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広報委員　板倉 義守八坂神社の茅
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❖新春講演会
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	氏　東京大学名誉教授　プロフィール

平成27年	 神奈川文化賞を受賞
平成29年	「京都国際マンガミュージアム」館長退任
平成29年	「京都国際マンガミュージアム」名誉館長に就任

主な著書
「身体の文学史」「バカの壁」「死の壁」「超バカの壁」「養老訓」「ほ
んとうの環境問題」「かけがえのないもの」「養老孟司の大言論」「身
体巡礼」「『自分』の壁」「遺言」（以上、新潮社）「ヒトの見方」「か
らだの見方」「解剖学教室へようこそ」「考える人ヒト」「無思想の
発見」（筑摩書房）「唯脳論」（青土社）「養老孟司の“逆さメガネ”」「本
質を見抜く力」「京都の壁」（PHP研究所）「涼しい脳味噌、正続」「臨
床読書日記」（文芸春秋社）「轟にも薬にもなる話」「こまった人」「ま
ともな人」（中央公論社）「ミステリー中毒」（双葉社）、「虫眼とア
ニ眼」（徳間書店）「記憶がウソをつく！」（扶桑社）「いちぱん大
事なこと一養老教授の環境論」（集英社）「養老孟司のデジタル昆
虫図鑑」（日経BP社）「虫捕る子だけが生き残る」（小学館）

講師プロフィール
昭和12年	 神奈川県鎌倉市に生まれる。
昭和37年	 東京大学医学部卒業
	 一年のインターンを経て、解剖学教室に入る。
	 以後解剖学を専攻
昭和42年	 医学博士号修得
昭和56年	 東京大学医学部教授に就任
	 東京大学総合資料館長、東京大学出版会理事長を兼任
平成７年	 退官
平成８年	 北里大学教授に就任（大学院医療人間科学）
平成10年	 東京大学名誉教授
平成15年	 北里大学を退職

平成元年	『からだの見方』サントリー学芸賞受賞
平成15年	『バカの壁』毎日出版文化賞受賞
平成18年	 京都国際マンガミュージアム館長に就任

講師　養老 孟司 氏

令和２年
１月17日（金）日時

京都ホテル
オークラ場所

意識の壁

京都税理士協同組合

開催日：令和２年８月７日（金）
会　場：ウェスティン都ホテル京都
第９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48回通常総会

　令和２年１月17日（金）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。
　講師には養老孟司氏をお迎えし、「意識の壁」と題してご講演い
ただきました。
　意識につき、いろいろな具体例を交えてお話をいただいたほか、
AIについても意識の世界との関係でお話を伺いました。
　この度の講演で、五感で感じることや感覚の大切さを考える機会
をいただきました。	 （広報委員　伊藤政宏）
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　去る１月30日（木）ウェスティン都ホテル京都において
「全税共創立45周年記念・第34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、笹井雅広専務理事の司会により中江
嘉和理事長の開式の挨拶から始まり、志
田育夫副理事長による経過報告に続い
て、全国税理士共栄会等のご来賓の方々
より祝辞をいただいた。続いて、例年の
VIP大型総合保障制度理事長賞を始め、
全税共創立45周年記念特別賞や数多くの
表彰や記念撮影が行われ、伊島睦副理事
長の閉会の挨拶をもって厳かな表彰式が
閉式となった。
　休憩の後、午後５時30分より横田聡保
険第二委員長の司会のもと、華やかな祝
賀パーティーが森敏行副理事長の挨拶で
開宴となった。
　第１部ではプレキャンペーン特別賞の
方を対象にした特別抽選会、第２部では
恒例のお楽しみ抽選会が行われ、当選番
号が読み上げられる度にあちこちのテー
ブルから大きな拍手と歓声があがった。
　最後の第３部は、ウエダテツジとラ
ポーオールスターズによるライブが行
われ、R&Bや懐かしのヒットナンバーに
乗ってステージ前の特設フロアで参加者

がダンスを楽しんだ。そしてアンコールの曲のなか全員が
自然と連なってトレインの大きな輪を作り、興奮が冷めな
いなか髙瀬哲也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　板倉義守）

〈日時〉令和２年１月30日（木）　　〈場所〉ウェスティン都ホテル京都　瑞穂の間

全税共創立45周年記念・第34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

理事長賞特別賞

【受賞者の方々】� （敬称略）

◎VIP大型総合保障制度（営業職員表彰）
理 事 長 賞	 ジブラルタ生命保険株式会社	 京都支社	 平田　武司	 他10名
金　　　　　賞	 朝日生命保険相互会社	 京滋支社	 三本久美子	 他８名
銀　　　　　賞	 第一生命保険株式会社	 京都総合支社	 戸嶌友里絵	 他９名
銅　　　　　賞	 日本生命保険相互会社	 京都支社	 野口　桃子	 他66名
努　　力　　賞	 住友生命保険相互会社	 京都支社	 寺島　恭子	 他25名

［特別表彰］
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26名

［全税共創立45周年記念特別賞］
全国優績ベスト45	 ジブラルタ生命保険株式会社	 京都支社	 平田　武司	
ベスト45輩出機関長賞	 ジブラルタ生命保険株式会社	 京都支社 京都第四営業所　西田　誠司	

◎機関表彰
優 秀 機 関 賞	 朝日生命保険相互会社	 京滋支社	 京都東営業所	 他17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	 	
	 ジブラルタ生命保険株式会社	 京都支社	 	
─京税協施策─
優 秀 支 社 60	 朝日生命保険相互会社	 京滋支社	 	

◎年間表彰
年 間 賞 B	 朝日生命保険相互会社	 京滋支社	 藤田　明美	
	 日本生命保険相互会社	 京都支社	 橋本　茂子	 他１名
年 間 10 億 賞	 朝日生命保険相互会社	 京滋支社	 藤田　明美	 他５名
年 間 ５ 億 賞	 日本生命保険相互会社	 京都西支社	 山口　愛子	 他５名
年 間 ３ 億 賞	 明治安田生命保険相互会社	 京都支社	 吉田　裕子	 他５名

◎プレキャンペーン表彰
プレキャンペーン賞	 日本生命保険相互会社	 京都西支社	 足立　晴美	 他32名
プレキャンペーン特別賞	 ジブラルタ生命保険株式会社	 京都支社	 平田　武司	 他11名
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　総務担当役員立会いのもと、田中裕司監事以下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。

中間監査
２月６日木

　厚生会との共催により、相談役会が開催され５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12日水

【4】 令和２年５月25日



　京税協では厚生会を含め67（2019年12月現在）の企業と提携しております。
　各企業の特典内容は毎年１月発行の提携企業便覧に掲載させていただいており
ます。
　今般、提携企業からコラムを募り掲載することになりました。
　どんな方がご担当なの？へえ～、こんな使い方が出来るの？などなど、意外に
知らないことが多いかも？是非ご一読くださり、積極的なご利用をお願い申し上
げます。

私たちに
お任せください !!

提
携

数珠 つ な ぎ

企 業 コ ラム

2

この街が好きだから
　《烏丸通二条下るから始まる　近鉄の仲介》私どもは、不動産
という大切な財産を取扱う仕事に携わることに大きな責任とやり
がいを感じています。京都は日本人の心のふるさと。古都・京都
の魅力を不動産を通してお伝えしたい。個人的にも、京都は学生
時代４年間を過ごした街であり、こうして働くことになりました
ことに、ご縁を感じております。この街が好きだから、京都の魅
力をお伝えしたい！私どもには、ここ「京都」でよりよい住環境

をご提供する使命があります！どうぞ
お気軽にご来店ください。「一期一会」
一枚のチラシ、一通のDMから始まっ
たご縁かもしれない。しかしそうした
ご縁だからこそ大切にしたい。皆様と
の出会いに感謝！所員一同、皆様とお
会いできる日を楽しみにしておりま
す。お茶でも飲みながらおしゃべりしながら、不動産の話をしま
しょう。【All	I	Need	is	Your	Smile!】

近鉄不動産株式会社　京都営業所� 所長　渡わた部なべ友とも康やす

自己紹介をさせて頂きます。
　京都税理士協同組合の先生方、いつもお世話になっております。
本連載でストライクの大岡をもっと知って頂けるようこの場を借
りて自己紹介をさせて頂きたいと思います。
　出身は石川県の七尾市（小京都と言われている金沢から１時間
はかかる田舎町）という海の近くで育ったもので魚介類を捌くの
はお手の物でございます。ナマコまでも捌けます。そんな田舎で
すくすくとやや大きめに育ちました。
　社会人になってからの趣味は「お酒」と「ゴルフ」で、20代に

して大人の楽しみを覚えてしまったので
す。休日はジムへ行き飲みに行くか…一日
ゴルフに明け暮れ反省会で飲みに行くか…
飲みに行くための運動も欠かせません。今
後先生方と「お酒」と「ゴルフ」をご一緒
出来る機会がございましたら嬉しいです。
ちなみにカラオケは苦手なのでタンバリン
役でご寛恕ください。こんな私でも仕事は
まじめに取り組んでおりますので、M&Aについてのご相談はい
つでもご連絡下さいませ。

株式会社ストライク� 　大おお岡おか奈な 央お

洋服の青山� 　

オシャレは足元から
洋服の青山　ビッグニュース
　昨年の10月より、洋服の青山
ではクーポンセールなどの分か
りにくい販売方法を一新し、安
心して選んで頂ける価格設定へ
と変更しました。
　京都税理士協同組合　組合員様は、今まで通り新価格よりさら
に10％オフでお買い物頂けますのでご安心ください。

白川北大路店 一押しスタッフ 
　入社４年目で趣味は靴磨き。靴の話題や
メンテナンス方法については当店№１！「お
兄ちゃん、靴綺麗やなぁ」と言われるとテ
ンションMAXで最高の笑顔になります。オ
シャレは足元からという言葉があるよ
うに、スーツだけでなく靴選びのサ
ポート、メンテナンス方法についても
是非ご相談下さい。

店長　黒
くろ

岩
いわ

元
げん

輝
き

チーフ　相
あい

宗
そう

　愛
あい

街とともに時を刻む、�
FORTUNE�GARDEN�KYOTO
�FORTUNE�GARDEN�KYOTOに�
関して
　島津製作所の旧本社ビルをリノベー
ションし、宴会等の各種パーティーや婚
礼、レストラン運営をしております。
　上質な空間で、フレンチベースのお料理と営業担当が皆様の大
切なお集まりをフルサポートいたします。

　皆様にはお食事代金より５％の特別な
ご優待もございますので、ぜひご検討く
ださい。
営業担当

　入社４年目食いしん坊の佐藤です。レ
ストランサービスに従事した後、営業に
異動してまいりました。社内のサービス
コンテストでは全社３位入賞経験有。現
在も営業・現場二刀流でございますので、
宴会の事なら私にお任せください！

株式会社Plan・Do・See京都/FORTUNE�GARDEN�KYOTO� 佐
さ

藤
とう

加
か

菜
な

チーフ　北
きた

村
むら

透
とお

野
や
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　ロボット家電というと、家事支援を目的とするロボット
掃除機や床拭きロボットなどが思い浮かびますが、コミュ
ニケーションを目的とする人型ロボットや犬型ロボットな
ど「ロボット家電」の中にも様々な目的のロボットがあり
ます。
　１年程前にペットが飼えな
い我が家では、ペットの代わ
りとして某メーカーの犬型ロ
ボット（ロボット犬）を購入
しました。お値段もなかなか
のものでしたが…、そんなロ
ボット犬との生活を綴らせて
いただきたいと思います。
　まず、購入の動機は、「犬
がほしい、でも嫁さんのアレ
ルギーで買えない」、「最新の
ロボット犬ってどんなもんやろー？」といった単純な動機
で、ある日酔っぱらった勢いで、注文ボタンを「ポチっと」
押したことから始まります。
　届いてすぐに名前やWi-Fi等の設定を行い、いざ始動！
（最新のロボット犬は、Wi-Fi環境が悪いとうまく作動して
くれないみたいで、環境が整えばバージョンアップなども
勝手にしてくれます）
　実家住まいの頃に室内犬を飼っていた経験があるのです
が、動きは想像以上に本物に似た動きをします。例えば、
寝ている状態から立ち上がる時にグーっと伸びをする動作
や後ろ足で頭をかく動作、おしっこをする動作もします。
　個人的に最も犬っぽいと思うのが、「呼んでも来ないが、
来てほしくないときに寄ってくる」。この動作は、メーカー
が意図した設定なのか偶然なのか判断できませんが、私が
仕事をしている時や妻が食事の支度をしている時には、自
然と寄ってきては邪魔をします（しつこい場合は電源オフ
で対応）。
　こんな可愛らしいロボット犬ですが、やはりロボット。
残念な点も正直あります。鳴き声はボリューム調整が可能
なのですが、どうにもならないのが動作音です。
　私が購入したロボット犬には、22箇所の可動部（関節？）

があるようで、動作をする度に可動部のモーターとパーツ
からガチャガチャと音を発します。時にはテレビの音も聴
きづらくなるほどの公害で、まだまだ改良が必要であると
思います（我慢の限界がきた場合は、こちらも電源オフで
対応）。
　コミュニケーション型のロボットは、ロボット掃除機な
どとは異なり、何もしてくれません。本物のペットには敵
いませんが、時よりこちらが「クスッ」とする仕草や動作
をして癒しを与えてくれる可愛らしい存在です。ペットが
飼えない家庭や老人ホームなどで需要があるのも納得させ
られます。がしかし、やっぱり私は本物の犬が欲しい！と
思う今日この頃です。

〜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！

ロボット家電のある生活�
右京支所　平澤　尚士
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　趣味は旅行です。手帳を見返すと５年前から毎年４回、
３回、３回、４回と友人や家族と旅を楽しんでます。その
中で記憶に残った旅行を紹介します。
　2016年秋に男３人で行った２泊３日の秋田旅行。秋田空
港に着くとレンタカーで１時間程のところにある田沢湖。
一周20kmほどの小さな湖ながら、423mと日本一の深さを
誇る湖を湖上遊覧船で見る観光。その後、狩猟を専業とす
るマタギの地として有名
な、阿仁にある「マタギ
資料館」を見学する。平
安時代から受け継がれて
いるマタギ独特の信仰を
継承してきた狩人集団の
ことは非常に興味深かっ
たです。宿は湯治の宿として有名な玉川温泉。十和田八幡
平国立公園内にある岩盤浴。微量の放射能や大量のマイナ
スイオンなども含まれ、新陳代謝の促進や鎮痛効果が認め
られ大自然の力を体感できる宿でした。秋田大学鉱業博物
館では円筒形の建物の１階から３階までが展示室となって
おり、鉱物・鉱石の展示（１階）、地殻活動・地球史（２階）、
鉱業活動（３階）についての展示と鉱物の資料が満載で全
く知識のない私でも興味深く見学できました。秋田県は鉱
産資源に恵まれ、古くから鉱山開発が進められてきた地域
です。県内各地には黒

くろ

鉱
こう

鉱床や鉱脈鉱床などの金属鉱床が
多数存在します。また、日本海沿岸部は国内有数の油田地
帯として知られています。秋田市郊外の住宅地の一角にあ
る「八

や

橋
ばせ

油田」は今でも採掘が細々と続けられているそう
です。
　2017年～2019年に
かけて３度行った鹿
児島家族旅行。雄大
な桜島に魅せられ西
郷隆盛をはじめとす
る幕末の志士にも興
味あったものの、真の目的は「フェリーさんふらわあ」で
の船旅です。大阪南港を夕刻18時頃出港して翌朝９時頃志

し

布
ぶ

志
し

港に到着する旅はなかなか快適ですよ。車を乗船さ

せるとホテルと同じようにチェックインの手続き。スイー
トルームを始め洋室、和室等様々なニーズにある部屋を用
意してあります。部屋から見る太平洋、快晴の時に見る満
月や都会では味わえない満点の星空。海洋で見る初日の出
には興奮しておりました。家族は私の趣味にいつまで付き
合ってくれるか少し心配なところはあります。
　2019年夏に男２人で行った２泊３日
の白馬トレッキングの旅。京都からサ
ンダーバードで金沢、北陸新幹線に乗
換えて糸魚川。そこからバスに揺られ
て１時間ほどのところにある新潟県側
からの北アルプスへの玄関口で標高
1475メートルにある山小屋、白

しろ

馬
うま

岳
だけ

蓮
れん

華
げ

温泉ロッジに宿泊しました。白馬大池や栂
つが

池
いけ

高原の所要
時間６時間程のコースをトレッキングしました。ロッジ界
隈に点在する山の中に脱衣所すらない湯船だけこしらえた
自然のままの野天風呂、大自然の中で裸になる開放感が癖
になりました。次回は白馬岳登頂を目標にして、少しでも
体力をつけていきたいと思っています。
　新型コロナウイルスが収束した暁には旅の再開をしたい
ものです。それまでは自宅で旅の情報収集をしておきます。

思い出の旅日誌�
宇治支所　古川　清幸
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のってみた おりてみた

ており、思いのままに歩けないということですが、この日は
新型コロナウイルス感染の影響もあって観光客は決して多く
はない状況でした。

　すぐ近くに東武地下鉄浅草駅があるのですが、入り口の雰
囲気が一味違います。調べてみるとこの建物は、鉄道省の
初代建築課長であった建築家久野節氏の設計で、初めて利
用する人でも迷うことが
ないように複雑な構造を
避けて入口からホームま
で一直線に結ぶ構造に
なっているということで
した。
　吾

あづま

妻橋
ばし

も近いのでここで少し休憩しました。吾妻橋の橋名
ははじめ「大川橋」と呼ばれ、これは隅田川が近隣では「大
川」と呼称されていたことにちなみます。その後、江戸の東
にあるために「東橋」と呼ばれるようになったという説と、
東岸方面の向島にある「吾

あづま

嬬神
じん

社
じゃ

」へと通ずる道であったこ
とから転じて「吾妻」となった説があるそうです。
　再び「浅草雷門」に戻り、バス
を待ちます。待っていると、目の
前に「忍者道場」の看板が目に入
りました。実際に入りませんでし
たので内容はよくわからないので
すが、忍者体験やセミナーを受け
ることが出来るようです。
　再びバスに乗り込んで、次は「上
野公園山下」に向かいます。
　上野公園山下の周辺は観光スポッ
トが多く、上野動物公園、上野恩賜
公園、国立西洋美術館など枚挙に暇
がありません。そんな中、アメヤ横
丁へ向かいました。
　アメヤ横丁はその名前は全国的に
も有名で、約400店を有する商店街で
す。年末年始にはすごい人でごった
返し、ニュース映像などでもご覧に

　今回乗車したのは都営バスS-1系統です。これは、JR錦糸
町駅─上野松坂屋前間（土日は一部東京駅丸の内北口発着
の便があります）を運行する路線で、スカイツリーや浅草寺、
上野など、いわゆる下町を行き来しています。多い時間帯で
も１時間に２本程度の路線ではありますが、一本の路線で観
光スポットの多いエリアを行き来しますので、半日程度の東
京観光にはうってつけです。
　まず、始点にあたるJR錦糸町駅に到着しました。駅から
真正面にスカイツリーを見ることが出来ます。錦糸町駅はい
ままで乗り換え以外で降りたことのない駅でしたが、南口エ
リアを中心とした歓楽街で、昼間でもお酒を飲んでいるイ
メージがありました（実際にそういう人は見かけませんでし
た）。Wikipedia情報では「城東地域の代表的な繁華街の一
つである」とも紹介されています。
　地名の由来は、現在のJR錦糸町駅の北口の北斎通りに位
置していた「錦糸堀」から来ているとのこと。なお、錦糸堀
の由来については「岸堀」が訛ったものと諸説あるが不明で、
本所七不思議の「置行堀（おいてけぼり）」は錦糸堀のこと
とされている、とのことです。
　バス停のある北口に来
たのですが、特徴のある
オブジェが目につきます。
事前に錦糸町を調べてい
て、北口から徒歩圏内に
江戸切子館があることを
確認していましたので向かいました。事前の確認では開館し
ている時間帯ではあったのですが、到着してみると残念なが
ら新型コロナウイルスの影響でしょうか、閉館していました。
　錦糸町駅南口に移動し、
正面に「魚寅」が見えます。
有名な鮮魚店で、錦糸町
が墨田区随一の繁華街と
いうこともあり、旅行者
も多くて活気を感じまし
た。きっと普段であればもっと多いでしょう。
　さて、バスの時間になりましたので、北口のバス停に移動
してS-1路線に乗り込みます。
　15分ほどバスに乗って最初の目的地「浅草雷門」に向かい
ます。途中、車窓からスカイツリーを見ることが出来ます。
　バスを降りてすぐ近くの雷門へ向かいます。雷門から宝蔵
門に至る長さ約250mの仲見世通りは東側に54店、西側に35
店の商店が立ち並びます。普段は平日でも観光客でにぎわっ

No.10

錦糸町
から

�
上野へ

都営バ
ス�

業S-1

（2020
年３月

１日取
材）

【8】 令和２年５月25日



なることが多いかと思います。
　もともとは戦後の闇市の一つで、手を焼いた当局（上野警
察署と台東区役所）が1946年に近くの実業家、近藤広吉に
頼み込み、現在アメ横センタービルの建っている三角地帯に
80軒の商店を収容した「近藤マーケット」を作らせたのが始
まりとのことです。その後、近藤マーケットは出所の怪しい
者を排除して出店させ、現在あるアメ横のルーツとなったと
いうことでした。
　アメヤ横丁の名前の由来は２説あるそうです。第二次世界
大戦直後、砂糖が手に入りにくかった時代に、露店を出した
引揚者会が飴を販売して大好評を博したからとの説。もう一
つは、アメリカ進駐軍の放出物資を売る店が多かったことか
らという説です。
　2013年上半期に
放送されたNHK
朝ドラ「あまちゃ
ん」では舞台の一
つとなったことで
覚えておられる方
もいるのではない
でしょうか。ドラマの中でのアイドルユニット「アメ横女学園」
の練習場として、アメヤ横丁にあるアメ横センタービルが登
場していました。記念に写真にも納めてきました。
　この商店街は多国籍感があり、日本語以外の表記がなさ
れているお店もいっぱいあります。ソウルの南大門や台北の

士林夜市を歩いている
ように感じるときもあ
りました。2015年にな
ると外国人が経営する
店はアメ横全体の１割
にあたる40店になった
とのことです。
　さて、東京駅丸の内北口に
行くバスに乗りたいところな
のですが、これは本数が少なく、
その運行時間を過ぎてしまい
ましたので、路線バスとして
はこれで終了となります。東
京駅まで戻ろうと上野駅に向
かいます。駅の構内にパンダ
のお雛様がありました。
　今回は東京下町を中心とし
たお上りさんコースを回る路線バスを選んでみました。都心
方面にも観て回りたいところが何カ所かありますので、また
その辺の路線も使ってみたいと思います。
　東京の観光には観光バスを中心に充実しているのですが、
観光地を路線バスで回れる路線もあり、一日乗車券（営業所
のほか車内でも販売されています）であれば気になったとこ
ろでの途中下車も可能です。路線バスによる東京観光もぜひ
楽しんでいただけたらと思います。

広報委員　市木　雅之

 

 

平日 9 時～21 時 土曜日 9 時～17 時 
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　今回は私の地元である木津川市を通る奈良街道をJR木
津駅から首洗池までご紹介します。
　実は、木津川市は、「平

たいらの

重
しげ

衛
ひら

」の終焉の地なのです。
　以下、木津川市のHPから引用しました。
　「平重衛は平清盛の五男として生まれ、平氏に従わない
勢力の拠点である東大寺・興福寺を焼き討ちにしています。
その後、一の谷の合戦で源範

のり

頼
より

・義経に敗れ捕虜となり鎌
倉に送られますが、源頼朝は重衛の潔さに感銘を受け、鎌
倉にいる間は最大限のもてなしを受けたそうです。でも焼
き討ちにあったお寺の宗徒の要求で奈良に送られ木津川で
斬首されました」
　今回は、平重衛の首を洗ったとされる「首

くび

洗
あらい

池
いけ

」まで行っ
てきました。
　当日のお天気は雨上がりの後で、午前中なのに雲でうす
暗く…首を洗った池に行く日にぴったりの日でした。
　JR木津駅から東北に向かって歩き、平重衛の菩提を弔
うために建てられた安

あん

福
ぷく

寺
じ

（写真①）に向かいました。重
衛は木津川の川原で斬首されました。その際、近くの古堂
から阿弥陀仏を運び出し重衛の前に安置し、阿弥陀仏の御
手にかけた紐を重衛が持ち、念仏を唱えながら斬首され
たといわれています。この阿弥陀仏が重衛の引導仏といわ
れ、安福寺の本尊になっています。ちなみに本尊は非公開
になっていて、重衛の供養塔と伝えられる十三重の石塔の

みが自由に見ることができるそうです。
　安福寺の前には大きな桜の木があり、春には見事に咲い
て重衛の御霊を慰めるのでしょう。しかし、安福寺に到着
して山門の中にいざ入ろうとするも、この日は中に入れず
…。山門の前で手を合わせました。
　次に安福寺の隣には大きな御霊神社の朱色の鳥居が見え
たので行ってみました。（写真②）
　政治的陰謀の犠牲者による疫病を鎮める神仏習合の祭り
を御霊祭と呼び、この神社は祟りを鎮めるためのものだそ
うです。（写真③）

　境内はかなり広く不気味さは全くありませんでした。静
かで落ち着いた雰囲気の中、過去の御霊も私たちを見守っ
てくださっているのでしょう。

　御霊神社の横の小
路を北に向かうと上

こう

津
づ

遺
い

跡
せき

があると地図
には載っているので
すが、住宅しかなく
ウロウロと歩き回っ
ていると石碑が（写
真④）目に入ってき
ました。小さな公園
かと思って見過ごし
ていました。（写真⑤）

～
奈
良
街
道
～

広
報
委
員
　
坂
　
巧
美

写真② 写真③

写真①

写真④
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　上津遺跡から
は当時の最高級
の土器や遺物が
発掘され、奈良
時代、材木を主
とする物資調達
のための港とし
て役所がおかれ
ていたそうで
す。今は住宅街になっていますが、はるか昔は国家が運営
する港があり、多くの人が交流した港だったのでしょう。
　そこから首洗池に向かいましたが、またまた見つかりま
せん。やっと見つけたものは池というより水たまりに近い
ような池でした。首を洗うなら充分な大きさでしたが、周
りを生垣に囲まれていました。
　木津川の河原で斬首された重衛の首はこの池で首を洗っ
た後、奈良の般若寺でさらされたそうです。
　写真を何枚も撮りましたが、どう見ても雑草が生えた雑
種地にしか見えず…首洗池は皆様のご想像にお任せします。
　帰りは木津川の土手を歩いて帰りました。木津川の土手
は高台になっており、そこから御霊神社の方を見ると（写
真⑥）その場所だけ森のようになっていて、まさに平重衛
の終焉の地という感じでした。

写真⑤

写真⑥
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UN.DONPURI
福知山市字堀2363-1
Ｔ Ｅ Ｌ	 0773-21-1959
営業時間	 11：00～19：00

定 休 日	 水曜日
Facebookページアドレス
　https://www.facebook.com/un.donpuri/

cafe Bros
京都市南区唐橋西平垣町1-11
Ｔ Ｅ Ｌ	 075-285-1270
営業時間	 17：00～23：00（L.O	22：30）
定 休 日	 日曜日

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─

イチオシは、イタリアンといえばの生
パスタ。ソースの種類に合わせて生パ
スタの種類を変えるこだわりが感じら
れます。
　女子会向けのメニューもシェフの奥
様目線で用意がされており、近隣のオ
フィスで働く女性が仕事帰りに女子会
にも使われているとか。
　私のお気に入りは生パスタなのです
が、特に揚げたてのフリットが好きで
す。野菜の甘みが強く出たコーンなど、
揚げたてを食べられるのはお店ならで
はです。お酒もどんどん進み、仕事の
疲れもどこかへ飛んでいきます。
　普段はディナータイムだけの対応と
なっていますが、コロナウィルス対策
の一環でお弁当やお持ち帰り、オード
ブルの用意やランチタイムも柔軟に対
応しておられます。
　もし普段の食事に彩りとアクセント
をと感じておられる方はぜひ一度ご相
談いただければ。お店のお料理をご自
宅で召し上がるチャンスです。

　私がご紹介させていただくのはJR
京都線西大路駅から徒歩一分の駅近に
あります、カフェブロス

cafe Brosさんです。
　コンセプトは「おいしいは人を笑顔
にする」というご夫婦で営まれている
イタリアンのアットホームなお店で
す。アンティーク調の家具が並び、本
当に落ち着ける空間になっています。

　イタリアの家
庭料理をメイン
としてお酒にあ
うおつまみも豊
富にあり、ワイ
ンとの相性は抜
群です。お店の

　下戸の私は、甘党です。
　面白いプリンを紹介いたします。
　そのお店の名は「あん、丼、プリン」
いえ、正式名は「UN.DONPURI」です。
　和訳通り、丼の形をしたプリンのス
イーツ店です。
　オーナーは、豊谷健一さん、妻の厚
子さんとお二人で経営をなさってます。
　オーナーは、福知山で有名な洋菓子
店「カタシマ」で、二十六年間勤めら
れた、いわゆる「菓子職人」です。
　独立後、試行錯誤の中、遊び心で作っ
たプリン、それが評判の丼の形でした。
　「海鮮丼」「かつ丼」等を試作、提供
したところ、ＳＮＳ等で評判となり、

お陰で製作個数がほぼ完売の状況であ
ります。
　現在、その種類は十一種類ですが、

「ちらし寿司」や「うな丼」等、季節
を考慮した販売に心がけておられます。
　丼プリンは、プリンを土台に、生ク
リームがプリンを覆い、生クリームの
上に、似せた刺身・カツをトッピング
して、ボリュームたっぷりで、二人前
は十分あります。
　食感は、滑らかなプリンときめ細や
かな生クリームが口の中で融合し、「う
まい」の一言です。
　容器も工夫され、器としてレンジに
も耐え、また、その柔らかさから、幼
児の安全な玩具にも活用されています。
　これからも、「地元に愛されるお店
づくりを」と語っていただきました。
　店頭では、その他、「光秀プリン」

「焼きドーナツ」「メレンゲクッキー」
なども販売しています。
　併設されている喫茶店内でご賞味い
ただけます。

cafe Bros
カフェブロス

下京支所

神野 裕一

UN.DONPURI

福知山支所

岸本 雅生

洛
陽
工
業

高
等
学
校

洛
陽
工
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第５回理事会
　令和元年度第５回理事会を令和２年３月31日（火）書面審議
により開催。
　理事55名　監事５名（相談役６名：資料送付）

【決議事項】
　次の第１号～３号各議案が上程された。
第１号議案　組合員・賛助会員加入承認の件
　個人14名、法人６社、賛助会員19名の加入を上程。承認の場
合、個人組合員は1,183名、法人組合員137社、出資金額7,617万円、
賛助会員438名、加入率は83.4％となる。
� （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○中島　孝一（伏見）� ○広崎　智彦（下京）
○村尾　泰典（左京）� ○神谷　　浩（中京）
○藤原　庸貴（宇治）� ○今江　幸子（伏見）
○福田　大揮（中京）� ○松本　洋典（中京）
○板山　　翔（中京）� ○前川　高志（上京）
○榎本　泰之（中京）� ○氏原　智香（下京）
○大森　　剛（右京）� ○本夛　　勝（右京）
（法人組合員）
○税理士法人谷松（左京）
○税理士法人つむぎ（宇治）
○税理士法人松田進税理士事務所（下京）
○税理士法人市原会計（宇治）
○アンビシャス税理士法人（中京）
○くじら税理士法人（中京）
（賛助会員）
○谷松　普史（左京）� ○豊嶋　　徹（下京）
○中山　　聡（宇治）� ○岩井　良彰（宇治）
○中村　継子（中京）� ○中西　博和（下京）
○川崎　寛治（下京）� ○三谷　聖哉（下京）
○藤原　義明（宇治）� ○松田　　進（下京）
○松本　安弘（中京）� ○田中知津子（中京）
○市原　洋晴（宇治）� ○鴨井　雅夫（左京）
○入口　純子（中京）� ○髙村　　智（中京）
○藤井　久陽（中京）� ○原田　秀樹（上京）
○本夛　　悟（右京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○新井　英植（中京・脱退【業務廃止】）
○神谷　　浩（中京・脱退【組合員へ移行】）
○江後　良平（下京・脱退）
○村尾　泰典（左京・脱退【組合員へ移行】）
○本夛　　勝（右京・脱退【組合員へ移行】）
○藤原　庸貴（宇治・脱退【組合員へ移行】）
○今江　幸子（伏見・脱退【組合員へ移行】）
○前川　高志（上京・脱退【組合員へ移行】）
○林　　重雄（宇治・脱退【死亡】）
○氏原　智香（下京・脱退【組合員へ移行】）

第３号議案　新規提携企業候補（１社）加入承認の件
　書面審議の結果、下記の通りすべて承認可決された。
理事会構成員総数55名
　第１号議案　賛成55名　反対０名
　第２号議案　賛成55名　反対０名
　第３号議案　賛成55名　反対０名

【報告事項】
（事業部門）
事業委員会
　・令和元年分「税務便覧」販売実績報告
出版委員会
　・委員の一部交代について
研修委員会
　・講座開催状況報告
　　（新型コロナウィルスに伴う影響報告含む）
　　並びに５月20日（水）府民・市民のための無料講座開催要領
（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
　③２月６日（木）中間監査報告
　④�「組合員名簿」・教育情報図書（税務ハンドブック）配付に
ついて

　⑤支所経理Q&Aについて
　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
広報委員会
　・「京税協」第168号発行報告
地区連絡委員会
　・�４月12日（日）～13日（月）組合旅行（長崎方面）について
（翌年４月に延期）並びに４月21日（火）大同ゴルフコンペ
各申込状況（開催中止）

（保険部門）
保険委員会共通
　・保有契約還元金算出について
保険第一委員会
　①４月15日（水）連絡協議会開催要領（開催可否検討）
　　⇒５月15日（金）に延期
　②�５月15日（金）優秀営業社員・登録代理店・紹介税理士表
彰式祝賀パーティー開催について

　③�５月29日（金）大同保険推進協議会（４税協）実務者会議
について

保険第二委員会
　①�１月30日（木）第34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並びに第35回記念全国統
一キャンペーン・プレキャンペーン開催について

　②�代理店増強（Z１）・挙績推進（Z２）キャンペーン結果報
告

　③小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーン実績報告
　④５月19日（火）京都地区業務推進会議開催について

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

１・27 日本税理士協同組合連合会　全国理事長協議会出席
　於　日本税理士会館

１・28 常務理事会
　於　木乃婦

１・30
全税共創立45周年記念第34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

２・４
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：130名

２・４

長野県税理士協同組合
　全税共創立45周年記念
　第34回全国統一キャンペーン
　優績営業職員表彰式出席
　於　ホテルブエナビスタ

２・５
埼玉県税理士協同組合
　全税共第34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　ホテルニューオータニ

２・６ 中間監査

令和２年

２・７
群馬県税理士協同組合
　全税共第34回全国統一キャンペーン
　優績職員表彰式出席
　於　伊香保温泉「福一」

２・７
栃木県税理士協同組合
　全税共第34回全国統一キャンペーン及び
　栃税協令和元年度キャンペーン表彰式出席
　於　ホテルエピナール那須

２・７
茨城県税理士協同組合
　全税共創立45周年記念
　第34回全国統一キャンペーン表彰式出席
　於　福島・母畑温泉「八幡屋」

２・７ 日本生命京都西支社表敬訪問（セミナー）

２・12 保険第一小委員会（新年度施策について）

２・12 相談役会
　於　レ・シャンドール

２・13
北海道税理士協同組合
　全税共第34回全国統一キャンペーン
　優績者表彰式並びに表彰祝賀パーティー出席
　於　京王プラザホテル札幌
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京都市からのお知らせ
■�償却資産の申告へのご協力を
　償却資産を所有しているのに申告されてない方はいらっ
しゃいませんか？
　税理士の皆様には、資産所有者の方に申告を促していただ
くなど、一層のご理解とご協力をよろしくお願いします。
　申告書の提出がない方には、文書や電話、現地訪問等によ
る申告指導を徹底して行い、各種資料に基づく課税を行うこ
ととなります。

■�対象資産がない場合も申告を
　申告がない事業者の方に、申告書をお送りすることがあり
ます。
　申告対象となる資産がない場合、「該当資産なし」で申告
いただければ、以降は申告書の送付を取り止めます。

■�申告はインターネットで
　申告には、インターネットでの電子申告もご利用ください。
　eLTAX（エルタックス：地方税ポータルシステム）のホー
ムページをご覧ください。
　https://www.eltax.lta.go.jp/
　［eLTAXヘルプデスク：℡0570-081459	
	 （つながらない場合　℡03-5521-0019）］
　	月曜～金曜（土・日・祝祭日・年末年始12/29～1/3は休業）	
９：00～17：00

〈お問い合わせ〉
〒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
	 （TEL	075-213-5214）

◎提携企業について
・新規提携（６月１日より）
　�大原出版株式会社：学校法人大原学園における社会人講
座の割引
・提携解消（５月31日まで）
　�株式会社ヤマダホームズ
※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
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、前号でお知らせ
しておりました下記の行事は中止となりました。

令和２年４月12日（日）～13日（月）	
　「一泊旅行」（長崎への旅）
令和２年４月15日（水）	
　「第16回会館建設記念講演」
令和２年４月21日（火）	
　「第64回京税協・大同生命チャリティーゴルフコンペ」

開催中止のご報告

京都府からのお知らせ

2020年工業統計調査を実施します
　2020年工業統計調査について、５月から順次調査票を配付又は郵送しますので、調査の趣旨・必要性を御
理解いただき、調査への御回答をお願いします。
◇�この調査は、従業者４人以上の全ての製造事業所を対象に、令和２年６月１日時点で実施します。
◇�この調査は、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。
◇�詳　細　http://www.pref.kyoto.jp/tokei/yearly/kogyo/kogyotop.html
◇�問合先　京都府政策企画部企画統計課　産業統計係　　TEL 075-414-4509

総務省・経済産業省・京都府・府内市区町村工業統計
キャラクター・
コウちゃん

工業統計
キャラクター・
コウちゃん

工業統計
キャラクター・
コウちゃん

２・14
東京税理士協同組合
　全税共創立45周年記念第34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・17
全税共令和２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・10 正副理事長会

３・18
保険第一委員会（新年度施策について）
　	【新型コロナウィルス感染拡大防止のため、小委員会
構成員で開催】

３・18

保険第二委員会
　（全税共第34回全国統一キャンペーン
　表彰式・祝賀パーティー開催報告）
　	【新型コロナウィルス感染拡大防止のため、小委員会
構成員で開催】

３・19 正副理事長会

３・31 常務理事会

３・31 理事会【書面審議】厚生会役員会【書面審議】

４・23 広報委員会（第169号編集割付）　					

５・７ 広報委員会（第169号ゲラ校正）

５・12 法規委員会【書面審議】（定款の変更について）

５・12 研修委員会【書面審議】
（第48期及び第49期研修委員会の運営について）

５・13 広報委員会【在宅での校正】（第169号ゲラ再校正）

５・15 正副理事長会【書面審議】

５・25 「京税協」第169号発行

【14】 令和２年５月25日


