
・記入例／バス 　船 　徒歩 　● 入場観光　◎ 下車観光　○車窓による観光
・お願い／このご旅程は運輸機関のダイヤ改正及び各地の道路状況により多少時間が変更になる場合がございますのでお手数でも現地で出発時間をご確認ください。

※昼食（13：30～15：30）：レストランひらまつ高台寺にて全コース合流

日帰りツアー京都
再発見！

日帰りツアー京都
再発見！

1616年久林玄昌が石見津和野藩初代藩主・亀井政矩の保護
の下で創建、亀井家の菩提寺となる。
亀井政矩は鹿野藩初代藩主・亀井茲矩の次男で、江戸幕府
初代将軍・徳川家康に仕えた。
1867年には伊東甲子太郎らの組織した御陵衛士（高台寺党）
が屯所を構えた。
山門を入った正面には石庭があり、本堂前には八坂の塔を
借景とする庭が広がる。庭の東側には池があり、その奥は
高台寺につながる裏山となっている。

非公開寺院である高台寺塔頭の
岡林院。岡林院は高台寺の塔頭
の中でも最も古いもので、庭園
は苔を中心としたしっとりとし
た風情のある庭園です。

★方丈八相の庭
方丈を囲む四方の庭に表現された「蓬莱」「方丈」「瀛洲」（えいじゅう）
「壺梁」（こりょう）「八海」「五山」「井田市松」「北斗七星」の八
つのポイントを “八相成道” にちなんでつけられたもの。

庭

市松の庭 西庭 東庭 南庭

方丈と開山堂を結んで架かる。ここか
ら眺める渓谷・洗玉澗の紅葉と新緑は
絶景。

通天橋

東福寺にある室町時代建築の国宝建造
物。禅宗様（唐様）、和様、大仏様（天竺様）
の建築様式を取り入れており、禅宗寺
院としては最古最大最優の国宝である。

三門

昭和９年築の重層母屋造の大建築であ
る本堂天井の蒼龍図は堂本印象作。

法堂　天井の蒼龍図
本堂

月 真 院

岡
こう

林
りん

院
いん

東 福 寺

苔のお庭

日帰りツアー 京都
再発見！

日帰りツアー京都
再発見！

びわ湖疏水船

無鄰菴

疏水記念館

蹴上インクライン

まっすぐに伸びるトンネル
を抜け新緑に彩られる山すそ
を縫って、ゆるやかに進むそ
の景観は、明治の偉業から

生まれた京都の知られ
ざる魅力です。

日帰りツアー
京都
再発見！

日帰りツアー京都
再発見！

日帰りツアー京都
再発見！

日帰りツアー京都
再発見！日帰りツアー京都

再発見！

日帰りツアー
京都
再発見！

Ａ
コ
ー
ス

※20名想定（最大24名）【大津→蹴上コース】
 貸切バス びわ湖疏水船（約55分） ※ガイド付き観光 貸切バス
京都駅  大津乗船場  蹴上乗船場  （①無鄰菴 ②疏水記念館 ③蹴上インクライン）  昼食
 08：45 09：45発から15分毎２隻 10：45 11：00 ②※月曜休館 12：45 13：30～15：30

逆まわりコース ※20名想定（24名以上になった場合の代案）【蹴上→大津コース】 　
 貸切バス ※ガイド付き観光 びわ湖疏水船（約35分） 貸切バス
京都駅  （①無鄰菴 ②疏水記念館 ③蹴上インクライン）  蹴上乗船場  大津乗船場  昼食
 08：30 09：00 10：45 11：25 12：00 13：30～15：30

Ｂ
コ
ー
ス

※20名想定／現地集合
 特別拝観  徒歩 特別拝観  貸切バス 特別拝観  貸切バス
月真院（お呈茶）  岡林院（お庭散策）  東福寺  昼食
 09：00 09：45 10：15 10：45 12：30 13：30～15：30

Ｃ
コ
ー
ス

※20名想定
 貸切バス 特別拝観  貸切バス 特別拝観  徒歩 特別拝観  徒歩
京都駅  東福寺  月真院（お呈茶）  岡林院（お庭散策）  昼食
 09：00 09：30 11：30 12：00 12：45 13：15 13：30～15：30

両丹の先生はこちらからの参加も可能です。

日帰り
ツアー

京都
再発見

！

通常非公開

通常非公開

通常非公開

通常非公開

日帰り
ツア

ー

京都再発見
！

4月10日（日） または11日（月）

2022年日時

い
●

ず
●

れ
●

か
●

を選択

日帰りツアー 京都
再発見！
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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─

palette Hair&Face
京都市伏見区桃山町和泉2-38
Ｔ Ｅ Ｌ 075-604-0051
営業時間 9：00～18：00（予約受付17：00まで）
定 休 日 月曜日、第2・第4日曜日
http://palette2017.com

オールデイダイニング「洛
ら

空
く う

」
京都市東山区粟田口華頂町１　 
ウェスティン都ホテル京都２F
Ｔ Ｅ Ｌ 075-771-7158（レストラン予約係）
営業時間 （ディナーブッフェ）
　　　　　平日　 17：00～21：00

　　　　　土日祝 17：00～21：30

イスするのですが、お料理がたくさん
あるので食べる順番にいつも頭を悩ま
せます。私が特に気に入っているのは、
ライブコーナー。目の前で作って下さ
る季節の食材を使ったお料理、天ぷら、
にぎり、パスタ等々。全種類いただき
たくなります。
　ワゴンでサーブしてくださるのは温
かい点心とローストビーフ。ロース
トビーフはいつ伺っても柔らかくて
ジューシーで安定の美味しさです。
　デザートはフルーツ、ミニケーキ各種、

アイスクリーム、ソフト
クリームと盛り沢山。チー
ズやドーナツ、目の前で
作ってくださるデザート
もあります。デザートと
一緒にいただくお茶もい
ろいろ選べます。
　前菜からデザートまで、きっとご満
足いただけるブッフェを是非楽しんで
いただきたいと思います。　コロナはまだまだ油断ならない状況

下ではありますが、たまにはご家族や
気の置けない人との食事を楽しみた
い！と思う時、店内のコロナ対策も万全、
安心して美味しいお料理を好きなだけ
お腹いっぱいに堪能できるディナー

ブッフェは如何で
しょうか。
　今回ご紹介させ
ていただくお店は、
ウェスティン都
ホテル京都２Fの
オールデイダイニ
ング「洛空」です。
　ブッフェなので
好きなものをチョ

　私のお気に入りのお店は、六地蔵にある、
美容室「palette Hair&Face」さんです。
２年前、スタイリストの川野さんと知り
合い、それからずっと通っています。
　“お家のような温かさとリラックスがで

きる美容室”とのコンセプトの通り、と
ても心地よい明るい店内で、いつも丁寧
にヘアーデザインやケアをしていただき、
心身共にリラックスさせていただいてい
ます。川野さんは、とっても話しやすく、
いつもお話しをしていると、あっという
間に時間が過ぎてしまいます！
　一つエピソードを紹介します。「髪の毛
をいくら洗ってもかゆい…」と悩んでい
た一昨年の夏、川野さんに相談して、薦
めていただいたのは、お店で使われてい
る「ALORBのシャンプーとトリートメ
ント」でした。
　「どうやって使うのがいいですか？？」
との私の質問に、とっても丁寧に一から
教えてくださった川野さん。教えていた
だいた通りに、しっかりとすすいで、丁
寧に洗って、こんな短い髪の毛にも関わ
らず（笑）、丁寧に時間をかけて洗う毎日、
さらに、いい匂いで、気持ちもリフレッ
シュ♪
　すると、それまで、洗っても、痒みが
なかなかとれなかった、頭皮が、実に、
まったく、痒みを感じなくなったのです。

それ以来、すっかり、毎日、シャンプー
を使うのが楽しみな生活になっています。
　そんな、仕事を忘れる癒しの極上リラ
ックス時間をくださる、paletteさん。皆
様もぜひチェックしてみてくださいね～

オールデイダイニング
「洛空」

東山支所

日浦有里子

美容室「palette Hair&Face」

伏見支所

片岡　徹也

palette Hair&Face

山科川山科川
京阪宇治線京阪宇治線

六地蔵六地蔵

JR奈良線JR奈良線

桃山南口桃山南口

77

蹴上蹴上
東山東山

インクラインインクライン

オールデイ
ダイニング
「洛空」

仁王門通仁王門通

地下鉄東西線地下鉄東西線

日帰り
ツアー

京都
再発見

！ 日帰り
ツア

ー

京都再発見
！
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　昨年滋賀県守山市から京都の事務所のある場所に引っ越
したことにより変化が生じてきました。滋賀県に住んでい
るときは、繁忙期以外休日に１時間かけて事務所に行って
仕事をすることはあまりなかったのですが、引っ越してか
らは日曜日でも仕事が気になり、１階にある事務所へ向
かってしまうことがあり、オフタイムがなくなってしまい
ました。
　そこで休みの日は
とりあえず外出する
ようにしました。は
じめは散歩のつもり
で近所を歩いたりし
ていましたが、だん
だんと遠くに行くよ
うになり、紫陽花が
有名ということで真如堂まで散歩がてら近くなのに初めて
行きました。妻に笑われましたが、京都に生まれながら
清水寺にも初めて行きました。散歩だけに終わらず鞍馬寺
も行ったことがなかったので叡電の運転再開をきっかけに
行ってきました。

　ほかにもいろいろ行きま
した。これまでこんないい
所があるにもかかわらず、
もったいないことをしてき
ました。
　次に日帰りのドライブを
考えるようになり、こうな
ると休日は完全にオフタイ
ムになっています。車のナ
ビを頼りにその通りに行け
ば、どこへでも行けますが、
設定を間違えると「ここはどこ？」というときや「この道
でいいの」ということもあり、はじめは動揺しました。し
かし、ナビは最短コースに設定されているようで段々と慣
れてきました。行動範囲が広がり舞鶴港まで海を見に行っ
たり、伊吹山へ行ったり気分転換になりました。仕事が暇
になれば、一泊旅行に出かけるようになりました。ネット
で調べて出雲大社や宇奈月温泉まで足を延ばしました。
　これからまた繁忙期に入りますので、しばらくオフタイ
ムは近所の散歩になると思います。

〜御池麩屋町　京税協でほっこり〜〜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、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！スポーツetc）、などなど自由に寄せてください！

とりあえず外出が旅行に�
左京支所　二井　徹
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　コロナ禍で特に夜の予定がなくなって思いがけず時間が
出来たので、かねてから興味があった第二種電気工事士の
資格試験に挑戦しました。
　以前京税協ニュースでレトロアーケードゲームに関する
原稿を執筆しましたが、アーケードゲームは交流100Vの
電気を使いますので、その流れで関心を抱く様になった次
第です。
　研修講座を主催していたのは某大手総合電気メーカーの
子会社ですが、何とその研修会場が私の住んでいる街に
あったことも資格取得を目指そうとした一因でした。
　何せ税理士業務とは全くの畑違いの内容を勉強しないと
いけません。計算問題もかなり出てきますが、電卓は使用
不可。高校時代以来の筆算で解答しないといけなくなりま
した。他にも三角関数を含む公式が出てきたり、覚えない
といけないことも沢山あってなかなか大変でした。しかし
筆記試験の合格ラインは６割で、極端な話、計算問題が全
滅でも他が出来ていれば十分に合格点は取れますので、点
数を確実に取れる所は絶対に落とさない様に勉強を進めて
いきました。
　そんな訳で筆記試験には合格しましたが、次に待ち構え
るのが実技試験です。毎年初めに発表される13の課題（電

気配線）の内どれか一つが出題されて、それを40分の制限
時間内に完成させないといけません。一つでもミスがあれ
ば不合格でこれがなかなか厳しい。再び研修会場に通って
朝から晩までひたすら13の課題を時間制限内にミスなく製
作する練習を繰り返しました。最後の方になると手が痛く
なるわ、指に水膨れが出来るわで大変でしたが、猛特訓の
おかげで本試験直前には25分くらいで完成させることが出
来る様になりました。本試験では比較的簡単な部類の課題
が出題されたので余裕を持って製作することが出来まして、
晴れて合格することが出来ました。
　実は玄関灯みたいなちょっとした電気機器を取り付ける
にも、法的には電気工事士の資格がないと出来ないことに
なっています。そんな訳で、資格取得後に早速妻の実家の
勝手口の玄関灯の付け替えや自宅や事務所のコンセントの
増設等の工事をやってみました。合格してから仕事で顧問
先等のオフィスや工場を訪問すると、今まで気にならな
かった電気機器の配線がどうなっているのか、というのが
気になってついジロジロ見てしまう、という状態になって
しまいましたね。
　この資格で独立開業する為には３年間の実務経験が必要
で、正直今はとてもじゃないですがそんな時間がないので
すが、折角取得した資格ですし、機会があればどこかで実
務経験を積めれば、と考えています。そこから先は…どう
しましょうかねえ…！？

第二種電気工事士�
宇治支所　小山　光博
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　まだまだ油断ならない新型コロナウイルス。なか

なか遠出も難しいし、そもそもこれから繁忙期やな

いか、ストレス溜まりまくりやわ、もうどないすん

ねん！という皆様。仕事で街中に出たついでに、美

味しい銘水で一息入れてみてはいかがでしょうか。

　京都といえば素晴らしい水に恵まれた街。今でも

美味しい水を汲める場所がたくさん存在しています。

今回はその中でも、「美味しい水が気軽に汲める」

というコンセプトで、２つの銘水を訪ねてみました。

　まず１か所目は、『銅駝の水』。たまにテレビ番組

で紹介されるので、ご存知の方も多いかもしれませ

んね。私もこれまで何度かお水をいただいたことが

ありますが、正に『美味しい水が気軽に汲める』銘

水だと思います。

　京都市役所から徒歩で10分もかからない、便利な

立地。京都税理士会館からでも15分もあれば到着で

す。

　京都市役所から歩くなら、河原町通をてくてくと

北へ。夷川通までやって来たら、鴨川の方に向かっ

て東へスッと入ります。そうするともう目と鼻の先

に『銅駝の水』が。美術系の高校として名高い、京

都市立銅駝美術工芸高等学校を目指して行けば、迷

うことなくたどり着けるはずです。同校の本館校舎

は大変に風情のある建物なのですが、学校自体は京

都市立芸術大学の移転に絡んで、2023年に京都駅東

部の崇仁地区へ移転予定なのだそうです。

　さて、目指す『銅駝の水』に到着しましたが、予

備知識なく現地に行くと、気づかず通り過ぎてしま

うかもしれません。非常に庶民的というか、開放的

というか、正にカムカムエヴリバディな佇まいの蛇

口が、銅駝会館の敷地と道路を隔てる柵から、ポツ

ンと１つ。気取らないこの風情が私は好きです。

　早速、持参した500mlのペットボトル２本に『銅

駝の水』を汲ませてもらいます。蛇口の横にある「地

下水管理費協力金」と書かれた金属箱に、心ばかり

の協力金を納め、『銅駝の水』を管理してくださっ

ている地域の方々に感謝して、貴重なお水をいただ

きます。

　先ほど、気づかず通り過ぎてしまうかも、と書き

ましたが、実際には誰かが水を汲んでいたり、蛇口

周辺の道路が濡れていたりするので、まあ余程でな

ければ大丈夫かと思います。蛇口のある銅駝会館に

向かい合って銅駝公園がありますので、そちらを目

印にしても良いでしょう。

　ちなみに、中京区には西ノ京銅駝町という町名が

ありますが、こちらは現在の中京税務署に近い中京

夷川河原町交差点を東へ 銅駝美術工芸高等学校

向かい側に銅駝公園

協力金箱

銅駝の水

銅駝の水に到着

 寄ってみた行ってみた  寄ってみた行ってみた
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滾々と湧き出る『醒ヶ井水』。店内でイートインを

楽しむことができるので、仕事の合間に美味しいお

菓子と共に安らぎのひとときを過ごすのもよいので

はないでしょうか。

　貴重な自然の恵み『醒ヶ井水』を広く一般に開放

されている亀屋良長さんに、感謝しつつ、ここでも

持参したペットボトルに、お水を汲んで、友人宅へ。

京の銘水で珈琲を淹れて一服です。

　まず、加熱する前に、水道水、『銅駝の水』、『醒ヶ

井水』の３種類を飲み比べしてみました。単体で飲

むとわからないのですが、飲み比べると水道水はや

はり雑味があります。『銅駝の水』は雑味がなくと

てもクリアな味、『醒ヶ井水』はより柔らかくまろ

やかさがある、と感じました。

　今回は、最もクリアな味と感じた『銅駝の水』で

珈琲を淹れてみましたが、珈琲豆の味が際立ちなが

らもさっぱりした珈琲になり、ついつい２杯目も飲

んでしまいました。結構深く焙煎された珈琲豆だっ

たのですが、味わいはしっかり残しつつ、余分な雑

味や飲んだ後の重さを取り除いた素晴らしい一杯と

なりました。正直なところ、水でここまではっきり

と味が変わるとは、と驚きました。

　今回行ってみた銘水２か所は、いずれも訪ねやす

く、気軽に汲める美味しい水です。自然の恵みと管

理されている方々に感謝しながら、美味しい水を一

杯いただくと、心身に潤いが戻ってくる気がします。

皆様もぜひ一度お試しください。

区西部に所在しています。西ノ京銅駝町では『銅駝

の水』は汲めません。どうぞお間違えなきように。

　ペットボトルの蓋をしっかり締めたら、『銅駝の

水』に別れを告げ、もう１つの銘水に向かいます。

夷川通をひたすら西へ。油小路通まで来たら南へ。

綾小路通を経て、醒ヶ井通へ。そう、もう１つの銘

水は『醒ヶ井水』です。

　『醒ヶ井水』を知ったのは、茶道を嗜む友人がお

茶事のために汲みに行くというので、連れて行って

もらったのが始まりです。どんな場所に汲みに行く

のかと思ったら、超のつく街中だったので驚きまし

た。

　さあ、こちらが『醒ヶ井水』です。醒ヶ井通四条

上る、数メートル先はひっきりなしに人や車が行き

かいます。しかし、そんな場所にしっかりと美味し

い水が湧き出ているのです。

　こちらも気にしなければ通り過ぎてしまいそうで

すが、『醒ヶ井水』の説明や森下仁丹の町名表示な

どがあり、清冽なお水が常にかけ流されています。

　老舗の京菓子司「亀屋良長」さんが、管理されて

いる『醒ヶ井水』は、誰でも気軽に汲むことができ

ます。享和３年（1803年）に亀屋良長初代店主の文

平さんが、和菓子作りに適した水を求めて四条醒ヶ

井に店を構えたそうです。以来、お店の歴史と共に

町名表示板

醒ヶ井水界隈

醒ヶ井水

 寄ってみた行ってみた  寄ってみた行ってみた
広報委員　加川 裕介
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　今年は聖徳太子の没後1,400年と言うことで、「太子

道」を取りあげてみます。

　奈良県にも、かつて聖徳太子が斑鳩から明日香へ

通ったという伝説が残る筋違い道（太子道）がありま

す。こちらの方が由来としてはありえそうな気がしま

すが、今回は京都の「太子道」です。

　時代的に言うと、京都の西方に居住していた渡来人

の秦河勝が603年に聖徳太子から下賜された仏像を安

置したお寺が「蜂岡寺」で一般的には「広隆寺」と言

われています。

　この時点ではまだ太子道とは呼ばれていなかったと

思うのですが、当時の仏教信仰により京都にも色々な

渡来人がお寺を創建しており、それなりの道は出来て

いたと思います。

　794年平安遷都があり、平安時代になってから都の

貴族や庶民が広隆寺にお参りに行くようになり、仏教

信仰からやがて聖徳太子信仰となり「太子詣で」と呼

ばれるようになったと言われています。

　それでは、「太子道」を探索しましょう。

　太子道は旧二条通と言わ

れており、千本通の辺りが

東の端と言われていますが、

もう少し東まであったので

はないかとも言われていま

す。平安時代では平安宮（大

内裏）の談天門から平安京

の西の端まで真っ直ぐ延びる「大
おおいのみかど

炊御門大
おお

路
じ

」の跡が

旧二条通のようです。バス停でいうと千本旧二条、昔

は出世稲荷神社前だったと思いますが、神社は経営難

で2012年に大原の地に移転して、バス停は今の名称に

なっています。

　ここから西へ向かってどんどん進みます。住宅街を

抜けて西大路通の手前で少し寄り道をしましょう。西

大路通の一筋東の道を200ｍほど下がった東側に「市

五郎大明神神社」と言う場所があります。豊臣秀吉が

築いたお土居の一部が残されています。この場所が信

仰の対象となっていたため開発を免れたようです。

　道からは高さ３ｍくらい土手が残っており、上から

眺めると直ぐ西側も民家が並んでいます。

　太子道に戻り、西に向かいます。

　西大路太子道の交差点は

新二条通と旧二条通を含め

て信号がついていますが、

北側の一方通行の道が旧二

条通です。

　西大路通を越えて佐井通（通称　春日通）の南東の

角に「壷井地蔵尊」があり、下には井戸があります。

　由緒書きを読むと、奈良時代の高層行基僧正が井戸

を見つけて民衆のために施した、とされています。そ

の後この場所は太子道、丹波道の主要街道でもあった

ため、お茶を振舞う憩いの井戸でもありましたが、こ

の辺りは平安時代の後半になると処刑場となり、罪人

に末期の水を与える井戸でもありました。

広
報
委
員
　
平
野 

　
烈

太
子
道
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　井戸は枯れていますので、自動販売機でお茶を買っ

て、さらに西へ向かいます。

　くねくねとした道には商店が立ち並んでいますが、

商店はほとんど閉められていてシャッター商店街と

なっています。

　葛野大路通の少し手前で旧二条通は二股に分かれて

います。真っ直ぐな道は凄く狭くなり、南へ行く道が

太子道です。

　そこから右や左へ折れ曲がり御室川を越えれば 

「木
このしまにます

嶋坐天
あま

照
てる

御
み

魂
たま

神
じん

社
じゃ

」に到着します。境内本殿の東

側に秦氏ゆかりの蚕
こ

養
かい

神
じん

社
じゃ

も祭られていることから

「蚕ノ社」とも呼ばれています。本殿は古くから祈雨

の神として信仰されており、境内の左奥には三柱鳥居

が立っており、その奥は元糺の森で下鴨神社より古く

から存在しています。

　三柱鳥居は今でこそパワースポットと言われますが、

なぜ鳥居が三角形をしているかはいまだに謎とされて

います。

　一説には秦氏の聖地である双ヶ岡（秦一族のお墓）・

松尾山（松尾大社の神体山）・稲荷山（伏見稲荷大社

の神体山）の位置を指しているとも言われています。

　蚕ノ社をもう少し西に行くと、三条通に合流し、も

うしばらく歩くと終点、「広

隆寺」のある太秦です。

　広隆寺に安置されている

仏像こそ、秦河勝が聖徳太

子から下賜された「弥勒菩薩半跏思惟像」で、国宝第

１号に指定されています。

　中でも奥の院である「桂宮院本堂」は聖徳太子を祀っ

ている八角堂で太子詣での対象となっている場所です

が、残念ながら非公開となっています。

　霊宝殿に入館しま

した。弥勒菩薩半跏

思惟像を中心に四天

王、十二神将、秦河勝

夫婦像等、国宝・重

要文化財の仏像が沢

山安置されています。

　何やら厳かな雰囲気で心休まる思いがしました。

システムの特長は
こちらの動画を

スマホでご覧ください！
ナビゲーターさくらが
ご案内します

利用見込先紹介制度

大同生命グループ

壷井の井戸

三条通

御池通

新二条通

旧二条通

市五郎大明神神社

平
安
京
の
西
の
端

平
安
宮
談
天
門天

神
川
通 佐

井
通

西
大
路
通

葛
野
大
路
通

御
前
通

千
本
通

広隆寺

太子道
蚕ノ社

卍

朱雀門
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理事会報告�▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第４回理事会
　令和３年度第４回理事会を令和３年12月16日（木）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３名　相談役４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18名、法人２社、賛助会員15名の加入を承認。承認の結
果、個人組合員は1,182名、法人組合員152社、出資金額7,218万円、
賛助会員464名、加入率は83.4％となった。
 （申込順・敬称略）

（個人組合員）
○村山　雅啓（東山） ○築地　真弘（中京）
○浅井　悠太（中京） ○白井　敦子（下京）
○森本　順也（中京） ○國谷　和正（宇治）
○玉田　篤志（上京） ○田川　正一（上京）
○山本　雄士（右京） ○片岡　卓也（中京）
○海老原英幸（中京） ○石黒　大地（宇治）
○楠野　理史（伏見） ○門坂　聡太（中京）
○小倉　　毅（上京） ○渡邉　敬之（中京）
○西本　英明（宇治） ○笹岡弘太郎（下京）

（法人組合員）
○N&F・パートナーズ税理士法人（中京）
○税理士法人吉本事務所（右京）

（賛助会員）
○久内　圭介（伏見） ○中村　　陽（中京）
○田中　英弘（上京） ○中山　航太（左京）
○永谷　昌之（下京） ○清野　裕子（中京）
○西山　伸男（中京） ○松原絵里子（伏見）
○藤岡　保将（中京） ○吉田　正史（上京）
○谷口　雄高（中京） ○漆谷　光晴（中京）
○中野　仁資（中京） ○石黒　　賢（中京）
○吉本　幸雄（右京） 

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○片岡　卓也（中京・脱退【組合員へ移行】）
○渡辺　真一（下京・脱退【茨木支部へ転出】）
○井上　敏男（下京・脱退【逝去】）

第３号議案　�電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事
務処理規程新設承認の件

第４号議案　�【常務理事会決議事項、理事会決議報告】�
50周年記念事業特別委員会�
概要説明及び委員会構成員承認の件

第５号議案　役員の自己取引（税務便覧報酬）支払承認の件

第６号議案　�会館大規模修繕・館内LED化・エントランスバリ
アフリー化　各工事承認の件

第７号議案　�新規提携企業候補（６社）承認及び既提携契約内
容（２社）変更の件

【報告事項】
（保険部門）
保険第一委員会
　①営業社員・登録代理店・紹介税理士
　　秋キャンペーン実施について
　②10月６日（水）登録代理店・紹介税理士研修会開催報告
　③ 12月13日（月）大同保険推進協議会【北陸税協連】開催報告

保険第二委員会
　①全税共第36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28日（金）表彰式・祝賀パーティー開催について
　② 税理士VIP代理店施策（代理店登録［Z1］・年度末）につ

いて
　③９月29日（水）日本生命VIP登録代理店推進協議会開催報告
　④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28日（木）事業推進協議会開催報告
　②12月８日（水）
　　埼玉県税理士協同組合との協議会【WEB会議】開催報告
　③令和３年分税務便覧販売状況報告

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、年末年始弔事等緊急連絡対

応について
　③10月29日（金）（両丹地区：11月15日（月））
　　支所会計担当者会議開催報告
　④教育情報図書申込結果について
　⑤寄託報告

法規委員会
　・委員会活動報告

広報委員会
　・「京税協」174号発行状況報告

地区連絡委員会
　①10月29日（金）支所合同協議会開催報告
　②11月15日（月）両丹懇談会開催報告
　③来春厚生行事の実施について
　④ 来春大同生命チャリティーゴルフコンペ（兼両丹ゴルフ）

について
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11・26

研修・短期講座
　「不動産譲渡所得と贈与税の実務に当たっての
　基本事項～特例適用のチェックポイント～」
　講師：片岡隆行先生
　参加：19名

12・１
法規委員会
�（電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処
理規程について）

12・６ 正副理事長会

12・８ 埼玉県税理士協同組合との協議会【WEB会議】

12・９

研修・勉強会
　「税理士のための国税通則法の学びなおし第３回」
　（全４回）
　講師：立命館大学法学部教授　安井栄二先生
　参加：24名

12・13 大同保険推進協議会実務者会議
　於　ホテル金沢

12・15 地区連絡小委員会
（創立50周年記念ゴルフコンペについて）

12・15
研修・短期講座
　�「税理士が知っておくべき法人を取巻く無償取引の税務」
　講師：村井淳一先生
　参加：65名（オンデマンド申込含む）

12・16 常務理事会・理事会・厚生会役員会

12・22 広報委員会（第175号編集割付）

12・28 仕事納め

令和３年

令和４年
１・４ 仕事始め

１・７ 広報委員会（第175号ゲラ校正）

１・13 支所支所会計【中間収支報告書】確認日
　（福知山・宮津・舞鶴・峰山）

１・13 広報委員会（第175号ゲラ校正）

１・13

研修・勉強会
　「税理士のための国税通則法の学びなおし第４回」
　（全４回）
　講師：青山学院大学名誉教授・弁護士　三木義一先生
　参加：24名

１・14 常務理事会

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

１・17 エヌエヌ生命との個別業務推進協議会

１・17 研修委員会【書面決議】
（第18回会館建設記念講演の講師再選定について）

１・18 支部連・京税協共催　新春講演会
　於　ウェスティン都ホテル京都

１・19 支所会計【中間収支報告書】確認日
　（下京・左京・伏見・宇治）

１・20
研修・短期講座
　「最近の金融経済情勢」
　講師：日本銀行京都支店長　勝浦大達氏
　参加：30名（１月13日現在）

１・24
50周年記念事業特別委員会（以下「50周年」と表す）
式典小委員会（記念式典の開催とタイムスケジュール
について）

１・24 50周年表彰委員会（表彰基準の検討）

１・25 50周年総務委員会（記念式典来賓・招待者の検討）

１・25 50周年会計委員会（記念式典予算の検討）

１・25
研修・短期講座
　「令和３年分所得税確定申告の留意点」
　講師：松田昭久先生
　参加：62名（１月13日現在）

１・25 「京税協」第175号発行

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

新新たたなな機機能能をを追追加加しし利利便便性性がが向向上上  
●お申込み時に必要な書類はアップロードして提出することができます（※）。 

●入力途中の情報を一時保存して、手続きを中断・再開することができます。 

イインンタターーネネッットト申申込込へへののアアククセセスス  

 

 

 

 

 

 

イインンタターーネネッットト申申込込のの操操作作方方法法にに関関すするる説説明明  

 

※ 審査の結果、関与先の事業者さまのご希望に沿えないことが 

ございます。 

日本公庫のお借入れをご検討中の関与先の事業者さまに、 

「インターネット申込」をご案内ください。 

「「イインンタターーネネッットト申申込込」」のの３３つつののポポイインントト 

（※）確定申告書・決算書一式のＰＤＦファイルを、事前に関与先

の事業者さまにお渡しいただけますと、スムーズなお手続きが

可能となります。 
日本公庫 検索 

 

おお申申込込みみははネネッットトでで完完結結！！来来店店・・郵郵送送はは不不要要  
 

  

２２４４時時間間いいつつででももおお申申込込みみがが可可能能  
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保険第一委員会
大同保険推進協議会実務者会議

開催日

場 所

令和４年８月10日（水）
ウェスティン都ホテル京都

※第11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 50回 通 常 総 会
創立50周年記念式典

◎提携企業について
・12月16日より
〈新規提携〉
・有限会社ニッケイ：
　　　�業務用空調機器の販売及びそれに伴う工事・メンテ

ナンス管理・修理
・株式会社JCM：車買取サービス
・株式会社FPG：�
　　　�１．リースファンド　２．不動産ファンド　
　　　�３．保険事業　４．M&A　５．Fin�Tech事業
・住友不動産販売�株式会社：
　　　１．不動産の売買、賃貸の仲介�
　　　２．コンサルティングなどの業務委託
・株式会社日本エスコン：分譲マンションの割引販売
・株式会社白洋舎：
　　　�集配サービスクリーニング（亀岡以北は宅配便）

〈提携内容変更〉
住友林業株式会社
　旧：戸建、集合住宅の建築、増改築工事の請負
　　　特典　建物本体価格（税抜）×３％割引
　新：�戸建、集合住宅の建築、増改築工事、分譲住宅、大

型木造建設の請負
　　　特典　��建物本体価格、工事価格（税抜）×３％割引
　　　　　　�分譲住宅は販売価格の２％割引（一部対象外

商品あり）
株式会社公益社
　旧：特典　祭壇価格×15％割引
　　　（特典対象）�組合員と２親等迄の親族、�

組合員の顧問先
　新：特典　祭壇価格×10％割引
　　　（特典対象）�組合員と２親等迄の親族、�

組合員の顧問先�
組合員の紹介による第三者

事業委員会からのお知らせ

� ※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）

　ホテル金沢に於いて、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。

チャリティー募金
寄託のご報告

12月13日（月） 12月16日（木）

　毎年恒例のチャリティー
募金寄託は、河村澄子副理
事長と村中研治専務理事が
社会福祉法人京都府共同募
金会を訪問し、194,000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40回目、総額19,198,575円
となった。
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