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理事長　中江　嘉和

開催日：令和５年４月14日（金）
　　　　13：30～15：00
会　場：京都税理士会館３階　京税ホール
講　師：脳科学者　澤口俊之　氏

※詳細は同封の案内をご覧ください。

第 19 回
第68回京税協・大同生命
チャリティーゴルフコンペ
開催日 令和５年４月11日（火）

京都税理士協同組合厚生会・京都府支部連合会（共催）
大同生命保険株式会社（協賛）

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。

　あけましておめでとうございます。
　皆様お健やかに新年を迎えられたこととお慶び申し
上げます。
　平素は、組合員、賛助会員の皆様には、組合運営全
般にわたり献身的なご協力、提携企業関係各位には格
別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年12月調査の日銀短観によれば、中小企業製造業
の先行き業況判断は、材料価格の高騰等により弱含み
であるものの、中小企業非製造業における業況判断は
コロナ禍前の水準にあり、改善の兆しが見えるとのこ
とです。
　新型コロナウイルス感染症は未だ完全制圧されてお
りませんが、このような中、状況は落ち着きつつある
ものと考え、組合事業につきましては、細心の注意を
払いながら徐々に従前のような態勢で実施してまいり
ました。
　令和４年８月10日に開催いたしました第50回通常総
会は、３年ぶりに組合員、賛助会員の皆様に出席いた
だくことができ、また通常総会に続く組合創立50周年
記念式典にも多くの組合員、賛助会員の皆様、来賓の

方々、提携企業関係各位に出席いただき、盛大に挙行
することができました。
　新型コロナウイルス感染症の発生は、我々の個人生
活のみならず、社会全体に対して多くの変革の必要性
をもたらしております。これに対応するため、組合運
営におきましても、事務手続のデジタル化・キャッシュ
レス化、バーチャル会議の実施等々、これらの基盤作
りを更に進めてまいりたいと考えております。また、
本年10月から始まります消費税インボイス制度に対し
ましても、支所との意思疎通を充分に行い、適切に対
応してまいります。
　本年も多くの課題に向け取り組んでまいりますので、
組合員の皆様には、従前にも増して組合運営全般につ
きましてご支援、ご協力を賜りますよう宜しくお願い
申し上げます。
　寒さ厳しい季節を迎え、所得税確定申告期の繁忙期
が到来いたします。組合員、賛助会員の皆様にはご自
愛いただき、本年もご健勝にてお過ごしいただきます
よう心よりご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたしま
す。

新 年 ご 挨 拶
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両 丹 懇 談 会 開催日：令和４年11月16日（水）
場　所：ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ

　去る令和４年11月16日に両丹支所組合員との懇談
会が福知山のホテルロイヤルヒル福知山＆スパにて
開催されました。両丹支所からは29名の組合員が参
加しました。
　昨年度はコロナ禍のため人数を絞った開催でした
が、本年度は人数制限なく開催されました。
　懇談会では総務委員長のご報告を皮切りに各委員
会から事業報告があり、現状の進捗状況や今後の予
定などのご報告がありました。皆様わかりやすくご

説明いただき保険事業をはじめ少しでも協力させて
いただければと思いました。
　懇談会の後に開催されました懇親会にも参加させ
ていただきました。新型コロナウィルス感染拡大防
止の為、テーブルにきちんとアクリル板も設置され
感染対策もされながらの開催でした。普段なかなか
お話できない他支所の先生方や役員の先生方と会話
をさせていただく機会をいただき、為になるお話や
刺激を受けるお話を聞かせていただくことができ有
意義で楽しい時間を過ごさせていただきました。
　役員の先生方及び事務局の皆様におかれましては、
初めての会場で新型コロナウィルス感染拡大防止対
策をされながらコロナ禍前に近い人数等での開催で
したので、いつもより更にご準備等大変ご苦労が
あったと思います。本当にありがとうございました。

　11月16日（水）福知山市の「ホテルロイヤルヒル
福知山＆スパ」金蘭の間にて、地区連絡委員会主催
の両丹支所組合員との懇談会が開催された。
　懇談会に先立ち社会保険労務士・CFP（１級FP
技能士）の山本恵子氏を講師に招き「公的年金・医
療保険・介護保険の仕組みと活用」というテーマで
研修会が行われた。人生百年時代に何も考えず、何
もしないのは最大のリスクで知覚動考（ともかくう
ごこう）が大切との事であった。
　併せて日本生命が取扱商品についてのPRを大同
生命が2022年度中間決算報告と顧客満足・利便性向

上への取組みなどの報告を行った。
　懇談会では各委員会から組合事業報告がなされ、
両丹支所の組合員より、組合旅行については府北部
より参加のし易い旅程や集合時間を考慮して前日宿
泊費補助の要望、また懇談会開催の頻度や会場選定
のあり方等が提起された。
　懇談会に続き、組合PRとして日本政策金融公庫
がネットビジネスマッチングの説明を行った。
　引き続き懇親会が開催され、各支所の組合員相互
が和やかに歓談し、盛会のうちに閉宴となった。
� （広報委員長　東　智之）

峰山支所　　河田　透河田　透

両丹懇談会に
参加して

【3】第179号京都税理士協同組合ニュース



　株式会社日税ビジネスサービスの吉田倉人と申し
ます。このたび京都税理士協同組合さま主催の第
67回全税共VIP君・ランちゃんチャリティーゴルフ
コンペにおきまして、比良コーススタート組で優勝
させていただきました。これも偏に一緒に回らせて
いただきました左京支所の伊良知先生、金子先生、
清水先生と楽しくプレーさせていただいたお陰であ
り、厚く御礼申し上げます。
　当日は絶好のゴルフ日和で、天候を言い訳にする
ことはできない日だと少し緊張しておりましたが、
初めてご一緒しました先生方はとても気さくに接し
てくださり、緊張もほぐれて伸び伸びとプレーする
ことができました。そのお陰でショットが比較的安
定して私の平均スコアと比べても良い結果で回るこ
とができました。

　途中２度ほど木の根元にボールが止まってしまい
右利きでは打てないハプニングがありましたが、た
またまキャディバッグに入っていた父の左利き用ク
ラブを振ったところ、運よく当たり難を逃れたシー
ンもありました。叩いたホールがいくつかありグロ
ススコアは93でしたが、ハンディが21.6もつきま
したので、ネットスコアは71.4とラッキーな結果に
なりました。一年分の運を使い切ったような気がし
ますので、今年は事故等に遭わないよう気をつけて
参ります。
　最後に、このような盛大なコンペを開催してくだ
さいました京都税理士協同組合さま、運営に携わら
れた皆さまには感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。

株式会社
日税ビジネスサービス

吉田　倉人

　日頃は弊社の営業職員・営業所長が先生方をはじ
め、事務局の皆様に大変お世話になり、誠にありが
とうございます。
　全税共VIP君・ランちゃんチャリティーゴルフコ
ンペに参加させていただいたのは２回目となります
が、コンペの規模の大きさに毎回驚かされておりま
す。
　今回（昨年は雨でした）は素晴らしい晴天のもと
でプレーできただけでも幸せなのに、図らずも優勝
することができ、とても嬉しい思いで一杯です。
　メンバーは上京支所の中島先生、中京支所の芦田
先生・安田先生。一緒に回る先生方のご迷惑となら
ないように、ということだけを心掛け、素敵な紅葉

の景色を愛でる余裕もない中ではありましたが、楽
しくラウンドさせていただきました。
　OBあり、バンカーにも何度も入れる等、なかな
か厳しいゴルフとなりましたが、幸運にも優勝で
きたのはメンバーの先生方に恵まれたことと、ハン
ディキャップのおかげ（鈴鹿９番パー５で11の大た
たき）と、思います。ありがとうございました。
　今回はコロナ禍で開催できなかった表彰式が３年
ぶりに開催されたとのこと。やはり、ラウンド後の
歓談は格別ですね。コンペ開催の企画に携わられた
事務局の皆様に改めて感謝申し上げます。ありがと
うございました。

朝日生命保険
相互会社

小林　英樹

開催日　令和４年11月10日（木）
場　所　蒲生ゴルフ倶楽部

全税共 VIP君・ランちゃん
チャリティーゴルフコンペ

第67回

成績表� （敬称略）

比良組 伊吹組 鈴鹿組 団　体

優　勝 吉田　倉人
（日税ビジネスサービス）

小林　英樹
（朝日生命保険）

九鬼　郁雄
（右京支所） 中京支所

準優勝 河﨑　豊樹
（下京支所）

芦田　勝博
（中京支所）

笹井　雅広
（下京支所）

保険会社・提携企業
合同チーム

第３位 林　　一樹
（中京支所）

南　　博光
（中京支所）

木村　敏之
（下京支所） 下京支所中京 支所

比良組
優勝

伊吹組
優勝

団体団体
優勝優勝

くハンデも二桁になりました。また、当日は前月末
より足を痛めており歩行もおぼつかない状態でした
が、同伴競技者の下京支所の本間先生、右京支所
の石原先生の励ましのおかげで、何とか回ることが
できました。ハンディキャップに恵まれまして望外
のご褒美を頂戴することができ皆様に感謝です。
　末筆ながら、コンペ開催にご尽力いただきました
すべての方々に改めてお礼申し上げますとともに当
日ご参加いただきました皆様のご健康、ますますの
ご発展を心からお祈り申し上げます。
　有難うございました。

　額田王が万葉集で詠んだ情景を彷彿とさせる秋
の蒲生ゴルフ倶楽部にて開催されました第67回全
税協VIP君・ランちゃんチャリティーゴルフコンペ、
鈴鹿コーススタートにて優勝させていただきました、
有難うございます。久しぶりのことで感激しており
ます。
　実は、一昨年末頃より左半身に痺れを感じるよう
になり、昨年４月に頸椎椎間板ヘルニアを手術し、
その前後３ヶ月程は頸椎カラーを着用しておりまし
て、ゴルフは半年ほどドクターストップでした。よ
うやく昨年秋には解禁となり、クラブも持てるよう
になり再開いたしましたが半年間のブランクは大き

右京支所
九鬼　郁雄

あかねさす 紫野行き 標野行き 野守は見ずや 君が袖振る鈴鹿組鈴鹿組
優勝優勝
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　11月19日（土）第29回京都自由業団体懇話会親睦ソフト
ボール大会が開催された。各支部の精鋭を集めた税理士
チームは、１回戦の不動産鑑定士協会、２回戦の社会保険
労務士会を順当に勝ち上がり、いよいよ司法書士会との決
勝戦へ。司法書士会チームの剛速球に手こずったものの、
最後は劇的な逆転サヨナラホームランで優勝！！
　見事、四連覇を果たした。

（近畿税理士会京都府支部連合会 会長 安井伸夫）
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税理士会

開催日　令和４年11月19日（土）
場　所　太陽が丘グラウンド

税理士会
優勝!!

支部連四連覇！！！！
第29回京都自由業団体懇話会親睦ソフトボール大会第29回京都自由業団体懇話会親睦ソフトボール大会
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　戸田家に於いて第22回大同保険推進協議会が
開催された。
　名古屋・東海・北陸・京都の各税協・税協連
並びに大同生命が一堂に会し、税協・税協連か
ら実績や施策紹介、大同生命からは事業報告が
それぞれなされた。
　協議会終了後に懇親会が開催され、各々親睦
を深めた。

保険第一委員会
第22回大同保険推進協議会

11月４日（金）

　支所合同協議会が開催され、京都市内・宇治・
園部各支所より支所長はじめ担当者が出席し、
組合各事業について担当役員より説明がなされ
た。

地区連絡委員会
支所合同協議会

11月７日（月）

　11月７日に京都市内・宇治・園部各支所、11
月16日に両丹各支所より会計担当者が出席し、
支所会計担当者会議が開催され、支所経理等に
関する説明が行われた。
　質疑応答では、各支所会計担当者から積極的
な質問が寄せられ、活発な議論が展開された。

総務委員会
支所会計担当者会議

11月７日（月）・11月16日（水）

　フォーチュンガーデン京都に於いて開催され、
当組合の提携企業（ハウスメーカー）より８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
住宅部門推進協議会

11月22日（火）

　東海税理士協同組合加藤仁康副理事長以下13
名の役員が来館され、主にリモート会議の運営
方法や電子帳簿保存法の対応などに関して、森
敏行副理事長以下９名の担当役員と活発な意見
交換がなされた。

東海税理士協同組合との協議会
11月25日（金）
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　ホテル日航プリンセス京都に於いてSOMPO
ひまわり生命税理士VIP登録代理店担当者と代
理店の推進について協議を行った。SOMPOひ
まわり生命からはVIP取扱商品の説明や成功事
例・実績が紹介され、横田保険第二委員長から
はVIP代理店向けキャンペーン等施策について
の説明を行い、代理店推進に向けた意見交換を
行った。協議会終了後、懇親会が開催され参加
者の親睦を深めた。

保険第二委員会
SOMPOひまわり生命
税理士VIP登録代理店推進協議会

11月29日（火）

　役員と委員を交えた合同忘年会が感染対策を
講じ、ウェスティン都ホテル京都で開催された。
　日頃それぞれの分野において活発な活動を続
けている各委員会ですが、３年ぶりの合同忘年
会となり、年の瀬の忙しい中、和やかで楽しい
時間を過ごした。

委員会合同忘年会
12月13日（火）

　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、197,000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41回目、総額
19,395,575円となった。

チャリティー募金寄託のご報告
12月13日（火）

開催日

場 所

令和５年８月10日（木）
ウェスティン都ホテル京都

※第12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
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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

三井住友トラスト不動産株式会社
趣味のこと
　小さいときから海釣りが好きで、今も休日は海に出かけてい
ます。普段は宮津や舞鶴の遊漁船に乗り、春はアジや鯛を狙い、
夏は夜のイカ釣りを、秋から冬はジギング（ルアー）でブリを
狙って出船します。和歌山方面にマグロ狙いで行くこともあり
ます。
　釣る楽しみはもちろんですが、魚を自分でさばくのも私に
とって楽しい時間です。調理した魚を食べてもらいたいと思っ
ているのですが、残念ながら家族が魚嫌いで食べてもらえない
のが一番の悩みです。

　同業者数人で行き始めた釣行も、自然と
輪が広がり、士業の先生方、異業種の方と
行く機会が増えました。ぜひ釣り好きな先
生方とご一緒させて頂きたく思います。
　当社は「三井住友信託銀行」グループと
して「不動産」という大切な資産をお客様
からお客様へ仲介する仕事であり、お客様
が安心して託して頂けるよう「想いまで託
される仕事を。」を常に心がけ日々仕事を
行っております。お気軽に松本までご相談頂けましたら幸いです。

京都桂センター 
所長代理

松
ま つ

本
も と

　慎
し ん

吾
ご

９

株式会社日税不動産情報センター
新任あいさつ
　平素よりお世話になっております。
　2022年１月から京都税理士協同組合様を担当しております日
税不動産情報センターの大村と申します。
　この場をお借りして自己紹介致します。
　私は、広島出身で一昨年に生まれた子供と妻と３人暮らしで
す。入社して今年で７年目となりますが、最近は子育て、職場
の異動、ウィスキーの銘柄の勉強と新たに学ぶ事の多い日々を
過ごしております。元々神戸支店に所属しておりましたので、

京都エリアはもちろんのこと、西は姫路か
ら東は大津まで活動しており、近畿で１番
幅広いエリアの不動産をカバーできる担当
者だと思います。
　「売却、購入の仲介業務」、「評価明細書
の作成」、「不動産鑑定書の作成」、「有効活
用の意見書の作成」など不動産に関するお
困り事がございましたら、ぜび「大村（090-
9320-6842）」までお気軽にご相談下さい。

大阪支店
営業部　主任

大
お お

村
む ら

　章
あ き

人
と

日本政策金融公庫
自己紹介させていただきます。
　日本政策金融公庫西陣支店の芦澤奎介と申します。京
都税理士協同組合の先生方、いつもお世話になっており
ます。私は埼玉県生まれの千葉県出身です。入庫後は神
奈川県の厚木支店に配属されました。その後令和３年度
に転勤で京都の西陣支店へ配属されました。
　高校の修学旅行以来、久しぶりに京都を散策しましたが、
歴史のある街並みや神社、お寺などを見て、日本の歴史
を肌で感じました。京都には来たばかりで、まだ分から

ないことも多々ありますが、教えてい
ただけると嬉しいです。
　一緒に京都の事業者様を盛り上げて
いければと考えています。私は西京区、
亀岡市、南丹市、京丹波町が担当エリ
アになります。ご相談等ありましたら、
まずはお気兼ねなくご連絡いただける
と嬉しいです。

西陣支店

芦
あ し

澤
ざ わ

　奎
け い

介
す け

株式会社マツシマホールディングス
私の履歴書
　㈱マツシマホールディングス�事業本部コーポレートセールスの
栗本と申します。コラム掲載は二回目となります。
　私の出身は京都府宇治市で現在も宇治市から出勤しています。
　マツシマホールディングスには1992年に入社をして30年目を迎
えます。
　入社後、京都マツダ宇治店で中古車のセールスとして配属とな
り、社会人としての基礎を学ばせていただきました。その後、高
野（現在のAudi京都）でフォルクスワーゲン、ランドローバー（現
在はランドローバーの取り扱いは行っていません）に配属、その
後再び京都マツダ宇治に戻り、2011年からBMWの本社に配属と
なり、BMW京都南店、城陽店では、MINIなど担当させていただ

きました。2020年からは、現在の事業本部に
異動となり、コーポレートセールスを担当し
ています。
　振り返ってみると、京都を中心に、様々な
地域で仕事をさせていただきました。また幸
せなことに、様々なブランドに携わり、経験
させていただきました。クルマは、移動手段
のためだけではなく、そこに情緒的な価値が
あることも魅力のひとつと考えています。そ
んな五感で感じる価値を大切にする先生方に、
さらなる価値を提供していきたいと思ってい
ます。

事業本部
コーポレート
セールス担当

栗
く り

本
も と

　幸
こ う

司
じ
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とっておきのお店

天翔の湯 大門
京都市右京区西京極大門町19-4
Ｔ Ｅ Ｌ 075-316-2641
営業時間 14時～24時
定 休 日 火曜日

麺屋さん田
京都市右京区西院追分町7-4　 
営業時間  11時～14時／18時～21時
定 休 日  月曜日（祝日の場合は営業、翌

日火曜休み）
Twitter https://twitter.com/biri2everymen

　メニューは鶏白湯つけ麺・らーめん、
担担まぜそば、カレーつけ麺・らーめ
んを中心に、冷やし担担麺や担担つけ
麺等の限定商品もあります。鶏白湯は
鶏の旨味が抽出された濃厚なスープで、
初来店時から虜になりました。同じカ
レー系でも、らーめんの方がマイルド
でつけ麺はスパイシーと、メニュー毎
に特徴があり、全てのメニューがおす
すめです。
　コロナ禍になり、私はラーメンを店
舗で食べるのは自粛中なのですが、テ
イクアウトがあり、外食を控えている
方にもおすすめです。色々な店舗で
ラーメンのテイクアウトをしましたが、
一押しテイクアウトは「さん田」さん
です。自宅で調理する冷凍タイプと、
調理済みの担担まぜそばがあります。
テイクアウトメニューも全てがおすす
めですが、自宅調理タイプのらーめん
を初めて事務所で食べた時には、あま
りの美味しさに感動しました。
　限定メニュー・テイクアウトメニュ
ーは公式Twitterで告知されますので、
ご確認の上来店することをおすすめし

ます。テイクア
ウトにもカレー
つけ麺等限定メ
ニューが出る時
も あ り、 私 は
Twitter告 知 を
楽しみにしてい
ます。
　コロナが収束
し、早く店内で気軽に飲食できる日が
来ることを祈っております。

　私のとっておきのお店は、阪急西院
駅から徒歩10分、イオンモール京都五
条北側、西小路通沿いにあります「麵
屋さん田」さんです。
　店主の三田さんは京都の名店「吟醸
らーめん久保田」から2017年に独立開
業されました。私の事務所から自転車
で５分と非常に近いということもあり、
開店当初から足繁く通っております。
店内はカウンター10席程ですが、店員

さんの接客も爽
やかで気持ちよ
く、 行 列 店 で あ
りながら待ち時
間が苦にならな
いお店です。

　私が紹介させて頂くのは、西大路七
条の交差点を少し西に行ったところに
ある、「天翔の湯 大門」さんです。な
ぜ私がこのお店を紹介するかというと
京都市内では珍しい天然温泉に入れる
銭湯だからです。
　「天翔の湯 大門」の外観は何処にで
もあるような普通の銭湯ですが、その
お湯は丹波帯という２億年前に形成さ
れた地層から湧き出す古代の温泉が源
泉かけ流しで使われています。2005年
に掘削工事が開始され８か月間かかっ
て地下1,000メートルから天然温泉を
掘り当てたそうです。その掘り当てら
れた温泉の色はくすんだ黄緑色、泉質
はナトリウム─塩化物泉で海底に堆積

したミネラルを多
く含んでおり、保
温性が高く湯冷め
しにくいのが特徴
です。露天風呂の
奥には飲泉コーナ
ーがあり、飲んで
みると苦味とえぐ
みを感じ、その後
に強い塩味と鉄の
味が口の中に漂い
ます。
　また設備の方も外気浴が出来る露天
風呂やサウナ、水風呂までありますの
でサウナ好きの方も楽しめます。地元
のお客さんを中心に土日ともなれば遠
方からもこの温泉を求めてお客さんが
訪れてきます。駐車場は６台の無料駐
車場が完備されていますが、かなり狭
いので運転に自信が無い方は近くのコ
インパーキングを利用することをお勧
めします。料金も銭湯料金と同じ490
円で入浴できるので銭湯・温泉好きの
方は、ぜひ一度立ち寄ってみて下さい。

麺屋
さ ん 田

右京支所

門田　圭司

天翔の湯 大門

伏見支所

佐藤　講二

阪
急
京
都
線

阪
急
京
都
線 麺屋さん田

９９五条通五条通

松原通松原通

中堂寺南通中堂寺南通

西
小
路
通

西
小
路
通

イオンイオン

セブン
イレブン
セブン
イレブン

西
大
路
通

西
大
路
通

佐
井
通

佐
井
通

天翔の湯 大門

五条通五条通

西
大
路
通

西
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野
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路
通

葛
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大
路
通

七条通七条通
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西京極西京極
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た いむ御麩
お
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　私の家には雌の黒柴がいます。名前は「月」と書い
てルナと言います。彼女との出会いは平成19年。子供
がどうしても犬を飼いたいと懇願したため、根負けし
てしまい当時の北大路ビブレのペットショップを見学
だけのつもりで訪問したところ、ケースの中でスヤス
ヤと眠っている彼女がおりました。ショップの店員さ
んが「一度抱っこしてみますか？」と言うや否や私の
手の内に素早く彼女をのせました。
　その時彼女の見つめるどことなく悲しげな瞳にすっ
かりやられてしまい直ぐに家族の一員として迎えるこ
とになりました。今にして思えば店員さんの戦略に
キッチリハマっていたのだと思います。
　我が家に初めて来た時は愛くるしい姿にみんな喜ん
でおりましたが、その思いも束の間、数日後からてん
やわんやの生活となりました。
　まず、朝起きると彼女の愛らしい姿が一変。サーク
ルの中を動き回り自分の排泄物を踏んだり食べたり…。
　トイレの躾はすぐに覚えてくれたものの、歯の生え
変わる時期には私達の手を嚙むだけでは飽き足らず、
机、椅子、扉の全てが甚大な被害を受けました。

　散歩に出掛けた時
には他の犬（特に柴
犬）に出会えば直ぐ
に戦闘態勢になり、
自分が気に入らない
方向に行こうとしよ
うものなら頑として
動きませんし、気分
が良いときは、長距
離をいとも簡単に歩
いておりました。
　病院と、カミナリと何故かオートバイのカバーと雨
傘が大嫌いな彼女でした。
　そして令和４年12月。
　彼女は15歳となりました。今では耳も遠くなり白内
障の影響で目も相当視野が狭くなっているようです。
散歩に出かけた際、他の犬が挑発的行動をとっても全
く知らん顔。
　それどころか歩くこと自体が段々おぼつかなくなり
時には昼と夜の逆転現象も起こっており夜中に家の中
を徘徊しさみしそうな声で泣くかと思えば昼間ずっと
寝ている事もあります。
　今この文章を書いている時も机の下で彼女は気持ち
良さそうに眠っております。いつか来る別れに怯えつ
つこの時間が少しでも長く続く事を願うばかりです。

黒柴ルナ�
左京支所　鳥山　智史
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〜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！

　ここ最近、私は家を修繕することに凝っています。
築35年以上の我が家は、色々なところにほころびが出
てきていました。一緒に住んでいる母とリフォームし
ようかどうか相談していたところ、「古い家だから自
分たちでリフォームしてもいいんじゃない？」という
母の言葉をきっかけに、数年前からDIYが始まりまし
た。
　まず初めに私が使ってい
た部屋を、物干し部屋に変更
することにしました。絨毯を
はがし床板を貼る、既存の壁
紙に珪藻土ペイントを塗る
という簡単なものでしたが、
家 族 か ら 褒 め ら れ 調 子 に
乗った私。
　上級編に挑戦したいとい
う思いにかられ、次の部屋へ。
同じく絨毯をはがし床板を
貼り、その上に置き畳を敷き
ます。さらに天井と壁の壁紙をいったん剥がし、張り
直します。壁側は、事前にYouTubeを見ていたおか
げで割と簡単にできました。一方、天井側は大苦戦。
母と一緒に作業するのですが、ただでさえずっと上向
きの作業で動きが悪いのに、張り付けたところから壁
紙が重力に負けて落ちてくるのです。それでも何とか
完成させましたが、二度と天井の壁紙の張り替えはし

たくないです。
　そして最近は、
庭を自分好みの庭
＝手入れをしなく
ていい庭にするこ
とにしました。ま
ずは簡単にできる、
フロアデッキと人
工芝を敷きます。

これは時間がかからないのに割と見栄えがいいのです。
　さらにレンガ約200個を敷き詰めました。これは技
術よりも根気が必要でした。スマホに水平器のアプリ
をダウンロードし、一個ずつ水平になっているかどう
か確認しながら設置していきます（この方法が正しい
かどうかは、わかりませんが）。最後にその周りに、
忌避植物であるハーブ類を植え、虫がよらない庭がで
き、やっと完成です。
　努力の甲斐あって、雑草も生えにくくなり、気のせ
いか虫も少なくなった気がします。そして、今まで花
や庭に何の興味もなかった私が、落ち葉を拾ったり、
季節の花や野菜を植えたりするようになりました。仕
事の合間などに庭の手入れをすると、不思議にリラッ
クスでき、思わぬ効果を得ることができました。
　今はどこをDIYしようか、家の中を粗探し中です。

ＤＩＹ �
宇治支所　萩原　未季
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　生粋の京女のフリをして実は佐渡島生まれの私。
　最近GoToの影響もあるのかテレビで佐渡島を取
り上げられることが多く、行ってみたいという声も
よく聞くようになったので、皆様にもご紹介したく、
直近で「行って・寄ってみた」時のことを書かせて
いただきます。

　佐渡島は佐渡海峡を挟んだ新潟県新潟市の西側に
位置し、２個のクロワッサンを上下斜めにつなげた
ような（アルファベットのＳのような）形をしてい
ます。日本の島の中では沖縄本島の次に大きな島で、
存外に広く、時間に余裕がないときに外周路を路線
バスで一周しようとすると途中で後悔すること必至
です。
　私は子供の頃から、佐渡島にある料理旅館をして
いた母の実家に、夏休みなどを利用してよく遊びに
行っていました。海産物・お米・果物等おいしいも
のにあふれ、自然豊かな佐渡島が私は大好きです。
　当時は寝台列車とカーフェリーで行っていたので
すが、狭い寝台列車でも、いつもと違う環境にワク
ワクしたのを覚えています。

　さて、京都から佐渡島のある新潟県へ行くにはい
くつかの方法があります。
　①伊丹・関西・神戸－新潟（JAL、ANA他）
　②京都－東京（のぞみ）・東京－新潟（とき）
　③京都－金沢（サンダーバード）
　　金沢－上越妙高（北陸新幹線）
　　上越妙高－直江津（えちごトキめき鉄道）
　やはり一番速くて楽なのは飛行機です。
　佐渡島には旅客船が発着する両津港と小木港とい
う港があり、新潟市からは両津港、直江津市からは
小木港への航路があります（この原稿の執筆時点で

はコロナの影響なのか小木‒直江津航路は運休中）。
　ちなみに佐渡空港という空港もあるのですが平成
26年以降定期便の運行はありません。
　LCCのトキエアが運行準備中なので、就航が楽し
みです。
　さて９月某日、親族の法事参列のため佐渡へ向け
自宅を出発しました。
　まだ辺りが真っ暗な早朝５時前、アプリで予約し
たシャトルバスに乗り込み６時過ぎには伊丹へ到着。
７時15分発の新潟行きの飛行機に乗りました。久し
ぶりの飛行機に少々興奮しウトウトする間もなく
あっという間に新潟空港へ到着です。新潟空港から
佐渡汽船の港まではタクシーで約30分。もちろんバ
スも出ています。佐渡汽船ターミナルには思いのほ
か人がたくさんいてネット予約をしていない人の中
には希望のチケットをとれない人もいるようでした。
私はネットで座席指定まで済ませているので、引き
換え用の窓口でチケットをもらい乗船に備えます。
今回私が乗ったのは９時40分発のジェットフォイル
つばさです。

　ジェットフォイルは
カーフェリーのように
甲板に出たり歩き回っ
たりできない全席指定
の高速船なのですが、
２時間半かかるフェ
リーとは違い約１時間
で佐渡島へ着きます。

　佐渡島へ到着後、島内の移動はレンタカーが一番
便利なので、私は佐渡汽船が運営している港直結の
レンタカー会社で車を借ります。港周辺にはいくつ
かのレンタカー会社がありますが、ハイシーズンに
はいっぱいになるので早いうちに予約されることを
お勧めします。ちなみに私は「さ
どまる倶楽部」というアプリをス
マホに入れておき、レンタカーの
割引を受けたり観光地の入場券を
もらったりしました。
　レンタカー以外には主要な観光名所を廻る定期観
光バスや路線バス、タクシーなどもありますが、脚
に自信がある方は自転車で廻られる方もおられるよ

 寄ってみた行ってみた  寄ってみた行ってみた
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　最近佐渡島は新潟からインスタ映えの写真を撮り
に日帰りで遊びに行く人が増えているそうで、海岸
沿いなどにおしゃれなカフェをみかけるようになり
ました。

　他にも、もともと佐渡島
はコブダイを見ることので
きるダイビングスポットで
有名でしたが、最近ではカ
ヤックやSUPなどのアク
ティビティを体験できると
ころも増えているようです。
私のイケメン親戚もトレッ
キングガイドをしながら、
大野屋というカヤック体験
の店を始めたようなので、
次回佐渡島へ行く際には私
も体験してみようと思って
います。

　たらい舟に乗ったり、お
いしいお寿司を食べたり
（飲食店評価サイトの回転
ずし部門全国６位の回転ず
しもあります）、薪能を観
たり、陶芸体
験をしたり、
田んぼの上空
を飛ぶトキを
見たり等々。

　心が豊かになる時間を過ごすことができる佐渡島。
　日帰り観光ができる距離ではありませんが、まだ
行かれたことがない方は是非一度行ってみてくださ
いませ。

　あっ、ちなみに親戚から12月中旬の佐渡島の様子
が送られてきま
した…。冬は魚
がおいしい季節
ですが、この荒
波の様子だと冬
の観光はなかな
か厳しそうです。

うで、レンタル自転車やレンタルバイクもあります。
　佐渡島では毎年トライアスロン大会が開かれるの
で、道路も整備されていて自転車で走るのも気持ち
いいのでしょうね（私にはムリですが…）。

　さて、今回はこの記事のために観光地へも少し
行ってみました。
　佐渡金山、北沢浮遊選鉱場跡、西三川ゴールドパー
ク、大佐渡スカイライン等々。
　この中での私のお気に
入りは「西三川ゴールド
パーク」です。砂金採り
体験ができる施設で、腰
の痛みに耐えながら辛抱
強く砂の入ったお皿を
振っていくと最後に極小
の砂金が残りそれを持って帰ることができます。何
度も行っているわりにはヘタなので少ししか採れま

せんでしたが、なぜかまた
挑戦したくなる不思議な魅
力があります（入口に掲げ

てある「砂金パワーで金運・財運ざっくざっく」と
いう言葉のせいかもしれません）。
　「西三川ゴールドパーク」から離れていますが、
佐渡島で「金」というと皆さんが思い浮かべられる
場所として有名な「佐渡金山」にも行きました。今
回は中には入りませんでしたが、ツアーなどでは必
ず行くところですし、一度くらいは行かれてみても
いいと思います。
　今回私が初めて行った中でとてもよかったのは
「北沢浮遊選鉱場跡」です。鉱石の処理場だったと
ころですが、その雰囲気がジブリ映画のラピュタを
感じさせてくれる場所で、人も少なかったこともあ
り、ほんのひととき映画の世界に入ったような気分
になれました。

 寄ってみた行ってみた  寄ってみた行ってみた
広報委員　中元　亜紀
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「物集女」
　子供のころ「ぶっしゅうじょ」と読んで、父親に「も
ずめ」と教えてもらった記憶がある難読地名。物集女
という地名は、大阪の百

も ず

舌鳥あたりから人々が移り住
んだことが由来と言われています。

　物集女街道は　京都盆地の西
部を南北に走る街道で、西日本
で一番小さい向日市の中を縦に
走っています。はっきりとした
始点終点は不明ですが、西国街
道と山陰街道を結ぶ街道で、南
北に４キロ弱、府道67号西京高
槻線の一部を物集女街道という
ようです。

　さて、本日の出
発地点は物集女街
道（写真①左側）
と西国街道（写真
①右側）の交差点
です。この交差点
は交通量も多く、
特に週末となると、
交差点南側に地元
では有名なスーパーマーケットがあるため、多くの人
で賑わっています。

　物集女街道と西国街道の間の歩
道には、向日町道路元標（写真②）
があります。今日はここから北上
して山陰街道との交差点を目指す
ことにします。

　物集女街道を北へすすむと、す
ぐ左手に「京都向日町競輪場」が
みえてきます。1950年に開設された京都府が所有する
施設です。
　そこから少し先へすすむ
と、大きな交差点がありま
す（写真③）。この交差点
を左に曲がると、最近建て
直された「向日市役所庁舎」
があります。また右斜め方
向（北東）に進むと西国街道に合流し、「阪急東向日駅」
から「JR向日町駅」へとつながります。
　向日市は1972年に市制施行し向日町から向日市とな
りました。前述の「京都向日町競輪場」や「JR向日
町駅」は、市制施行後も名称については向日町を使用
しています（ちなみに阪急は、「東向日町駅」を「東
向日駅」に「西向日町駅」を「西向日駅」に改称して
います）。
　なお、「JR向日町駅」は、京都府内で最も歴史の古
い鉄道駅で1876年に大阪駅からの終着駅として開業し
ています。

　向日市域では愛宕
信仰が盛んで、現在
でも各所に愛宕灯篭
を見ることができま
す（写真④⑤）。

　物集女街道も、以
前は片側一車線の離
合が難しい道路でし
たが、拡幅事業がす
すんだところは（写
真⑥）、人にも車に
も優しい道路になっ
ています。

　北へすすむと、道
は左へゆるやかに
カーブしていきます。
すると左手に緑の小
山が見えてきます。
物集女車塚古墳です
（写真⑦）。淳

じゅんな

和天皇

広
報
委
員
　
草
木
　
隆
行

物
集
女
街
道

物集女街道

⑦物集女車塚古墳

⑥寺戸事務所前交差点

⑤愛宕灯篭④愛宕灯篭

③福祉会館前交差点

②向日町道路元標

①物集女街道と西国街道
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の棺を運んだ車を埋葬した塚という言い伝えに由来し
ており、近くに淳和天皇が火葬された場所とされる
「淳

じゅんな

和天皇御火葬所」があります。車塚古墳も発掘調
査がされており、現在は史跡として整備されています。

　右手に可愛らしい交番があります（写真⑧）。

　道は、この先右にゆるやかにカーブしていきます。
カーブの先の交差点に旭

あさひ

米
まい

顕彰碑があります（写真⑨）。
大正三年に建立されたもので、明治時代の終わりに稲
の新品種「旭

あさひ

」を発見した山本新次郎氏の功績をたた
えて建立されたものと記されています。コシヒカリな
ど現在作られているおいしいお米の多くは「旭

あさひ

」が遠
い先祖にあたるようです。
　右手には田園風景が広がり、その向こうに阪急洛西
口駅が見えます（写真⑩）。

　さらに北へ進むと、左手に物集女城跡への案内板（写
真⑪）があります。

　物集女城は、中世にこの地域一帯を本拠として勢力
をもっていた物集女氏の居城跡と考えられています。
　なお、残念ながら物集女城跡は個人所有地のため立
ち入ることはできず、道から眺めるぐらいしかできま
せん。以前はその敷地前に案内板があったのですが、
近くに物集女城跡公園が整備されてからは撤去された
ようです。

　物集女交差点
（写真⑫）を渡り、
先へ進むと道路脇
に 整 備 さ れ た
ちょっとした休憩
スペースがありま
す。ここには常夜

燈（写真⑬）と
「向日市へよう
こそ」という案
内板（写真⑭）
があります。こ
のあたりは京都
市と向日市の境
界になっており、
物集女街道を南
に進む際にはこの看板を目にすることになります。ち
なみに裏側には物集女の歴史とその地名の由来が記さ
れています。

　樫原山陰街道交差点に
到着しました（写真⑮）。
なおこちらは新山陰街道
で、一つ北の樫原交差点
が旧山陰街道のようです。
旧山陰街道には古い町並
みも残っており、宿場町
としての面影を感じるこ
とができます。

　これより北へ進むと、
天井川（写真⑯）をくぐ
り、国道９号線と交差す
る千代原口交差点（写真
⑰）へとつながります。

　今回改めて物集女街道
を歩いてみました。乙訓
地域には古墳をはじめ史
跡も多く、現在につなが
る歴史を感じる時間を過
ごすことができました。

物集女
街道図

⑰千代原口交差点

⑯天井川

⑮樫原山陰街道交差点

⑭⑬常夜燈

⑨旭米顕彰碑

⑩

⑧物集女交番

⑪

⑫物集女交差点

201

207

203

67

205

142９９

物
集
女
街
道

向日市役所向日市役所

京都向日町
競輪場
京都向日町
競輪場

陸上自衛隊
桂駐屯地
陸上自衛隊
桂駐屯地

イオンモール
京都桂川
イオンモール
京都桂川

洛西口洛西口 桂川桂川

向日町向日町

東向日東向日

西
国
街
道
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理事会報告�▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第３回理事会
　令和４年度第３回理事会を令和４年12月13日（火）
　午後４時30分よりウェスティン都ホテル京都に於い
て開催。当日の出席状況は次の通り。
　理事48名　監事４名　相談役３名

【決議事項】
　次の第１号〜５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７名、法人３社、賛助会員13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157社、
出資金額6,886万円、賛助会員487名、加入率は83.2％
となった。
 （申込順・敬称略）

（個人組合員）
○安川　伸二（東山） ○佐藤福治郎（右京）
○新田　浩司（中京） ○水野　広土（東山）
○清水　清継（宇治） ○井上　雅之（右京）
○中路　健一（下京）

（法人組合員）
○税理士法人橋本・森崎事務所（下京）
○船越税理士法人（福知山）
○こころ税理士法人（伏見）

（賛助会員）
○伊藤　康弘（東山） ○橋本　清治（下京）
○森崎　裕貴（下京） ○近藤　祐司（中京）
○船越　成人（福知山） ○坂上　　翠（中京）
○尾川　宣之（東山） ○井上建太郎（右京）
○髙岡　政義（宮津） ○鴨井健太郎（左京）
○寺田　暁央（伏見） ○大塚　　淳（上京）
○佐々木温子（舞鶴）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○水野　広土（東山・脱退【組合員へ移行】）
○小川　秀夫（東山・脱退【茨木支部へ転出】）
○角田　祥一（下京・脱退【東支部へ転出】）
○井上　雅之（右京・脱退【組合員へ移行】）

第３号議案　�役員の自己取引（税務便覧報酬）支払承
認の件

第４号議案　�中小企業デジタル化推進化事業補助金活
用策承認の件

第５号議案　新規提携企業候補（２社）承認の件

【報告事項】

（事業部門）
事業委員会
　①10月27日（木）事業推進協議会
　　11月22日（火）住宅部門推進協議会　各開催報告
　②令和４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
　・各種講座開催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
　③老朽化に伴う会館東側塀改修工事について
　④教育情報図書申込結果について
　⑤他税協との協議会開催報告
　　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
　⑥寄託報告
広報委員会
　・ 「KYOZEIKYO」第178号発行状況報告
地区連絡委員会
　①11月７日（月）（両丹地区：11月16日（水））
　　支所会計担当者会議
　　11月７日（月）支所合同協議会　各開催報告
　②11月16日（水）両丹懇談会開催報告
　③４月16〜17日（日〜月）一泊旅行の開催について

（保険部門）
保険第一委員会
　① 10月25日（火）登録代理店・紹介税理士研修会開

催報告
　② 11月４日（金）第22回大同保険推進協議会開催報

告【当番：東海税協】
保険第二委員会
　①全税共第37回全国統一キャンペーン
　　・ １月27日（金）表彰式・祝賀パーティー開催に

ついて
　　・個別業推・表敬訪問実施報告
　② 税理士VIP代理店施策（代理店登録［Z1］・年度末）

について
　③ 小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーン実施

報告
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11・25
全税共事務委託組合理事長・業務推進委員地区
責任者協議会出席
　於　東京會舘

11・29
SOMPOひまわり生命との税理士VIP代理店推
進協議会
　於　ホテル日航プリンセス京都

11・30

研修・実務講座
　「所得税の基礎知識と計算の実務第９回」（全
10回）
　講師：福田達也先生
　参加：20名

12・１

研修・短期講座
　�「パワハラ防止対策＆よくある労務トラブル
セミナー」
　講師：社会保険労務士　榎本あつし先生
　参加：22名（オンデマンド申込含む）

12・５ 正副理事長会

12・５ 出版委員会（令和４年分税務便覧ふり返り）

12・５

研修・短期講座
　�「不動産譲渡所得と贈与税〜実務に当たって
の基本事項〜」
　講師：片岡隆行先生
　参加：51名

12・７

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

12・８

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３回」（全４回）
　講師：立命館大学法学部教授　望月爾先生
　参加：23名

12・13
常務理事会・理事会・委員会合同忘年会
　厚生会役員会
　於　ウェスティン都ホテル京都

12・15 地区連絡小委員会【書面審議】
　（大同生命ゴルフコンペの日程の件）

12・19 住友生命との個別業務推進協議会

12・22 広報委員会（第179号編集割付）

12・28 仕事納め

令和５年

１・４ 仕事始め

１・６ 広報委員会（第179号ゲラ校正）

１・11 近畿税理士会　新年賀詞交歓会出席
　於　帝国ホテル大阪

１・11 第37回全税共表彰式・祝賀パーティー事前打合せ
　於　ウェスティン都ホテル京都

令和４年

１・12 支所会計【中間収支報告書】確認日（中京・宇
治・園部）

１・12 広報委員会（第179号ゲラ再校正）

１・13

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４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

１・13

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
支部連新年祝賀会出席
　於　ウェスティン都ホテル京都

１・13
関東信越税理士会埼玉県支部連合会・埼玉県税
理士協同組合　令和５年新年賀詞交歓会出席
　於　パレスホテル大宮

１・16 支所会計【中間収支報告書】確認日
　（福知山・宮津・舞鶴・峰山）

１・17 常務理事会

１・17

研修・短期講座
　「令和４年分所得税確定申告の留意点」
　講師：松田昭久先生
　参加：38名（１月12日現在）

１・18 支所会計【中間収支報告書】確認日
　（上京・下京・右京・左京・東山・伏見）

１・23

研修・短期講座
　「令和４年税理士法改正重要論点解説」
　講師：末吉幹久先生
　参加：11名（１月12日現在）

１・24 法規委員会
　（公印管理規程書式制定について）

１・25 「KYOZEIKYO」第179号発行

組合の動き�▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
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事業委員会からのお知らせ

◎提携企業について（令和４年12月13日〜）

　〈新規提携〉
　・第一法規 株式会社：税務・会計データベースの斡旋

※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）

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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