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❖新春講演会

アアフターコロナフターコロナのの経済動向経済動向とと
経営戦略経営戦略のの方向性方向性

慶 應 義 塾 大 学 大 学 院　
メディアデザイン研究科 教授 　岸

きし

　博
ひろ

幸
ゆき

	氏　プロフィール

2021年に菅政権で内閣官房参与。
評論家として「ミヤネ屋」（読売テレビ）、「全力！脱力タイムズ」（フ
ジテレビ）などでコメンテーターを務める他、エイベックス顧問、
バンダイナムコエンターテイメント・アドバイザー、総合格闘技
団体RIZINアドバイザー、大阪府市特別顧問、福島県楢葉町顧問、
文化審議会委員などを兼任。

1962年東京生まれ。
1986年に一橋大学を卒業して通産省（現経産省）入省。
1992年コロンビア大学ビジネススクール卒業（MBA）。
小泉政権で経済財政政策担当大臣、金融担当大臣、総務大臣など
の補佐官・政務秘書官を歴任し、不良債権処理、郵政民営化など
の構造改革を推進。

講師　岸　博幸 氏

　令和４年１月18日（火）ウェスティン都ホテル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。

　講師には岸博幸氏をお迎えし「アフターコロナの経済動向と経営戦略の方向性」と題

してご講演頂きました。

　今回はコロナ感染予防のためZOOMでも講演会に参加可能でした。また現地参加の

先生方にはマスク着用、各テーブルに一人ずつ座るよう対策されていました。

　講演はパワーポイントなし、資料やスクリーンもなしで「人間の集中力は90分も続か

ないので後半は質疑応答にして皆さんの気分を変えていきたい」というスタイルでした。

　この度の講演で、コロナ前から経済は良かったのか、なんでもコロナのせいにしてい

るのではないか、と考える良い機会を得ることができました。

� （広報委員　坂　巧美）

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

日時　�令和４年１月18日（火）�
15時30分～17時

場所　ウェスティン都ホテル京都
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朝日生命 京滋支社
田中雅人支社長

日本生命 京都西支社
榎園博支社長

日本生命 京都支社
田中信也理事支社長

ジブラルタ生命 京都支社
日野好隆支社長

【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� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 米満美由紀� 他１名
金　　　　　賞� ジブラルタ生命保険株式会社� 京都支社� 桐本　　厚� 他５名
銀　　　　　賞� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 宮園　京子� 他５名
銅　　　　　賞� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社� 森　　明美� 他39名
努　　力　　賞	 日本生命保険相互会社	 京都西支社	 福田一二三	 他10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32名

◎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８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
─京税協施策─
優 秀 支 社 40� 朝日生命保険相互会社� 京滋支社

◎年間表彰
全税共年間賞B� ジブラルタ生命保険株式会社� 京都支社� 平田　武司�
年 間 10 億 賞� ジブラルタ生命保険株式会社� 京都支社� 平田　武司�
年 間 ５ 億 賞	 日本生命保険相互会社	 京都西支社	 足立　晴美	 他２名
年 間 ３ 億 賞� 日本生命保険相互会社� 京都支社� 橋本　茂子� 他３名

◎プレキャンペーン表彰
プレキャンペーン賞� ジブラルタ生命保険株式会社� 京都支社� 平田　武司� 他23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� 西野　健次� 他４名

　全税共「第36回全国統一キャンペー

ン」優績営業職員表彰式は、オミクロン

株による新型コロナウイルス感染症の

拡大が顕著であったため、受賞者等の

安全確保の観点に鑑み、昨年に続き集

合形式での開催を断念した。

　中江理事長以下保険担当役員が、御

礼を兼ねて生命保険会社支社長を訪問

し、表彰状、記念品等の授与を行った。

　併せて、既に展開中の「年間表彰キャ

ンペーン」の周知も行った。

令和４年２月１日（火）・３日（木）

全税共 第36回全国統一キャンペーン 優績営業職員表彰式
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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！日帰りツアー京都
再発見！

びわ湖疏水船 
初体験！
上京支所　近藤 明夫

　今年の旅行は、日帰り旅行として２日間に分けて、３コー
スの選択で企画して頂き、私はびわ湖疏水船に乗り蹴上イ
ンクラインへ、そこから南禅寺を散策する “Aコース” に
参加しました。
　11日（月）８時京都駅に集合し、観光バスに乗車し、び
わ湖疏水船大津乗船
場に到着しました。
案内ビデオを見た後
に30分毎２隻に別れ、
約55分間の乗船体験
をしました。若手男
性ガイドさんの楽し
い話を聞きながら、

ゆったりとした気分を
味わうことが出来まし
た。
　蹴上インクラインに
到着し、南禅寺水路閣
を地域ガイドさんの興
味深い話を聞きながら、
ゆっくりと散策しました。
　その後に七代目小川治兵衛作の日本庭園で明治29年に造
営された “無鄰菴” を見学し、小川や里山の景色を原寸大
で表現する自然主義的な庭を体験しました。
　予定された見学が終わりレストランひらまつ高台寺にて
本日３コースでの参加者全員が集合し昼食を頂きました。
昼間から素晴らしいコース料理を味わい、コロナ感染対策
のいきとどいた部屋で懇親を深めることが出来ました。
　今回の日帰りツアーを企画しお世話をして頂きました役
員及び委員の方々に心より御礼申し上げます。ありがとう
ございました。

特別拝観
4月10日（日）・11日（月）令和４年

日帰りツアー京都
再発見！

バス 　船 　徒歩 

Ａ
コース

 貸切バス  びびわ湖疏水船 
※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無無鄰菴②疏疏水記念館③蹴蹴上インクライン）  

昼食
ひらまつ高台寺

Ｂ
コース

 特別拝観  徒歩 特別拝観  貸切バス 特別拝観  貸切バス
月月真院（お呈茶）  岡岡林院（お庭散策）  東東福寺  

Ｃ
コース

 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  東東福寺  月月真院（お呈茶）  岡岡林院（お庭散策）  

月月 真 院 岡岡
こうこう

林
りん

院
いん

東東 福 寺
庭庭本堂本堂

通常非公開 通常非公開

苔のお庭苔のお庭

通常非公開通常非公開

通天橋通天橋三門三門法堂 天井の蒼龍図法堂 天井の蒼龍図 方丈八相の庭方丈八相の庭

日
帰
りツ
ア
ー

京
都 再発
見
！

日帰りツアー 京都
再発見！

組合創立50周年記念事業

Ａ
コース

日帰りツアー 京都
再発見！
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京都日帰りツアーに 
参加して
中京支所　田尻 泰子

　２年振りに開催の厚生事業に参加しました。
　私が参加したツアーは、Bコースで午前９時にTHE�
SODOH前で集合し先ず「月真院」を訪れてお抹茶を頂き
その点て方を教わり私がご披露することになり緊張の中初

体験をさせて頂きました。次
に「岡林院」へ移動しお坊さ
んの説教を拝聴し、座禅中に
肩を叩く木製棒（警策）で肩叩
かれ体験を３名の先生がされ
ました。横で見ていますと痛
そうだなと思いましたが、痛
く無かったとのことでした。
　次にバスで「東福寺」へ移
動し通常は非公開となってい
る法堂・三門、通天橋・八相の
庭等を拝観しました。印象深
かったのは三門内部の柱に描
かれていました龍の絵がシンガ

非日常の京都

東山支所　名古 千尋

　えっ⁉京都ツアー？なんで今更…。でも、京都検定１級
に７回落ちてようやく諦めたほど大の京都好きな私には、
行かないという選択肢はありませんでした。
　京都駅で集合し、まずは観光バスに
乗り東福寺へ。そして高台寺塔頭の月
真院と岡林院を拝観し、ひらまつ高台
寺で他のコースの方々と合流して美味
しいお昼ご飯を頂きました。普段は拝
観できない仏様を拝ませていただいた
り、ありがたいご住職のお話を聞けた
りと、盛りだくさんな旅でした。
　中でも印象的だったのは月真院の茶
道体験です。お庭に面した広間で、本
格的なお点前を拝見させていただきま
した。鮮やかな新緑の向こうには、ミ
ニチュアのような八坂の塔も見える贅
沢な空間です。静かなお茶室に座り目
を閉じると、音が際立つようでした。

ポールのマーライオンの原型となっ
たのではないかとの説明でした。
　最後にお食事会です。「レスト
ランひらまつ高台寺」にてフル
コースのランチを頂きました。
　今までに味わったことのない美
味しいお料理でした。個人的にま
た行ってみたいと思います。
　最後になりましたが今回の企画
をご準備された役員の先生方に心
よりお礼申し上げます。また次年
度は定番の一泊旅行が開催されま
すよう願っております。ありがと
うございました。

柄杓からお湯がこぼれ落
ちる音。コトンとお釜に
柄杓が戻され、さらさら
とした茶筅の音が響きま
す。時折遠くからホーホ
ケキョとのどかな声も。
長らく忘れていた非日常
に身を置くことの心地良さを思い出しました。
　なかなか旅行には行きにくい昨今ですが、身近にこんな
素敵な所があることを再発見できました。ありがとうござ
いました。

Ｂ
コース

日帰りツアー 京都
再発見！

Ｃ
コース

日帰りツアー 京都
再発見！
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　まず冒頭に「海洋冒険家の辛坊です」と自己紹介をされ、
会場から笑いがおこると「ウケて嬉しいです」と。
　今回の講演で話してくださったたくさんのお話のどれに
も共通するテーマは、「世の中デマが蔓延っているので注
意して！」でした。
　2013年の海難事故時に番組企画のための横断だったと言
われていたのはデマ。反ワクチン派と言われているのもデ
マ。
　ウクライナやロシアのこと、コロナウイルスや子宮頸が
んワクチンのこと等色々なお話をしてくださり、世の中デ

　令和４年４月15日、長年テレビ、ラジオ、出版等を通じてジャー

ナリストとして活躍し、現在はニッポン放送などでパーソナリ

ティをつとめておられる辛坊治郎氏を講師に迎え、2021年に成功

されたヨットでの太平洋単独無寄港往復横断のお話などを楽しく

ご講演いただきました。

マが蔓延っているので、ネットその他の情報に惑わされず、
自分で情報を集め、自分自身で考えて判断することが大事
であり、裏が取れていて確実なものを一つ一つ積み上げて
いくことが重要であるとお話ししてくださいました。
　そして知らず知らずのうちにだまされていることもある
ので、世の中で当たり前と思われていることを当たり前と
思ってはいけないと締めくくられ、最後までためになる興
味深いお話ばかりであっという間の１時間半でした。
� （広報委員　中元亜紀）

辛坊 治郎�氏

開催日　令和４年４月15日（金）
場　所　京都税理士会館３階 京税ホール

講　師　�元民放解説委員長�
海洋冒険家

第 18 回	 会 館 建設記念講演
組合創立50周年記念事業

荒波を越えて明日を生きる

元民放解説委員長　海洋冒険家　辛
しん

坊
ぼう

 治
じ

郎
ろう

 氏

長年テレビ、ラジオ、出版等を通じてジャーナリストとして活躍。2021年にヨットで太平洋単独無寄港往復
横断に成功。現在、ニッポン放送などでパーソナリティをつとめる。

～政治、経済の明日を見通すには～
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　中江理事長以下３名の役員が名古屋税理士協同組合
を訪問し、主に保険事業施策の実施状況などに関して、
鈴木朋宏理事長以下４名の担当役員と活発な意見交換が
なされた。

名古屋税理士協同組合との協議会
２月10日（木）

　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８日（火）

　昨年10月～12月に実施された「秋キャンペーン」につ
いて、中江理事長以下保険担当役員より、最高位入賞者
である京都支社の米原幸子様に賞品が贈呈された。

保険第一委員会
大同生命営業社員 
秋キャンペーン賞品贈呈

３月30日（水）

　厚生会との共催により、フォーチュンガーデンキョウト
で開催された。
　出席者の自己紹介、今年度の業務推進・業績推移の報
告がなされた後、新年度施策が発表された。
　協議会終了
後、同会場で
懇親会が開催
され、参加者
が相互に親睦
を深めた。

保険第一委員会
大同生命との連絡協議会

４月26日（火）
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　京税協では厚生会を含め多数の企業と提携しております。
　各企業の特典内容は毎年発行の「提携企業便覧」に掲載させてい
ただいており、「京税協」では、提携企業からコラムを募り掲載し
ております。
　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？ご一読くださり、是非ご利
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

はじめまして！

　みなさんはじめまして！株式会社白洋舍関西支店の中尾
匠と申します。この度は提携企業に加えていただき、誠に
ありがとうございます。白洋舍の理念でもあります「人々
の清潔で、快適な生活空間づくりへの貢献」を目指し組合
員・賛助会員様の生活のお役にお立てればと思います。

　さて、この度はコラム掲載と
言う場をいただきましたので私
の趣味を中心に自己紹介をさせ
ていただきたいと思います。
　大阪府枚方市生まれ枚方市育
ちで、枚方市で結婚式を挙げ枚
方市にマイホームを構えた生粋
の枚方人であります。
　私の趣味は、時刻表片手に鉄
道に乗り、行った現地でおいし
い特産物をアテにおいしいビー
ルや地酒を飲む事！いわゆる『乗

り鉄』に『飲み鉄』とい
われているやつですね。
　この１枚は、富山県
のJR氷見線『雨

アメ

晴
ハラシ

海岸』
での１枚になります。雄
大な立山連峰をバックに
通称『たらこ電車』が駆
け抜けるショットです。
ここまできれいに立山連
峰が姿を見せてくれる日
は少なく私の大好きな１
枚ですね。
　この後は氷見に向かいおいしいお寿司においしい地酒を
堪能いたしました。そのお写真を載せられなくて残念です
が。
　またコラム掲載の機会がございましたら、今度は列車と
素晴らしい景色がコラボした１枚と合わせ、おいしいお酒
に肴のお写真もお届けできればと思います。

株式会社白洋舍　関西支店

営業課

中
なか

尾
お

 匠
たくみ

プレミアムな輸入車レンタカーで 
上質なひとときを、いつでも気軽に。

　（株）マツシマホールディングス　レンタカー事業部の
小林と申します。
　私の出身は京都市伏見区で現在は京田辺市から出勤して

います。
　マツシマホールディングスに
はアルバイトとして勤務してい
ましたが、車好きが高じて、1988
年に正式に入社いたしました。
　当時所属は中古車部でした。
お客様の下取り車を再販できる
レベルにまでする中古車再生を
中心にしておりました。
　営業を支援する部署や貿易部、
ボルボ店の責任者など、さまざ
まな部署を経験して、2015年、
マツシマホールディングスレン

タカー事業部を開業することとなり、現在、バジェット・
レンタカー京都西五条店、京都宇治店　両店舗で店長をさ
せて頂いております。
　趣味はゴルフです。
　休みの日には家族や友人、同僚、他社の方々とラウンド
しております。
　また、ゴルフギヤマニアでもあり、素材、鋳造、研磨な
どにこだわった日本のアイアン研磨職人が削ったアイアン
が大好きです。
　鉄の種類だけでも色々あり、打感、打音、スピン量など
が大きく変わってきます。
　車も同様だと思っております。各ブランドコンセプトに
より味付けが大きく違います。
　こだわりのある、プレミアムな輸入車を是非、体感くだ
さいませ。
Mercedes-Benz/�BMW/�Audi/�MINI/�Volkswagen/�
PORSCHE/�smart
　輸入車ブランドはもとより、バラエティー豊かな車種を
取り揃えております。

株式会社マツシマホールディングス

バジェット・レンタカー
京都西五条店・
京都宇治店（両店）

店長　小
こ

林
ばやし

裕
ゆう

二
じ

7

【8】 令和４年（2022年）５月25日



はじめまして、FPGの小林です。

・株式会社FPGについて
　弊社は設立以来、独立系企業として5,700を超える会計
事務所様とのネットワークを軸に、企業様には課税繰延の
航空機・船舶のオペレーティングリース、個人様には相続
税対策の不動産小口化商品等、各種金融商品・サービスを
提供しております。顧問先様への各種金融商品等のご提案
に際して、弊社をご活用ください。

・営業担当について
　身長約２メートルの小林です。この身長のおかげで、コ
ロナ禍のマスク生活が続く中でも、お会いした取引先の
方々からシルエットによってFPGの営業担当者だと認識い

ただけております。また、趣味
のゴルフでは遠心力を生かした
スイングでドライバーの飛距離
は300ヤードオーバー、他のク
ラブの番手においても飛距離だ
けはプロ並みです。しかし、安
定感がなくOBも多発するため
スコアはなかなか伸びず、現在
はアベレージ90台を目標に鋭意
努力中です。今後、ラウンドを
ご一緒いただける先生方がい
らっしゃいましたら大変嬉しく
思います。ゴルフだけでなく、仕事にもしっかり励んで参
りますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社FPG

大阪支店

主任　小
こ

林
ばやし

洋
よう

平
へい

生活提案も是非住友林業グループにお任せください！

　こんにちは。住友林業石橋と、１月より貴組合をご担当
させていただきます、住友林業ホームテック（リフォーム
部門）伊豆と申します。宜しくお願いいたします。
　弊社は２月より提携内容が充実し、更にご相談し易くな
りました！詳しくは組合へお問い合わせ下さい。
　「Treeing」をテーマに長澤まさみ・加瀬亮出演のCMに
て様々な生活提案も行っていますので是非ご覧くださいね。
ご相談お待ちしております。
〈自己紹介〉
【石橋】私は最近、ボタニカルインテリアにはまっており
ます。おうち時間も多い中、植物は自分の気持ちを盛り上
げてくれます。観葉植物だとシェフレラやモンステラ等が
育て易く見た目も良いのでお勧めです。また、最近インス
タグラム等でよく見るふわふわした穂を持つ「パンパスグ

ラス」を玄関に立てかけて
もシックでお洒落ですよ。
【伊豆】
　本年１月より関西エリア
担当となる伊豆と申します。
元々住友林業社員として関
東におりましたが、７年前
にホームテック社に移りま
した。ロードバイクで走る
ことが好きなのですが、最
近は特に散歩にはまってい
ます。天気の良い休日は５
～20km歩く時もあり、見慣れた街、初めての場所で色々
な発見を楽しんでいます。京都は歩くほどに良さが深まる
エリアだと思いますので今から楽しみにしています。皆様
ぜひ、穴場スポットを教えていただければ幸いです！

住友林業株式会社／住友林業ホームテック株式会社

住友林業
ホームテック（株）
営業推進部

副部長

伊
い

豆
ず

秀
ひで

臣
おみ

住友林業（株）
営業推進部

主任

石
いし

橋
ばし

茉
ま
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か

クルマの査定・売却は是非JCMへ！

　この度新規加盟致しました、株式会社JCM大阪支店の
中野です。大阪出身、昭和63年生まれの元気いっぱい33歳
です。愛車は平成４年式の今年30歳を迎える国産車で、日
本でもドイツのようなヒストリックカーの優遇税制が導入
されないものかと叶わぬ夢を見ております。
　さて、当社は銀行・信販会社・生損保会社・中古車業界
団体などの出資提携により1984年に設立された会社です。
一般的な中古車買取業と違いメディア戦略での集客をして
おらず、行政機関・各組合・大手企業などと提携いただき、
愛車を処分したい皆様の相談先として当社をご紹介いただ
いております。提携いただいている団体数は現在約1300を

数えます。
　関西でもマイカーのご売却や、
相続にともなう車の財産価値の
算出の際など、多くの税理士や
弁護士の先生方にご利用いただ
いております。
　当社は北は札幌から南は福岡
まで拠点がございます。京都エ
リア以外であっても全国対応致
しますので是非お声掛けくださ
い。ご相談ご連絡お待ちしてお
ります！

株式会社JCM

自動車グループ

中
なか

野
の

 誠
まこと
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