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　10年前、私は61歳でこの大会に
中京チームの投手としてデビュー
し優勝したが当時の主力メンバー
も今回の主力メンバーもあまり変
わっていない。ほとんど同じメン
バーでここ10年間戦ってきたので
ある。しかも常に決勝まで進んだ
優秀な戦士達であるが、平均年齢
は10歳上がった。

　その為、毎年少しずつの補強が必要であり今回活躍した
補強選手は、４番バッターの林捕手と沢辺２塁手の２名。
　見るからにパワフルな林捕手。試合前のバッティング練
習ではあまり期待できなかったが試合になり小さいヘル
メットを大きな頭に乗せた途端、ヘルメットが落ちないよ
うコンパクトなダウンスウィングを行い、タイムリーヒッ
トを量産した。
　そして沢辺２塁手。試合前のノックが出来なかったので、
ゲッツーは試合の中で練習するよう冗談半分に指示してい
た。
　１回戦は不戦勝。
　２回戦の相手は、若い左京チームを倒してきた強豪の右
京チーム。
　１回の守備でいきなりゲッツーのチャンス、ワンアウト
１塁の場面。
　私は内野の方へ振り向き、期待はしてなかったが一応

「ゲッツーいくで」と叫んで低めに投球。

支部対抗
ソフトボール大会

中京支部　平岩 倉一

　打球は守備の堅いショートへ、そしてセカンドへ。
　フォースアウトで十分だと思っていたが、沢辺２塁手は
送球を受けると同時にためらうことなくファーストに振り
向き送球、アウト。
　ソフトボールは野球に比べ塁間が短い為、ゲッツーは非
常に困難なプレーであり、めったに出来ない。それを難な
くこなした野球経験の無い沢辺２塁手、それだけでは終わ
らなかった。
　前回チャンピオンの上京チームとの決勝でも６−４−３
のゲッツーを２回もやってのけた。公式的には２回である
が、もう１回ほぼゲッツーをやっている。これは、厳しい
審判の判定でセーフになったがどちらともとれる素晴らし
いプレーであった。
　祝勝会で沢辺選手に尋ねたところ、息子さんの関係で
ラグビーの練習をしているが、ボールをパスする動作は
ファーストに投げるゲッツーの動作に似ているとのこと。
　卓球経験者はバントが上手というのは聞いたことがある
が新発見であった。
　以上のように皆で勝ち取った優勝であるが、コロナ禍に
も関わらず大会を行っていただいた関係者の皆様には感謝
している。
　支部同士の必死の戦い、今後も続けていただきたい。

令和４年９月17日(土）
場所 太陽が丘グラウンド
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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「KYOZEIKYO GUIDE」に掲
載させていただいており、本誌 「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

株式会社ストライク

株式会社日本M&Aセンター

株式会社JTB

日本政策金融公庫　京都支店

京都大学にて

　縁あって、この９月から京都大学経
営大学院にて寄付講座を開催させてい
ただくことになりました。
　私がストライクでM&A仲介業をは
じめたのが25年前。当時はまだごく一
部の物好きな会社だけが行っていまし
た。
　時間が経過し、今では徐々に一般的
になってきておりますが、日本のM&A
市場はまだ３合目くらいの印象です。

　深刻化する後継者不在の解決、人口減少への対処、生
産性向上など、中小企業の抱える課題は山積みです。
　もっとM&Aを活発にしてこれらの課題を解決していか
ないと中小企業は生き残っていくことすら難しくなって
いきます。M&Aを活性化するためにはそれを担う人材育
成が欠かせません。そんな思いで寄付講座のご依頼にお
応えさせていただきました。
　これこそ税理士の先生方とご一緒に解決するべき課題
だと思っております。どうぞよろしくお願いします。

代表取締役社長
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なんでもご相談ください！
　株式会社日本M&Aセンターの居村和也
と申します。京都エリアの担当をしており
ます。今回は皆様に覚えて頂けるように自
己紹介をさせていただきます。
　幼少時代から大阪の大東市という地域で
過ごし、京都の同志社大学に入学しました。
大学ではスポーツ健康科学部という学部で
スポーツや人の体について勉強をしていま
したが知り合いの税理士先生とお話をする
中で税理士業界で経営や財務について勉強

がしたい！という気持ちが強くなりました。そして大学を卒業
後、会計事務所に入社し、経験を積んだ後、当社に転職をいた
しました。それらの経験を活かして日々会計事務所の先生方と
連携してM&Aを進めていく部署に在籍をしております。何か
お困りごとがございましたらいつでもご相談くださいませ。素
早く、丁寧かつ当社全体を巻き込んだ深い知識、経験で対応さ
せて頂きます。

提携統括事業部
コンサルタント戦略

営業部
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最高の「楽しい・嬉しい」をお届けいたします

　いつもお世話になっております。
JTBの村井です。平素より支部旅行や
先生方の個人旅行を担当させて頂いて
おり、誠にありがとうございます。旅
行が好きで、お客様に喜んでいただく
ことが自分の喜びに繋がる、とJTBに
入社しました。入社後は店頭やオンラ
イン接客専門店での個人旅行販売、人
事部での求人・教育担当等を経験し、

京都中央支店へ参りました。私のモットーは「明るく元
気に前向きに」、好きな事は旅行・お酒・食べることです！
旅行に行ったら、ご当地グルメは外せません！甲子園で
ビールの売り子をやっていた事は関係ないと思いますが、
乾杯のビールは最高に大好きです。乾杯をご一緒いただ
ける機会を楽しみにしております♪団体／個人旅行はも
ちろん、ギフト券やおせちの販売等も承っておりますので、
なんでもご相談ください！嬉しい、楽しいをお届けでき
るよう笑顔で頑張ります。

京都中央支店
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ご融資の相談は何なりとお申し付けください。
　日本政策金融公庫、京都支店の山本と申
します。京都税理士協同組合の先生方には
日頃からお世話になっております。簡単で
すが、私の自己紹介をさせて頂きます。出
身地は兵庫県三木市になります。大学まで
兵庫県で過ごしまして、その後公庫に入庫
してからは、高知支店、姫路支店、鹿児島
支店、久留米支店で勤務してきました。現
在の京都支店には、令和２年５月から勤務

しています。
　趣味はゴルフで、現在は地元の三木市や滋賀県でゴルフを楽
しんでおります。スコアはここ数年停滞しております。また、
学生時代はボクシング部に所属していたため、今でもボクシン
グを観るのが好きです。有名選手の試合は、現地に行って観戦
したりしています。せっかく京都に赴任しましたので、今後は
神社仏閣巡りにも力を入れていきたいと思います。
　また、何かご相談等がございましたら、事務所の方にもお伺
いさせて頂きます。よろしくお願いします。

上席課長代理
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　ホテルオークラ京都に於いて開催され、税理士VIP
登録代理店、日本生命代理店担当者等総勢72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
を行い、日本生命担当者からはキャンペーン獲得者の
披露、VIP取扱の新商品等の説明が行われた。

保険第二委員会
日本生命税理士VIP登録代理店
推進協議会

９月９日（金）

保険第一委員会
大同生命登録代理店・紹介税理士
研修会
　ホテルオークラ京都に於いて、京都税理士協同組合
厚生会との共催により開催され、133名が参加した。

テーマ　�「事務所全体で取り組む関与先へのリスクマネジメント」
講　師　保険第一委員　中川正茂　先生

10月25日（火）

　ホテルオークラ京都に於いて開催された。中江理事
長、実行委員長の森副理事長のあいさつに続いて、収
支報告が司会の福田専務理事から行われた。その後各
部門から実施事業における報告がなされた。
　コロナ禍での開催となったため、当初予定した人数
よりも小規模での開催を余儀なくされたものの、出席
委員からは概ね好意的な意見が寄せられ、創立50周年
記念事業は好評裡に終了したことが報告された。
　反省会終了後、懇親会が開催され、和やかなうちに
宴は幕を閉じた。

創立50周年記念特別委員会
反省会・懇親会

９月26日（月）

　埼玉県税理士協同組
合大手昭髙理事長以下
16名の役員が来館さ
れ、主に保険事業の実
施状況などに関して、
中江嘉和理事長以下９
名の担当役員と活発な
意見交換がなされた。

埼玉県税理士協同組合との協議会
10月17日（月）

　ホテルオークラ京都に於いて開催され、当組合並び
に厚生会の提携企業より30社が参加し、今後の事業推
進に向けた活発な意見が交わされた。

事業委員会
事業推進協議会

10月27日（木）

　グランベール京都ゴルフ倶楽部に於いて開催され
た。両丹５支部、大同生命保険株式会社、当組合より
総勢36名が参加し、親睦を深めた。

第32回両丹５支部親睦ゴルフコンペ
10月７日（金）

� （敬称略）

個　人 団　体
優　勝 藤岡　堅太（園　部） 園　部
準優勝 村中　研治（京税協） 峰　山
第３位 山﨑登志雄（園　部） 京税協
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　令和４年９月〜11月に実施される全税共第37回全国
統一キャンペーンに向けて、参加生命保険会社とキャ
ンペーン施策や入賞目標について意見交換を図るべ
く、個別業務推進協議会を開催した。また、キャンペー
ンへの積極的な参加を呼び掛けるために、支社・営業
所へ表敬訪問を実施した。

保険第二委員会
各生命保険会社との個別業務推進
協議会及び表敬訪問

☆個別業務推進協議会
７月８日（金） 住友生命　京都支社
７月12日（火） 明治安田生命　京都支社
10月14日（金） 朝日生命　京滋支社
10月20日（木） 日本生命　京都支社
11月２日（水） ジブラルタ生命　京都支社

☆表敬訪問
10月５日（水） 朝日生命　京都営業所
10月11日（火） 朝日生命　伏見営業所・峰山営業所
10月13日（木） 朝日生命　西八条営業所・舞鶴営業所
10月17日（月） 朝日生命　宇治営業所
10月18日（火） 朝日生命　京都西営業所
10月19日（水） 朝日生命　長岡京営業所
10月21日（金） 朝日生命　西大路営業所
10月27日（木） 富国生命　京都支社
11月２日（水） 日本生命　京都支社
11月７日（月） ジブラルタ生命　京都支社

11月11日（金） 住友生命　�京都中央・京都開発・京都四条・
北山・北山葵各営業支部

� （11月11日現在）

ウェスティン都ホテル京都場　所

新春講演会京税協
支部連

共催

新年祝賀会支部連主催

令和５年１月13日（金）開催日

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、
　開催中止・変更となる場合がございます。
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　文化の窓口として栄えてきた長崎
の歴史をひもときながら、長崎卓袱
浜勝ならではの卓袱料理をご賞味く
ださい。

〜卓袱料理のはじまり〜
　その昔、隠元和尚などによっても
たらされた普茶料理（精進料理の
一種）の配膳形式に、長崎町民の
間で作り出された和・唐・蘭をミッ
クスした献立がそのまま盛り付けら
れ、長崎独特の料理を生み出しまし
た。それが卓袱料理の始まりだとさ
れています。

〜郷土料理…卓袱〜
　新しいもの好きの長崎人気質に加
え、当時においても食材が豊かな長

長崎卓袱浜勝 崎では、中国料理と日本料理は互い
に影響しあい、一つの器に盛られた
料理をそれぞれ自分の箸で取って
食べるようになりました。
　一卓一卓に大皿で数人分の料理
を盛る卓袱形式（朱塗りの円形テー
ブルを卓袱（しっぽく）と呼んでい
ます）は、身分の上下に関わらず円
卓を囲むことが出来ます。しかも簡
単で合理的なため、町人たちが多い
長崎で大いにうけ、特に宴席で好ま
れるようになりました。
　それから、卓袱料理は時代と共に
さらに洗練され、今でも長崎におけ
る郷土料理の代名詞として愛され親
しまれています。
　※通常定員よりも人数を限定し、
ゆったりとお過ごしいただけるよう
配席予定です。

四海樓

　1899（明治32）年に陳平順が創
業した「ちゃんぽん」「皿うどん」
発祥の老舗中華料理店です。当日、
お料理は「ちゃんぽん」を含むコー
スで提供されます。
　※通常定員よりも人数を限定し、
ゆったりとお過ごしいただけるよう
配席予定です。

長崎長崎 旅への

昼食は昼食はどちらかご選択どちらかご選択いただけます。いただけます。
� （人数制限あり）� （人数制限あり）

約２時間近くの自由時間を設けておりますので、
グラバー園、オランダ坂などの周辺散策をお楽しみください。

or

１日目

長崎市内に残っていた歴史的建造物
を移築し、野外博物館の状態を呈し
ています。世界遺産「明治日本の産
業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭
産業」（全23資産）の構成資産である
旧グラバー住宅などの洋風建築をご
覧いただけます。

オランダ坂

　旧居留地時代につくられた石畳の
坂道・石段で、長崎市東山手重要伝
統的建造物群保存地区を構成する要

素の一つとなります。入館無料で気
軽に立ち寄れるスポットもあり、明治
時代に外国人住居として使用されて
いた建物では当時の様子を伺うこと
のできる内装や調度品を見学できま
す。カフェスペースもあるので、散策
途中の休憩にいかがでしょうか。

グラバー園

　1859年の長崎開港後に長崎に来住
したイギリス人商人グラバー、リン
ガー、オルトの旧邸があった敷地に、

令和5年4月16日（日）〜17日（月）

一泊旅行のご案内

長崎市内観光組

長崎市内昼食

日程が変わりました！！

〜雲仙温泉へ〜
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雲仙地獄めぐり

　雲仙の古湯と新湯の間の白い土（温泉
余土）におおわれた一帯が雲仙地獄地帯
と呼ばれています。
　地獄とは仏教の教えで前世の悪業の苦
報を受ける所という意味ですが、至る所

から高温の温泉と噴気が激しく噴出し、
強い硫黄臭が漂う中、湯けむりをもうもう
と立たせるさまは、恐ろしげな地獄の景色
そのものと言えるでしょう。
※�徒歩、もしくはタクシー等でお出掛けください。

ご宿泊：東園

　浮舞台が印象的な豪華なロビー、すべての客
室から見える池と日本庭園は華やかで四季折々
の美しさです。料理長厳選の地元の旬の食材を
使った料理はこだわりの有田焼の器に盛りつけ
られ、目と舌の感動を味わえます。
　素晴らしい眺めのかけ流しの温泉大浴場もご
ざいます。日常を離れたゆとりとおもてなしで心
行くまでおくつろぎください。
　今回は180名定員のお宿を全館貸切でのご提
供となります。

雲仙ロープウェイ

　仁田峠展望所からロープウェイが
発着。標高差約174ｍの仁田峠〜妙見
岳間を、２両編成のゴンドラが４〜８
分間隔で運行しています。わずか３
分間の所要時間だが、窓から眺める
自然の大パノラマは一見の価値あり。
感染対策の一環として、通常36人乗
りですが密集を避けるために減員し
ての運航しております。

リゾラテラス

　上天草市前島にあるリゾート感
たっぷりの複合施設。

　天草ならではの食材を使った全席
オーシャンビューのカフェやこだわり
の塩パン、特産品、ハワイ直送の雑
貨など、さまざまなショップが入って
います。海岸リゾートのような雰囲気
で、お土産選びにも最適です。
　ご昼食は「シェフのお勧めおまか
せランチ」をご用意いたします。

シークルーズ 
（天草五橋クルージング）

　景観の美しさで有名な天草松島の
大小40ほどの島々と五橋が調和した
絶景をお楽しみいただきながら、上
天草市松島（前島）〜宇城市三角港
を結ぶ約30分のクルージングです。
今回は貸切船にて、天草五橋クルー
ズをお楽しみください。

パサージュ琴海アイランド 
ゴルフクラブ

　戦略的に富んだシーサイドリゾー
トコース。大村湾に突き出した半島
の中にあり、海越えのホールなどな
かなか日本では味わえないゴルフを
お楽しみいただけます。フェアウェ
イが広いので１打は思い切り飛ばし
たい。フェアウェイのアンジュレー
ションはミスをたしなめる造りで、
ナイスショットには次打が楽なライ
が用意されている。全体的にゴルフ
の醍醐味を味わえるベテランには嬉
しいコース。

観光組
ゴルフ組

旅館直行組

２日目

全館貸し切りで、

長崎のうまかもんを…

多数のご参加をお待ちしています多数のご参加をお待ちしています!!!!
詳細はDMにて!!詳細はDMにて!!
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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！

　意味不明なタイトルと思われるかもしれませんが、私は
趣味を聞かれたらゴルフと答え、好きな食べ物を聞かれた
らチャンジャと答えます。ゴルフについては説明不要かと
思いますがチャンジャについてはご存知ない方もいらっ
しゃるので説明すると、韓国発祥の珍味でタラの胃や腸を
唐辛子ベースの調味料で漬け込んだものです。居酒屋に
行ったらスピードメニューとして見かける事が多いかと思
います。
　ちなみに私はスーパーで毎日チャンジャを購入していた
時期があり、ある時、その購入しているスーパーでチャン
ジャが並んでいる列が１列から２列に増えているのを見た
ときは、何とも言えない達成感を感じました。
　話がそれましたが、この
二つを共に満たす日が私の
オフタイムです。昨年の８
月に自宅が大阪の茨木市に
なり、車で10分くらいのと
ころにゴルフの練習場を発
見したため足繁く通ってい
ます（練習の割には上達し
ないのでスコアについては
割愛させて頂きます…）。
　その練習の帰り道にあるのがキムチ専門店の「山村商店」
で、ここで毎回チャンジャを買って帰るのですが、これが
とにかく旨い！一般的なチャンジャはキムチベースの味が
全面に出て食べていると飽きてくるのですが、ここのチャ
ンジャは胡椒のようなスパイスが効いて臭みもなくどんど
ん箸が進みます。スーパーで売っているものと比べたら値
は張りますが、ゴルフの練習
後にビールを飲みながらチャ

ンジャを食らうという幸せはプライスレスです。
　この原稿の執筆について妻に話したところ、妻は当然、
今年の７月に産まれた長男と１歳になる愛猫と過ごす時間
について執筆するのだろうと思っていたらしく、書き上げ
た原稿を見て呆れた表情をしていました。チャンジャは飽
きがきませんが、妻から飽きられるのは時間の問題かもし
れません。

ゴルフとチャンジャ�
中京支所　島津　有希
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　コロナ禍になって早２年半、先日久しぶりに遠出をしま
した。子供もモノがわかる年齢になりましたので今回は亡
き義父の生まれ故郷の鹿児島に旅行へ！鹿児島に２泊、福
岡に１泊しました。
　妻、義母、次女が一足先に車で京都を出発し高速道路を
夜通し爆走。私と長女は翌日飛行機で鹿児島へ向かい、鹿
児島空港で合流する計画。
　夏休み中とはいえ、コロナ禍の平日にも関わらず鹿児島
行の飛行機は満席。
　初日の滞在地は義父の実家のある霧島市へ。錦江湾の最
奥に位置し桜島がすごく綺麗に見える場所です。
　親戚への挨拶を済ませ霧島神宮前の旅館へ。コロナの影
響もあり、宿泊客は少なめでゆったりとした時間を満喫。

　２日目は次の滞
在先の指宿に向か
いました。実は旅
行の４日前に桜島
が噴火したニュー
スがあり一瞬心配
し ま し た が、 決
行！

　桜島フェリーも通常運行していたため、現地の方に聞く
と、「このくらいはいつものことだよ！」とのことでした。
　最近のニュースはいささか大袈裟な気がします。
　とは言っても、途中、鹿児島市内に入るとパラパラと火
山灰が降っていました。

　夏場は東風が吹
くため灰は鹿児島
市内に降り注ぐそ
うです。
　指宿は砂風呂で
有名ですが、あい
にく台風が近づい
ていたこともあり

断念し、開聞岳へ。別名「薩摩富士」と呼ばれる薩摩半島
最南端の火山です。天気が良ければ霧島、屋久島などの観
光地が見られるそうです。

　３日目は鹿児島を後に
して次の目的地の福岡へ。
途中熊本に寄り道をして
昼食。
　熊本のソウルフード

「太平燕（タイピーエン）」
の美味しいお店へ。
　太平燕は野菜たっぷり
の麺料理で、見た目は「長
崎ちゃんぽん」ですが、
鶏ガラスープに麺は春雨
を使用し、あっさりして
いますがコクのあるスー
プが絶妙で私のお気に入
りです。

　夕方に博多に到着。最終日は
小倉と門司に立ち寄って、関門
海峡を渡って帰路につきました。
次はどこに行こうかな？

３年ぶりの旅行 �
東山支所　福島　一浩

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︕

長女が描いた桜島
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　そうなんです。
　実は私はSUBARU
という自動車メーカー
の車が大好きで、世間
では良いように言えば

「スバリスト」悪いよ
うに言えば「スバオタ」と呼ばれているSUBARU
車大好き人間なんです(^^;)
　SUBARUの軽自動車VIVIOからスタートしてこ
の４半世紀はSUBARU車以外のオーナーになった
ことがありません。
　長年連れ添ったSUBARUのレガシィツーリング
ワゴンの走行距離が16万キロにも達したため、10年
ぶりに車を購入する事にしました。契約は昨年した
のですがタイミングの悪い事に新型コロナウイルス
の影響による半導体不足のためなかなか納車されず
にずっと待っていました。
　そしていよいよ今年
の８月、待ちに待った
SUBARU WRX S4 が
我が家にやってきまし
た。
　SUVやハイブリッドやEVが流行しているなかで
ガソリン2.4リッターターボでセダンという絶滅危
惧種の車ですが、自分自身が今年還暦になること、
家族で車に乗る機会がほとんど無くなったこと、以
前よりスポーツカー的な車に一度乗りたかったこと、
純粋なガソリンエンジンで速い車は今後あまり出て
こないことなどを考えて今回の車に決定しました。
　20年以上付き合いのある営業マンの「めちゃく
ちゃいい車です。」という言葉を信じて試乗もせず
に契約して納車されたのですがこれが大正解でした。
　低回転からしっかりとパワーが出るエンジン、
がっちりしたボディ剛性、キレ味のいいミッション、
アイサイトXという手放し運転も可能な世界最高水
準の高度運転支援機能、今まで私が歴代乗ってきた
SUBARU車の中ではダントツに速くていい車だと
思います。
　そして納車されてから今回の記事の担当だったこ
とに気がついて、この際なので新しい相棒のS4と
ドライブに行く事にしました。

　どこに行くか色々考えたのですが、雑誌等で情報
収集して最近ではあまり行ったことのなかった滋賀
県の湖東方面に行くことにしました。
　今回、普段は私の行動に無関心な妻（笑）もなぜ
か付いていくと言い出して、記憶に無いぐらい久し
ぶりに夫婦二人でドライブに行くことになりました
(^^;)
　自宅から途中峠を抜けて琵琶湖大橋を渡ります。
　１つ目の目的地は野洲市に昨年オープンした「め
んたいパークびわ湖」です。福岡県の明太子メーカー

「かねふく」が運営している施設で、なぜ滋賀県で
明太子？という細かい話は無しにして早速入ってみ
ます。

　施設はタラピヨキッズ
パークという子供が遊べる
施設を併設しているためか
多くの子供連れ家族で大変
賑わっていました。
　めんたいパークは滋賀県
だけでは無く他にも５か所
ほどあるみたいでビジネス的には大成功のようです。
　せっかくなので鬼盛り! めんたい丼と明太子ソフ
トクリームを頼みました。

　めんたい丼を食べてみるとさすがに明太子で有名
な会社です。その辺で売っている明太子とは全然
違ってめちゃめちゃ美味しいです。ソフトクリーム
も絶妙な辛さと明太子のブツブツした食感があって
こちらも美味しいです。

 寄ってみた行ってみた  寄ってみた行ってみた
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が降ってきてしまいま
したが素晴らしい眺め
だったのでまた天気の
いい日に再訪しようと
思います。
　このシャーレ水ヶ浜
はほとんどのお客さん
がカップルだったので
すが、そういえば昔は
よく妻とこういう店に来たなあとなぜか懐かしい気
持ちになりました(^^;) 
　というわけで我が家にやってきたWRX S4、還暦
のおっさんには似合わない車かもしれませんが、運
転していてすごく楽しい車ですので今後もまた夫婦
でドライブに出かけようと思っています。

　次にもう一つの目的地でもある「ラ コリーナ近
江八幡」に向かいます。

　この施設は滋賀県の和洋菓子会社である「たねや
グループ」が近江八幡市で運営する施設で、芝の屋
根で一躍話題になった施設です。
　広大な敷地に店舗や会社の本社、水田や畑などが
併設されており大勢のお客さんで大変賑わっていま
す。
　敷地内には数多くの建物があり様々な食べ物を販
売していてあちこちで行列が出来ていました。中で
もバームクーヘンの実演販売のコーナーは長蛇の列
が出来ていました。
　めんたいパークびわ湖もラ コリーナ近江八幡も
どちらも食品会社が運営している施設で、両施設と
も多くの人で賑わっており集客に苦戦している施設
が多い中で大成功のようです。
　とある顧問先の社長に聞いたのですが、湖東とい
うエリアは愛知県、岐阜県、福井県、三重県辺りま
でが商圏となるのでビジネス的には面白いエリアと
の事でした。そのためか両施設でも数多くの県外ナ
ンバーの車を見かけました。
　湖東エリアは京都からも大変近く、数多くの新設
の施設やリニューアルされている施設もありエリア
としての勢いを感じます。
　２つの施設をみて最
後にこれも近江八幡市
にある琵琶湖の眺めが
素晴らしいと言われて
いるシャーレ水ヶ浜に
行きました。琵琶湖畔
にあるカフェです。
　あいにくこの日は雨

 寄ってみた行ってみた  寄ってみた行ってみた
広報委員　吉田　貢
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　今から、約40年前、京都市立堀川高校に通っていま
した。現在の堀川高校は京都で、１番、２番の進学高
で、例年50〜70名が京大、東大に進学しています。
　40年前の当時は、制
服はなく私服、休講と
なれば自習もしないで
食堂や喫茶店で時間を
潰しているようなこと
でした。生徒も先生も、
超ゆる〜い状態で、当
時はそれが当たり前、京大、東大なんか夢のまた夢で、
京大、東大を受験する人もなかったのではないでしょ
うか。
　学生生活、勉強以外での、クラブ部活動はまだ、そ
れなりに活発でした。
　私は、サッカー部に所属しており、汗と土ほこりと、
スライディングによる血だらけ傷だらけで、クラブ活
動に真面目に励んでおりました。
　堀川高校の校舎は、昔は女子校であったためグラウ
ンドが狭くそのため、サッカー部と、野球部は、嵯峨
広沢の池に近くにある嵯峨野グラウンドまで、６時間
目の授業が終わったら、自転車で片道約30分（往復60
分）の道のりを毎日毎日、自転車で通っていました。
　今でも嵯峨野の辺りを通ると40年前のことが思い浮
かび、自転車を一生懸命漕いで通ったことが懐かしく
思い出されます。

　そこで、今回は、堀川高校から嵯峨野グラウンドま
での道のりを自転車ではなく、徒歩で行ってみること
にしました。
　10月４日（火）12時25分、東堀川通錦小路上ルにあ
る堀川高校を出発、気温30℃程まだまだ暑さを感じる
気候、先ず、堀川通りを北に上ります。
　堀川通は、北は鴨川堤に始まる賀茂街道から、南は
JR京都駅のある八条通までの約８㎞の市内最大の幹
線道路です。堀川通は平安時代で言えば、平安京の左
京を南北に通る “堀川小路” にあたり、その名の通り、
堀川通には堀川という川が流れています。現在はその
ほとんどが暗渠となり、親水公園として整備され、川
の様相を見ることはできませんが、かつては京の運河
として、木材の運搬に利用された主要な川のひとつ
だったそうです。当時はその堀川を挟んで、“東堀川通”
と “西堀川通” の２つの通りがありました。
　三条通りまで来ると西に左折して、三条商店街に入
ります。賑やかな商店街を通ることにより、長い道の
りの気分転換です。
　三条商店街は、京
都を代表する老舗商
店街、堀川三条（東
口）〜千本三条（西
口）の東西約180店
舗があります。大正
３年に油小路〜大宮
間の72店舗で発足し
たそうです。現在は
昔ながらの商店と、
町家を改装したカ
フェや雑貨屋、美容
院などが仲良く並び、
商店街の顔である、
西日本最大級の全長
800メートルのアー
ケードに、リボンス
タンプ、季節ごとのイベント、また商店街周辺には二
条城・神泉苑・二条陣屋・武信稲荷神社などがあり、
散策ルートにも適しています。
　12時40分、三条商店街の西の入口、千本通三条の交
差点に到着、千本通りを北へ上がり、千本通丸太町の
交差点を目指します。
　千本通りは、北は
北区の鷹峯から南は
伏見区の京阪淀駅周
辺まで、全長17km
にもおよぶ長〜い道
路が京都市を南北に
貫いています。ちな
みに、九条通より南

広
報
委
員
　
森
　
繁
樹

京都市立堀川高等学校

京都三条会商店街

京都三条会商店街�西口

JR二条駅
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は鳥羽街道とも呼ばれています。千本通三条を上がる
とJR二条駅、中京中学を越えて、13時00分に、千本
丸太町の交差点に到着です。
　千本丸太町は、ご
存知の通り、平安時
代の平安京では、大
極殿があった場所で、
政治の中心となって
いた場所です。
　平安京が方角を司
る四神、すなわち北
の玄武、東の青龍、南の朱雀、西の白虎が守護する「四
神相応の地」として造られたことは有名であります。

「四神相応（しじんそうおう）」とは風水において好適
地とされる地勢や地相のことで、古来よりこの条件を
満たす土地に住むと長く繁栄すると考えられてきまし
た。
　【北】玄武は、船岡山（背後に高き山）
　【東】青龍は、鴨川（東に清き流れ）
　【南】朱雀は、巨椋池（広く開けた湿地帯）
　【西】白虎は、山陽道（大きな道が続く）
　青龍が平安京の空を遊覧し、二条城の南方に位置す
る神泉苑に降り立ち、その池の水を飲んだとされてま
す。
　平安京の歴史を感じながら千本通丸太町を左折して、
後は丸太町通りを西方向に道なりに、嵯峨広沢南野町
の交差点を目指します。
　丸太町通りは、東は鹿ヶ谷通から西は右京区嵯峨釈
迦堂大門町まで延びており、全長は約8.5kmの通りで、
昔この通り沿いの西堀川に材木商が多かったため、丸
太町通の名がついたといわれています。
　西大路通りの円町
を通り、13時30分花
園駅通過、13時48分
京福電鉄常盤駅、数
分歩くと、私の行き
つけの焼肉店「石屋」
が見えてきました。
遅い目のランチをし
ようかどうしようか
と考えているうちに
通過しました。14時
12分にようやく嵯峨
広沢南野町の交差点
に到着、その交差点
を右折して一直線、
間もなく嵯峨野グラ
ウンドです。周りの景色は、ほとんど当時とかわって
ないようですが、昭和の住宅と平成の新しい住宅とが
混在して建ち並んでいました。14時24分に京都市立堀

川高校嵯峨野グラウンドに無事到着しました。
　背負っていたリュックサックを下ろすと、カッター
シャツが汗びっしょ
りで、完歩の達成感
もあり「これで京の
みちの原稿が何とか
書けるぞ」と根拠の
ない自信が湧いてき
ました。
　まだ時間が早かっ
たので、グラウンド
には生徒の姿は全く
なく、物静かな空気
が流れていました。
数枚の写真を撮った
後、折角なので、北
へ２〜３分のところ
にある広沢の池に行
き自然の風景を満喫して、帰りは市バスでCOCON烏
丸の事務所まで戻りました。

　自転車では約30分で行けるところ、写真を撮りなが
ら徒歩で約２時間かかりました。たぶん人生で、最初
で最後の、40年前を思い出しながらの少し長い嵯峨野
への散策でした。

千本丸太町交差点

広沢の池

嵯峨野グラウンド（正面）

嵯峨野グラウンド

JR花園駅

まもなく嵯峨野グラウンドへ通じる道
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業の契約農家から直接仕入れた朝採れ
の新鮮で栄養価の高い野菜を使用した、
体に優しいイタリアンを頂くことがで
きます。
　私はランチコースを頂くことが多い
のですが、特におすすめなのはコース
の最初に出てくる前菜盛り合わせです。
肉、魚、旬の野菜を使った、10種類を
越える多彩な前菜盛り合わせで、いつ
もどれから食べようか迷ってしまいま
す。色々な種類を少しずつ食べたい30
代〜50代の女性に大人気だそうです。
　厳選した旬野菜はパスタやメイン料
理のソースなどにも使われており、自
家製の焼き立てパンや自家製のデザー
トと、シェフのこだわりが詰まった

　私がおすすめするお店は、亀岡で創
作イタリアンを楽しむことができる

「La retta（ラレッタ）」さんです。JR
嵯峨野線の馬堀駅から徒歩１分、トロ
ッコ列車亀岡駅への道中にあるお店で
す。
　オーナーシェフの畑中さんは野菜ソ
ムリエの資格を持っておられ、有機農

コース料理を味わうことができます。
　コロナウィルスは依然として油断で
きない状況ですが、少人数での貸し切
りにも対応していただけるので、プラ
イベート空間としてゆっくりとくつろ
いで過ごすことができます。また、ラ
ンチボックスをテイクアウトすること
もできますので、亀岡へお越しの際に
はぜひお立ち寄りください。

La retta
（ラレッタ）

園部支所　中村 拓也

La retta（ラレッタ）
京都府亀岡市篠町馬堀駅前２丁目4-3
TEL/FAX　0771-56-8665
営業時間　�Lunch� 11:30～15:00（L.O.�14:00）�

Dinner� 18:00～21:30（L.O.�20:30）
定 休 日　水曜日
HP　https://la-retta02.com/

　烏丸御池駅から徒歩４分、新町通沿
いにある「京料理 藤本」。ミシュラン
ガイドにも掲載されている名店で、真
っ白な外観からも洗練された上品な雰
囲気が伝わってきます。お店に入ると
さわやかな笑顔で店主の藤本貴士さん
が迎え入れてくれます。心が和みます。
　店内は明るく、白木のカウンターが
とても美しく存在感を放っています。
　お料理は魚や野菜を中心とした旬の
美味しい食材を使用し、味はもちろん
のこと、見た目にも上品で鮮やかな料
理の数々が存分に楽しめます。次はど
んな料理が出てくるのか、そんなワク
ワクが止まらないコースとなっていま
す。

　「京料理 藤本」と
の出会いは「藤本君
がお店しているらし
いで！今度行こう！！」
という友人のお誘い
がきっかけでした。
藤本さんとは高校の
同級生です。20年ぶ
りに再会した同級生の料理を頂いてい
る、不思議な感覚だったことを覚えて
います。
　それからは、「自分へのご褒美」と
理由を付けてはお邪魔しています。
　さて、先日お邪魔したときにいただ
いたお料理はマグロやカマス、のどぐ
ろといった高級な魚を中心とした秋を
感じる内容となっていました。
　コースの締めのデザートがこれまた
絶品でほうじ茶との相性が抜群です。
最後の最後まで満足できるコースとな
っていました。
　顧問先との会食に、ご自身へのご褒
美に、「京料理 藤本」で幸せなひと時
をお過ごしされてはいかがでしょうか。

京料理 藤本

宇治支所　西村 由起

京料理 藤本
京都市中京区新町通御池下ル新明町72

エリタージュ新町１Ｆ
Ｔ Ｅ Ｌ� 075-211-9105�
営業時間� ��昼12:00-15:00　夜18:00-22:00
定 休 日� 水曜日

地下鉄東西線地下鉄東西線御池通御池通

三条通三条通

姉小路通姉小路通

押小路通押小路通
地
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鉄
烏
丸
線

地
下
鉄
烏
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京料理 藤本 烏丸御池烏丸御池
地下鉄地下鉄

La retta

亀岡市立病院亀岡市立病院

402402

馬堀馬堀JR嵯峨野線JR嵯峨野線
トロッコ亀岡トロッコ亀岡

９９

とっておきのお店
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理事会報告 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第２回理事会
　令和４年度第２回理事会を令和４年10月６日（木）
書面審議により開催。
　理事46名　監事４名　相談役６名

【決議事項】
　次の第１号〜６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６名、法人２社、賛助会員10名の加入を上程。承認の場
合、個人組合員は1,169名、法人組合員154社、出資金額6,946万円、
賛助会員478名、加入率は83.0％となる。
 （申込順・敬称略）

（個人組合員）
○中村　昭久（左京） ○白井　太郎（上京）
○愚川　嘉晃（上京） ○久保田　進（右京）
○井村　幸子（下京） ○米田　祐馬（中京）

（法人組合員）
○三友税理士法人（下京）
○税理士法人チェスター京都事務所（中京）

（賛助会員）
○髙﨑　　積（中京） ○藤木　亮介（下京）
○宮崎　愛子（中京） ○上椋　洋平（右京）
○加地　勇亮（宇治） ○中村　洋平（右京）
○今井　宏明（宇治） ○原　　綱宗（下京）
○清原　昌章（上京） ○大塚　秀哉（中京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○漆谷　光晴（右京・脱退）
○近藤　　毅（上京・脱退【東淀川支部へ転出】）
○福井　智士（中京・脱退【茨木支部へ転出】）
○白井　太郎（上京・脱退【組合員へ移行】）
○米田　祐馬（中京・脱退【組合員へ移行】）

第３号議案　 支部連「税を考える週間」協賛・「新春講演会」
共催各依頼承認の件

第４号議案　会館東側塀の工事について

第５号議案　 ネットワーク環境・デジタル化推進に係る補助金
申請について

第６号議案　新規提携企業候補（１社）承認の件

【報告事項】

（50周年記念特別事業）
　①９月26日（月）反省会開催報告
　②記念品配付について

（保険部門）
保険第一委員会
　①10月25日（火）
　　登録代理店・紹介税理士研修会開催要領について
　② 11月４日（金）第22回大同保険推進協議会【当番：東海税協】

開催について
　③秋キャンペーン・保険強化月間奨励策実施要領について
保険第二委員会
　① 第37回全国統一キャンペーン「プレキャンペーン」・「年間

表彰」実績報告
　②第37回全国統一キャンペーン
　　個別業推・表敬訪問等実施状況について
　③９月９日（月）日本生命VIP代理店協議会開催報告

（事業部門）
事業委員会
　①10月27日（木）事業推進協議会開催について
　②11月22日（火）住宅部門推進協議会開催について
研修委員会
　・講座開催実績並びに開催予定講座申込み状況について

（総務部門）
総務委員会
　①財務報告
　②行事予定・組合PR一覧について
　③ 組合ガイドブック「KYOZEIKYO　GUIDE」発行につい

て
　④大阪国税局　確定申告コールセンター会場貸出について
　⑤他税協との協議会開催について
　　10月17日（月）埼玉県税理士協同組合
　　11月25日（金）東海税理士協同組合
広報委員会
　・「KYOZEIKYO」第177号発行報告
地区連絡委員会
　①11月７日（月）
　　支所合同協議会・支所会計担当者会議開催について
　②11月10日（木）
　　 全税共VIP君・ランちゃんチャリティーゴルフコンペ開催

について
　③11月16日（水）両丹懇談会開催について
　④令和５年４月９日（日）〜10日（月）一泊旅行開催について
　　【日程は、４月16日（日）〜17日（月）に変更となりました】

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
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９・26 正副理事長会

９・26 創立50周年記念特別委員会反省会・懇親会
　於　ホテルオークラ京都

９・27 保険第二委員会
（全税共第37回全国統一キャンペーンについて）

９・27 近畿税理士協同組合連合会第27回通常総会出席
　於　神戸ポートピアホテル

９・28
研修・実務講座

「所得税の基礎知識と計算の実務第３回」（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：19名

10・５
〜11月

各生命保険会社との個別業務推進協議会及び表敬訪問
（５ページ参照）

10・５
研修・実務講座

「所得税の基礎知識と計算の実務第４回」（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：20名

10・７ 第32回両丹５支部親睦ゴルフコンペ
　於　グランベール京都ゴルフ倶楽部

10・７
　〜９ 事務局職員慰安旅行

10・12

研修・短期講座
「複数税目〜所得税・法人税・相続税・消費税〜に関連
する事案」
　講師：上西左大信先生
　参加：100名（オンデマンド申込含む）

10・13 日本税理士協同組合連合会第27回通常総会出席
　於　第一ホテル東京

10・13
研修・実務講座

「所得税の基礎知識と計算の実務第５回」（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：20名

10・14

研修・勉強会
「税理士のための判例・裁判例から読み解く
相続税・相続税法第１回」（全４回）
　講師：立命館大学法学部教授　本山敦先生
　参加：23名

10・17 埼玉県税理士協同組合との協議会

10・18 全国税理士共栄会第48回定期大会出席
　於　リーガロイヤルホテル広島

10・19
研修・実務講座

「所得税の基礎知識と計算の実務第６回」（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：20名

10・20

研修・短期講座
「グループ法人税制のポイントとグループ通算制度の概
要」
　講師：武智寛幸先生
　参加：31名

10・24 事務局会議

10・25

研修・短期講座
「世界一受けたい「がん」の授業」
　講師：東京大学医学部　総合放射線腫瘍学講座
　　　　特任教授　中川恵一氏
　参加：45名

令和４年

10・25 大同生命登録代理店・紹介税理士研修会
　於　ホテルオークラ京都

10・26 広報委員会（第178号編集割付）

10・26
研修・実務講座

「所得税の基礎知識と計算の実務第７回」（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：20名

10・27 事業委員会（事業推進協議会開催要領について）

10・27 事業推進協議会
　於　ホテルオークラ京都

11・１ 広報委員会（第178号ゲラ校正）

11・２
研修・短期講座

「消費税〜実務の留意点を再確認〜」
　講師：前川武政先生
　参加：39名

11・４ 第22回大同保険推進協議会（当番：東海税協）
　於　戸田家

11・４

研修・勉強会
「税理士のための判例・裁判例から読み解く
相続法・相続税法第２回」（全４回）
　講師：立命館大学法学部教授　安井栄二先生
　参加：23名

11・７ 支所会計担当者会議
11・７ 支所合同協議会

11・７ 保険第二委員会
（全税共第37回全国統一キャンペーンについて）

11・７ 事業委員会（事業推進協議会開催報告）

11・９
研修・実務講座

「所得税の基礎知識と計算の実務第８回」（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：20名

11・10
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
　於　蒲生ゴルフ倶楽部
　参加：98名

11・11 広報委員会（第178号ゲラ再校正）

11・16

研修・短期講座
「公的年金・医療保険・介護保険の仕組みと活用」
講師：社会保険労務士・CFP　山本恵子先生
　参加：49名（11月11日現在）
　於　ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ

11・16 支所会計担当者会議
　於　ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ

11・16 両丹支所組合員との懇談会・懇親会
　於　ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ

11・22 住宅部門推進協議会
　於　フォーチュンガーデン京都

11・22
研修・短期講座

「年末調整の仕方について第１回」（全２回）
　講師：江田佳銘子先生
　参加：100名（11月11日現在）

11・24
研修・短期講座

「年末調整の仕方について第２回」（全２回）
　講師：江田佳銘子先生
　参加：100名（11月11日現在）

11・25 東海税理士協同組合との協議会
11・25 「KYOZEIKYO」第178号発行

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

事業委員会からのお知らせ
◎提携企業について
　〈新規提携〉（10月６日より）
　・デル・テクノロジーズ株式会社：PC及びサーバー等のハードウェアの斡旋販売
◎９月発行の令和４年版KYOZEIKYO GUIDE内に提携企業の一覧を掲載しております。
　 また、冊子に京都税理士協同組合カードを同梱しております。提携企業をご利用の際に是非ご活用ください。

※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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京都市からのお知らせ

　従前より提携企業便覧を発行しておりましたが、この９月に提携企業便覧を拡
充し、組合の各種事業を紹介する「KYOZEIKYO�GUIDE」を発行いたしました。
　保険事業や研修講座のご案内など、よりご理解いただけるような構成となって
おります。既に９月のDMに同封し、組合員・賛助会員の皆様方にお届けしており
ます。組合カードも挟み込んでおりますので、ご覧頂きご活用くださいますようお
願いいたします。

発行のお知らせ

　令和５年度の償却資産の申告については、準備ができ次第、ホームページ等の媒体でお知らせする予定です。京
都市では、納税者の皆様に、申告の際、混雑回避のため早期申告や便利な電子申告の利用への協力をお願いしてい
ます。
　税理士の皆様には、関与されている事業者に申告に関するご指導をいただくなど、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事業者には、文書や電話、現地訪問等による申告指導の徹底、各種資料に基づく課税を実施
しています。
　また、事業者に、法令上資産状況の申告義務があること、申告がない場合、過料が科されること等を広く認知し
ていただくためにチラシ＊を作成しました。
＊チラシは、ホームページ（広報物一覧）に掲載しています。

■�令和５年度の償却資産の申告へのご協力を

■�令和４年度の公平・適正な課税の取組について

●詳細の確認はこちらをご覧ください→

償却資産
ホームページ

京都市 償却資産

お問い合わせ：京都市行財政局税務部資産税課�償却資産担当（TEL075-213-5214）
　　　　　　　〒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
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「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）

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
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