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　私は、税理士試験合格直後から、京税協の初代理事長で
いらした故廣瀬來三先生の事務所（現在の税理士法人広瀬）
にお世話になりました。
　來三先生は、シベリア抑留からの復員後に国税職員とな
られ、大阪国税局直税部法人税課や京都府内税務署に勤務
しながら立命館大学の夜間部に通学されるとともに、1953
年の第３回税理士試験に合格後、1955年に退官・税理士登
録された京都の税理士業界のパイオニア的存在でした。
　最初にお会いしたのは來三先生が70歳に対して私が23歳
の時であり、こともあろうに先生の決裁デスクの目の前に
背を向けて座っていたのですが、時折後ろから聞こえてく
る「もぅ、誰やこれやったんわ！」という独り言に過敏に
反応しながら執務していました。
　当時の來三先生は、京税協理事長職を含む税理士関係の
役を後輩に順次委ねられつつ、京都商工会議所の議員やラ
イオンズクラブ国際協会の地区ガバナーなどを歴任されて
いましたが、ご出張によって決裁デスクに幾重にも重なっ
た決裁書類や署名待ちの申告書は、翌週の月曜日に出勤す
ると見事に処理されていました。
　或る日、來三先生がバタバタと外出される直前、「大橋君、
これ返しとくわ。君がやったんやから、もう細かく見んで
もエエやろし」と言いながら先生のサインの入った決裁書
類を返却されました。
　そう仰いながらも、長年の経験に基づいて勘所はきちん
とチェックされているのは傍にいて承知しているのですが、
改めてそのような言い方で評価していただいたことを嬉し
く思っていました。
　京税協に関しては、私が税理士登録してすぐ、同じエレ
ベータの中で、來三先生に何気なく「京税協に加入します。
配当率が高いので」とお話したことがありました。
　その時、「京税協は創立してしばらくは財務状況が悪く
てなぁ。事務所の保険代理店の保有契約を組合に移管させ
て、組合の収益にしてたことまであったんやで」と言われ、
先達のご苦労を省みることなく不用意なことを言ったもの
だと恥ずかしい思いをしました。
　來三先生は、とりわけ以下の２点を口酸っぱく事務所職
員に訓示されていましたが、私の税理士歴が長くなるほど、

今更ながらにその言葉の奥深さを感じています。
１．�常に関与先企業の立場になって最高最大の努力をしな

さい
２．常に疑問を持って仕事をしなさい
　私なりに解釈させていただくとすれば、１．は単にサー
ビス精神の発揮のみならず、関与先に貢献するための専門
的知識・経験の蓄積についても求められているのでしょう
し、２．は監査で「職業的懐疑心」という言葉があるよう
に、疑問を持つ能力はプロフェッショナルとして不可欠な
素養とお考えだったのでしょう。
　最後に來三先生とお会いしたのは、私が税理士・公認会
計士出身者として国税不服審判所に民間登用される直前の
ことで、その時の「大したもんや、審判官は署長と同格や
で」のお言葉で、少しは先生にご恩返しをすることができ
たように思いました。
　そう思うのは、入社から５年が経過してやっと事務所の
戦力になってきた時に、「実は公認会計士になりたかった」
と言って退職しようとした際、來三先生が「実は僕も税理
士になってから会計士にもなりたいと思ってほんの一時期
やけど勉強してた時期があったんや。でも仕事が忙しく
なって諦めたんやけどな」と言って私を送り出していただ
いたご恩があるからです。
　最終出勤日の朝礼で、「私にもし『税理士としての基礎』
があるとすれば、それは全て広瀬事務所で教えていただい
たものです」とご挨拶しましたが、そんな自他ともに認め
る「税理士を育てる事務所」は今年４代目の所長（來三先
生のお孫さん）が就任されました。
　しかし、そのご挨拶状を拝見しながら、「果たして、來
三先生は、自らが２代目（初代は1930年に大阪で開業）に
位置付けられることを欣快とされているだろうか？『京都
事務所としては僕が初代やで』と思っておられるに違いな
い」と密かに決め打ちしています。
　奇しくも、「税理士試験の合格と国税経験を併せ持つ」
という１点だけは來三先生と似た経歴になった私は本年で
50歳を迎えようとしており、京都の税理士業界における先
生のご功績に思いをはせることがようやくできるように
なった気がしています。

〜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！

廣瀬來三先生のことば	
下京支所　大橋　誠一
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　永遠のものなどないということも薄々感じていたし、生
きてゆくことは失ってゆくことであるということを実感し
ているきょうこの頃である。

　最近、知人の訃報連絡が増えた。一方的な知人（主とし
て芸能人などこっちしか知らない人）についてもそうであ
る。
　平均寿命からすれば、まだまだずいぶんと先のことであ
るが、健康寿命からすればそう遠くない年代になっている。
　そういえば、体力や気力など、人生の上り坂で蓄えたも
のが、少しずつ剥がれ落ちていく感がある。
　と言っても、全く信じたくないことである。

　とある会合でスピーカーを果たしたことがある。比較的
高齢な方が多かったので「相続」の話をした。
　「想いをかたちに」争族とならないための被相続人の責
務についてである。

　　徒然草の一節を引用した。

　�　人は朝晩どうしても必要なものだけもっていたらよ
いと思う。
　�　道理をわきまえる者は、死んだ後に財物が残るよう
なことはしない。
　�　つまらない物を蓄えるのも無様だし、ましてや生前
執着した物も、死んでしまったら執着したことが空し
いものである。
　�　財物を残しても死後に争うのはみっともないことだ
から生きているうち欲しいと言っている人に譲ってし
まいなさい。

　この話は、残念ながら全く反応がなかった。よそ事の話
である。
　たぶん、皆薄々は気づいているが、永遠の人生を信じた
がっている。
　わかっていてもわからないふりをして生きていくのが人
生である。悲しいことであるが肯定する。

身死して財残る事は	
園部支所　大場　義博

日本公庫ダイレ
クト「お取引先
さま専用サービ
ス」を利⽤すれ
ば、各種証明
書がオンライン
ですぐに入手で
きます。

関関与与先先のの事事業業者者ささままににごご案案内内くくだだささいい。。

会員登録無料︕

お手続き簡単︕
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写真４

　確定申告も終わり、一安心していたある日、広報委

員として原稿を書かねばならないことを思い出した。

そう、すっかり忘れていた。しかも、毎号広報委員が

担当している記事は、『行ってみた　寄ってみた』と『京

のみち』があるのだが、どっちが僕の担当だったが思

い出せない始末。たぶん僕は『行ってみた　寄ってみた』

の方やったはずやけど…

　グタグタなのだが、元々帳尻合わせだけは得意である。

そうだ、国道162号沿いにドライブしよう。国道162号

線には京北・美山・福井県側の名田庄と３か所の道の

駅があるのでグルメ記事的な内容にしよう。出来れば

日本海に抜けて海の幸を満喫するのもいい。国道162号

線なら道なので『京のみち』でも使いまわしが効く！

麻雀で言えば両面待ちと自画自賛するが、しょせんコ

スい考えである。

　しかし結局、後日私は恥を忍んで事務局に聞いて自

分が『行ってみた　寄ってみた』の担当だったと知る

ことになるのだが。

　余談が長くなった。取材当日は高校の同級生で飲み

友達のK君と一緒に僕の車で出発した。K君を自宅まで

迎えに行き、国道162号線を走る。天神川通から福王子・

高雄を抜けて順調なドライブである。高雄では青モミ

ジが美しい（写真１）。

　１時間ほど車を走らせて最初に訪れたのが、南丹市

美山町のかやぶきの里の近くにある『道の駅美山ふれ

あい広場』（https://www.michinoeki.jp/eki/814/）。土

曜日の午前中で多くの車やバイクが停まっていた（写

真２、３）。料理ができるK君は『ふらっと美山』に入っ

て野菜や山菜を一生懸命選んでいた。僕は外で季節外

れの桜を見ながら屋台でジビエのメンチカツを衝動買

いする。自分で言うのもなんだが、まだ午前の11時過

ぎからガッツリ油ものである。しかし、少々メタボな

のにもかかわらず午前中から油モノを食うことで頭を

よぎる一抹の背徳感こそが一層美味しく感じさせるの

である。そもそも僕は高速道路のサービスエリアで売っ

ているようなご当地グルメには弱いのだ（写真４、５、

６）。

　再び、車に乗って海の幸を目指して車を走らせる。K

君は車の免許を持ってないので僕が終始運転する。そ

の間に昼飯を食う店を検索してもらう。『この道は西の

鯖街道とも言うやろ。鯖食べへん？』とK君を誘導する。

そう、鯖街道というキーワードは、万一『京のみち』

として文章を書く場合の布石なのだ。そんな僕の深謀

遠慮には一切気づく

ことなくK君が検索

して見つけてくれた

のが鯖の専門店。豪

華なランチを満喫す

る（写真７、８、９）。

	写真１

写真２ 写真３

写真５

写真６

写真７

 寄ってみた行ってみた  寄ってみた行ってみた
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ている。これまた快適である。

　そこから１時間近く車を走らせて『道の駅ウッディー

京北』に着く。ここは旧京北町なので現在は京都市右京

区に属している（https://www.michinoeki.jp/eki/929/）。

たぶん、京都市内唯一の道の駅ということになると思

う（写真14、15）。京都市の中心部からも近いので多く

の人が訪れていた。ここでお土産

用の野菜を少々買う。あと自分の

趣味でレトルトカレーを買う（写

真16）。後になって気づいたが、

これはどちらかというと美山で

売っているべきものである。まあ

いいか気にしないでおこう。

　ウッディー京北を出たら京都市内まで約１時間であ

る。車を走らせつつデーゲーム中継に一喜一憂していた。

晩春の楽しい一日であった。

　満腹になり帰路に着く。快適なドライブである。帰

路の最初に訪れたのが『道の駅名田庄』（https://www.

michinoeki.jp/eki/386/）。美山よりも規模が小さく地味

な感じだが、実は前からここに来たかった。自然薯を

使った蕎麦が美味しいのだ。海の幸で満腹になった後

なのでちょっと不安に思いつつK君に『蕎麦食おうと思

うけど、いける？』と聞くと、『大丈夫やで』と快諾さ

れてしまった。二人とも50歳を超えたと思えない食欲

だ（写真10、11、12）。ここでも何とか桜が残っており

蕎麦を食いながら景色を眺める。美山もそうだったが

山間部はやっぱり遅くまで桜が残っている（写真13）。

　さらに満腹になり、再び車を走らせる。ちょうど２

時になったので眠気覚ましにラジオでプロ野球のデー

ゲームを聞く。僕もK君も阪神ファンなので、喜怒哀楽

の方向性が一緒になるので変な気遣いは無用である。

今年の阪神は酷い成績だがこの日は優勢に試合を進め

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

写真８ 写真９

写真10

写真11

写真12

写真13

写真14 写真15

写真16

 寄ってみた行ってみた  寄ってみた行ってみた
広報委員　中井 康道
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「今日に続く道程」

　「君の前に道はない、君の後ろに道が出来る」

　僕がラジオにはまっていた小学生か中学生の時に、ラ

ジオのパーソナリティだった高石ともやさんに往復はが

きを出してサインをお願いした際に贈られてきた言葉だ。

　その時は、この言葉はと

もやさんの書いた詩くらい

にしか思っていなかった。

高村光太郎の「道程」をオ

マージュしたフレーズとい

うことに気が付いたのはそ

れよりずっと後になってか

らだ。

　そんなことをぼんやり思い出しながら、上賀茂通を

北上し上賀茂本通に向かって歩いていた。

　北山通から上賀茂本通に続くこの道沿いには、上賀

茂名物の「すぐき漬」を漬けている家が何軒かあり、

道を歩いていると敷地の中にすぐきを漬けるための樽

がいくつも並んでいるのを目にすることが出来る何と

ものどかな道で、僕のお気に入りの散歩道の一つだ。

　北山通から伸びるこの道を10分ほど歩くと、大田神

社前に出る。

　このまま北に少し行け

ば、かきつばたで有名な

大田神社だが、この交差

点を左に曲がり上賀茂本

通をさらに10分ほど歩い

ていくと、上賀茂神社の

鳥居が正面に見えてくる。

　先ほど見えた鳥居をく

ぐり、上賀茂神社の参道

を進んで行き二つ目の鳥居をくぐるとだんだん目指す

場所に近づいてくる。すると突然、湿った空気がどん

よりと雲の間から漂ってきて、「久しぶりだな」とぶっ

きらぼうな声が耳の中に木霊してきた。

　見上げるとその声の主は、大蛇を纏った大きな亀の

出で立ちで神社の上に浮かんでいた。

　そう四神の一人、玄武だ。

　平安京を作ったときから現在まで京都のこの上賀茂

の地にとどまっているのは、玄武の気まぐれらしいが、

その玄武がなぜ僕には見えてその上、会話まで出来る

のかは玄武にもよくわからないようだ。

　ただこれまでにもそういうことはあったらしく、

1000年以上前になるが陰陽寮の役人だった式神使いと

はとても気が合ったらしい。そう堀川今出川を少し下

がった堀川通の東側に祀られている、安倍晴明だ。

　もっとも平安京を造った桓武天皇とも通じるものは

あったらしく玄武を見ることが出来たり会話が出来た

わけではないけど、玄武のイメージを伝えることは出

来たそうだ。

　平安京が長安の都を倣って造ることになったのは、

自分がそう桓武天皇にイメージを送ったからだと、玄

武が以前話していた。

　「あー、久しぶり。今度、『京のみち』というテーマ

で原稿を書かないといけないから、ちょっと朱雀大路

の話を聞かしてくれない？」

　京都の道と言えば朱雀大路と思った僕は、朱雀大路

のことなら玄武以上に知っているものはいないと思い、

玄武に話を聞きに来たというわけだ。

　京都と言えば千年の都、言うまでもなく始まりは

794年の平安遷都だ。その平安京の特徴と言えば現代

広
報
委
員
　
清
水
　
仁
志

お漬物の樽

上賀茂本通
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にも残る碁盤目状に区切られた街並みで、その中心に

あったのが朱雀大路だが碁盤の目とは反対に今では面

影すらない。千本二条辺りに朱雀門跡の碑が残ってい

るくらいだ。

　朱雀大路を目の

当たりに見てきた

玄武が言うには、

平安京が出来た当

時の朱雀大路は大

内裏の中央から羅

城門へとまっすぐ

に伸びるとても広く大きな道だったそうだ。

　位置的には、いまで言う千本通にあたる。文献によ

ればその幅83.56m（28丈）、現在の千本通は道幅が

25m（歩道含む）なので約3.3倍になる。

　この数字が正しいのか玄武の話からだけでは確証を

得られないが、とにかく広い道だったということだけ

は間違いなさそうだ。

　玄武が言うには、平安京の朱雀大路と平城京の朱雀

大路は、時空でつながっているらしい。

　確かに平城京の朱雀大路を北に伸ばしていけば、位

置的に平安京の朱雀大路につながりそうかなと思うが、

そういう意味でもないようだ。そして、そもそも平城

京と平安京、両方の朱雀大路は長安の朱雀大路の中に

あるという…やっぱり神様の話は凡人には理解不能だ。

　長安の朱雀大路は道幅150mというから、現在の御

池通や堀川通の幅員が50m（歩道含む）だからその３

倍なのでスケールが違う。いや、そもそも時空とかが

出てくる話なのでスケールとかの次元ではないのかも

しれない。

　なんか玄武の話を聞いているとリアリティは感じる

のだが、それを他者に伝える自信はない。

　玄武はもう少し話がしたそうだったが、これは聞く

人を間違えたと思い久しぶりの会話を楽しんだのちに

玄武に別れを告げて上賀茂神社を後にすることにした。

　「僕の前に道はない、僕の後ろに道は出來る」

　鉄の道で鉄道、水の道で水道といわゆる通路を意味

する言葉から、柔道、剣道のように武道の名前になっ

ていたり、茶道、華道のように芸事の名前になってい

たりもする「道」という言葉。

　しかし『道』という言葉には、単なる道路やルート、

分類という使われ方だけではなく、もっと奥深い意味

をも併せ持っている。

　そう思うと「前に道はない、後ろに道は出來る」と

いうフレーズは何を意味するのだろうかと改めて考え

てしまう。

　道は誰でも通ることが出来て、道がないととても不

便だ。でも「自分の後に出来た道」となると誰のもの

でもなく自分の道で、その道を誰かが歩むのではない

気もする。

　暖かくなり人が集まるようになってきた玄武の息吹

を感じる賀茂川で、ひとり詩人になった気分でチェア

リングしながらそんなことを考えてみた。

　そういえば、道とい

うフレーズは歌詞にも

よく出てくる、まさに

マジックスペルである。

　フランキーの「My 

Way」は題名はその

ままだが、これは「道」

というより「人生」と

いう意味だと思う。

　「人生」というフレーズからならボン・ジョヴィの 

「It’s My Life」を僕は思い浮かべる。

　ボン・ジョヴィは言う。

　「永遠に生きるわけじゃない」

　（I ain’t gonna live forever）

　平和であってこそ言える言葉なんだと、いましみじ

みと思う。そして願わくば、自分の歩む『道（人生）』

は自分で選ぶことが出来る世の中であって欲しいと心

から “願う”。

　どうすれば実現するのか、玄武にすがりたい気持ち

はあるが、きっとそれは人間が決めないといけないこ

となのだろう。

　賀茂川のほとりに、いくら思いめぐらしても迷路か

ら抜け出せない僕がいつまでもいた。

（この文章はフィクションですが、実在の人物・地名はだいた
い一致しています）

朱雀門跡

賀茂川
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　週替わりのランチプレートはメイン
を３種類から選ぶことができます。メ
イン料理は魚料理や肉料理があり、バ
リエーションが豊かで毎回選ぶのに悩
んでしまいます。またメイン料理以外
にも少しずつ色々なおばんざいもつい
てきます。注文をすると、一人ずつに
お品書きとお茶が運ばれてきます。そ
の後、トレーいっぱいにお料理が運ば
れます。食後にもまた別のお茶をいた
だきます。
　何よりもお茶とごはんが感動的にお
いしいです。もちろん料理も週替わり
ということで毎回楽しませていただい
ています。そして、料理の器もそれぞ
れ違っていて、食事だけでなく、ラン
チタイムの短いあいだでもお店に滞在
する時間がとてもゆったりと気持ちが
落ち着きます。また仕事をがんばろ
う！という気にさせてくれます。
　今後は夜も一度いってみたいと思い
ます。皆様もお近くにお立ちよりの際
はぜひ一度ランチに行ってみてはいか
がでしょうか。

　私がご紹介させていただくのは、西
大路御池の西北角にある、「お食事処　
おぶぶ」というお店です。
　大阪から京都事務所に転勤して以降、
なかなか出かけることができず、また
コロナ禍のため、ランチでしかお邪魔
したことはありませんが、ふらっと立

ち寄ってから
というもの何
度もリピート
しています。
ランチでも予
約をしておか
ないと入れな
いときがあり
ます。

　あまり外食しない私がおすすめする
のは、JR福知山駅から徒歩２分、弊
所からもすぐの「ku-nel（クーネル）」
さんです。お肉を食べたいようにたら
ふく食べてあとは帰って寝るだけ。だ
から、店名はクーネルです。お肉は、
サーロインやヒレなど５種の部位から
好きな部位を選び、好きなグラム数で
いただく豪快なスタイルで、分厚く食
べたい、またレアで食べたいなど、大
人のわがままの一部になれる店作りを
心がけておられます。
　GMの足立さんは、パティシエから
イタリア料理に転向されており、お肉

以外のパスタメニューも充実。デザー
トにはテイクアウト可能な丹波の食材
を使用した奥丹波カヌレがお勧めです。
　実はこの店の設計は弊所（賃貸）の
デザインをお願いした設計士さんで、
ウオールナットの椅子は座り心地が良
く、無垢の土で出来たカウンターテー
ブルは温かみがあり、上海ブルーのレ
ンガの壁とランプの灯で、上質な落ち
着いた空間を醸し出されています。
　当日いただいたおまかせコースは、
旬の「ほたるいかと菜の花のソテー」
から始まり、続いて出たお店自慢の一
品「濃厚卵黄で食べる炙りすき焼」は、
割り下の代わりに赤ワインを使った濃
厚な深い味わいの絶品です。スープは、
新玉ねぎを牛乳と塩のみで味付けした
シンプルな味わい。メインのお肉はイ
チボのステーキで満腹となりました。
　50種以上のワインが常備されており
ますので、食材に合ったお気に入りの
ワインを見つけるのもお勧めです。

　�ku-nel�
（クーネル）

福知山支所　船越成人

お食事処�

　　　　おぶぶ
中京支所　江田佳銘子

嵐電嵐電

西大路
御池
西大路
御池

西京高等学校
附属中学校
西京高等学校
附属中学校

西大路
三条
西大路
三条

おぶぶ

地下鉄東西線地下鉄東西線

御池通御池通

三条通三条通

 ku-nel

福知山福知山

523523

け
や
き
通
り

け
や
き
通
り

京都銀行京都銀行

ku-nel（クーネル）
京都府福知山市駅前町196-4
Ｔ Ｅ Ｌ 0773-48-9471 
電 話 予 約
受け付け時間  10：00～24：00

営業時間   18：00～23：00 L.O 
（24：00　CLOSE）

定 休 日 日曜日

お食事処　おぶぶ
京都市中京区西ノ京東中合町47

Ｔ Ｅ Ｌ　075-801-0222
営業時間　11：00～22：00

定 休 日　日曜日

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

第５回理事会
　令和３年度第５回理事会を令和４年３月30日（水）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５名　相談役６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９名、法人１社、賛助会員10名の加入を承認。承認の結
果、個人組合員は1,186名、法人組合員153社、出資金額7,196万円、
賛助会員463名、加入率は83.6％となった。
� （申込順・敬称略）

（個人組合員）
○山本　修平（上京）� ○金子　洋一（上京）
○秦　　亮一（中京）� ○竹村　仁志（下京）
○武尾　史子（宇治）� ○宇代　　徹（伏見）
○廣谷　聡一（中京）� ○山田　恭平（下京）
○伊藤　純貴（宇治）

（法人組合員）
○税理士法人堀村会計事務所（下京）

（賛助会員）
○近藤　　毅（下京）� ○山本　矩彦（上京）
○耕　　千晶（上京）� ○竹村　一志（下京）
○中村　茉耶（中京）� ○官見　　旭（下京）
○谷口　純一（伏見）� ○堀村不器雄（下京）
○菊地　治德（中京）� ○中島　孝一（下京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○鈴木　拓馬（中京・脱退【業務廃止】）
○秦　　亮一（中京・脱退【組合員へ移行】）
○武尾　史子（宇治・脱退【組合員へ移行】）
○竹村　仁志（下京・脱退【組合員へ移行】）
○酒井　久美（中京・脱退【茨木支部へ転出】）
○笹尾　茂美（中京・脱退【長浜支部へ転出】）
○山本　修平（上京・脱退【組合員へ移行】）
○岡田　吉和（右京・脱退【逝去】）
○久保　　賢（上京・脱退【大淀支部へ転出】）
○木村　修詞（左京・脱退【大淀支部へ転出】）
○里井　良夫（上京・脱退【逝去】）

第３号議案　�各規程（経理・文書管理・公印管理）並びに就業
規則一部変更案承認の件

第４号議案　�新規提携企業候補（３社）承認及び既提携契約内
容変更・解消の件

【常務理事会決議事項、理事会報告事項】
・出版委員の一部交代案承認について

【報告事項】
・50周年記念事業各特別委員会開催報告

（事業部門）
事業委員会
　・令和３年分「税務便覧」最終販売状況について

研修委員会
　・講座開催実績報告並びに今後の開催予定について
　　４月15日（金）第18回会館建設記念講演
　　５月26日（木）府民・市民のための無料講座

（総務部門）
総務委員会
　①財務報告
　②組合行事日程・組合PR開催状況
　③２月８日（火）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�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

　⑥�２月10日（木）名古屋税理士協同組合との協議会開催報告

広報委員会
　・「KYOZEIKYO」第175号（50周年記念号）発行報告

地区連絡委員会
　①４月10日（日）・11日（月）厚生行事参加状況について
　②４月21日（木）大同ゴルフコンペ申込状況について

（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26日（火）連絡協議会開催について
　②�５月19日（木）大同保険推進協議会（４税協）実務者会議
について

　③�５月25日（水）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

　④秋キャンペーン結果報告

保険第二委員会
　①�第36回全国統一キャンペーン会社別入賞者一覧、表彰式・
祝賀パーティー中止に伴う代替措置について並びに第37回
全国統一キャンペーン・プレキャンペーン施策について

　②�代理店増強（Z１）・挙績推進（Z２）各キャンペーン結果
報告

　③�５月13日（金）京都地区業務推進会議開催について
　④�「小規模企業共済」「中小企業倒産防止共済」�
各推進キャンペーン結果報告
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１・26 法規委員会（文書管理規程、公印管理規程について）

２・１
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
【朝日生命・日本生命（京都西）表敬訪問】

２・２ 創立50周年記念特別委員会【全体会議】

２・３
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
【日本生命（京都）・ジブラルタ生命表敬訪問】

２・３
研修・短期講座
　「所得税の計算と申告の実務」
　講師：竹村祥世先生
　参加：79名

２・８ 中間監査

２・10 名古屋税理士協同組合との協議会
　於　名古屋税理士会館

２・22 保険第一小委員会（連絡協議会開催要領について）

３・２
法規委員会【書面審議】
（文書管理規程、公印管理規程の制定及び経理規程の一
部変更について）

３・22 保険第一委員会（連絡協議会開催要領について）

３・22 保険第二委員会（全税共第36回全国統一キャンペーン
結果報告と表敬訪問実施報告）

３・23 正副理事長会

３・23 研修委員会
（第50期及び第51期研修委員会の運営について）

３・24 地区連絡小委員会（春のイベントについて）

３・24 事業委員会（新規提携企業について）

３・30 常務理事会・理事会・厚生会役員会

４・５ 総務委員会（インボイスの対応について）

４・８
研修・短期講座
　「Q&Aでわかる令和４年度税制改正の実務」
　講師：宮森俊樹先生
　参加：87名（オンデマンド申込含む）

４・10 親睦旅行・京都再発見！！特別拝観日帰りツアー
　参加：42名

４・11 親睦旅行・京都再発見！！特別拝観日帰りツアー
　参加：40名

４・12 研修小委員会（第51期研修会運営について）

４・15

組合創立50周年記念　第18回会館建設記念講演
　「荒波を越えて明日を生きる
　～政治、経済の明日を見通すには～」
　講師：�元民放解説委員長　海洋冒険家　�

辛坊治郎氏
　参加：74名

４・20

研修・職員研修講座
　�「司法書士が伝える登記と相続の基礎と直近の実務の
状況」

　講師：司法書士　木村光先生
　参加：11名

令和４年

４・21
第66回京税協・大同チャリティーゴルフコンペ
　（厚生会共催）
　於　瑞穂ゴルフ倶楽部
　参加：99名

４・22 広報委員会（第176号編集割付）

４・25
研修・職員研修講座
　「給与計算に役立つ社会保険・労働保険の基礎知識」
　講師：特定社会保険労務士　竹内千咲先生
　参加：36名

４・26 大同生命との連絡協議会
　於　フォーチュンガーデンキョウト

４・28

研修・職員研修講座
　「仕事がデキる自分のツクリカタ」
　講師：�日本選択理論心理学会　選択理論心理士　�

山本登世子先生
　参加：11名

５・６ 広報委員会（第176号ゲラ校正）

５・10

研修・実務講座
　「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第１回」
　（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：17名

５・11

研修・短期講座
　「最近１年間の注目事例と改正項目の検討」
　「相続・贈与だけではない株式評価とその実務」
　講師：白井一馬先生
　参加：42名

５・12 広報委員会（第176号ゲラ再校正）

５・13 全税共京都地区業務推進会議
　於　ウェスティン都ホテル京都

５・17 支部定期総会出席（下京）

５・17

研修・実務講座
　「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第２回」
　（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：17名

５・18
研修・短期講座
　「取引相場のない株式の評価留意点」
　講師：笹岡宏保先生
　参加：95名（５月12日現在）

５・19 大同保険推進協議会実務者会議
　於　名古屋マリオットアソシアホテル

５・24

研修・実務講座
　「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第３回」
　（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：17名

５・25 創立50周年記念特別委員会【全体会議】

５・25 正副理事長会

５・25
大同生命優秀営業社員・登録代理店・紹介税理士
　表彰式祝賀パーティー
　於　ホテルオークラ京都

５・25 「KYOZEIKYO」第176号発行

組合の動き�▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
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３月30日より
〈提携内容変更〉　変更・追加箇所は下線
⃝近鉄不動産 株式会社
　（旧）　不動産売買・仲介：報酬上限の25％割引
　（新）�①不動産売買・仲介：報酬上限の25％割引�

②分譲物件：パンフレット価格の１％割引�
③リフォーム・注文住宅：請負価格の３％割引

⃝株式会社�JTB
　（旧）旅行の斡旋：�国内エース商品・�

海外ルック商品３％割引
　（新）旅行の斡旋：��国内エース商品・�

海外ルック商品１％割引

⃝株式会社 マツシマホールディングス
　（旧）　車の斡旋販売：�輸入車７％割引、国産車５％割引

＋コーティング無償提供
　（新）�①車の斡旋販売：�輸入車７％割引、国産車５％割引

＋コーティング無償提供
　　　②レンタカーの斡旋：�貸出料金30％割引�

＋セーフティパック無償提供

６月１日より
〈新規提携〉
⃝東洋テック 株式会社：�セキュリティ商材�

「TEC-SMART」の斡旋
⃝有限会社 フラワーハウスおむろ：花の斡旋
⃝株式会社 日本M&Aセンター：�M&A業務・�

簡易企業株式評価

〈提携解除〉
⃝株式会社 日本旅行
⃝東武トップツアーズ 株式会社
⃝丹後フーズ 株式会社
⃝日本郵便 株式会社　中京郵便局
⃝佐川急便 株式会社

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）

◎提携企業について

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・祝日・年末年始12/29～1/3は除く）	
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）

創立50周年記念ゴルフコンペ創立50周年記念ゴルフコンペ
開催日 令和４年7月7日（木）
場 所 グランベール京都ゴルフ倶楽部

詳細は同封の案内をご覧ください。

京都税理士協同組合
組合創立50周年記念事業組合創立50周年記念事業
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