
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　中 江　嘉 和
編集人　東 　　智 之

〒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

令和元年11月25日

167No.

中京支所　久徳 健治名もなき池（岐阜県：通称モネの池）



　今回初めての大会出場でとても緊張していました。７支
部が出場するなか、わが上京支部は１回戦は不戦勝で、２
回戦は１回戦で下京支部に７対６でサヨナラ勝ちをした伏
見支部との試合でした。１回戦で接戦を制し勢いに乗る伏
見支部との初戦に皆一様に緊張して臨みました。序盤戦は
両チームとも固い守備で一進一退の攻防でしたが、４回に
上京支部の打線が爆発し、終わってみれば８対２で勝利を
収めることが出来ました。
　さあ次は決勝戦です。決勝の相手は中京支部です。中京
支部は今大会では屈指の強豪チームであると試合前からの
評判でした。試合が始まると前評判どおり攻守ともに隙が
なく、総合力において上京支部を圧倒していまし
た。１点取れば相手も１点取り返す展開が中盤ま
で続き、どちらが勝ってもおかしくない展開でし
た。そしてドラマは終盤戦で起こりました。上京
支部の攻撃でトップバッターがヒットで出塁し、
ここで藤岡保将先生が代走で１塁へ。さあこれか
らと思ったのも束の間、代走の藤岡先生がリード
してしまい、リード禁止規定により交代直後にま
さかの反則アウト。まさに前代未聞の出来事に上
京支部全員が愕然となりました。

支部対抗

ソフトボール大会
上京支部　小泉 栄士

　真夏日と言っても良い強烈な日差しの中、京都府支部
連主催の支部対抗ソフトボール大会が、９月14日（土）、
京都府立総合運動公園「太陽が丘グラウンド」にて開催
されました。
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☆個別業務推進協議会
９月５日（木） 朝日生命
９月６日（金） 明治安田生命
10月４日（金） ジブラルタ生命
10月23日（水） 日本生命
10月28日（月） 住友生命

　９月～11月に実施される全税共第34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。

保険第二委員会
各生命保険会社との個別業務
推進協議会及び表敬訪問

４月〜11月

☆表敬訪問
４月23日（火） 住友生命・京都支社
10月21日（月） ジブラルタ生命　京都支社
10月29日（火） 日本生命　室町営業部・京都南営業部
10月30日（水） 日本生命　下鴨営業部
10月31日（木） 日本生命　四条営業部・三条営業部
11月１日（金） 住友生命　京都中央支部・四条支部
11月５日（火） 住友生命　京都烏丸特別営業部
11月８日（金） 日本生命　京都支社（セミナー）
11月12日（火） 住友生命　京都開発支部・北山支部・北山葵支部
11月14日（木） 明治安田生命　宇治営業部

（11月14日現在）

優勝

　しかし、終わってみれ
ば６対３の接戦を制し、
上京支部が優勝を勝ち取
ることができました。
　今回の勝利の要因は上
京支部のチームワークに
あると思います。また上京支部は毎月１回、近くのグラウ
ンドで３時間の全体練習を行っており、準備万全に整えて
臨んだことも大きかったと思います。試合後の祝賀会では
皆で健闘を称えあい、藤岡先生のピンチランナー即アウト
の話題で大いに盛り上がることが出来ました。初めての出
場でしたが、とても楽しい一日を過ごすことが出来ました。
来年も出場し、連続優勝目指したいです。
　最後になりましたが、お世話になりました全ての関係者
の皆様本当に有難うございました。
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　ザ・サウザンド キョウトに於いて開催され、101名が
参加した。
　新体制での開催として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９日（月）

　京都税理士協同組合厚生会との共催により、京都税理
士会館において開催され、127名が参加した。
テーマ　「関与先のためのリスクマネジメント　
　　　　 ～税理士だからこそできる保険指導～」
講　師　保険第一副委員長　沢辺重行 先生

保険第一委員会
大同生命登録代理店・
紹介税理士研修会

９月10日（火）

　厚生会との共催により、相談役会が開催され４名の相
談役が出席した。担当専務理事より財務報告が、担当副
理事長より部門報告がそれぞれなされた。

相談役会
10月15日（火）

　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35名が参加し、
親睦を深めた。

地区連絡委員会
第31回両丹５支部
親睦ゴルフコンペ

10月14日（月）

 （敬称略）

個人 団体
優　勝 関本　孝一（園　部） 園　部
準優勝 林　　伯学（峰　山） 峰　山
第３位 人見　孝文（福知山） 福知山

　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40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、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21日（月）

　名古屋税理士協同組合に於いて、名古屋・東海・北陸・
京都の各税協・税協連が一同に会し、それぞれの推進
実績や施策が報告さ
れた。各報告に対し
活発な意見交換がな
され、今後のより充
実した業務推進に向
けて、実りある会議
となった。

保険第一委員会
大同保険推進協議会
実務者会議

９月13日（金）

　フォーチュンガーデンキョウトに於いて開催され、61
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された。協議会終了後、懇親会
を開催し親睦を深めた。

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

９月17日（火）
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京税協トレッキングクラブ
会長　二股　茂

京都税理士ランニングクラブ
会長　有田行雄

　近年、異常気象が続いています。昨年９月４日の台風21
号は、関空はもとより京都周辺の貴船や鞍馬をはじめ近郊
の山間部に甚大な被害をもたらしました。それは私達がト
レッキングで親しんできた地域です。京都近郊の山を愛す
る先人たちが整備した山岳ハイキングコース「京都一周ト
レイル」の山道も寸断されてしまいました。
　今年は10月12日に今までにない猛烈な台風19号が伊豆半
島に上陸し関東地方を中心に大きな被害が出ました。
　我が京税協トレッキングクラブは平成16年１月に第１回
例会を開催してより、本年で16年目を迎え、次回例会が96
回目となります。その15年の歴史と私が山歩きを始めた頃
からの約25年間を振り返ると山や山里の荒廃がとても気に
なっています。
　それぞれのコースで、過去のガイドブックに「そこから
見下ろす景色はそれまでの汗がひくほど素晴らしい」とか

「ここで昼食をとろう」と掲載されている「見所」が、木々
が成長し整備が放棄されて今はもう見通しのきかない鬱

うっ

蒼
そう

たる山の中になっていたり、以前は美しい笹原（祇園祭の

　京都税理士ランニングクラブは、発足から８年目を迎え
会員数も年々増え続け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、竹田⇒淀
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、皆さん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、１
㎞、５㎞、10㎞、15㎞、ハーフ等、レベルに合わせて楽し
く走ることができます。
　今年は１周２kmの「びわ湖リレーマラソン」、毎年恒例
となりました１周１kmの嵐山の「耐熱リレーマラソン」
に出場して10人で１本のタスキを繋ぎ42.195kmを見事完
走しました。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、一つの目標に向かって絆も深
まり、良い刺激を受けることが出来ます。

「ちまき」のササ調達場）だったところが獣食害により無
残で広大な裸地になっていたりします。
　未整備の植林スギが生い茂ったところは枝払いが放置さ
れ、太陽光が地面に降り注がないので、飛んできた種子が
伊吹き成長する植物再生の輪廻が機能せず、地面に雑草も
生えない荒涼とした山肌が続きます。虫や鳥の囀

さえず

りさえ聞
こえない静とした寂しい場所となっているところが多く、
ひとたび豪雨が降れば草木が無いゆえ保水されずに表面土
壌が流れ出してしまうという有様で、これは大変なことだ
と実感しています。
　皆様方にも近郊山林の荒廃を御自分の目で確認し、地球
温暖化への想いを馳せて頂きたいと思います。
　京税協トレッキングクラブの例会は間もなく100回目と
いう大きな区切りを迎えようとしています。
　是非あなたの参加をお待ちしております！
 （二股　茂）

　また、２年前に作成しましたチームTシャツ「KYOTO 
ZRC」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。
　今年もいよいよランニングシーズン到来です。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）

り同 会 よ好 だ

【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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京税サイクリング同好会
会長　大橋康人

　今年８年目を迎えました「京税サイクリング同好会」は、
冬場を除いた３月末から11月までほぼ毎月例会を開催して
います。
　また、６月には１泊２日の遠征旅行を開催しています。
　行き先としては関西近郊を主に走っています。この一年
間の行き先としては滋賀県の柏原～草津、余呉湖、彦根～
石山等々です。交通機関に自転車を持ち込む「輪行」によ
り京都から離れた場所へ行ったりもしています。峠を越え
ねばならない時はきつさもありますが、自転車を走らせな
がら四季を感じて、汗をかき、走り切った充実感はなんと
も言えません。
　今年の遠征旅行は同好会では２回目の「しまなみ海道」
を走破しました。
　尾道から今治まで、瀬戸内海に浮かぶ島々には何本もの
橋がかかり、サイクリングロードが続いていきます。天気
にも恵まれた瀬戸内海の風景を楽しみながら軽快に走るの

は非常に気持ちいい体験でした。
　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では気軽に楽し
んでおられます。また、当会では自転車のメカに強い先生
が数名おられます。自転車知識のフォローもバッチリです。
打ち上げに飲むビールのうまさは最高です。一緒にサイク
リングを楽しみましょう。
　皆さんのご参加を心よりお待ちしております。
 （大橋康人）

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

【連絡先】右京支所　大橋康人　TEL：075-325-5746
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　昔マンガやテレビなどで未来が描かれていたとき、声で
機械を操作するような場面を見た覚えはありませんか？実
はいくつか機器を揃えるだけで、そのような体験ができる
時代になってきました。実際に試してみた私の体験を紹介
させていただきます。
　声で家電を操作するために準備したのは、スマートリモ
コンとスマートスピーカーです。セールのタイミングなど
を狙って買えば、１万円強で購入できます。
　スマートリモコンは、
スマホを家電のリモコン
にするための製品で、テ
レビ・照明・エアコンな
どさまざまな家電をスマ
ホだけで操作することが
可能です。さらにこれに
スマートスピーカーを連
携させると、声で家電を
操作することができます。
　実際に設定を終えたあ
とに、「アレクサ、テレ
ビつけて」とスピーカー
に話しかけるとテレビの
電源が入り、「アレクサ、
照明消して」と言うだけ
で照明が消える様子を見
るのは、ちょっと新鮮な
体験です。

　声で家電を操作するようになってからは、

◦リモコンが見当たらないと言って探し回る必要がなくなる
◦他の作業をしながらでも操作することができる
◦ ちょっとだけ自分の持ってる家電がすごくなった気分にな

れる（笑）

などのメリットがあることに気付きました。
　もちろん家電を操作するのにいちいち声を出すというの
は、はじめは少し気恥ずかしい感じもしますが、慣れてく
るとリモコンを取りに行くのが億劫になるくらいです。特
に子どもは、こうしたことに順応するのが早いので、今で
はあたりまえのように声で操作しています。
　残念ながら、テレビの入力切替などまだ声で操作できな
いことはたくさんありますが、将来的には追加で機器を買
うことなく、家電の標準的な機能として声による操作がで
きるようになるかもしれません。
　「またラクばっかりしようとして」という声も聞こえて
きそうですが、せっかく使える便利な技術、とことん使い
こなした方が楽しいはず。
　そんなに費用がかかるものでもありません。少し設定の
手間はかかりますが、将来をちょっとだけ先取りするよう
な近未来的な体験をされてみるのはいかがですか。そんな
体験をしながら「将来はこんな世の中になるのかも」なん
て空想を働かせるのも悪くないのではないでしょうか。

〜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！

声で家電を操作してみる。ちょっとした未来体験を。
下京支所　加藤　博己

詳しくは12月DMで 観光
プラン

ゴルフ
プラン

長崎方面の 旅
京都税理士協同組合 
親睦旅行予告

宿泊先 ▶ 「雲仙温泉 東園」 全館貸
切り

スマートリモコン

スマートスピーカー

スマートフォンリモコン画面

令和２年 ４月
12日（日）・13日（月）1泊2日

旅行
期間

※１日目の昼は本格しっぽく料理です

多数ご参加お待ちしております。
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　趣味は街歩き。カメラ片手にぶらぶらするのが好きです。
歩いている途中の楽しみは、たまにすれ違う猫たち。でも、
近頃は室内飼いが増えたせいか、あまりお目にかかれなく
なりました。猫

ねこ

分
ぶん

（猫を撫でたり愛でたりすること。猫好
きには生きていくために必要な栄養分のようなものです。）
が不足してきた折には、猫のいる神社仏閣を訪れることに
しています。今日は京都でおすすめの猫スポットを紹介し
ましょう。
　まずはご当地東山から。京女の学生さんたちが行きかう
女坂の近くに香雪院（東山聖天）というこぢんまりとした
お寺があります。もともとは野良猫だったらしいのですが、
いつの間にか住みついたそうで現在は６匹の猫が暮らして
います。観光客も少なくひっそりした環境が猫たちのお気
に召したのかもしれませんね。
　香雪院から少し南の智積院でも、裏の墓地のあたりで猫
をよく見かけます。こちらは野性味あふれる野良猫なので
目つきも鋭い感じ。猫社会も一匹で生き抜いていくにはな
かなか楽なものではなさそうです。
　神社仏閣ではありませんが知る人ぞ知る京都の猫スポッ
トは哲学の道です。夕方に訪れるとちょうどご飯タイム。
みんなぽっちゃりとして人懐こい感じです。きっとご近所
の方に可愛がられているのでしょう。猫餌を持って来られ
た方にお話を伺うと、地域猫として認定されていて、いわ
ゆる野良猫ではないとのこと。20匹くらいいる猫たちはす
べて去勢されているので、今以上に増えることはないそう
です。哲学の道から猫た
ちがいなくなるのは寂し
いけれど、野良で産まれ
て命を落とす子猫のこと
を思うと、地域の方達の
猫愛に頭が下がります。

　そしてしんがりはあのNHKの世界ネコ歩きで岩合さん
も訪れた梅宮大社。ここにはネコ歩きに出演していたツキ
をはじめとして十数匹の猫がいます。私が訪れたのは暑い
夏真っ盛りの日。いるわいるわ、あちらこちらでぐったり
お昼寝中。お目当てのツキは社務所のお賽銭箱を抱えてお
仕事をしていました。でも、しっかり守ってくれすぎて、
お賽銭が入れられないんですけど…。

　ご紹介したほかにも看板
猫のいる神社やお寺がけっ
こうあります。可愛い猫の
いるスポットがありました
ら、また教えていただけた
らうれしいです。

京都ネコ歩き� 東山支所　名古　千尋

令和２年１月17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

ツキ

梅宮
大社

哲学
の道
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のってみた おりてみた

　10月22日いよいよ決行です。台風20号の接近で実施が危
ぶまれましたが、予想より早く通過して、いわゆる台風一
過です。JR舞子駅で下車、明石海峡大橋が真上に横たわっ
ています。神戸側の下から見る大橋は初めてです。
　「橋の科学館」の事務室
の廊下で受付を済ませ、会
議室みたいな場所で実施要
領の説明を受けます。青い
ヘルメット・工事用？のベ
スト・説明を聞くための受
信機と片耳ヘッドフォンを
身に着け、さあ出発かと思
いきや、まずこの場で明石
海峡大橋の歴史をビデオ学
習。
　1986年５月着工、1998年
４月５日開通。1995年１月
の阪神淡路大地震により全
長が約１メートル伸張した
ものの設計の見直しは軽微
で済んだこと、橋の建設費
は約５千億円でこれから歩
くにあたっては１メートル
で約１億３千万円かかった
事になり、心して歩くよう
説明がありました。つり橋
のケーブルを支える主塔を
海の中に埋め立てて、アン
カレイジと呼ばれるその
ケーブルの両端を固定する
重しを建設し、これから歩く補剛桁（ほごうげた）を架設
し、その上に道路を建設していく、という内容でした。
　さあ、本当に出発かと思いきや、次は橋の科学館で模型
を見ながら再度レクチャーを受けます。天井に架かってい
る橋の模型は風洞実験をしたときに使用したものです。風
速80メートルにも耐える構造をしているそうです。去年の
台風21号で関西国際空港の連絡橋に船が激突した時が風速
58.１メートルで、その時は橋が横に20メートルほど揺れ
たそうです。
　もう十分に学習をしたところで、やっと出発です。
　まず、一般人も入れる観覧通路から補剛桁に降りていき
ます。足元は明石海峡です。そこから約１キロを歩いてい

明石海峡大橋の塔にのってみた！！

　この企画「のってみた　おりてみた」も回数を重ねてい
るので、取材に応じたものの非常に困りました。普通は漢
字にすると「乗ってみた　降りてみた」とイメージしてし
まうので、車・船・ロープウェイ等、乗り物を想像してし
まいます。しかし以前に京都タワーにのった方もおられま
した。
　同じような企画でちょっと心苦しいのですがこれに便乗
しましょう。
　ちょうど妻が２ヵ月ほど前にインターネットで「明石海
峡大橋ブリッジワールド」なる企画を見つけて誘われまし
た。「まあいいよ」と言うことで土曜日か日曜日の募集に
申し込んでみると、定員一杯と言うことです。そうなると
ますます行きたくなるのが人情。
　10月22日の部がまだ余裕がありました。この日は天皇陛
下の即位礼正殿の儀と言うことで、祝日です。意外と祝日
だと思っていない人が多かったのかな？とりあえず無事に
申し込み完了。
　ブリッジワールドの実施期間は４月１日から11月30日の
うち木・金・土・日曜日及び祝日で午前と午後の２回にわ
たって開催されます。定員は毎回48名、中学生以上で高所・
閉所恐怖症でない人、２キロ以上歩行ができて階段の昇降
ができ、飲酒をしていない方が条件です。飲酒をしていな
い方でちょっと引っ掛かりそうですが、飲酒は辛抱しま
しょう。他は大丈夫です。

No.8

明石海
峡大橋

�
の塔

明石海峡大橋

橋の科学館

ビデオ学習
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きます。道中は案内役の事
務局の方が周りの景色や補
剛桁に併設されている水道
管や電気設備などについて、
面白おかしく説明してくれ
ます。神戸側に近い主塔の
下に到着。船のような入り
口から入ってエレベーター
に乗ります。約２分で最上
階に到達、ハッチのような
出入口から289メートルの
塔の上に出ます。
　ついに「塔の上に乗った
ぞ！！」。天井は勿論ありま
せんし、手すりもありませ
ん。約1.5メートルの鉄の
柵だけです。その柵から顔
を出して下を覗き込むと流
石に足がすくみます。
　神戸側の写真は明るく撮
れていますが、淡路島側は
逆光になり暗く写ってしま
います。ちょっと残念でし
た。
　約20分滞在して、少し通
路を変えながらまた１キロ
を歩いて帰ります。
　会議室で「明石海峡大橋ブリッジワールド」の参加認定
書を頂きます。終了はちょうど16時で２時間半の体験でし
た。
　最後は「橋の科学館」に
戻って、メインケーブルの
上を歩いて点検するVRの
体験で締めくくりましょう。
作業員になったつもりで
360度周囲を見渡しながら
主塔から下りていきます。
少しドキドキした体験でし
た。
　これで無事に「のってみ
た　おりてみた」は完結です。

広報委員　平野　烈

補剛桁

足元は海

メインケーブル点検VR 淡路島側

神戸側

【9】第167号京都税理士協同組合ニュース



諸説あるようですが、有力な説に卒塔婆が数えきれないく
らい立てられていたからという説があります。「数えきれ
ない」を千本と表現したということです。
　卒塔婆は供養のために使う木の板です。昔は火葬をする
には木材が必要であり、経済的な理由から風葬が一般的
だったらしいのですが、船岡山の北西から紙屋川にかけて
の地区が風葬地とされていました。船岡山は平安京の基準
点となったともいわれており、千本通の北の方にあります。
千本通はそこへ死者を運ぶための道だったため卒塔婆での
供養が行われ、多くの卒塔婆が立ち並んでいたといわれて
います。
　また、「日蔵夢記」を由来とするという説もあります。「日
蔵夢記」には日蔵上人があの世で醍醐天皇に菅原道真を供
養するように頼まれ、千本の卒塔婆を船岡山に立てたと書
かれています。他にも、桜が千本立っていた、松が千本立っ
ていた、などの説もあるようです。
　千本通を北に進む
と、鞍馬口の少し手
前に閻魔前町という
地名が残っています。
そこには引接寺（千
本ゑんま堂）があり、
本尊閻魔法王が祀ら
れています。閻魔様
は怖いイメージです
が、私達に最も身近
な仏様で、「人間を
三悪道にはいかせた
くない為に、怒りの
表情で、地獄の恐ろ
しさを語り、嘘つき
は舌を抜くと説いて
下さる」（ホームペー
ジより引用 yenmado.
blogspot.com）のだ
そうです。引接寺の
敷地に入ってすぐ左
側に閻魔法王の像が
あります。半透明の
壁の向こう側にゑん
ま法王の文字がみえ、
閻魔様らしき像も見えますが、もう少し透明度が高いとい
いのにと思ってしまいました。やはり閻魔様の顔は気軽に
見ることができない等で、あえて全貌が見えにくいように
してあるのでしょうか？

　JR二条駅を東に出ると
そこは千本通です。そのま
ま少し北上した東側に「平
安宮　朱雀門跡」の石碑が
あります。平安時代、朱雀
門は平安宮の正門でそこに
朱雀大路がありました。朱
雀大路の道幅は約82メート
ルで、おおよそ自動車道路
25車線分もあったそうです。
さらに朱雀大路によって西
側が右京、東側が左京に分
けられていたのですから、京の中心にあったと言っても過
言ではないでしょう。千本通はこの朱雀大路のあった場所
にある通りです。今回は千本通について見てみたいと思い
ます。
　朱雀大路という名前はなかなかカッコイイので、「朱雀
通」で良かったのではないかと個人的には思いますが、な
ぜ千本通と呼ばれるようになったのでしょうか。これには

千
本
通

広
報
委
員
　
人
見 

真
也

平安宮門址

引接寺

閻魔法王
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井戸」と「黄泉がえ
りの井戸」として一
般公開されているそ
うです。いずれ行っ
てみたいです。
　ところで、なぜ小
野篁といっしょに紫
式部の墓所が並んで
いるのでしょうか。紫式部は源氏物語を書きましたが、「貴
族社会の愛欲を書いたことはふしだらなこと」として地獄
行きと考えられていました。そのため、源氏物語の当時の
ファンは、小野篁と紫式部の墓所を並べることで、紫式部
を救ってほしいと願ったようです。愛欲を書いたら地獄行
きってとても怖いです。この基準で考えると、現在では地
獄行きの人がかなり多いのではないでしょうか。
　さて、千本通に戻って、千本北大路の南西に「近衛天皇
火葬塚」が残っているということで見に行ってきました。
当時一般的には風葬を行っていましたが、天皇や高貴な人
物は火葬だったようです。GoogleMapを駆使して場所を探
しましたが、同じところをぐるぐる回ること２周。よくよ
く注意しながら歩いていると南側に入口を発見しました。
初めて来たので本当
にここでいいのかわ
からず、入るかどう
か悩みましたが思い
切って入ってみたら
当たりでした。細い
道を入っていくと、
完全に住宅に囲まれ
た場所にありました。
周りを高い建物に囲
まれて、外側からは
ほとんどわかりませ
ん。こんなところに
残っているのですね。
　千本通の名前を通
じて、千本通を見て
きましたが、昔は今よりもあの世が身近にあったのではな
いのかなと思いました。あの世と行き来するような話も
残っているほどです。お寺や仏様がもっと身近で、心の支
えだったのではないでしょうか。お墓や巨大な塚が残って
いるのもその想いの現れのように感じ、京都に積み重ねら
れた歴史の面白さの一端に触れることができたように思い
ます。

　風葬地の手前に、
閻魔前町という閻魔
様の名前を冠した町
名があるのはとても
興味深いです。閻魔
様は「怖いというよ
り、私たちに身近な
仏様」という教えは私には
とても意外でした。また、
寺の名前の「引接」とは「仏
が救い導く」という意味だ
そうですが、当時の人々に
とって「導かれること」が
必要で大切だったのではな
いでしょうか。
　さて、北大路通の手前を
東に入ったところに、船岡
山があります。現在では標
高112メートル、面積も二万五千坪、京都の自然二百選に
選ばれており、広大な自然が広がっています。足を踏み入
れると、都会からいきなり森林に迷い込めます。のんびり
歩いていると、意外と高いところからの景色が広がり驚き
ました。千本通側から船岡山に入ったので、公園から建勲
神社に向かう道順となり、神社側から帰ることになりまし
たが、思った以上に階段を降りました。逆であればかなり
階段を上ることになっていたので、反対側から入ってなく
てよかったと思いました。
　千本通から少し外れます
が、建勲神社からさらに東
へ進み、堀川通を下ると小
野篁（おののたかむら）と
紫式部の墓所があります。
小野篁は、この世とあの世
を往き来する神通力があっ
たとされていました。また、

「朱雀大路頭」に閻魔法王
の像を安置したとさ
れ、それが引接寺の
始まりとなったとも
伝えられています。
東山区にある六道珍
皇寺には、篁が地獄
へ通うために使って
いた井戸があるそう
です。「冥土通いの

小野篁 墓所 入口

船岡山石碑

小野篁 墓

左前 紫式部 墓所、右奥 小野篁 墓所

船岡山

近衛天皇 塚入口

近衛天皇 塚
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STRADABICYCLES
草津本店
滋賀県草津市野路８丁目５番29号
Ｔ Ｅ Ｌ 077-566-8300
営業時間 平　日　12：00～20：00

 土日祝　11：00～20：00

納車および当日修理の最終受付は19：00

定 休 日 不定休
レース・イベント開催日臨時休業
駐 車 場　22台

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─

資格・開業などのように、結果の見え
ないチャレンジだからこそ努力を重ね、
楽しめているような気がします。
　とはいえ、努力だけではカバーしき
れないのが機材のメンテナンスやレー
ス経験「談」です。機材スポーツでも
あるトライアスロンは多様な機材の準
備が必要であり、中でも長時間にわた
り命を預ける自転車のメンテナンスは
プロの支援が必要です。同店では、競
技経験豊かなスタッフによる自転車の
販売・メンテナンスだけでなく、私の
ような競技経験ゼロから始める方を対
象にスクールを設けておられます。機
材のチョイスだけでなく練習機会の提
供やコツ、何よりも競技仲間が見つか
ることで練習の励みになります。
　最近ではネット通販で買い物をすま
してしまうことが増えましたが、私に
とっての「とっておきのお店」は、自分
のお気に入りのモノを通じて多くの出
会いを与えてくれます。ちょっと運動
しようかなと思われましたら、是非自転
車ショールームへ足をお運びください。

　今回ご紹介させていただくお店は、
スポーツ自転車の販売店「STRADA 
BICYCLES」です。滋賀県下最大級の
同店では、入門車から自動車並みの高
級車までラインナップされており、自転
車好きなら見ているだけで癒される空
間です（ただし物欲との闘いでもあり
ます）。
　私がこのお店に通い始めたのはトラ
イアスロンに出てみたいと思ったのが
きっかけです。競技をはじめて４シー
ズン目となりますが、毎回完走できる
かどうか不安ですし、恐さもあります。
エントリーから本番まではトレーニング
を重ね、現地を試走し、シミュレーショ
ンを繰り返します。部活・受験・就活・

　今回私が紹介するお店は宇治橋商店
街の近く、中宇治 yorin という複合施設
の中にあるフレンチレストラン「ヴィッ
ト・デ・ウィット」です。町家をリノベー
ションした建物はおしゃれな外観で 
木の温もりが伝わる居心地のいい空間 
です。
　もともと東京の高円寺でお店をされ
ていたご主人が京都に移住し、この地
で商売をはじめられたそうです。オラ
ンダで料理修行をしていた元バンドマ
ンというつっこみどころ満載のご主人
が気さくに対応してくれます。
　フレンチといっても敷居の高い感じ
は全然なくて、気軽に一杯飲みにいく

ノリでいける雰囲気なので普段使いに
ちょうどよく、そういうコンセプトでお
店をはじめられたそうです。
　メニューは基本その日の食材で決め
ているところもありますが、おすすめは
前菜の盛り合わせです。キッシュ・パテ・
カルパッチョが入った一皿はビールや
ワインのあてにぴったりで飲みメイン
にはおすすめです。ガッツリと食べた
い時には牛リブロースなどの肉類のメ
ニューも豊富にあります。どのメニュー
も基本ボリューム多めで出てきます。
　宇治にお立ち寄りの際はぜひ利用し
てみてはいかがでしょうか。

STRADABICYCLES

左京支所

越川 友幸

WITTE DE WITH
ヴィット・デ・ウィット

宇治支所

古鉄 将裕

2

1

1

草津JCT

瀬田東IC

琵琶湖

南
草
津

名神高速道路

STRADA
BICYCLES

NN

WITTE DE WITH

卍卍

NN

宇治宇治

京
阪
宇
治
線

15

7

宇治

HotelHotel

ApproAppro

WITTE DE WITH
宇治市宇治妙楽17-8-B
Ｔ Ｅ Ｌ 0774︲25︲6335
営業時間 11：30～14：00（L.O.）
 18：00～21：30（L.O.）
定 休 日　水曜、第三木曜
http://witte-de-with.com/
Instagram wittedewith_uji
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第３回理事会
　令和元年度第３回理事会を９月９日（月）午後４時30分よ
りザ・サウザンド キョウトにおいて開催。当日の出席状況
は次の通り。
　理事48名　監事５名　相談役４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　組合員・賛助会員加入承認の件
　個人８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1,188名、法人組合員128社、出資金額7,856
万円、賛助会員422名、加入率は83.5％となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○谷　　佳典（宇治）　　　○山本　忠行（上京）
○片岡　徹也（伏見）　　　○小松　秀行（伏見）
○畠山　敏明（東山）　　　○中西　大樹（右京）
○宮澤　賢治（下京）　　　○谷口美智代（中京）
（法人組合員）
○結税理士法人（中京）
（賛助会員）
○重田　宙毅（東山）　　　○藤井　智世（中京）
○今西　雄一（宇治）　　　○沢田　浩彰（伏見）
○坂口由美枝（伏見）　　　○多胡勘九郎（中京）
○河原林史親（中京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○藤岡　文雄（上京・脱退【業務廃止】）
○丸山　佳正（舞鶴・脱退【業務廃止】）
○林　　由美（左京・脱退【住吉支部へ転出】）
○山本　忠行（上京・脱退【組合員へ移行】）
○増田　裕介（上京・脱退【東支部へ転出】）
○中西　大樹（右京・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（４社）提携承認の件

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

【報告事項】
（総務部門）
総務委員会
　①財務報告
　②年間行事予定・組合PR一覧について
　③全税共文化財団助成申請の案内
　④弔事連絡メールの登録について
広報委員会
　・「京税協」第166号発行状況報告
地区連絡委員会
　①11月15日（金）両丹懇談会開催について
　② 11月22日（金）
　　支所合同協議会・支所会計担当者会議開催について
　③11月６日（水）
　　全税共VIP君・ランちゃんゴルフコンペ開催について

（保険部門）
保険第一委員会
　①９月10日（火）
　　登録代理店・紹介税理士研修会開催について
　②９月13日（金）
　　 大同保険推進協議会実務者会議【名古屋担当】開催につ

いて
保険第二委員会
　① 全税共第34回全国統一キャンペーンプレキャンペーン実

績報告
　② 全税共第34回全国統一キャンペーン要領並びに個別業

推・表敬訪問実施報告
　③ Z１（代理店増強）・Z２（挙績推進）キャンペーンにつ

いて
　④ 小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーン実施につい

て

（事業部門）
事業委員会
　・10月21日（月）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
　・講座開催実績並びに開催予定講座申込状況について
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事業委員会からのお知らせ

◎�下記企業との新規提携契約いたしました。
　・ ワイズ公共データシステム株式会社：建設業法に 

おける建設業経営状況分析

先の台風により被災された税理士協同組合へのお見舞い報告
　先般の台風15・19号において被災された地域を管轄する11の税理士協同組合（東京・東京地方・千葉県・埼玉県・茨城県・
栃木県・群馬県・長野県・新潟県・東北・東海）に対し、厚生会と連名で各10万円を見舞金としてお送りいたしました。

９・26
研修・短期講座

「相続税、贈与税の誤りやすい事例～重点項目の検証～」
　講師：渡邉定義先生
　参加：213名（内ライブ配信19名）

10・２ 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・３
研修・短期講座

「中小企業と会社法制」
　講師：上西左大信先生
　参加：204名（内ライブ配信16名）

10・４
研修・勉強会

「相続法改正で変わる相続法務・税務第２回」（全５回）
　講師：立命館大学法学部教授　望月爾先生
　参加：90名

10・４ ジブラルタ生命との個別業務推進協議会

10・７ 監事会

10・９

研修・短期講座
「持分あり医療法人における持分承継」
　講師：株式会社野村資産承継研究所
　　　　公認会計士・税理士　成清紘介先生
　参加：166名

10・10 日本税理士協同組合連合会第24回通常総会出席
　於　第一ホテル東京

10・11
　～13 事務局職員慰安旅行

10・14 第31回両丹５支部親睦ゴルフコンペ
　於　瑞穂ゴルフ俱楽部

10・15 相談役会
　於　ザ・サウザンド キョウト

10・16

研修・短期講座
「伏水蔵（ふしみぐら）酒蔵見学&講話ツアー」
　講師：黄桜株式会社　取締役　本田弘敏氏
　参加：19名
　於　黄桜株式会社　伏水蔵

10・18 地区連絡委員会（一泊旅行について）

10・18
研修・実務講座

「消費税法　実務用基礎講座第１回」（全５回）
　講師：浦河泰弘先生
　参加：66名

10・21 事業委員会（事業推進協議会開催要領について）

10・21 事業推進協議会

10・21 ジブラルタ生命京都支社表敬訪問

10・23 日本生命との個別業務推進協議会

10・24 地区連絡小委員会（一泊旅行　旅行社選定について）

10・24
研修・実務講座

「消費税法　実務用基礎講座第２回」（全５回）
　講師：浦河泰弘先生
　参加：69名

10・24 全国税理士共栄会第45回定期総会出席
　於　リーガロイヤルホテル

10・25 広報委員会（第167号編集割付）

10・28

研修・短期講座
「改正民法債権法・相続法のポイント
　～概要を大づかみして理解する～」
　講師：弁護士　岡田一毅先生
　参加：140名（内ライブ配信16名）

10・28 住友生命との個別業務推進協議会

10・29 日本生命室町営業部・京都南営業部表敬訪問

10・30 日本生命下鴨営業部表敬訪問

10・31
研修・実務講座

「消費税法　実務用基礎講座第３回」（全５回）
　講師：浦河泰弘先生
　参加：69名

10・31 日本生命四条営業部・三条営業部表敬訪問

11・１ 住友生命京都中央支部・四条支部表敬訪問

11・１ 事業委員会（事業推進協議会開催報告について）

11・５ 住友生命京都烏丸特別営業部表敬訪問

11・６
第63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：102名
　於　信楽カントリー倶楽部

11・７ 広報委員会（第167号ゲラ校正）

11・７
研修・勉強会

「相続法改正で変わる相続法務・税務第３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：92名

11・８
研修・実務講座

「消費税法　実務用基礎講座第４回」（全５回）
　講師：浦河泰弘先生
　参加：69名

11・８ 日本生命京都支社表敬訪問（セミナー）

11・11 全税共新任役員研修会出席
　於　帝国ホテル

11・12 住友生命京都開発支部・北山支部・北山葵支部表敬訪問

11・12
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：110名

11・14 明治安田生命宇治営業部表敬訪問

11・14 広報委員会（第167号ゲラ再校正）

11・15
研修・実務講座

「消費税法　実務用基礎講座第５回」（全５回）
　講師：浦河泰弘先生
　参加：69名

11・15

研修・短期講座
「株価・為替の見通しと国内外の経済情勢」
　講師：ニッセイ基礎研究所
　　　　チーフ株式ストラテジスト　井出真吾氏
　参加：69名（11月14日現在）
　於　M.（サンプラザ万助）

11・15 両丹支所組合員との懇談会・懇親会
　於　M.（サンプラザ万助）

11・18
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・22 支所会計担当者会議

11・22 支所合同協議会

11・25 令和元年度京都府中小企業関係優良組合表彰式出席
　於　京都ガーデンパレス

11・25 「京税協」第167号発行

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

令和元年

　・ 内藤運輸株式会社：事務所引越し・レイアウト変更
等の一般貨物運送

　・近鉄不動産株式会社：不動産売買、仲介等の斡旋
※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）
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広報誌「KYOZEIKYO166号（前号）」の
掲載内容の誤りについて

　当広報誌『KYOZEIKYO166号（前号）』の下記
ページにつきまして、内容の一部に誤りがござい
ました。
　深くお詫び申し上げますとともに、次のとおり
訂正させていただきます。

◦３ページ
　「第８回　京都税理士協同組合厚生会　通常総会」
　第３号議案
　　　【誤】　髙橋健専務理事の提案通り、
　　　【正】　安井伸夫専務理事の提案通り、

◦３ページ
　「第47回　京都税理士協同組合　通常総会」
　第１号議案
　　　【誤】　河村澄子専務理事が事業報告を、
　　　【正】　髙橋健専務理事が事業報告を、

お詫びと訂正

京都市からのお知らせ

■�『償却資産（※）』の申告は京都市へ
　償却資産には、土地・家屋と同様に固定資産税が課税さ
れます。京都市内で事業をされている方は、所有資産の申
告をお願いします。
　インターネットでも受け付けておりますので、「eLTAX
（エルタックス／地方税ポータルシステム）」で検索してく
ださい。
※償却資産… 減価償却の対象となる事業用の資産。ただし、家屋、自動車

等として課税されているものは除く。

◦ 申告（修正申告を含む）が法定申告期限（１月31日）を
過ぎた場合、納税通知書の送付が遅れることがあります
ので、ご了承ください。
◦ 国税（法人税・所得税）とは申告対象資産の取り扱いが

異なりますのでご注意ください。詳しくは京都市役所の
ホームページ「京都市情報館」の「償却資産（固定資産
税）の申告について」をご覧ください。

窓口での受付期間：令和２年１月６日（月）～

【償却資産の具体例】

問 合 せ 先 京都市行財政局税務部資産税課 償却資産担当（TEL�075-213-5214）
〒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
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