。空也といえば鐘
を叩き念仏を唱えて全国行脚し、踊念仏によって庶民階層
への仏教の布教に尽力した人物、とかつて日本史で勉強し
た記憶があります。
　空也像（念仏を唱える口から６体の阿弥陀が現れたとい
う伝承を像にしたもの）の印象が強いのですが、それは六
波羅蜜寺にあるためここでは拝見できません。

　少し歩いて油小
路通に達すると本
能寺跡があります
（写真②）。言わず
と知れた「本能寺
の変」の舞台と
なった場所です。
　1582年６月２日早朝、明智光秀により本能寺で襲撃され
た織田信長がこの地で自刃したその場所です。現在の中京
区寺町御池下にある本能寺は豊臣秀吉によって1587年に移
動させられたものですが、本能寺の変が起こったのはこち
らになります。
　明智光秀といえば来年の大河ドラマの主役になりますの
で、ドラマの始まる前に一度この地を訪れてみると、また
違った印象を感じることができるかもしれません。
　本能寺跡の所在については、小学校の廃校後に行われた
1992年の発掘調査により、織田信長の定宿だった当時の遺
構が発見されて話題を呼び、南は蛸薬師通、北は三条通、
東は西洞院通、西は油小路通に囲まれた区域とされ、寺の
大きさも東西約100m、南北約200mの規模を有していたも
のと考えられています。相当大きな敷地で、戦国時代にお
いて寺院は砦の役割を果たしていたことを伺うこともでき
ます。
　旧本能小学校は、現在では京都市立堀川高等学校本能学
舎と京都市本能特別養護ルームの施設となっていました。
　少し歩いて新町通に達すると茶屋四郎次郎邸跡の碑があ
りました（写真③）。茶屋四郎次郎も日本史で戦国～江戸

時代期の豪商
として覚えた
記憶がありま
す。
　調べてみる
と、茶屋家は
安土桃山～江

戸期の京都の豪商で、当主は代々四郎次郎を名乗っており、
初代四郎次郎清延が徳川家康と接近して徳川家の呉服御用
を一手に引き受けるようになり、３代清次が家康の側近や
代官の役割も務めて朱印船貿易で巨万の富を築き、角倉了
以の角倉家、後藤四郎兵衛の後藤四郎兵衛家とともに「京
の三長者」といわれたそうです。
　茶屋四郎次郎は６代まで中京区新町通蛸薬師に住んでい
ましたが、1708年の大火によって上京区小川通出水に移転
しました。豪商の邸宅ですからさぞかし立派な邸宅だった
のではないかと思いますが、残念ながらいまは碑があるだ
けでした。
　さらに東に歩いて烏丸通の少し手前まで来たところでレ
トロな雰囲気の喫茶店があります。「マエダコーヒー」です。
朝食がまだだったこともあり少しお腹も空いていたので入

蛸
薬
師
通

写真①

写真②

写真③

広
報
委
員
　
市
木 

雅
之
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ることに。1971年創業でランチタイムはかなり賑わってい
るようです。調べてみると創業者がイノダコーヒーでの修
行を経て創業したということで、その教えを今に伝える地
域に根ざした喫茶店とされています。龍吐水という明治時
代のポンプがオブ
ジェのように置か
れていました（写
真④）。ここで遅
めの朝食をとり、
蛸薬師通をさらに
東へ。
　烏丸通に着きました。烏丸通は大正期に京都駅から御所
へ天皇陛下が向かうための行幸道路として大通りに拡張さ
れ、現在のように銀行やオフィスが立ち並ぶメインスト
リートに発展しました。
　烏丸通沿いに旧山口銀行京都支店があります（写真⑤）。

こちらは辰野金
吾の設計で1916
年に完成した山
口銀行の京都支
店ですが、その
後大阪財界人か
ら望まれ三十四
銀行・鴻池銀行

との合併で三和（現三菱UFJ）銀行となりました。現在は
銀行の役目を終えDEAN&DELUCAとして利用されてい
ます。
　辰野建築というと東京駅舎や大阪市中央公会堂、京都市
内だと京都府京都文化博物館などが有名で、それらと比べ
ると少し小振りではありますが、クラシカルな辰野建築の
要素を感じることができます。
　さらに歩を進
めて、新京極ま
で来ました。こ
こには蛸薬師堂
（永福寺）があ
ります（写真⑥）。
　1181年に室町
の僧林秀が、比
叡山の御本尊薬
師如来の夢告により与えられた伝教大師が彫られた石仏の
薬師如来をおまつりした堂を作り、永福寺と名付けられた
のが始まりとのことです。善光という僧が、戒めに背き病
気の母親に好物のタコを買う孝行譚に由来し、本尊薬師如
来は蛸薬師の名で知られています。
　高校時代にはこの辺りで遊んだ時期があったので大変懐
かしく感じるのですが、当時はほとんど興味も持たなかっ
た蛸薬師堂についてその歴史を知ると印象が変わってきます。

　病気平癒の御祈祷で有名で、毎月８日大般若会が勤修さ
れ、ガン封じや心身の病気平癒、諸願成就を祈願する人々
の参拝が多いとのことでした。
　高瀬川に着き
ました。ここに
は土佐藩邸跡が
あります（写真
⑦）。現在は碑
があるだけで往
時の雰囲気を感
じることはできませんが、江戸時代には土佐藩邸があり高
瀬川に面して門が開かれていたそうです。藩邸は京都にお
ける土佐藩の活躍の根拠地で、その広さは10,000㎡（約
3000坪）程だったとのことです。
　土佐藩は幕末政局の主導権を握った雄藩ですが、土佐藩
といえば武市瑞山（半平太）、坂本竜馬、中岡慎太郎、後
藤象二郎らがここを行き来したのではないか…と思いを馳
せると楽しいかもしれません。
　蛸薬師通は木屋町通までとなりますので、歩くのはここ
までになります。
　今回は堀川通を起点にしましたのでわずか２㎞弱の行程
でしたが、その中にも多くの歴史を感じることが出来まし
た。蛸薬師通自体は西は西院小学校付近まで続きますので、
次の機会があれば残りの行程を歩いてみたいと思います。

写真④

写真⑥

写真⑦

写真⑤
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第３回理事会
　平成30年度第３回理事会を12月13日（木）午後４時30分より
開催。当日の出席状況は次の通り。
　理事45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13名、法人３社、賛助会員11名の加入を承認。承認の結
果、個人組合員は1,185名、法人組合員128社、出資金額8,078万円、
賛助会員414名、加入率は83.8％となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○瀧尻　将都（宇治） ○吉田　信次（下京）
○德元　利貴（上京） ○垣中まゆみ（伏見）
○松本　　淳（峰山） ○西　　　滋（中京）
○堀井　　明（東山） ○水元　祥文（右京）
○富田　晋治（中京） ○楠本　恵味（上京）
○髙野真紀子（下京） ○岩崎　紀子（上京）
○小牧　久修（上京）
（法人組合員）
○エアーズ税理士法人京都事務所（中京）
○税理士法人タックスワイズ（中京）
○荒尾税理士法人（下京）
（賛助会員）
○本岡　良子（上京） ○鈴木　拓馬（中京）
○肱岡　智洋（園部） ○小松　慶三（峰山）
○下林　茂和（福知山） ○藤村　朋子（下京）
○田中　久晶（右京） ○山口　勇也（下京）
○馬場　　博（中京） ○馬場　德二（中京）
○荒尾　正久（下京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○龍頭　貴基（中京・脱退【大津支部へ転出】）
○髙木　康全（中京・脱退【東支部へ転出】）
○市川　仁三（伏見・脱退【死亡】）
○楠本　恵味（上京・脱退【組合員へ移行】）
○富田　晋治（中京・脱退【組合員へ移行】）
○片山　正史（東山・脱退【退会】）
○松本　　淳（峰山・脱退【組合員へ移行】）

第３号議案　 慶弔規程、旅費規程、職員旅費規程一部変更案承
認の件

【報告事項】
（保険部門）

保険第一委員会
①９月27日（木）営業社員ランチミーティング開催報告
②10月23日（火）紹介税理士合同研修会開催報告
③11月30日（金）
　大同保険推進協議会（４税協）開催報告【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
・会社別入賞者一覧
・個別業推・表敬訪問実施報告
・１月29日（火）表彰式・祝賀パーティースケジュール
②税理士VIP代理店施策について（代理店登録［Z１］・年度末）
③小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーン実施報告

（事業部門）
事業委員会
①10月16日（火）事業推進協議会開催報告
②平成30年分税務便覧販売状況報告
③提携解消の報告【アクア・プラン、日本ハム東販売】

出版委員会
・委員会開催報告

研修委員会
・講座開催実績報告並びに今後の開催予定報告

（総務部門）
総務委員会
①財務報告
②行事予定・組合PR開催状況、年末年始の弔事等緊急連絡
について

③９月28日（金）長野県税理士協同組合との協議会開催報告
④10月24日（水）支所会計担当者会議開催報告
⑤チャリティー寄託報告
⑥教育情報図書申込結果について

法規委員会
・委員会開催報告

広報委員会
・「京税協」163号発行状況報告

地区連絡委員会
①10月24日（水） 支所合同協議会開催報告
②11月５日（月） 両丹懇談会開催報告
③11月８日（木） 全税共VIP君・ランちゃんチャリティーゴ
ルフコンペ開催報告

④４月14日（日）～15日（月）一泊旅行【鎌倉・東京方面】並
びに大同生命チャリティーゴルフコンペ（兼両丹ゴルフ）
日程検討について

その他
・事務局新入職員紹介

 
 
 

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

11・26 保険第二委員会
（全税共第33回全国統一キャンペーン）

11・26
研修・短期講座
「年末調整の仕方について」
　講師：大庭朋子先生
　参加：214名

11・29
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第10回」（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：51名

11・30 第21回大同保険推進協議会（当番税協：名古屋税協）
　於　下呂温泉水明館

12・１
近畿青年税理士連盟京都支部制度部例会・忘年会
出席
　於　京都東急ホテル

12・４ 出版委員会（税務便覧の販売状況報告）

12・６

研修・勉強会
「税理士のための事例で考える法務・税務第４回」
（全５回）
　講師：立命館大学法学部教授　山田泰弘先生
　参加：42名

12・10 正副理事長会

12・10 社会福祉法人京都府共同募金会にゴルフコンペの
チャリティー募金を寄託

12・12
研修・短期講座
「法人税調査における税務判断のポイントと対応策」
　講師：岸田光正先生
　参加：137名（内ライブ配信26名）

12・13
常務理事会・理事会・委員会合同忘年会
厚生会役員会
　於　リーガロイヤルホテル京都

12・17 全税共第33回表彰式・祝賀パーティー事前打合せ
　於　ウェスティン都ホテル京都

12・21 広報委員会（第164号編集割付）
12・28 仕事納め

平成31年
１・４ 仕事始め

１・８ 近畿税理士会　新年賀詞交歓会出席
　於　帝国ホテル大阪

平成30年
１・９ 常務理事会
１・10 広報委員会（第164号ゲラ校正）

１・10

研修・短期講座
「平成31年中（2019年前半）に税理士が対応すべき
項目」
　講師：永橋利志先生
　参加：138名（内ライブ配信８名）

１・11 日本生命との個別業務推進協議会

１・16 支所会計【中間収支報告書】確認日
（福知山・宮津・舞鶴・峰山）

１・16 広報委員会（第164号ゲラ再校正）

１・17 支所会計【中間収支報告書】確認日
（上京・下京・右京・左京・東山）

１・17
関東信越税理士会埼玉県支部連合会・埼玉県税理
士協同組合　新年賀詞交歓会出席
　於　パレスホテル大宮

１・18

研修・勉強会
「税理士のための事例で考える法務・税務第５回」
（全５回）
　講師：立命館大学法学部准教授　安井栄二先生
　参加：42名

１・18
支部連・京税協共催　新春講演会
　於　京都ホテルオークラ
支部連新年祝賀会出席
　於　京都ホテルオークラ

１・21 支所会計【中間収支報告書】確認日
（中京・伏見・宇治・園部）

１・22
法規委員会
（事務局給与規則及び事務局職員退職金規程の見直
しについて）

１・25
京都弁護士協同組合創立40周年記念式典・祝賀会
出席
　於　京都ホテルオークラ

１・24 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・25 「京税協」第164号発行
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事業委員会からのお知らせ

◎下記企業との提携契約は平成30年12月31日で終了いたしました。
〈アクア・プラン株式会社〉
〈日本ハム東販売株式会社〉
◎ 平成31年版提携企業便覧を発行いたしました。是非ご活用ください。
※ 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）

第８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。

京都税理士協同組合

第47回通常総会
日 時

2019年８月７日（水）
場 所

ウェスティン都ホテル京都

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

　このたび、平成30年12月13日開催の理事会決議によ
り、慶弔規程第３条及び第４条が一部改定されました。
詳しくは同封のダイレクトメールをご確認ください。
　現行の慶弔規程につきましては、組合員名簿の巻末
をご覧ください。
　なお、今後災害については「災害見舞金申請書」を
事務局にご提出（郵送、FAX、メールすべて可）頂
くことになりますので、よろしくお願いいたします。

組合慶弔規程の一部改定について
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