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事務局祇園甲部　名取芸妓による「手打」



　本年８月10日に開催いたしました第50回通常総会は、組

合員の皆さんの出席のもと開催することができました。通

常総会は、この２年間新型コロナウイルス感染症の拡大に

より縮小して開催しておりましたので、大変嬉しく思って

おりますし、組合員の皆さんをはじめ、提携企業関係各位

にも感謝しております。

　また、通常総会におきましては、上程いたしました全議

案の承認をいただき有難うございました。承認いただきま

した事業計画に沿って、第51期も誠意をもって組合運営を

推進してまいります。

　さて、前期は組合創立50周年の記念すべき事業年度であ

り、期中において記念講演会、記念ゴルフコンペの開催等々

の事業を実施してまいりました。その集大成として、この

度の通常総会終了後に、盛大に記念式典・祝賀会を挙行す

ることができました。巷間、新型コロナウイルス感染症拡

大の第７波の到来が世間を騒がせている中、通常総会・記

念式典の実施について、その可否を心配しておりましたが、

何とか無事に終えることができました。

　記念式典・祝賀会には約100名の来賓・提携企業の幹部

の方々、約200名の組合員の皆さんの出席のもと、盛大に

開催できましたことは、組合の50年の歴史を振り返るとと

もに、これから先の組合事業の発展を期して新たな歩みを

進めていく出発点になるものと確信しております。

　現在、組合は安定した収益を獲得できる状況にあります

が、これに甘んじることなく、デジタル社会の推進等社会

の変化を捉え、足元を固め、組合員の皆さん、提携企業関

係各位との連携がさらに高まるよう、役員一同組合運営に

努めてまいります。

　今期においては、皆さんの組合事業全般をご紹介するた

め、「組合提携企業便覧」を一新し「京税協ガイド（仮称）」

を発行します。お手許に置いていただきご利用いただけれ

ば幸いです。

　現在に至っても、なお新型コロナウイルス感染症の収束

が見えていない状況でございます。組合員の皆さんには、

引き続きご自愛いただき、お健やかにお過ごしいただきま

すようお祈り申し上げます。

　結びにあたり、引き続き組合運営へのご理解とご支援を

賜りますよう宜しく申し上げ、あいさつといたします。

理事長　

中江　嘉和

理 事 長 あ い さ つ

第50回通常総会を終えて
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第11回
京都税理士協同組合厚生会　通常総会

　令和４年８月10日（水）13時より、京都税理士協同組合
厚生会の第11回通常総会が、ウェスティン都ホテル京都西
館４階「瑞穂の間」において開催された。司会の村中研治
専務理事が開会を宣し、中江嘉和会長が挨拶を述べた後、
議長に中京支部の坂部浩会員が選出され、以下の２議案が
上程された。

第１号議案 　令和４年５月期（令和３年６月１日から令
和４年５月31日まで）事業報告及び財務書類（財産目録、
貸借対照表、損益計算書）承認の件
笹井雅広専務理事が事業報告を、林剛史常務理事が財務
報告を行った後、監事５名を代表して田中英文監事が監
査報告を行った。

第２号議案 　令和５年５月期（令和４年６月１日から令
和５年５月31日まで）事業計画及び収支予算（見積損益
計算書）承認の件
笹井雅広専務理事が事業計画を、林剛史常務理事が収支
予算の提案を行った。
２議案とも原案通り承認可決され、議長は議事の終了を
述べ降壇した。

　最後に志田育夫副会長が閉会の言葉を述べて、総会は13
時20分に無事終了した。

第11回 京都税理士協同組合厚生会
第50回 京都税理士協同組合

通常総会
令和４年８月10日（水）
ウェスティン都ホテル京都

【3】第177号京都税理士協同組合ニュース



第３号議案 　経費の賦課徴収決定の件
福田敦専務理事より、経費の賦課徴収をしない旨の提案
があった。

第４号議案 　借入金最高限度額承認の件
福田敦専務理事より、借入金の最高限度額を５千万円と
したい旨の提案があった。

第５号議案 　第51期（令和４年６月１日から令和５年５
月31日まで）事業計画並びに収支予算（見積損益計算書）
承認の件
福田敦専務理事が事業計画を、林剛史常務理事が収支予
算の提案を行った。事業計画では、組合創立50周年を超え、
更なる歴史をつくるようスタートする年度として、収益
の確保に努めることはもちろん、組合員・賛助会員へ充
実した組合運営と還元を図るとともに、教育情報事業費、
支所運営諸費の交付を通じて、支所と税理士会支部の発
展に寄与していくという決意が述べられた。
各議案とも原案の通り承認可決され、議長は議事の終了
を告げて降壇した。

　引き続き、来賓を代表して、大阪国税局税理士監理官　
三川慶祐様、近畿税理士会会長　杉田宗久様、全国税理士
共栄会会長　秋場良司様、大同生命保険株式会社執行役員
税理士推進本部長　帯野高司様より祝辞を頂戴した。
　最後に河村澄子副理事長が閉会の言葉を述べて、14時55
分に総会は無事終了した。
� （広報委員　加川裕介）

第50回
京都税理士協同組合　通常総会

　続いて13時30分より、京都税理士協同組合の第50回通常
総会が、同会場で開催された。開催に先立ち、司会の村中
研治専務理事がこの１年に逝去された９名の組合員・賛助
会員の名前を読み上げ、小山菁山先生が奏でる尺八の調べ
とともに、全員が黙祷を捧げご冥福をお祈りした。
　中江嘉和会長が挨拶を述べた後、司会者は出席者数の報
告を行い、本総会が適法に成立したことを宣し、議長の選
出を議場に諮ったところ、司会者一任の声により中京支部
の坂部浩組合員が議長となり、以下の５議案が上程された。

第１号議案 　第50期（令和３年６月１日～令和４年５月
31日まで）事業報告及び財務書類（財産目録、貸借対照表、
損益計算書、剰余金処分案）承認の件
福田敦専務理事が事業報告を、林剛史常務理事が財務報
告を行った。事業報告では、感染症対策を講じつつ多く
の事業が再開されたこと、支所交付金総額2,750万円が
交付されたこと等が報告され、あわせて組合創立50周年
を迎える年度にあたり、長年に亘る関係各位からの支援
に対して深い感謝の意が述べられた。
財務報告後、５名の監事を代表して、太田克監事から監
査報告がなされた。

第２号議案 　役員報酬決定の件
福田敦専務理事より、理事・監事に対して報酬を支給し
ない旨の提案があった。
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　総会終了後、同会場において16時より創立50周年記念式
典・祝賀会が開催された。志田育夫副理事長の開会宣言、
中江嘉和理事長の挨拶に続き、森敏行副理事長が登壇し、
スクリーンに映る様々な映像とともに、当組合「50年のあ
ゆみ」をふりかえった。
　また、当組合に対する顕著な功労・貢献が認められた方々
に対し、中江理事長より感謝状及び記念品が贈呈された。
　その後、来賓を代表して京都府知事　西脇隆俊様、京都
市長　門川大作様、日本税理士協同組合連合会理事長　
鈴木朋宏様より祝辞を頂戴し、最後に髙瀬哲也副理事長
が閉会の言葉を述べて、記念式典は終了した。
　記念式典終了後、休憩をはさんで17時30分より創立50周

年記念祝賀会が開催された。厳かな中に華やかさを添える
祇園甲部名取芸妓による手打で開宴した祝賀会は、終始和
やかに、参加者の朗らかな笑顔があふれる盛会となり、参
加者一同時を忘れて創立50周年の喜びを分かち合った。
　名残は尽きない祝賀会であったが、最後は河村澄子副理
事長の挨拶で無事閉会となった。
� （広報委員　加川𥙿介）

創立50周年記念式典・祝賀会

第１号基準　組合運営特別功労

平澤　政治	 辰巳　修偉

第４号基準　組合事業業績功労

大阪・奈良税理士協同組合	 東北税理士協同組合
埼玉県税理士協同組合	 北海道税理士協同組合
神戸税理士協同組合

第５号基準　事務局職員永年勤続功労

柴田　和亮	 福井　雄大

第３号基準　提携企業業務貢献

大同生命保険	株式会社	 朝日生命保険 相互会社
株式会社 日税ビジネスサービス	 株式会社 国土工営
株式会社 大丸松坂屋百貨店	 三井住友トラスト不動産 株式会社
株式会社 公益社		 株式会社 大垣書店

第２号基準　組合運営功労

有田　耕介	 伊島　　睦	 板倉　義守	 市木　雅之	 伊藤　政宏	
井戸　巳之	 犬飼　利和	 今西　　到	 上田　浩嗣	 上野　正幸	
植松　昌司	 宇佐美良夫	 臼田　多惠	 大橋　康人	 大八木傳一郎	
岡本　清臣	 梶谷　知代	 鴨井　勝也	 河村　澄子	 河原林温朗
木下　隆一	 久保　美雄	 小杉　將之	 小林　秀樹	 小林　由香	
小山　富央	 笹井　雅広	 澤田　眞司	 清水　俊行	 清水　　宏	
新開　淳史	 関本　孝一	 髙瀬　哲也	 竹内　政明	 田尻　泰子
田畑　臣雄	 寺石　光宏	 中江　嘉和	 中川　和彦	 中川　秀夫
中元　亜紀	 中山　　聡	 永田　幹人	 名古　千尋	 浪花　隆司
縄田　浩昭	 新見　和也	 蓮沼　　誠	 林　　一樹	 林　　剛史
林　　徹郎	 馬塲佳代子	 平野　　烈	 福田　　敦	 藤原　智子
二井　　徹	 本間　　憲	 松村　一郎	 松本　光生	 南　　博光
村岡　大輔	 村瀬　研次	 村田　裕人	 村中　研治	 森　　敏行
森田　尚子	 安井　伸夫	 山﨑　俊嗣	 湯川　雅史	 横田　　聡
吉田　史樹	 吉田　　貢	 米澤　博充

（敬称略・順不同）
受賞者芳名簿
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　新型コロナウイルスの影響により確定申告の申告・納付期
限が延長される事となり、私の事務所ではすべての関与先の
確定申告書の作成と提出が終了した間なしのタイミングでの
ゴルフコンペとなりました。最繁忙期を乗り越え心は晴れや
かにコンペに挑んだのですが、あいにく天気予報では雲行き
が怪しくお天気を心配しながらのスタートとなりました。し
かし、僅かに小雨は降りましたが傘もささずに一日楽しくラ
ウンドをすることができました。
　肝心のゴルフプレーの方ですが、瑞穂ゴルフ倶楽部の名
物ホールでもある浮島のショートホールでは当然の如く池ポ
チャ。その他、OB、チョロ等々…。３つほど球を失いながら、
出入りの激しいラウンドとなりました。
　当日は、新型コロナウイルスの影響で表彰式もなく帰路に
ついたのですが、翌日の朝、京税協より電話があり優勝を告
げられました。隠しホールでの大たたきが幸いし、結果とし
て京税協のゴルフコンペで初めて優勝する事ができました。
　同伴競技者の上京支部の中村先生、髙田先生、そして大
同生命の林課長は丁度よい程度にチョロ、OB、池ポチャに
お付き合いをしていただき決して私を力ませずにプレーさせ
てくださり感謝しております。
　また、今回のゴルフを企画していただきました京税協の先
生方や大同生命の皆様方に、感謝申し上げます。

優勝者の声
INスタート

上京支所
松村　一郎

　確定申告も終わり、マイゴルフシーズンの始まりにと参加
させていただきました。早いスタート時間のおかげで午前中
は雨にも当たらず回れました。しかし午後からは天気予報ど
おりスタートより雨模様に様変わり。さて雨ゴルフ、飛ばな
い・よらない・入らないの３重苦。安定の雨パターンに予想
通りな展開になりました。ただこれが良かったのか隠しホー
ルに＋３とダボが絡んできました。我ながらうまくハンデを
稼げたなあと。
　このたびは、たくさんの強豪ひしめく中で、見事優勝する
ことができたことは、本当にうれしくすごく喜びました。ま
ずは、同伴者の関本先生、藤岡先生、和田様（大同生命）
のご協力のお陰です。ありがとうございました！
　これからも、ますますゴルフ道に精進して、次回のコンペ
での優勝も狙っていきたいと思っています。ゴルフコンペを
企画していただいた幹事様ならびにご参加の皆様、誠にあり
がとうございました。とても良い思い出ができた１日になり
ました。

優勝者の声
OUTスタート

園部支所
山﨑登志雄

（敬称略）

OUTスタート INスタート 団　体

優　勝 山﨑登志雄
園部支所

松村一郎
上京支所 園部支所

準優勝 今西　到
右京支所

村中研治
左京支所 中京支所

第３位 米　亨和
下京支所

酒井陽一
下京支所 伏見支所

⃝

成
績
表

令和４年４月21日（木）
瑞穂ゴルフ倶楽部

京税協・
大同生命
京税協・
大同生命 ゴルフコンペゴルフコンペチャリティー
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　５月25日（水）ホテルオークラ京都３階翠雲
の間において「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」が17
時より開催された。
　表彰式は、笹井雅広専務理事の司会のもと、
中江嘉和理事長の開式の挨拶に始まり、廣中
淳司大同生命保険株式会社税理士推進副本部長
のご挨拶、志田育夫副理事長の経過報告が行わ
れた。
　その後、営業社員の最優秀賞１名、優秀賞10
名、努力賞20名、特別賞「連続入賞者表彰（雅
ファイブ）」４名の受賞者の紹介がなされ、中
江理事長より各賞の受賞者代表に表彰状および
副賞の贈呈が行われた。最優秀賞の米原幸子様
のほか、受賞者代表はそれぞれお礼の言葉と来
年度に向けての抱負を述べられた。次に登録代
理店・紹介税理士表彰において10名の紹介が行
われ、こちらも中江理事長より受賞者代表とし
て田中英文先生（右京支所）に表彰状と副賞の
贈呈が行われた。
　そして、脇田篤志大同生命保険株式会社京都
支社長の謝辞の後、最後に森敏行副理事長の挨
拶により閉式となった。
　引き続き、岡本清臣保険第一委員長の司会の
もと、祝賀パーティーがスタートした。髙瀬
哲也副理事長の開宴の挨拶、平澤政治相談役の
乾杯の後、会場内は和やかに盛り上がった。
　また、新開淳史保険第一副委員長進行による
お楽しみ抽選会では、当選者が決まるたびに大
きな歓声が上がり、会場は楽しい雰囲気に包ま
れた。祝賀パーティーが大いに盛り上がってい
る中、河村澄子副理事長の閉宴の挨拶でお開き
となった。
� （広報委員　中井康道）

河内　良子　 花村　美香　 長谷川勢子　 押尾由美子　 岡部　綾子
寺井　惠子　 奥田由佳理　 小林　由佳　 平井　智子　 高田　聖子

優 秀 賞

木地谷良子　 藤原　典子　 塩貝　誠子　 大銅裕紀子　 井ノ口真里子
古沢　佳子　 関　　永子　 村岡恵美子　 杉山美百合　 中山世利子
三上由里子　 中野　　優　 古本　輝子　 野村　忠史　 藤田　　緑
木村　淳美　 熊澤　美幸　 村上　尚子　 八杉　亜土　 松木　千春　 

努 力 賞

米原　幸子　 河内　良子　 押尾由美子　 奥田由佳理
特 別 賞 「連続入賞者表彰（雅ファイブ）」

受賞者ご芳名（敬称略）

米原　幸子最 優 秀 賞

　令和４年５月25日（水）
ホテルオークラ京都

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

【営業社員】

上京支所	 谷元　　仁　　　　上京支所	 廣井　増生
下京支所	 北川　泰伸　　　　右京支所	 田中　英文
伏見支所	 谷口　　貢　　　　宇治支所	 武田　　治
宇治支所	 林　　遼平　　　　宇治支所	 藤原　庸貴
園部支所	 中川　正茂　　　　福知山支所	 中井　正紀

【登録代理店・紹介税理士】（支所順）

【7】第177号京都税理士協同組合ニュース



第  回 令和
４年４月21日（木）

組合創立
50周年
記念事業

京都税理士協同組合

創立50周年記念ゴルフコンペ
令和
４年 7月 日7 （木）

グランベール京都
ゴルフ倶楽部

瑞穂ゴルフ倶楽部

チャリティーゴルフコンペ

チャリティーゴルフコンペ

　普段、私はアベレージ90とか100くらいのエンジョイゴル
ファーです。
　ゴルフの度に朝寝坊が心配ですが、創立50周年記念ゴル
フコンペ当日は、無事に６時過ぎには出発できました。
　ゴルフ場に到着して、真っ先に練習場に向かいました。最
近、ドライバーのチーピンがひどいからです。数球の朝練だ
けで治るわけもなく、不安を抱えながらのスタートでした。
　メンバーは、左京支所の金子勉先生と下京支所の米亨和
先生との３バックでした。お二人とも存じ上げており、年齢
も近いこともあって、和気あいあいとした空気の中でラウン
ドできました。お二人にもアドバイスをいただきながら健闘
していましたが、ドライバーだけは曲がりっぱなしでした。
　私は最近、目が悪くなり、自分の打球すら見失うことがあり
ます。しかし、お二人はすぐに私のボールを見つけてくれます。
夏ラフのおかげで、OBギリギリ手前でヒヤヒヤすることが何
回もありました。今回、幸運にも優勝させていただけたのは、
ラフのボールを見つけてくれたお二人のおかげです。
　最後になりましたが、理事長をはじめ、執行部の先生方、毎
回裏方として事業を支えて下さっている京税協の皆様、本当に
ありがとうございます。おかげさまで、楽しい一日を過ごさせ
ていただきました。この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。

　京都税理士協同組合創立50周年おめでとうございます。
また、記念のゴルフコンペ会で優勝させていただきありがと
うございました。
　今年は、春から身体のあちこちが痛く、この日も痛み止め
を服用してのゴルフとなってしまいましたが、幸いにも伏見
支所の気心の知れた先生方とのラウンドとなり、スタート時
には、田中先生や植田先生から「暑さ対策に気を付けて楽し
いゴルフを心掛けよう！」と、声を掛けていただき、その通
り楽しく会話しながらのラウンドとなりました。
　結果は、同組４人のスコアが、ワンストロークずつの差で
隠しホール次第では、誰が好成績になってもおかしくない状
況の中、Wぺリア方式が吉と出た小山先生と共に、ワンツー
フィニッシュすることができました。これも楽しいゴルフを
心掛けたご褒美かなと思っています。
　これからは、体調管理に気を付けて、楽しいゴルフを心掛
けて頑張っていきたいと思います。
　コロナ禍のなか、記念コンペ開催にあたりお世話いただい
た組合の先生方はじめ皆様方、ありがとうございました。

団
体
優
勝

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︕

優勝者の声
WESTコース

中京支所
髙村　智

優勝者の声
EASTコース

伏見支所
安居　健次

WESTコース EASTコース 団　体

優　勝 髙村　智
中京支所

安居健次
伏見支所 中京支所

準優勝 萩原政宏
伏見支所

小山　敏
伏見支所 伏見支所

第３位 九鬼郁雄
右京支所

安井伸夫
中京支所 右京支所

（敬称略）⃝成績表
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　ウェスティン都ホテル京都に於いて開催され、第38回
全国統一キャンペーンについて実施要領の説明が行われ
た。56名が参加し、業務推進について、活発に意見交換
がなされた。

保険第二委員会
朝日生命税理士VIP登録代理店推進協議会

　名古屋マリオットアソシアホテルに於いて、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

５月13日（金）保険第二委員会
全国税理士共栄会 
京都地区業務推進会議

５月19日（木）

　フォーチュンガーデンキョウトに於いて開催され、税
理士VIP登録代理店・朝日生命代理店担当者ほか、総勢
23名が参加した。
　笹井専務理事がVIP代理店向けキャンペーンの説明
を、朝日生命担当者からはVIP取扱商品の説明がなされ、
キャンペーン推進に
向けた意見交換を行
なった。協議会終了
後、懇親会が開催
され参加者の親睦を
深めた。

６月15日（水）

　当組合創立50周年を記念し、子供を育む活動の一助と
してご活用いただくため、６月17日（金）に京都市の門
川大作市長を６月30日（木）に京都府の西脇隆俊知事を
それぞれ表敬訪問し、寄附金をお渡しした。
　京都市、京都府からそれぞれ感謝状を贈呈いただいた。

寄附のご報告
６月17日（金）・６月30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・厚生会の期末監査が実施された。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。
　監査結果は８月10日（水）開催のそれぞれの通常総会
で報告がなされた。

期末監査
７月４日（月）

　坂根克介画伯作「観音」をご寄贈いただいた。
　会館１階応接室に設置し、７月１日（金）にご寄贈く
ださった先生方にお越しいただき贈呈式を執り行った。

【ご寄贈くださった先生方】
宇治支所	 片野晏弘　先生
下京支所	 京都税理士法人
	 江後良平　先生
中京支所	 あおい税理士法人
	 小坂文夫　先生
宇治支所	 井上玲子　先生

絵画寄贈のご報告
７月１日（金）
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　厚生会との共催により開催された。担当役員による各
部門並びに厚生会の状況報告が行われ、相談役からは組
合ならびに厚生会運営に係る要望など有益な意見が寄せ
られた。

相談役会
７月27日（水）

　本組合は、小規模企業共済・経営セーフティー共済の
取扱いにおいて、税理士協同組合部門で、令和３年度に
それぞれ全国で６位、９位という成績を挙げることが出
来ました。皆様方のご協力に感謝申し上げます。
　本年も小規模企業共済・経営セーフティー共済の推進
キャンペーンを
実施予定です。
詳しくはDMも
しくは事務局ま
でお問い合わ
せください。

保険第二委員会
小規模企業共済・ 
経営セーフティー共済表彰のご報告

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

3年ぶりの
～地区連絡委員会からお知らせ～

詳細は、改めてご案内いたします。奮ってご参加お待ちしております。

一泊旅行 開催決定！！
令和５年
４月９日（日）～
　　10日（月）
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た いむ御麩
お

ふ〜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！

　私の趣味は？と聞かれると「ゴルフ」と答えると思う。
最初は足手まといにならない程度にゴルフができたら良い
なで始めたのが、負けず嫌いの性格…
　飛距離には筋肉が必要と言われればジムに通い、飛距離
には道具と言われれば自分にあったクラブを探し。
　仕事が終わればゴルフの練習・ジム通いが日課となって
いた。
　沖縄に移住した両親もコロナ禍で引きこもりの生活をし
ていた中、ゴルフは屋外スポーツだからと70歳超の母親も
始めたようで、二人でいろいろなコースに行ってはスコア
を競い、楽しそうに過ごしているようで何より。
　両親・私・息子と三世代でゴルフできたら最高でしょっ
て息子にゴルフを始めさせ、昨年の夏には三世代で沖縄の
ゴルフコースへ。

　そんなゴルフ生活の中、
娘に子供が生まれた。私に
とっては孫。
　孫はかわいいってよく聞
くけど、本当に孫は目の中
に入れても痛くない。
　買い物に行っては、これ
好きかなとか孫のことを思
いながら買い物かご一杯に
ジュースやお菓子を買う
し、子供服のお店に行けば、
かわいい！似合いそう！たかっ！って言いながら買ってる
し…おもちゃ屋に行けば、賢くなる玩具を探してるし…
　最近は水族館に連れて行ったら喜ぶかな。動物園も良い
な。公園の方が良いかな。と、孫のことで頭がいっぱいに。
　ゴルフ場に行っても、この芝生でピクニックしたら気持
ち良いだろうな。なんて思う始末。
　寝ても覚めても孫のことばかりの今日この頃です。

孫�
右京支所　亀井　友美

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
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　私がパラグライダーと出会ったのは、今から約23年前に
なります。友達数人と兵庫県のさのう高原に緩斜面からの
浮遊体験に行ったのがきっかけでした。
　その当時は、京都市近辺にはパラグライダーのエリアが
無かった為、体験だけで終わりました。
　ところが、その１年後、友達から亀岡に『バーズパラグ
ライダースクール』がエリアオープンしたと聞き、仕事の
ストレス発散も兼ねてスクールに入校したのが私のパラグ
ライダー人生の始まりです。
　まず初めは、緩斜面でのグライダーの立ち上げ練習に明
け暮れます。そして、30メートルの高度差からのテイクオ
フとランディング練習を繰り返します。これらがフライト
の一番重要な基本動作です。
　それと同時に学科講習（簡単な気象学、航空力学など）、
それから、山に不時着してしまった時に備えてのツリーラ
ン脱出（木登りと降下）練習を行います。
　これらの実技と学科を習得して、個人差はありますが
２〜３年でパイロット試験に合格して一人前のパイロット
となります。（航空機のパイロットとは全く違いますが…）
　ちなみに私は５年かかりました（笑）
　家事と育児と仕事でなかなか練習に行かせてもらえな
かったと言い訳しておきます（汗）
　そして、パイロットを取って間もなく、子供らの受験時
期にもなり、パラグライダーを止めることとなりました。
　年月は流れ、コロナウイルスの大流行でどこにも行けな
くなった今から２年前、昔のパラグライダー仲間から声が
かかり、安全で新鮮な空気と自然の中で楽しめるパラグラ
イダーへ13年振りに復帰しました。
　すっかり感覚も忘れていて、初心者さんと一緒に基礎練

習をやり直して、なんとか
やっと勘を取り戻した感じ
です。よくトンビがクルク
ル円を描いて上昇していく
のを見かけますよね。そこ
には上昇帯が有るからです。
上昇帯をいかに早く見つけ
て効率よく上昇するか？自
然だけの力でより高くより
長く飛ぶことがとても神秘
的で魅力です。
　昔、パイロットになって間もなく止めたので、ホームエ
リア以外のエリアでは殆ど飛んでいません。他の仲間達は
富士山をバックに飛べるエリアなど日本各地や、フランス、
アメリカなど海外フライトにも行っています。
　子供達も自立した今、親の介護に縛られる前に、今度こ
そは…と、コロナも少し落ち着いた今年７月中旬、静岡県
の大井川七曲りエリアへフライトに行って来ました。名前
どおり大井川が七つにくねくね曲がっているのが上空から
よく見え絶景でした。上空では仲間と写真を撮り合ったり、
空中散歩を存分に楽しみました。
　また、今年のゴールデンウイークには、81歳の母に空中
散歩をプレゼントしました。インストラクターと二人乗り
で、しかも足の不自由な方用のバギータンデムで。楽チン
に飛べて、良い〝冥途の土産″になったようです（笑）
　コロナがスッキリ明けたら日本中や世界の絶景を眼下に
空中散歩して回るのが夢です。より高くより長く！そして
安全に！

週末は、�より高くより長く
空中散歩を！ �

伏見支所　垣中　まゆみ

七曲りテイクオフ 七曲り上空

母のバギータンデム
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　今回は京都府相楽郡和束町での「グリーンスロー
モビリティで和束の茶畑周遊ツアー」に行ってきま
した。
　和束町は京都府南部に位置して宇治茶の生産地と
して知られ、抹茶の原料である碾

てん

茶
ちゃ

は全国トップク
ラスの生産量です。絶景の茶畑の景観から茶源郷と
呼ばれる和束町は茶栽培面積が約600ha（東京ドー
ムの約120コ分）もあり、コロナ前には外国人にも
人気の観光スポットでした。
　さて、当日は京都９：33発みやこ路快速を乗って
出発、途中木津駅で乗り換えて10：34加茂駅に到着、
ここからは奈良交通バス和束小杉行に乗って和束高
橋で下車。実は和束出身の友
人が私をピックアップして和
束で人気のカフェでランチを
することになっていました。
今さらバスなんかに乗らない
で車で迎えにいくよと言われ
ましたが、この路線のバスは
40年ぶりの乗車、なつかしさもあって乗ってみたも
のの、加茂から和束までの光景もすっかり変わって
なんだか知らない所に行ったような気分でした（写
真①）。
　一面に広がるガラス窓から京都府景観資産登録第
１号となった茶畑の内の１つ、「石寺の茶畑」を眺
めることができるカフェ「dan dan café」に到着（写
真②）。

　目の前に広がる「石寺の茶
畑」（写真③）を見てのどか
な 雰 囲 気 を 堪 能 し て か ら
dandanランチをいただきま
した（写真④）。ゆっくり食
べていたら時間が無くなって
しまい慌てて「グリーンス
ローモビリティで和束の茶畑周遊ツアー」の受付場
所へ行きました。このツアーはグリーンスローモビ
リティつまりゴルフカートみたいな環境にやさしい
電気自動車に乗りながら運転手さんのガイド付きで
茶畑の中を走り、和束の景観を愉しむツアーなので
す（写真⑤）。
　今年は４月２日～11月27日までと令和５年３月４
日～３月26日の土・日・祝日の間で1日4便運行され
ています。料金は1,000円、奈良交通バスを乗って
降車時に運転手さんから乗車証明書を受け取れば
300円になるお得料金プランもあります。出発すると、
まずは「安

あ

積
さか

親
しん

王
のう

陵
りょう

墓
ぼ

」の近くに着きました。聖武
天皇の皇子で平城京・恭仁京
と紫

し

香
が

楽
らきの

宮
みや

とを結ぶ街道を愛
した皇子の為にこの地を陵墓
として葬られたそうです。そ
の後は次から次へと色々な茶
畑の横をゆっくり走行（写真
⑥）。次に平成27年度文化庁
選定日本遺産に選ばれた茶畑の１つ、「撰原の茶畑」
へ。傾斜に合わ
せ、パッチワー
クのように畝が
巡らされ、まさ
に「山畑」と言
えるのですが、
近年は周りの木
が成長して今は
以前ほど景観が
きれいとは言え
なくなったそう
です。確かに少
し残念な感じが
します（写真⑦）。

①

②

③ ⑦

⑤

④

⑥

 寄ってみた行ってみた  寄ってみた行ってみた
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の上にそびえ立つ建
物は何？気になって
後日、また和束町に
行ってきました。山
のてっぺんにある天
空カフェ（写真⑪）
は京都の高台寺の茶
室（傘亭）をモチー
フに京都府産のヒノ
キや杉を使って建て
られた貸切個室で、和束茶カフェで受付をして鍵を
受取ります。この鍵に大きな鈴（写真⑫）がついて
いて、友人曰く、和束にも熊がでるから熊よけだよ
～と一気に怖くなるようなことを言われながら、山
を登っていきました。10分ほど登っていくと入口が
あります（写真⑬）。カフェといっても誰もいない
貸切り、鍵で開けて中に入ります。下の受付で注文
したドリンクを自分で持っていき、クーラーを自分
でかけて冷えるまでは我慢。中は天井にあしらわれ
た和傘を広げたようなデザインもおしゃれで（写真
⑭）、窓から和束町一帯を見下ろせて（写真⑮）眺
めているとあっという間
に１時間が経ってしまい
ました。
　今回は茶畑の間をゆっ
くり走るグリーンスロー
モビリティに乗り、茶畑
など美しい景色を見るツ
アーでしたが、ウォーキ
ングコースなどもあって
一日中遊べます。なによ
り天空カフェという異空間がすばらしかったです。

　次に「竹谷酒店」に
着きました。ここはど
こか懐かしい雰囲気の
漂うお酒屋さんで和束
産茶葉を使用したビー
ル「CHABEER」が購
入できるとのこと。深蒸し茶IPA・ほうじ茶スタウ
ト・かぶせ茶ホワイトエールの3種類があり、早速
購入して飲むと一口めに香りのよい煎茶の味が広が
るやさしいビールの味がしました（写真⑧）。
　このあとは「和束茶
カフェ」で休憩。ここ
は地元の農家直売の和
束茶や和束茶を使った
スイーツが味わえるカ
フェ&ショップです（写
真⑨）。和束茶の種類の
多さにびっくりしなが
ら試飲のお茶をいただ
き、店内で遊んでから和
束観光案内所に戻りまし
た。そこで記念乗車証と
和束茶パックをいただき、
抽選もするとなぜか大当
たり、和束町のマスコッ
ト人形の茶茶ちゃんをいただきました（写真⑩）。

　コースとしてはこれで終わりな
のですが、途中にとっても気になっ
たところがありました。「天空カ
フェ」です。コースから見えた山 ⑫

⑩

⑪

⑬

⑨

⑭

⑧

⑮

 寄ってみた行ってみた  寄ってみた行ってみた
広報委員　古瀬　英美子

【15】第177号京都税理士協同組合ニュース



「大江山　いくののみちの　遠ければ　
� まだふみもみず　天橋立」�（百人一首60番）

　ある歌合せで、権中納言定頼にからかわれた小
こ し き ぶ の

式部
内
ない

侍
し

が即興で詠んだ歌とされています。
　歌の名人である和泉式部を母に持つ小式部内侍。そ
の母が丹後にいたため、「（代わりに歌を詠んでもらう
ために）丹後へ使いにやった人は、帰ってきました
か？」とからかわれたそうです。
　歌の現代語訳は次のとおりです。
　「大江山から生野を通って行く道は（都からは）遠
いので、（丹後の）天橋立はまだ踏んでみたこともなく、
また（母からの）手紙も見ていません」

　ただおかしな
位置関係だなと、
ずっと思ってい
ました。
　なぜなら大江
山は酒呑童子鬼
伝説の残る京都
府北部にある大
江山、生野は銀
山で有名な兵庫
県にある生野だと思い込んでいたからです。
　しかしそれは間違いだったのです（上図参照）
　大江山は洛西にある大江（大枝）山であり、生野は

現在の福知山市にあ
る地名でした。なる
ほど、これならば歌
の意味がよくわかり
ます。

　今年、新しい自転
車を買いました。
　フルカーボンのフレームでとて
も軽く、ディスクブレーキ搭載の
最新車。
　たかが自転車といえども、昔のも
のに比べればとても進化しました。ペダルを軽く回すだ
けで、いくらでも進んでいくといった感じです。
　この新しい自転車で昔の人たちがたどったのであろう
京都から天橋立までの道を走ってみよう。そんな計画を
立てたところ、自転車仲間である小学校時代からの友人
が賛同してくれたので、一緒に走ることにしました。

　山陰街道は丹波口が起点
となっていました。今の七
条千本あたりになります。
　最初の宿場町は桂川を
渡った樫原。そこから坂を
上り、樫原秤谷の交差点を
越えて、国道９号線の北側
にある細くうねった旧街道
を走っていきます。そして
老ノ坂へ。ここが歌に詠ま
れた大枝山になるそうです。

　亀岡には９時40分に到着。
亀岡（当時は亀山）は旧山
陰街道２番目の宿場町にな
ります。
　亀岡からはいかにも旧街道という雰囲気のある道を
走ります。途中、田んぼの真ん中にこんもりとした森
が現れます。藤越神社の鎮守の森だそうです。なんと
も唐突感があり、とても印象に残りました。

　３番目の宿場町である園部は小出園部藩２万６千石の陣
屋町でした。園部市街の旧街道沿いにその名残を感じまし
た。
　お昼前に到着したので、難所の観音峠を前に食事をし
ていくことにします。
　ちょうどランチでお店を開けられ
たばかりの「懐石・割烹ひぐち」さ
んにお邪魔して、日替りランチをい
ただきました。鯖煮込み定食（1,100
円）は、上品な料理屋さんの味でと

広
報
委
員
　
縄
田
　
浩
昭

生野銀山

歌に詠まれた
「生野」

歌に詠まれた
「大枝山」

酒呑童子鬼伝説の
大江山

天橋立

京都府
丹波篠山市

丹波市

福知山市
綾部市

兵庫県

鯖煮込み定食

旧山陰街道沓掛

老ノ坂トンネル

藤越神社

大
江
山
い
く
の
の
道
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てもおいしかったです。

　園部大橋を渡ると、本日の最大の難所である観音峠
への道が待ち受けています。
　観音峠の標高は270ｍ。日本海に流れる由良川水系と
太平洋に流れる淀川水系の
分水嶺となっており、京都
府の南北の境とも言える場
所です。ただ園部からですと、
それほど長い上りではなく、
15分ぐらいで観音トンネル
に到着しました。かなりの難所だろうと思っていたのに、
まったくの拍子抜けです。
観音峠からの坂道を下ると、４番目の宿場町「須知」
に到着です。

　

　須知からの旧街道はアッ
プダウンが続くものの、自
然の中を走っていると感じ
させる楽しい道でした。
　５番目の宿場町「檜山」、
６番目の宿場町「菟

う

原
ばら

」を
過ぎて、歌に詠まれた「生
野」に到着。
　かつては京都と丹後や山
陰とを結ぶ街道の宿場町と
して、たいそう栄えたそう
で、当時の文献などにはそ
の賑やかな様子が描かれて
いるそうです。　
　また生野神社というものがありました。祭神は天鈿
女命（あまのうずめのみこと）。道中安全の神様とされ、
江戸時代の参勤交代時には大名が参拝し、今もなお旅
行や出張などの道中安全の神様として崇敬されている
そうです。
　そうしたこともあって、
京都の人々にとって生野の
印象が強くあり、小式部内
侍の歌のほかにも生野を詠
んだ歌がたくさん残ってい
るそうです。
　生野から福知山までは約
10km。本日の宿泊地であ

る福知山へラストスパートです。
　土師川の橋を渡ると福知山城が見えました。福知山
には16時に到着。自宅からの距離は93kmでした。
　
　福知山のホテルを早朝に
出発しました。由良川沿い
に道を進むと、水鳥の鳴き
声がなんとも賑やかです。
　そしていよいよ与謝峠に
向かう道へ。火野正平の「こ
ころ旅」よろしく、はじめ
は景色を楽しむ余裕もあり
ましたが、徐々に勾配がき
つくなりそんな余裕はなく
なってきます。
　一番軽いギアに落として、
ゆっくりペダルをまわして坂
を上っていきました。

　獲得標高436ｍというな
かなかの難所でしたが、そ
れだけに峠を越えると素晴
らしい景色が待っていまし
た。そして坂を下っていく
と立派な棚田。疲れが吹き
飛ぶ日本の美しい風景です。

　与謝峠を下った加悦谷
は丹後ちりめんの里とし
て知られています。
　 丹 後 ち り め ん が 盛 ん
だった頃の商家や医院、銀
行などの建造物が多く残されており、「屋根のない建
築博物館」とも呼ばれているそう
です。そんな加悦谷にある通称「ち
りめん街道」を走っていきます。
　そしてついにゴールの天橋立。
　京都からは134kmでした。おそら
く当時の女性の足ならば、４−５日
はかかったことでしょう。そんな道
を自転車で2022年の初夏に走り抜け
ました。

観音トンネル

須知

棚田

加悦谷

由良川沿いの道

与謝峠への坂道

与謝峠からの眺め

生野

福知山城 天橋立
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　レコードやCDでこれらの曲を聴き
ながらスコッチウイスキーを飲むのに
はまっています。
　マスターは、もともと日本料理の板
前さんで、料理の腕前は抜群です。今
は何でも燻製にして提供されています。
たまご、チーズの燻製はスコッチウイ
スキーにぴったりです。つきだしの豆
腐の塩麹漬けがこれまた絶品です。パ
スタにミネストローネと料理のメニュー
も多彩です。
　コロナ禍以前は、月に何度かライブ
を開催されていました。トランペット、
津軽三味線、ギターとのコラボなど、
楽しいひと時でした。コロナ感染症拡
大の影響によりお店も一時期自粛して
おられましたが、現在は通常どおり営
業されています。とは言っても、コロ
ナが収束したわけではないので、ライ
ブの方はまだ自粛されています。
　コロナが収束して以前のようなライ
ブを聞きながらスコッチウイスキーが
飲める日が早く来ることを祈っていま
す。

　私がご紹介させていただくお店は、
高野川松ヶ崎橋を少し西へ行ったとこ
ろにある「Siren」です。
　地下１階の12坪ほどの小さなお店で
す。この空間が私の憩いの場所（俗に
いう大人の隠れ家的な）です。
　以前は、お酒が弱かったというか飲
めなかった私がこのお店を紹介して
いる自分に驚いています。一番のお
気に入りは、スコッチウイスキーで
す。どちらかというと癖のあるかお
りと味が好きです（本人はいたって
癖がないです）。店内には、レコード
とCDが各700枚から800枚置いてあり、
BritishBeat・Progressive	rock・Jazz
など色々なジャンルが揃っています。

smoke food & music bar 

「Siren」
　サイレン
左京支所　田川　裕

smoke food & music bar　「Siren」
京都市左京区松ヶ崎河原田町5-7　AYビルB1
Ｔ Ｅ Ｌ　075-703-9104
営業時間　19：30～24：30
定 休 日　木曜日

修学院修学院
叡山電鉄本線叡山電鉄本線

Siren

高野
川

高野
川

北山通北山通 川
端
通

川
端
通

　私のとっておきのお店「京甘藷（き
ょうかんしょ）」を紹介します。鳴滝
の立地的には車でないと来れないよう
な、ちょっと不便な場所にもかかわら
ず、人気店で次から次へとお客が来店
します。メニューは、生いもけんぴ黄

金芋、塩けんぴ、ひょうしぎ、べっこ
う芋、焼き芋、スイートポテトなど。
芋を熟知した店主が厳選したものを使
用し、１つ１つ丁寧に包丁で手切りし
ています。我が家で一番人気は、生い
もけんぴ。極細芋けんぴを菜種油でカ
リッと揚げ、自家製の蜜を絡めてあり
ます。程よい甘さとカリッと香ばしい
蜜がたまらない一品です。細長いので
子供たちも食べやすくパックの下に溜
まった蜜を食べたい！と言うほど大好
きです♪塩けんぴは、ちょっと大人の
芋けんぴ。甘いのが苦手な方にもおす
すめです。塩と芋の甘みで食べだすと
とまらない！ビールのお供にもピッタ

リです。どちらも１パックあっという
間に食べ終わってしまう美味しさです。
京都らしさを感じる一品のひょうしぎ。
西京味噌をブレンドした蜜がさつまい
もの甘みをいっそう引き立ててくれま
す。手作りで大量生産できない事と、
とても人気なのでなくなり次第閉店で
す。また令和４年は、７月〜10月初旬
まで、こだわりのお芋が手に入らない
ので休業です。芋好きさんは、ぜひ一
度食べてみてください！

  京甘藷 
（きょうかんしょ）

上京支所　近藤 明久

京甘藷（きょうかんしょ）
京都府京都市右京区鳴滝蓮池町12-7
Ｔ Ｅ Ｌ	 075-461-5501	
営業時間	 		10：00～17：00
定 休 日	 火・水曜日

宇多野宇多野
京福北野線京福北野線

京甘藷 周山街道
周山街道

←高雄
←高雄

仁和寺→仁和寺→

162162

183183

2929

福王寺福王寺

丸
太
町
↓

丸
太
町
↓

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１回理事会
　令和４年度第１回理事会を７月14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50名　監事５名　相談役４名

【決議事項】
　次の第１号〜８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２社、賛助会員16名の加入を承認。承認の結
果、個人組合員は1,169名、法人組合員154社、出資金額6,982万円、
賛助会員473名、加入率は83.1％となった。
	 （申込順・敬称略）

（個人組合員）
○松本　敏英（伏見）	 ○冨山　駿介（中京）
○重谷　文野（中京）	 ○久保田紘史（右京）
○長田　淳史（伏見）	 ○渡辺　真一（下京）
○中村　真紀（中京）	 ○奥田　雅彦（中京）
○池田　昌義（下京）

（法人組合員）
○京都下鴨税理士法人（左京）
○税理士法人洛楽（東山）

（賛助会員）
○清水　朗子（宇治）	 ○三浦　　誠（中京）
○本間あかね（下京）	 ○田中　千草（上京）
○水野　広土（東山）	 ○山田　晃士（中京）
○鴨井　勝也（左京）	 ○八田　卓士（右京）
○子谷　沙代（右京）	 ○藤井　良一（中京）
○松見　靖雄（東山）	 ○船津　陽介（中京）
○船越　悠太（福知山）	 ○山下　卓也（宇治）
○時吉　久志（下京）	 ○松川　観広（左京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○吉田　一三（上京・脱退【逝去】）
○笹田　英雄（上京・脱退【業務廃止】）
○奥田　雅彦（中京・脱退【組合員へ移行】）
○久内　圭介（伏見・脱退【南支部へ転出】）
○原田　　唯（右京・脱退【業務廃止】）
○池田　昌義（下京・脱退【組合員へ移行】）

第３号議案　第50回通常総会議案審議　第１～５号議案承認の件

第４号議案　 大阪国税局　確定申告コールセンター会場貸出し
について

第５号議案　「趣味の会」助成額承認の件

第６号議案　支部連主催事業協賛依頼承認の件

第７号議案　役員の自己取引承認の件（決算申告業務）

第８号議案　新規提携企業候補（１社）承認の件

【報告事項】
・50周年記念事業特別委員会【全体会議】開催報告
・京都府、京都市への寄付報告

（総務部門）
総務委員会
　①組合行事日程・組合PR開催状況
　②第50回通常総会・50周年記念式典・懇親会
　　スケジュール・会場レイアウト・来賓名簿・役割分担他
　③組合ガイドブック（提携企業便覧拡充）の発行について
　④全税共文化財団助成要綱について
広報委員会
　・「KYOZEIKYO」第176号発行報告
地区連絡委員会
　①４月10日（日）、11日（月）厚生事業開催報告
　②４月22日（水）大同チャリティーゴルフコンペ開催報告
その他
　・応接室　絵画寄贈報告
　・会館設備関連の見積もりについて

（保険部門）
委員会共通
　・令和４年度保有契約還元金について
保険第一委員会
　①４月26日（火）連絡協議会開催報告
　②５月19日（木）大同保険推進協議会実務者会議開催報告
　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報告

保険第二委員会
　①	５月13日（金）全税共京都地区業務推進会議開催報告並び
に個別業推、表敬訪問等開催について

　②	第37回全国統一キャンペーン・プレキャンペーン実施要領
について

　③Z1（代理店増強）・Z2（挙績推進）キャンペーンについて

（事業部門）
事業委員会
　・組合ガイドブック（提携企業便覧拡充）の発行について
出版委員会
　・委員の一部交代について
研修委員会
　・各種講座開催状況報告
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５・26 事業小委員会（第51期予算案について）

５・26

研修・府民・市民のための無料講座
「相続セミナー～失敗しない相続の進め方～
・相続を争族にしないためには
・相続手続きの進め方」
　講師：坂口由美枝先生
　参加：29名

５・27 東京税理士協同組合第61回通常総代会懇親会出席
　於　京王プラザホテル

５・30 出版小委員会【Web会議】
（令和４年分税務便覧の方向性検討について）

６・１ 支部定期総会出席（中京）

６・１ 支部定期総会祝電（峰山）

６・１
栃木県税理士協同組合
全税共全国統一キャンペーン・プレキャンペーンキッ
クオフミーティング出席
　於　ベルヴィ宇都宮

６・１ 地区連絡小委員会（第51期予算について）

６・２ 支部定期総会出席（宇治）

６・２ 支部定期総会祝電（福知山）

６・２ 支部定期総会祝電（舞鶴）

６・３ 支部定期総会出席（左京）

６・３ 支部定期総会出席（東山）

６・３ 支部定期総会出席（園部）

６・３ 保険第二委員会（第50回通常総会の議案について）

６・６ 支部定期総会出席（右京）

６・６ 支部定期総会祝電（宮津）

６・６ 保険第一委員会（第50回通常総会の議案審理について）

６・７
研修・実務講座
「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第４回」
（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：19名

６・８ 支部定期総会出席（上京）

６・８ 支部定期総会出席（伏見）

６・８ 研修委員会（第51期研修委員会の運営について）

６・９ 常務理事会【書面審議】
（出版委員会　委員の一部交代案承認について）

６・９ 事業委員会
（第51期予算案及び総会議案書草案について）

６・10 総務委員会（第50期決算準備）

６・10 兵庫県西税理士協同組合第53回通常総会懇親会出席
　於　ホテルモントレ姫路

６・10 東海税理士協同組合第43回通常総代会懇親会出席
　於　名古屋マリオットアソシアホテル

６・13 出版委員会（令和４年分税務便覧の作成について）

６・14
研修・実務講座
「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第５回」
（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：19名

６・15 朝日生命税理士VIP登録代理店推進協議会
　於　フォーチュンガーデンキョウト

６・16
名古屋税理士協同組合第55回通常総代会及び
　創立55周年記念式典・祝賀パーティー出席
　於　名古屋東急ホテル

６・18
近畿青年税理士連盟京都支部
第58回定期総会懇親会出席
　於　京都ブライトンホテル

６・21 出版委員会（税務便覧編集作業）

６・21
研修・実務講座
「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第６回」
（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：19名

令和４年

６・23 予算編成準備会

６・23

研修・短期講座
「経営支援に役立つ
～国・支援機関の支援メニューと活用法～」
　講師：【第１部】
　　　　京都府中小企業活性化協議会
　　　　統括責任者　中西宏介氏
　　　　【第２部】
　　　　京都府事業承継・引継ぎ支援センター
　　　　統括責任者　宮嶋渉氏
　　　　経営者保証コーディネーター
　　　　統括責任者補佐　重野利明氏
　　　　統括責任者補佐　梅原克彦氏
　　　　【第３部】
　　　　京都府よろず支援拠点
　　　　コーディネーター　古谷武徳氏
　　　　【第４部】
　　　　近畿経済産業局　産業部中小企業課
　　　　課長　麻野浩樹氏
　　　　【第５部】
　　　　京都信用保証協会　企業支援部　経営支援課
　　　　担当係長　中川翔太氏
　　　　参加：88名（オンデマンド申込含む）

６・28
埼玉県税理士協同組合第56期通常総代会及び埼玉税理
士共栄会第39期定期総会出席
　於　清水園

６・28
研修・実務講座
「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第７回」
（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：19名

６・29 総会議案審議会

７・４ 正副理事長会

７・４ 期末監査

７・４ 出版委員会（税務便覧編集作業）

７・７
創立50周年記念ゴルフコンペ
　於　グランベール京都ゴルフ倶楽部
　参加：112名

７・12 出版委員会（税務便覧編集作業）

７・12
研修・実務講座
「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第８回」
（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：19名

７・13

研修・短期講座
「Ⅰ．令和４年４月19日最高裁判決の実務への影響」
「Ⅱ．令和４年度税制改正の留意点と今後の資産税改正
の動向」
　講師：近藤雅人先生
　参加：63名

７・14 常務理事会・理事会・厚生会役員会

７・14 創立50周年記念特別委員会【全体会議】

７・19 出版委員会（税務便覧編集作業）

７・19
研修・実務講座
「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第９回」
（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：19名

７・20 創立50周年記念式典・祝賀会打合せ
　於　ウェスティン都ホテル京都

７・22 （株）日税ビジネスサービス第48回定時株主総会出席　於　京王プラザホテル

７・25 北陸税理士協同組合連合会第39回通常総会出席
　於　ホテル日航金沢

７・26
研修・実務講座
「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第10回」
（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：19名

７・27 相談役会
　於　祇園土井

７・29
研修・短期講座
「相続税・贈与税等判断に悩む事例を中心として」
　講師：渡邉定義先生
　参加：119名（オンデマンド申込含む）

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

〈新規提携〉７月14日より
⃝�株式会社ゼロ・コーポレーション：戸建、店舗併用住宅、共同住宅、木造ビル等の建築請負

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）
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８・１
東京税理士協同組合
全税共第36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

８・２
北海道税理士協同組合
全税共第36回全国統一キャンペーン夕食祝賀会出席
　於　札幌パークホテル

８・４
埼玉県税理士協同組合
　全税共第36回全国統一キャンペーン「感謝の集い」
出席
　於　ホテルニューオータニ

８・８ 地区連絡小委員会（春の一泊旅行について）

８・８ 出版委員会（税務便覧編集作業）

８・10 正副理事長会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・10
第50回通常総会・創立50周年記念式典・祝賀会
第11回厚生会通常総会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・19 出版委員会（税務便覧校正作業）

８・23 広報委員会（第177号編集割付）

８・25 北海道税理士協同組合第50回通常総代会懇親会出席
　於　京王プラザホテル札幌

８・26
大阪・奈良税理士協同組合第34回通常総代会懇親会
出席
　於　リーガロイヤルホテル

８・29 保険第一小委員会
（支所別小規模懇談会の実施状況について）

８・30
近畿税理士協同組合連合会理事会
近畿地区全税共業務推進協議会
全国税理士共栄会近畿地区会会議出席
　於　ホテルモントレ大阪

８・31 総務委員会（インボイスの対応について）

８・31 広報委員会（第177号ゲラ校正）

９・２ 東税協共栄会創立五十周年記念式典・祝賀会出席
　於　ホテルニューオータニ

９・５ 出版委員会（税務便覧校正作業）

９・６ 研修委員会（第51期研修委員会の運営について）

９・７ 大同生命事業報告懇談会出席
　於　ホテルニューオータニ

９・７ 広報委員会（第177号ゲラ再校正）

９・９
研修・短期講座
「コロナ後の日本経済」
　講師：ジャパンM&Aソリューション株式会社
　常勤監査役　五十嵐敬喜氏
　参加：38名（９月７日現在）

９・９ 日本生命税理士VIP登録代理店推進協議会
　於　ホテルオークラ京都

９・13
関東信越税理士協同組合連合会
第54期通常総会懇親会出席
　於�清水園

９・14 事業委員会（事業推進協議会について）

９・14
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第１回」（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：16名（９月７日現在）

９・16

研修・短期講座
「【第１部】富裕層をめぐる国際的な納税環境整備と贈
与問題」
「【第２部】相続税申告を引き継ぐ場合の注意点」
　講師：江本尚浩先生
　参加：24名（９月７日現在）

９・21
研修・実務講座
「所得税の基礎知識と計算の実務第２回」（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：16名（９月７日現在）

９・22

研修・短期講座
「【第１部】評価通達６項適用の現状と問題点
～最判令４.４.19判決の意義と影響～」
　講師：株式会社野村資産承継研究所
　名誉顧問　品川芳宣氏
「【第２部】承継コンサルの最前線から（事例紹介）」
　講師：株式会社野村資産承継研究所
　主任研究員　内藤秀司氏
　主任研究員　發知諭志氏
　参加：57名（９月７日現在）

９・25 「KYOZEIKYO」第177号発行

京都市からのお知らせ

　事業所用家屋を貸し付けている方で、次のような場合に
は申告が必要です。
①�事業所税の納税義務者に１棟で延べ床面積500㎡以上を
貸し付けた場合
②１借主に対する貸付面積が300㎡以上の場合
③その他必要と認められる場合

　事業所税の「申告書」、「事業所用家屋の貸付状況等の申告書」、「事業所税申告の手引」は、京都市ホームページからダウンロードできます。
　詳しくは、京都市ホームページ「京都市情報館」にてサイト内検索「事業所税」で検索してください。

項　目 資産割 従業者割

納税義務者 事業を行う法人又は個人

課税標準 事業所用家屋の床面積
（借受分を含む。）

従業者給与総額
（賞与を含み、退職金は除く。）

税　率 １㎡につき600円 100分の0.25（0.25％）

税　額 事業所床面積×600円 従業者給与総額×0.25％

申告義務 京都市内の合計事業所床面積
800㎡以上

京都市内の合計従業員数
80人以上

免税点
京都市内の合計事業所床面積
（非課税部分を除く。）

1,000㎡以下

京都市内の合計従業者数
（非課税に係る者を除く。）

100人以下
課税標準の
算定期間

法人…事業年度
個人…１月１日～12月31日

納付方法 申告納付

申告納付の
時　期

法人…事業年度終了の日から２箇月以内
個人…翌年の３月15日まで

◆概要
　事業所税は、都市環境の整備・改善に要する費用に充て
るための目的税で、一定規模以上の事業を営む法人又は個
人に対して、事業所の床面積や従業者の給与総額によって
課税されます。

■�事業所税について

■�事業所用家屋の貸付状況等の申告について
〈申告書の提出先及び問合せ先〉
〒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

	 	京都市市税事務所法人税務担当（事業所税担当）
	 （TEL	075-213-5248）

①�期限後の申告には、不申告加算金が課されます。

納付すべき税額×15％
・�50万円を超える部分については５％が加算され
ます。
・�決定があるべきことを予知したものでないとき
は、納付すべき税額×５％となります。

②�納付が遅れますと、延滞金が課されます。

期限内に申告納付してください！
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蒲生ゴルフ俱楽部　比良・伊吹・鈴鹿コース
（キャディ付15組、セルフ15組）
滋賀県蒲生郡日野町中山　☎0748-52-4640

（組合せ表並びに開催要領は、ご参加の先生に直接送付します）
参 加 費 用	 会　費　　　　　　　　　　 ¥4,000
	 セルフプレーフィ　　　　　¥11,700《昼食代・ワンドリンク含む》
	 キャディ付プレーフィ　　　¥15,000《昼食代・ワンドリンク含む》
	 プレーフィ等は、各自ご精算ください。

令和４年
11月10日（木）

会費の一部をチャリティーに寄付させていただきます。

お申し込みは10月21日（金）までに当（京税協）事務局へ
先着120名になり次第締切らせていただきます

京都税理士協同組合・京都府支部連合会共催・全国税理士共栄会協賛

第67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
ご参加
お待ちしております

「小規模企業共済」・「倒産防止共済（セーフティー共済）」
ご検討の先生方へ

☆共済手続きにおける認印等の押印廃止について
小規模企業共済・倒産防止共済の各種手続について
認印等、一部の押印の廃止（はんこレス化）が実施されました。
　（詳細については、組合ホームページをご確認ください）

☆「小規模企業共済」新規加入手続・増額手続、�
　「倒産防止共済」新規加入手続について
本年中の受付締切は、12月15日(木)までとなります。
注）「小規模企業共済」新規加入・増額手続は、
　　申込書・確認書類・申込現金（【現金なし】の場合現金は不要）が、すべて不備なく確認ができ、
　　手続き出来る年内最終日が 12月15日(木)となります。
　　「倒産防止共済」新規加入手続は、申込書・同意書が不備なくすべての確認ができ、
　　手続き出来る年内最終日が 12月15日(木)となります。

12月16日(金)以降の手続となる場合につきましては、手続事務作業の 
都合上、来年分(令和５年１月)の扱い【本年度の控除は出来ません】
として、処理させていただきますのでご了承ください。
小規模企業共済について、上記締切日までに申込書のみ（または現金のみ）確認出来ましても、
締切日以降にすべての確認が出来た場合は、来年分の扱いとなりますのでご注意ください。

（但し、上記以外の手続につきましては、随時受付させていただきます。）

お問合せは、京都税理士協同組合　事務局
TEL（075）222-2311（担当：片木、福井）

詳細は同封の案内をご覧ください

Editor's Note

編集後記

創立50周年記念式典・祝賀会も無事終了しました。感動冷めやらぬ内に一句

京税協　Centennialへ　折り返し 　
倍の100周年にはBicentennialとなります　� （広報委員長�東�智之）
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