平成28年8月25日

支部連ボウリング大会
ふじ た

第70号

たけ ひこ

藤田 雄彦

近畿税理士会 伏見支部

平成28年7月1日、
ラウンドワン京都河原町店にて、

京都市伏見区養斉19-14

支部対抗ボウリング大会が開催され、
自分も選手とし
て参加させていただきました。
伏見支部は、五十棲先生、三好先生、竹村先生のA

た。Aチームの方は、竹村先生が２ゲーム目に5フレ時

チーム、小山敏先生、浅田先生、
そして自分のBチーム

点で100点近い点数を出されていたのをちらっとお見

と、
２チームがエントリーしました。

かけしたのですが、
その後どうなったかについては確認

我チームのキャップ小山先生は、毎年参加されてい

発行人／植田 順
編集人／縄田浩昭

レージが120～130点ほどと、
いまいちなスコアでし

しておりません。

るそうで、
しかもいつもマイボールを持ち込むほどの腕

ゲーム終了後は、
植田支部長ご推薦のフォーチュー

と気合の持ち主とお聞きしていたのですが、
今年はマイ

ンガーデンにて表彰式と懇親会が行われました。
伏見

ボールを持参されていなかったので、
理由をお尋ねした

支部は、
上位に入ることはできませんでしたが、
自分が

ところ、
「もう卒業やねん」
と何故か寂しそうにおっ

30位、浅田先生が35位、五十棲先生がブービーとな

しゃっていました。結果は、気合度に比例してしまった

り、
５０００円相当
（と聞きました）
のワインをいただく事

のか、小山先生も含めた3人ともが、
２ゲームのアベ

ができました。
と、
ここで集計結果に間違いがあったと
いうことで、五十棲先生が一旦授与された商品を取り
上げられるというハプニングが発生してしまいました。
しかしながら、
その集計担当者は実は五十棲先生、取
り上げた方も司会をしておられた植田支部長でしたの
で、
まったく何の問題もありませんでした。
最後に、
厚生委員会の方々、
そして植田支部長、
お声
をかけていただきありがとうございました。楽しい一日
を過ごすことができました。

あち〜ね

今年の夏は
「観測史上まれにみる猛暑の夏」
と聞いております。
いかがお過ごしでしょうか？
私は夏が大好きなので、暑ければ暑いほど、長ければ長いほど嬉し
いです。
第70号の表紙のテーマは
「暑」
にしてみました。
暑いのはもう勘弁！かもしれませんが、
もう少しだけお付き合い下
さいませ。。。
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ご あ いさつ
京都の伝統行事である
「五山の送り火」
も終わり、暑さ
厳しい京の夏が、
やっと過ぎ去ろうとしております。
会員先生方には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は、
伏見支部の会務運営に格別のご理解とご協力
を賜り、
厚く御礼申し上げます。

うえ

伏見支部長

だ

植田

順

沌としており、年々その対応が難しくなっているように感じ
ているのは私だけではないと思います。
我々税理士を取り巻く環境も、毎年厳しさを増し、
より
複雑になってきています。
平成28年から本格的に導入された
「マイナンバー制度」

又、去る6月3日開催の伏見支部第36回の定期総会に

では、税理士は、個人番号関係事務実施者として適正か

は、
多数の会員先生方の御出席を賜り、
上程されました全

つ適切な指導や運用が求められており、税務支援への従

議案を原案通り承認可決いただきましたことを重ねて御礼

事義務の明確化や36時間研修受講の義務化など、益々

申し上げます。

税理士としての資質の向上のための努力が必要になって

早いもので昨年6月に、
支部長を拝命いたしまして、
早く
も1年が過ぎようとしております。
先輩先生方が築いてこられた、
伝統ある伏見支部の支
部長という職責の重さをひしひしと感じ、
私なりに精いっぱ
い努めてまいりましたが、
反省すべきところもたくさんあった
ように感じています。
支部長としての任期がもう1年あります。
気を引き締めて会務を進めてまいりますので、
会員先生
方はじめ関係各位のご指導・ご支援を引き継き賜りますよ
うお願い申し上げます。
さて、平成28年4月には、熊本大地震により、熊本県及
び大分県を中心に甚大な被害がもたらされました。
犠牲となられた皆様には深く哀悼の意を表するととも
に、
被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。
又、
世界情勢においては、
イギリスのEU離脱やテロによ
る無差別殺人など昨今の日本を取り巻く環境は、益々混

ご あ いさつ

じゅん

きています。
伏見支部といたしましては、
これまで以上に研修内容の
充実を図り、会員先生方により多くの情報を提供すること
により、
受講参加を促進してまいりたいと思います。
又、税務支援事業につきましては、独自事業として淀会
場の無料税務相談を実施することが決定しました。
本会から承認通知をいただきましたので、
引き続きご協
力をお願いいたします。
租税教育につきましては、本年も伏見支部独自のイン
ターンシップを行います。

残暑の候、近畿税理士会伏見支部の諸先生方におか

いたしました平松でございます。
平素から伏見支部の諸先生方には、税務行政全般に
わたり、深い御理解と多大なご協力を賜り、心から厚く御
礼申し上げます。
当地は、遠く奈良時代から街道が整備され、平安時代
には、貴族の別荘地、景勝の地として知られてきました。

祈念申し上げます。

いきたいと考えております。

行っているところであります。

ます。
このような魅力のある地で税務署長として勤務する機
会を得ましたことは、誠に光栄と存じます。
微力ではございますが、皆様方のお力添えをいただい
て、職責を果たして参りたいと存じますので、温かいご支
援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

月以降に本格化することによって、納税者の皆様の税と

にご自愛のうえ、
ご事業の益々のご発展とご健勝を心より

導入と定着に向けて、積極的な周知・広報に取り組んで

の酒処、
日本酒の産地として全国的に名高い街でもあり

さらに、
「マイナンバー制度」
の番号記載が平成29年１

結びにあたりまして時節柄、
会員先生方にはお体を十分

引き続き推進するとともに、
「マイナンバー制度」
の円滑な

と確定申告事務の効率化を図る観点から、様々な施策を

りと引き継ぎ、
伏見支部と伏見税務署、
さらには伏見納税

申し上げます。

そのために、
ｅ－Ｔａｘ、
ダイレクト納付等の利用拡大を

たほどに、質の高い伏流水が豊富な地であり、
日本屈指

さらに、伏見支部伝統の
「対話と協調」
の精神をしっか

で、
会員先生方の更なる、
ご指導、
ご支援、
ご協力をお願い

かなければなりません。

また、確定申告期につきましては、納税者利便の向上

事務がますます困難化しております。

全うするための諸施策を図っていく所存でございますの

ため、納税者サービスの向上と事務の効率化を図ってい

また、
かつては、
当紙の表題であります
「伏水」
とも書かれ

師派遣も行います。

携しながら、
税理士の社会的地位の向上と社会的責任を

ことと思われます。
であります
「適正・公平な課税と徴収の実現」
を達成する

る加速により、経済取引等が複雑・多様化し、調査・徴収

このように、
本年におきましても、
伏見税務署と協議・連

平松 千二

この度の定期異動によりまして、伏見税務署長を拝命

て実施するとともに、
関係機関等と連携して租税教室の講

及・定着」
を図るための施策を行います。

じ

このような厳しい状況下でありましても、私どもの使命

税務行政を取り巻く環境は、
ＩＣＴ化や国際化の更な

「電子申告の更なる普及」
を推進し、
「書面添付制度の普

せん

れましては、
ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

例年通り、京都すばる高校の生徒さん10名をお迎えし

協会との三位一体の強力で健全な協調関係に基づき、

ひら まつ

伏見税務署長

個人情報の管理に対する関心がこれまで以上に高まる

しかしながら、
これらのいずれの課題につきましても、
諸先生方のご理解とご協力なしに達成できるものではあ
りません。
これまでも伏見支部の諸先生方とは、緊密な協調関
係・信頼関係が保たれているとお聞きしております。
どうか、今後とも私どものよき理解者として、なお一
層の温かいお力添えを賜りますようようお願い申し上
げます。
結びに、近畿税理士会伏見支部のますますのご発展
と、諸先生方のご健勝、並びにご事業のご繁栄を心から
祈念いたしまして、私のあいさつとさせていただきます。
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ひとことメッセージ

伏見税務署幹部紹介

今井律雄（副署長）
（着任に当たっての一言）
京都は私の両親が生まれ育った場所で、幼少の頃からよく
遊びに来ておりました。
そのような思い出の多い地での勤務と
なり、
大変嬉しく思っております。
近畿税理士会伏見支部の先生方には、従来より、多大なる
ご支援とご協力を賜っておりますこと、
厚く御礼申し上げますと
ともに、
引き続き、
よろしくお願いいたします。

署

長

副署長

ひら まつ せ ん

じ

いま

い

りつ

総務課長
お

おお

た

けい

管運１統括官
じ

まと

の

たま

き

❶ここ数年、音楽活動にハマっていますので、
プロアマ問わず色ん
なミュージシャンに出会い、
素敵な歌をたくさん聴きたいです。
❷夫婦二人で営むライブハウスのおやじ
❸音楽仲間との交流

管運２統括官
さか

もと

か

ず

こ

平松千二

今井律雄

太田敬士

的野珠輝

坂本佳津子

（局・課二・酒類業調整官）

（浪速・総務課長）

（豊能・管運1統括官）

（留任）

（留任）

太田敬士（総務課長）
❶織田信長
（本能寺における最後の真相を聞いてみたい。
）
❷日本一周旅行
❸スポーツ観戦
（ＴＶ中継を含む）

的野珠輝（管運１統括官）
❶小・中学校時代の同級生（中学校卒業後約40年、一度も会っていないので。）
❷ホノルルマラソンへの出場・完走
❸週末のランニング
（２日間で約30㎞）
徴収統括官
まつ

い

個人１統括官

たかし

松井

隆

くす

いく

楠

（局・徴・特整2主査）

こ

郁子
（留任）

個人・連絡調整官
ふく や ま

福山

あい

愛

（局・総・厚生課総務係長）

個人２統括官
まつ み や しん

じ

個人３統括官
し ん た に こう

いち

松宮伸次

新谷耕市

（伏見・個人連絡調整官）

（留任）

坂本佳津子（管運２統括官）
❶学生時代の友達。
今年は●歳になる節目の年なので・
・
・。
あ
の頃に戻って楽しく盛り上がりたい。
❷あちこちへ旅行をして、
いずれは全国制覇！
❸食後のミニパックのおやつ。
お気に入りは
「塩味のあられ」
。

松井 隆（徴収統括官）
❶税務の仕事の出発点がこの伏見署で、
当時お世話になった
先輩方に会って報告できれば、
と思います。
❷夢とは少し違うかもしれませんが、
仕事場だけでなく、
「家族
を大事に」
したい、
と考えています。
❸休日に、
美術館や植物園へ散歩に行くことにハマっています。
資産統括官
ふな

み

法人１統括官

かず たみ

船見和民

ば

ば

やすし

馬場

（局・課一・料調2主査）

康

（留任）

法人・連絡調整官
な か が わ てる

み

中川輝美

法人２統括官
な る きよ け ん

じ

生清賢治

（東淀川・法人審理専門官付上席） （局・調一・国際調査課国際専門官）

法人３統括官
つ か もと とも

み

塚本知巳
（桜井・管運徴統括官）

楠 郁子（個人１統括官）
「未来は楽しいよ！」
と言ってあげたい。
❶スランプに陥っていた時の自分。
❷家族とのんびりゆっくり過ごす老後。
（今はそれを目指して頑張ります。）
❸伊藤若冲
（いとうじゃくちゅう）
生誕300年。
公開があればで
きる限り見に行きます

福山 愛（個人・連絡調整官）
❶水谷 豊
（刑事貴族の頃からのファンです。
）
❷海外
（パリ）
移住！ちなみに英語も仏語も話せません。
❸娘とのショッピング。小３にしてやっと
「疲れた」
「ノドかわい
た」
を連呼せずに付いてこられるようになったので。

酒類指導官
たか

い

あき

局・課二・酒類業調整官（伏見署派遣）
お

あ

ぼ

たい ぞう

髙井昭雄

安保泰三

（福知山・酒類指導官）

（旭・副署長）

松宮伸次（個人２統括官）
❶10年後の自分
（退職後、
何をしているか楽しみだから。
）
❷好きな巨人に帯同し、
全国応援の旅をする。
❸プロゴルフの観戦ｏｒボランティア
（結構ハマってます。
）

❶今会いたい人（その理由） ❷将来（？！）
の夢

❸マイブーム

新谷耕市（個人３統括官）
迷惑かけずに綺麗な終活をしているのか確認。
❶10年後の自分。
❷郷里
（能登）
で野菜を作りながら穏やかに生活する。
❸宮城谷昌光作品
（中国の歴史小説）
を読む。

船見和民（資産統括官）
❶加藤清正（歴史小説が好きで、戦国武将の中でも敬愛する
人物だから。
）
❷海外移住して田舎でスローライフ。
❸トマト栽培（娘が無類のトマト好きなもので、庭のプチ花壇
で、
ミニ・フルーツ・イエロー等々を可愛がってます。
）

馬場 康（法人１統括官）
❶伏見署勤務２年目。
せっかくですから、多くの伏見の人々に
出会いたいと思います。
（調査ではなく。
）
❷早く
（？）
今の仕事を卒業して、
のんびり庭いじり。
（夢？）
❸
（昨年と同様）
娘
（中２）
とのゴルフ（
。プレイではなく運転手兼
キャディ？）

中川輝美（法人・連絡調整官）
❶ダラ・トーレス。
ママさんスイマーとして５度目のオリンピック
で銀メダルを獲得した後のコメントが素晴らしかったので
会ってみたい。
❷孫
（未定）
とスポーツ観戦旅行。
❸歌手
（ヒミツ）
の追っかけ。

生清賢治（法人２統括官）
❶クレオパトラ。
絶世の美女の鼻の高さを見てみたい。
❷孫を抱いてみたい。
❸ウォーキング。
休日には、
自宅付近をウロウロしています。

塚本知巳（法人３統括官）
❶22年前の自分。
職場に配属当時の夢と希望にあふれた自分
に会って、
当時の新鮮な気持ちを思い出したい。
❷定年後は、
妻と豪華客船でクルージングをしたい。
❸ベランダ菜園。
今はプチトマトとオクラです。
順調に育つと嬉し
くなってきます。

髙井昭雄（酒類指導官）
❶高校生の娘。単身赴任で自宅にはほぼ帰らず、
自宅勤務に
なった後も予備校が忙しく、
ゆっくり話ができないため。
❷田舎に移住し、大型犬を放し飼いしながら、
のんびりとした
生活をしたい。
❸単身赴任の寂しい生活が終わり、
毎日遊んでくれる２匹の可
愛い犬の散歩。

安保泰三（局・課二・酒類業調整官（伏見署派遣））
❶小学校時代の自分
（これまでの失敗や反省点をその時代の
自分に教えたい。
）
❷スーパーボウル
（全米アメリカンフットボール王座決定戦）
を
現地のスタジアムで観戦すること。
❸京都の美味しいお酒を味わうこと。
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第36回定期総会報告

総務委員会

支部活動報告
支部役員会

平成28年6月3日午後5時00分より京都ホテルオーク
ラにおいて第36回定期総会を開催した。

任者記載の無いものについての取扱いを報告し、本日の
総会は、有効に成立する旨報告した。

はじめに、縄田浩昭会員が本日の総会の司会者にな

続いて、
司会者は、議長の選任について議場に諮った

る旨を告げ、続いて木戸義人副支部長が開会の宣言を

ところ、
「司会者一任」
の声があり、尾崎春樹会員を指名

行い、
その後、前回の定期総会以降逝去された会員の

した。

冥福を祈り黙祷を行った。
そして来賓の紹介の後、植田
順支部長が挨拶を行った。
次いで、
司会者より本日の総会決議につき、平成28年
5月20日現在の会員総数144人中、本人出席66人、委

議長は就任挨拶の後、議事録署名人の選任について
議場に諮ったところ、
「議長一任」
の声があり、総会議事
録署名人に岩井啓治会員、原謙介会員の2名を指名し
て議事に入った。

任状出席59人、合計出席125人であり、委任状のうち受

第1号議案
平成27年度事業報告書及び決算書
（貸借対照表、
正味財産増減計算書、
財産目録及び収支計算書）
承認の件
中川秀夫総務委員長が、第1号議案について議案書を基に説明を行った。次いで、監事を代表して田中明会
員が監査報告を行った。続いて、議長より第1号議案について質問・意見を求めたところ、事業費についての質
問の他別段なかったので、採決を行い、賛成多数で第1号議案は承認可決された。

第2号議案
伏見支部規約一部改正承認の件
中川秀夫総務委員長が、第2号議案について議案書を基に説明を行った。次いで、議長より第2号議案に
ついて質問・意見を求めたところ、特に発言がなかったので、採決を行い、賛成多数で第2号議案は承認可
決された。

第3号議案
平成28年度事業計画及び収支予算承認の件
中川秀夫総務委員長が、第3号議案について議案書を基に説明を行った。次いで、議長より第3号議案に
ついて質問・意見を求めたところ、特に発言がなかったので、採決を行い、賛成多数で第3号議案は承認可
決された。

議長は、
以上をもって本支部定期総会の議案はすべて終了した旨を告げ、
降壇した。
その後、
山本弘志伏見税務署長の来賓祝辞があり、
安居健次副支部長の閉会の挨拶を最後に午後6時00分第36回定
期総会は終了した。

28.1.14 第6回役員会 伏見納税協会 出席者数24人
１．新年研修会、意見交換会に関する件
２．支部研修会の受講に関する件
３．次回支部役員会開催日に関する件（承認）
４．理事会報告
５．各委員会報告
６．
その他
28.3.18 第７回役員会 清和荘 出席者数26人
１．第36回支部定期総会に関する件（承認）
２．平成28年度「指定税理士」登録に関する件（承
認）
３．次回支部役員会開催日に関する件（承認）
４．理事会報告
５．各委員会報告
６．平成27年分確申期における地区相談会場をふ
り返って
７．
その他
28.5. 6 第１回役員会 清和荘 出席者数27人
１．第36回支部定期総会議案書(案)に関する件
（承認）
２．平成27年度事業報告書及び決算書に関する件
（承認）
３．平成28年度事業計画(案)及び収支予算(案)に
関する件（承認）
４．第36回支部定期総会式次第に関する件（承認）
５．第36回支部定期総会における委任状の取扱い
に関する件（承認）
６．定期総会当日開催の研修会、定例会、意見交換
会に関する件（承認）
７．次回役員会および合同委員会の日程に関する件
（承認）
８．公務出席の支部負担に関する件（承認）
９．理事会報告
10．各委員会報告
11．
その他
28.6.22 第２回役員会 清和荘 出席者数25人
１．夏季意見交換会に関する件（承認）
２．次回役員会の日程に関する件（承認）
３．平成28年分外部申告会場に関する件（承認）
４．理事会報告
５．各委員会報告

税務署・支部懇談会
28.1.18 第６回 伏見納税協会 議長 署長
出席者数（署9人・支部13人）

１．
「 e-Tax」の普及・拡大に向けたより一層の取り
組みについて
２．所得税の確定申告書等の提出について
３．所得税及び復興特別所得税確定申告書等用紙
の送付について
４．還付申告センターの開設について
５．閉庁日対応について
６．書面添付制度について
７．
当面の諸問題について懇談
28.4.21 第１回 伏見税務署 議長 支部長
出席者数（署10人・支部12人）

１．平成27年分確定申告期の実施結果について
２．
「税理士業務の概況書」
の提出について
３．
「e-Tax」
の利便性向上について
４．平成28年分の外部申告会場について
５．譲渡所得及び贈与税に係る行政指導等の実施
について
６．源泉所得税の納付指導について
７．
当面の諸問題について懇談
28.6. 8 第２回 伏見税務署 議長 署長
出席者数（署10人・支部13人）

１．租税教育の推進について
２．マイナンバー（個人番号）記載対象書類の見直
し等について
３．e-Tax（ダイレクト納付及び納税証明書オンライ
ン請求）
の利用について
４．
「 平成28年分所得税の予定納税額の減額申請
書」
の提出期限について
５．平成28事務年度記帳指導担当税理士との打合
せ等について
６．
「 平成28年度法人税関係法令の改正の概要」
について
７．
当面の諸問題について懇談
28.7.15 第３回 伏見税務署 議長 支部長
出席者数（署10人・支部12人）

１．
「e-Tax」
の利用拡大について
２．法人番号の利活用方法のご紹介について
３．
ダイレクト納付および納税証明書のオンライン請
求の利用について
４．局集中電話催告センター室による期限内の納
付指導について
５．
ＩＣＴ利用拡大について
６．相続税及び贈与税に係る納税猶予事務の集中
化について
７．
当面の諸問題について懇談
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総務委員会
28.4.12 第１回 清和荘 出席者数11人
１．平成27年度事業報告書作成に関する件
２．平成27年度決算書作成に関する件
３．平成28年度事業計画(案)作成に関する件
４．平成28年度収支予算(案)作成に関する件
５．平成28年度予算要求に関する件
６．
その他当面の諸問題について
28.6.22 第２回 清和荘 出席者数12人
１．平成28年度事業計画の実行に関する件
２．
その他当面の諸問題について

研修委員会
28.1.21 第9回研修会 出席者数105人（うち他支部0人）
テーマ
１．記念講演「宗次流 独断と偏見の経営哲学」
２．平成27年分所得税、資産税その他確定申告の
留意点
講 師
１．
カレーハウスCoCo壱番屋創業者 宗次德二氏
２．伏見税務署
個人課税第１部門統括官 楠 郁子様
資産課税部門統括官
矢野勝久様
管理運営第１部門統括官 的野珠輝様
法人課税第１部門統括官 馬場 康様
会 場 リーガロイヤルホテル京都
28.4.12 第1回委員会 清和荘 出席者数８人
１．平成27年度事業報告書作成に関する件
２．平成28年度事業計画（案）作成に関する件
３．平成28年度予算要求に関する件
４．平成28年度研修予定に関する件
５．
その他当面の諸問題について
28.6. 3 第1回研修会 出席者数82人（うち他支部0人）
テーマ 「七代目が語る二宮金次郎～激動の時代
を生き抜く経営術～」
講 師 中桐万里子氏
会 場 京都ホテルオークラ
28.6.22 第２回委員会 清和荘 出席者数８名
１．平成２８年度事業計画に関する件
２．
その他当面の諸問題について
28.7.20 第２回研修会 出席者数85人（うち他支部0人）
テーマ 「ここが危ない、法人税特別措置の使い方
～税務調査の視点から特別償却・特別控
除の総チェック～」
講 師 税理士 村井淳一先生
会 場 京都ホテルオークラ

税務支援対策委員会
28.4. 1
指定税理士登録のアンケートを送付した。
（期限４月15日）
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28.4.12 第１回委員会 清和荘 出席者数８人
１．平成27年度事業報告書作成に関する件
２．平成28年度事業計画（案）作成に関する件
３．平成28年度税務支援対策委員会予算要求に
関する件
４．
その他当面の諸問題について
28.4.13
伏見納税協会個人部会の確申期地区相談所運営
等の三者（署、税理士会、協会）反省会に支部長、
副支部長、委員長、副委員長が出席し、各相談会場
の状況や今後の要望等の意見交換を行った。
28.4.21
近畿税理士会に指定税理士の登録者、税理士98
人、税理士法人８法人を報告した。
28.4.22
近畿税理士会に平成27年度における税務支援に
関する事績集計結果の報告を行った。
28.4.25
近畿税理士会の支部税対担当責任者会議に委員
長が出席し、情報の収集を行った。
28.5.18
近畿税理士会に
「平成27年分所得税確定申告期
における無料税務相談」にかかる従事義務違反該
当会員についての回答書（該当者なし）
を送付した。
28.5.31
平成28年分の確申期地区相談について副支部長、
委員長が税務署と協議した。
28.6. 6
平成28年度記帳指導担当税理士６人を選任し、担
当者名簿を近畿税理士会に送付した。
28.6. 6
平成28年度帳指導担当税理士６人を、伏見税務
署へ通知した。
28.6.22 第２回委員会 清和荘 出席者７人
１．平成28年度事業計画（税対委員会関係）の実
行に関する件
２．平成28年分所得税確定申告期に独自事業とし
て実施する無料税務相談に関する件について
３．
その他当面の諸問題について
28.6.27
平成28年度記帳指導に関する打合せ会を署にお
いて開催した。
伏見税務署 副署長他２人
副支部長、委員長、担当税理士５人出席（１名欠席）
（於：伏見税務署会議室）

28.7. 3
「外国人のためのカウンセリング・デイ2016」
に派遣
する担当税理士１人を選任し、支部連へ通知した。
28.7.17
近畿税理士会に
「所得税確定申告期に実施する無
料税務相談実施計画及び費用見積」
を提出した
28.7.26
平成27年度下半期（平成28年10月～平成29年３

月）の京都税務相談センターの相談室に派遣する
担当税理士11人を選任し、支部連へ通知した。
28.7.26
支部連税対担当者会議に副支部長、委員長が出
席し、情報の収集を行った。
28.8.17
近畿税理士会の支部税対担当者責任会議に委員
長が出席し、情報の収集を行った。

広報委員会
28.1. 1
支部報「伏水」第６９号を発行した。
28.４.12 第１回委員会 清和荘 出席者数6人
１．平成２７年度事業報告書作成に関する件
２．平成２８年度事業計画（案）作成に関する件
３．平成２８年度予算要求に関する件
４．
その他当面の諸問題について
28.6.22 第２回委員会 清和荘 出席者数7人
１．平成２８年度事業計画の実行に関する件
２．
その他当面の諸問題について
28.6.27
インターシップ受入事務所（５事務所）
を京都府立
京都すばる高等学校へ通知した。
28.7.21 第3回委員会 伏見納税協会 出席者数7人
１．支部報「伏水」第７０号の打ち合わせ
２．
その他当面の諸問題について
28.8. 1～4
京都府立京都すばる高等学校の生徒１０人をイン
ターシップとして５税理士事務所が受け入れた。
28.8. 2 第4回委員会 伏見納税協会 出席者数6人
１．支部報「伏水」第７０号の打ち合わせ
２．
その他当面の諸問題について
28.8.25 第5回委員会 味苑竹田店 出席者数9人
１．支部報「伏水」第７０号発送
２．
その他当面の諸問題について

厚生委員会
28.1.15
支部連・京税協協賛、新春講演会・賀詞交歓会に
参加した。

出席者数 17人

28.1.21
新年賀詞意見交換会をリーガロイヤルホテル京都
で実施した。
出席者数 85人

28.4.12 第1回委員会 清和荘 出席者7人
１：平成27年度事業報告に関する件
２：平成28年度事業計画（案）
に関する件
３：その他当面の諸問題に関する件
28.6. 5
定期総会意見交換会を実施した。
出席者数 70人

28.6.23 第２回委員会 清和荘 出席者数7人
１．平成28年度事業計画の実行に関する件
２．支部連ボウリング大会の件
３．麻雀大会に関する件
４．支部旅行に関する件
５．
その他当面の諸問題について
28.7. 1
支部連ボウリング大会に参加した。
出席者数 ７人

28.7.20
夏季意見交換会を開催した。
出席者数 ８０人

28.7.26
支部連

厚生担当者会議に参加した。

出席者数 １人

28.7.30
麻雀大会を開催した。
出席者数 21人

綱紀監察委員会
28.4.12 第１回 清和荘 出席者数3人
１．平成27年度事業報告書作成に関する件
２．平成28年度事業計画（案）作成に関する件
３．平成28年度予算要求に関する件
４．
その他当面の諸問題について
28.6.22 第２回 清和荘 出席者数3人
１．平成28年度事業計画の実行に関する件
２．
その他当面の諸問題について
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新入会

員紹 介
はじめまして、
この度伏見支部に入会させて頂きました板山翔と申します。

伏見支部創立35周年記念事業のご報告

私は京都府宇治市出身で、今でも住所は伏見区ですが生活圏は主に宇治市ですので、伏見
支部の先輩方々との新しい出会いを楽しみにしております。

平成２７年度は伏見支部創立３５周年を記念して、
さまざまな記念事業が企画さ

私が税理士を目指したきっかけは、大学を家庭の事情で中退してアルバイトを掛け持ちしてい

れ実施されました。

た頃に、現状を打破するために働きながら目指せる資格を探し、
自分の適性に合いそうな税理士
い た やま

板山

１．記念旅行（沖縄）
の実施
２．記念品（会報誌伏水の綴じ込み表紙）配布

しょう

翔

（正会員）

３．記念講演会、意見交換会の実施

を選んだことです。実際勉強してみると働きながら目指せるなんて軽々しく言わない方がいいので
はないかと思うような難易度でしたが、運良く合格することができました。
現在は自宅で開業し、一般企業の総務経理として15時まで勤務した後、夜間と休日に税理士
業務を行っています。Wワークは体力的に厳しい部分もありますが、資本金も顧問先のあてもなく

これらの記念事業は、伏見支部創立３５周年記念事

いきなり開業して税理士業務一本に絞るのは資金繰りの都合上あまりに無謀でしたので、Wワー

業実行委員会（萩恒夫実行委員長）
を立ち上げて、

クの道を選びました。勤務税理士ではなく開業税理士にこだわったのは、税理士業務に必要な知

４回の委員会を経て入念に企画されました。

記念品

識や仲間を、
自由に動き回って獲得し、豊富な知識や人脈を持った税理士になりたいという想い

そして、記念事業の最後を締めくくるものとして、記念講演会、意見交換会がリー

があったからです。

ガロイヤルホテル
（平成２８年１月２１日）
にて、
たいへん盛大に実施されましたこ

まだまだ経験も知識も浅く、開業してうまくやっていけるかどうかも未知数ですが、伏見支部の

とをここにご報告申し上げます。

先輩方々のアドバイスをよく聞いて、精進してまいりたいと思っております。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

この度、伏見支部に入会させて頂きました税理士法人京都経営の杉本尚人と申します。
どうぞよろしくお願い致します。
私が税理士になろうと思ったのは高校３年生の時でした。
意見交換会

支部会員の異動（平成２8年1月～平成２8年7月）
正会員

準会員

両親がそれぞれ商売をしていた事や、私が通っていた高校が商業高校で簿記の授業があった

記念講演会

ことなどから、税理士という仕事に興味があったのですが、学校に貼ってある専門学校のポスター
す ぎ もと

正会員 144人、準会員 15人、法人会員 8社（平成28年7月25日現在）

異動理由

氏名

事務所所在地

電話番号

事務所変更
転出
（東山へ）

石田 一郎
小田 春樹

深草柴田屋敷町73伽羅コート伏見602号
京都市東山区本町19丁目414-4

075-950-5320
090-8203-4366

退会（死亡）

澤木

深草大亀谷古御香町168-11

075-643-2260

入会（開業）

板山 翔

英雄

日野野色町84番地20

075-201-9177

京都市左京区松ヶ崎今海道町21番地2

075-711-3375

陽祐

FAX番号

転出
（左京へ）

沖永

入会（所属）

杉本 尚人

西大手町307番地エイトビル5階税理士法人京都経営 075-603-9022 603-9055

退会（業務廃止）

堀口 豊昭

桃山町真斉1-8ファミール伏見桃山ネクスタージュ417 075-645-2318

事務所変更

飯田 巌

桃山町遠山24-6

075-611-5138 611-5138

転出
（奈良へ）

由里 いずみ

奈良市右京5丁目1-2-204

0742-81-9297

事務所変更

花阪

向島善阿弥町39番地3コーポ丸忠105号

075-621-2558 612-5058

退会（死亡）

原野 司

桃山伊庭109

075-601-5976

転出
（西宮へ）

辻本

雅彦

兵庫県西宮市甲子園五番町14-17シャルマン五番館302 0798-61-2868

転入（浪速より）

藤波

泰介

深草新門丈町17-1ファミールハイツ京都伏見1013 075-643-3479

事務所変更
退会（業務廃止）

平岩 倉一
小畠 清一

経司

京都市中京区高倉通二条下ル瓦町543-1EDU高倉二条2階
醍醐上端山町11-9

なお

と

杉本 尚人
（正会員）

に
「税理士年収２千万円」
と書いてあったのを見てよし！税理士になろう、
と思ったのが正直な
きっかけです。
その後、高校を卒業して専門学校に入学しました。専門学校は２年の課程を経て税理士試験
の受験資格を得て、初めて試験を受けたのが２０歳の時で当時の私は、試験など簡単に通ると
思っていたのですが、、、人生そう甘くないと痛感させられました。税理士試験合格までに通算８
年を要しましたが、
周りの方の支えがあったからこそ合格することができたのだと本当に感謝して
おります。
税理士事務所に勤務して通算で約５年になるのですが、
まだまだ知識・経験が未熟で勉強の
毎日ですが、今後は税理士として自分と関わっていくお客様を税務の面だけでなく、様々な面から
守っていけるように頑張っていきたいと思っております。
先輩方のご指導賜りますようよろしくお願い致します。
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研修委員会からの連絡事項

こんなことやっています
総務委員会
総務委員長

なか がわ

ひで お

中川 秀夫

副委員長の高屋豊明です。
『こんなことやっています』
シリーズ
のトリを務めさせていただき、
光栄でございます。
普段、
あまり知ら
れることのない総務委員会の活動をご紹介いたします。

総務委員会は、支部長の女房役である総務委員長を筆

日

総務副委員長

にい み

かず や

新見 和也

程

時

間

講

師

テーマ

９月 ９日
（金） ３時間

税理士

13：30 ～ 16：30

笹岡宏保先生

資産税

１０月 ４日
（火） ３時間

税理士

13：30 ～ 16：30

植田卓先生

法人税

１２月 ９日
（金） ３時間

税理士

消費税

税理士

未定

13：30 ～ 16：30

１月１９日
（木） ２時間

金井恵美子先生
上西左大信先生

会計担当は、諸経

総務委員会からの連絡事項

頭に、多忙な委員長を支えるべく、12名で構成されており

費の支払や入退会者

ます。規約の改正等も重要な業務になるため、経験豊富な

を含 めた 会 費 の 管

先生方にも委員に加わっていただき、
委員会の際には相談

理、総会議案書の決

役や本会理事にもご参加いただいております。

算書類作成がメイン

いただきます。各催事準備の都合上、事前の出席人数の把握が必要です。誠に恐縮でございますが、出席の

です。監査のときは、
あ

有無のお返事をご案内記載の期限内に頂戴いたしたく、何卒宜しくご高配賜りますようお願い申し上げます。

総務委員長は、
日々さまざまな業務をこなしておられ、
・定期総会の議案書作成
・役員会などの各種会議においては、日程や出席メン
バーの調整、議題内容の確認、
司会進行、そして出欠
のとりまとめ
・会員の異動記録確認及び名簿作成並びに安否確認
まだまだ….多岐多様にわたります。
これまでの
『こんなことやっています』
シリーズは、各委員
長が執筆されておりましたが、総務委員長はあまりに多忙
なため、
こうして副委員長の私がなぜ原稿を書いているか
というのも理解していただければ幸いに存じます。
そのような中、副委員長は連絡担当（新見和也副委員
長）
と会計担当
（高屋豊明）
に役割分担されています。連絡
担当は、主にＦＡＸの送受信で各行事のお知らせと出席状
況を管理しており、昨年から
インターネットを使ったＦＡＸ
を導入し、効率化を図ってお
ります。
これからはメールやＳ
ＮＳ等が主流になってくるの
かもしれません。

本年度も総務委員会より定期総会、夏季意見交換会、新年賀詞意見交換会等の開催を都度ご案内させて

る意味税務調査よりド
キドキしますが、監事の
先生方のお話は本当に勉強になり、
貴重な経験をさせてい
ただいております。
また、税務署のネームプレートの作成・交換も総務委員
会で行っております。私が担当していたときは、最下段まで

厚生委員会からの連絡事項
今年も
「支部対抗ソフトボール大会」
が実施されます。
多くの先生方のご参加をお待ち致しております。
優勝目指し
て頑張ります！！
また、
今年の支部旅行は、
「お手軽！福井方面 ゆっくりまったり温泉旅を満喫！」
です。

いっぱいになりかけましたが、今はけっこう余裕があるよう

平成28年9月3日
（土）
平成28年10月2日
（日）
～3日
（月）

ですね・
・
・。
どちらかといえば総務委員会の業務というのは派手さが
あまりなく目立たないものが多いのですが、
中川委員長の
持ち前の明るさと馬力に引っ

支部対抗ソフトボール大会
支部旅行 福井方面

今年も委員一同、
支部の会員先生方の親睦をより深めていただきますよう諸事業を企画して参りますので、
今後と
もご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

張られて楽しく活動をさせてい
ただいております。
伏見支部には事務局があり

2016年支部旅行のお知らせ

ませんので、
このように総務委
員一同が力を合わせて頑張っ

さて、
下記要領により今年度の支部旅行を企画いたしました。
より多くの先生方に参加していただければと思って
おります。

ております。至らぬ点がいろい
ろあるかもしれませんが、
これ
からも暖かく見守っていただけ
れば幸いです。

総務副委員長

たか や

ほう めい

高屋 豊明

日
行

程 ： 平成２８年10月２日
（日）
～10月３日
（月）
先 ： 福井 方面

参加費用：約３８,０００円 宿泊：まつや千千
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包括外部監査人を拝命しました
伏見支部の先生方には、平素からご指導を賜り衷心より

いち かわ

市川

あきら

晃

11月頃に東京で開催される研修を受講して頂き、終了時に

さっているのが現状です。

近年
「京都ブランド」
として活性化する古都京都。
インバウ

簡単なテストを受けて頂く必要があります。
交通費・宿泊費、

ンドと呼ばれる国外からの訪問者の激増、文化庁の移転

京都市へ推薦する期間が非常にタイトで、年末年始の多忙

3日間の業務休暇を取って頂く事は、
ご多忙な先生方には

等々、京の街は更なる成長を遂げるものと拝察します。
その

合の親睦旅行で、震災3日前に熊本空港を利用させて頂い

な時期とも重なり、支部連会長をはじめとする構成員の先

多大なご負担となり、
かなりの覚悟が必要となります。
しか

街に監査人として関わることができて有り難くもあり、
またそ

た我々は、傷心ひとしおです。一日も早い復興と皆様のご健

生方がご苦労されていところです。

し、20時間の認定研修となますので、36時間研修が義務化

の重責をひしひしと感じているところです。

御礼申し上げます。
また、4月の熊本地震で被災されました

また、支部連に推薦依頼が届いてから近税会を経由して

方々には、
謹んでお見舞い申し上げます。
京都税理士協同組

そのような中、今回は私が受託する運びとなった訳です

された現在では、決して無駄にはならないと確信しておりま

浅学非才の身ではございますが、皆様の信頼に足る監査

さて私儀、本年度から2ヶ年度の予定で京都市の包括外

が、私は補助者の経験もなく全くの初心者です。無謀な事だ

す。
「基礎研修」
は7月頃に近税会より案内されますので、先

人になれるよう精進して参りますので、今後とも倍旧のお引

部監査人を拝命する運びとなりました。本稿では、
その経緯

とお叱りを受けるかも判りませんが、
支部連構成員の一人と

生方の奮ってのご受講をお願いするところです。

き立てを賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

と今後に向けてのお願い等を書かせて頂きたいと存じます。

してお引き受けさせて頂いた次第です。幸い、経験豊富な先

康をお祈り申し上げます。

平成10年施行の改

生方に補助をお願いする事ができて、
5名の補助者のお力を

正地方自治法により、

拝借して全力で京都市の監査に取り組みたいと思います。

本号の発行時期が間に合わないかも判りませんが、H28年は9月
8日に基礎研修(近税会)、11月10日～12日に実務研修(日税連)が
予定されています。

都道府県・政令指定

私がここに投稿させて頂きましたのは、次の税理士会へ

全国的に見ると、包括外部監査人は90％前後を公認会

都 市・中核 市 等に外

の輪番時にスムーズに推薦できるように皆様へ受講をお願

計士が受託しています。
会計士先生方に聞くと、
推薦希望者

部監査(包括・個別)が

いしたいからです。次の時期は、通常ならば2020年4月から

がプレゼンテーションをして受託を競っている単位会もある

規定されました。弁護

の2ヶ年度だと考えられます。
その推薦は2019年末頃に依

とのことです。一方税理士はというと、希望者が少なくて受

士・公認会計士・税理士等が選任対象となるのですが、
京都

頼があると思われますが、
その時期になって再び該当者選

託割合は5％にも満たないと言われています。私見ながら、

市では2年毎に税理士会と公認会計士協会が交代で受託

定に支部連がご苦労されないように、
先生方におかれまして

地域に密着している我々の目線は会計士よりも優れている

するのが慣例となっております。

は積極的に履修者名簿への登載をお願いするところです。

側面もあると思います。
また、先の先生方が作ってきた輪番

また、外部監査人は地方公共団体の大切な予算から監

名簿登載には、
まず

制を継続する意味でも、税理士会として受託する機会を逃

査費用を受けると共に、監査事務を補助する者(補助者)を

近税会開催の「地方

す訳には参りません。支部の先生方におかれましては、是非

選任して、
チームを組んで監査を進め、
最終的には監査報告

公共団体監査制度基

将来の受託に向けて興味をお持ち頂きますようお願い申し

書を提出することになります。

礎研修(3時間)」受講

上げます。

税理士会から推薦の流れとしては、京都市から近畿税理

後、
日税連が主催する

私が今後2年間に亘り歴

士会(近税会)に推薦依頼が届き、
近税会から京都府支部連

「同実務研修」
を受講

史ある京都の市政を監査さ

合会(支部連)にそれが引き継がれます。支部連は、
日本税理

して頂かなくてはなり

せて頂くにあたり、
皆様方の

士会連合会(日税連)の研修履修者名簿に登載された者の

ません(近税会諸規定

ご指導ご意見、延いては監

中から、受託の可否を本人と交渉することになるのですが、

集「地方公共団体外

査テーマ選定のヒント等々、

実際には引き受けて頂ける先生が非常にが少なくて、毎回、

部監査人等の推薦に

更なるご指導を賜りたくお

推薦時期になると候補の先生を選ぶのに大変なご苦労をな

関する基 準 」) 。毎 年

願い申し上げる次第です。

※文中の挿絵は、
元イラストレーターの
税理士さんに描いて頂きました。
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ツバメのきょうだい
５コマまんが付き

あか いわ

赤岩

残暑お見舞い申し上げます。

えることができました。そうでなければ、
この原稿を書くこともなかったか

『ツバメ』
とはまた季節はずれな話題ですが、少し思い起こしていただ

もしれません(笑)。

きますと・・先生方の事務所やご自宅周辺に今年もツバメは帰って来まし

その母も8年前に他界し、
それまで年に2度しか帰らなかった実家に老

たでしょうか。私も1～2ヶ月前に実家近くをスイスイと飛ぶツバメを多く

父の安否確認！？のため頻繁に通うようになってから、
また深草商店街の

見かけました。

ツバメを見るようになりました。
この年月は私が伏見支部に入会してから

実家から最寄りの京阪藤森駅へ向かう時に通る
「深草商店街」。
ここ

今日までのそれと重なります。

に毎年ツバメがやって来ます。
ああツバメの時期だなぁと思い、子育てを

◆

見守り、いつの間にか旅立って、気がつけば暑い夏がやって来る・・毎年

❶

あや

綾

❹

んでした。
あの年までは。
◆

◆

◆

ツバメは（というか、
自然界では）
きょうだいであっても弱い子を助ける

それの繰り返し。
ただそれだけで、何かを深く考えるということはありませ
◆

◆

ことはありませんが、人間
という動 物 はそうではな

い。当たり前だけど忘れていることを、
ツバメの姿を見ると思い出します。

21年前、商店街を通って藤森駅に向かっていると、花屋の軒先に例

そのことを教えてくれたあの小さい子の姿も、
これからも毎年思い出すこ

年どおりツバメがやって来ていることに気づきました。会計士試験を約

とでしょう。

1ヵ月後に控え追い込み中だったので、毎日ピーピーと元気に鳴くひな達

他愛もない思い出話にお付き合いいただき、
ありがとうございました。

を見るのが一服の清涼剤、花屋の前を通るのが楽しみでした。
だんだん成長するひな達。
と、
その中でひと際小さい子がいることに気
づきました。

❺

「きょうだい達はズンズン大きくなっているというのにえらく小さい。巣
立ちの練習できょうだいが出かけていてもこの子は巣にいる。大丈夫
か？」
と、巣を見上げて心配していました。
ある日きょうだいが勢ぞろい。
この子を除いて皆きりっとタキシードを

❷

着ているではありませんか。
でも、
この子も
「自分も他のきょうだいと同じ」
と思っているような、そんな顔に見えて、
たま
らなく切なくなりました。
この子は置いて行かれるに違いない。
家に帰って母にこの小さなツバメの子の話をして切ない気持ちを訴え
たところ、母は間髪入れずに
「かわいそうやけどしょうがない、今は勉強に
集中せなあかん！」
とピシャッと。そうだ、背水の陣で臨むと決めたのだ、
母の言うとおり集中しなくては！前年、不合格とわかった時に
「あと1年だ
けお願いします。無職許して！手伝いもしないけど許して！」
と泣きの涙で
母に頼んだではないか。
次の日からしばらく、商店街を避け疏水べりを通って駅に向かいまし

❸

た。そして・・あとは5コマまんがのとおりです。あの時、母が「気にせんと
き！」
と言ったおかげで、私は即座に気持ちを切り替えて無事に試験を終

深草商店街を飛ぶツバメ。
すごいスピードで縦横無尽に飛ぶツバメを撮るのは
なかなか難しかったです。
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ペット紹介

インターンシップ生の税務署見学
本年度も京都府立京都すばる高等学校の生徒１０人

ちょこっと

を、
５事務所で各２人の受入をいたしました。
今年度初めての取り組みとして、私たち税理士の業務
と切り離すことができない税務署の仕事を知ってもらうた

この度、
より多くの会員先生に気軽に文章・写真をご投稿いただけるコーナーといたしまして
「ちょこっとかわら
版」
と題しました新コーナーを企画いたしました。
記念すべき第１回目は～ちょこっとペット紹介～ということで、
愛しい♥家族をご紹介いただいております。

め、伏見税務署の全面的な協力のもと税務署見学を行い
ました。
最初、普段なかなか入ることのできない署長室で署長

むらかみ ひろやす

村上 博保

手のりインコのパピヨンちゃんです。
上手にお話しも
します。
「むか～し、
むか～し、
あるところにパピヨン
ちゃんという、
インコがいました。」
「パピヨンちゃん
は、
黄色いからカナリアみたいでした。
「
」おめめは、
赤
でした。
「
」パピヨンちゃ
ん大好き♥」
「お・し・
ま・い！」
という感じで
す。
ご存知でしたか？イ
ンコって、
喋るんです！

しお せ

く

ぼ

の出迎えを受けられたときは、大変緊張されている様子で

よし お

久保 美雄

した。

我が家の愛犬を紹介します。
柴犬の雌
「ふく」
２才。
フサフサの巻き尾
と、
三角のピンと立った耳が特徴です。
お散歩が大好きで、
帰りたくない時は必
死で抵抗します。
その時のあご肉がたま
らなく可愛いです。
おやつのササミが好物で、
お手！おかわ
り！をその時だけ、
ささーっと適当にやっ
てくれます
（笑）水が苦手で雨の日はお
散歩も拒否。
シャンプーなんかは大暴れ
です。濡れた姿の情けなさ。
これまた可
愛くてたまりません。
普段は番犬なので立派に玄関前を守ってく
れています。
家族が帰ってくると、
まずはうんと伸びをしてから尻
尾を振って出迎えてくれます。
そんな姿に癒され
「ふく来る」
な今日この頃です。
いつまでも元気
でいてほしいなあと願っています！

その後、会議室に移動して税務署の業務説明や採用後
間もない若手職員さんとの意見交換会が活発に行われ
ました。

まさ ひこ

汐瀬 雅彦

１０年ほど前、
小学校低学年のわが息子が、
「必ず世話するから飼って！「
」ワァ、
可愛い！！」
と妻の一言で、
買い始めた海水魚たち。
最盛期は１０匹以上の色とりどりの魚たちが、
わが
水槽のなかを涼しげに泳いでいました。
始めの頃は、
月に一度は必ず海水を換え、
きれいに掃除をしていました。
息子は一度も手伝
いません。
だんだん、
水換えがメンドーになり、
２ヶ月に一度、
３ヶ月に一度と、
間隔が空いて
いきました。
たまに新しい魚を買ってきて、
水槽に入れてもすぐに死んでしまいます。
結局い
ま残っているのは、
２代目のクマノミ２匹とシリキスズメ１匹だけになってしまいました。
最後
に水換えをしたのは、
いつかしら？去年した記憶はないです。
長期間の放置プレイに慣れた、
我が家の健気なペットたちです。
決して動物愛護協会の方たちに知らせないでください。

ひ づめ とし ゆき

樋爪 利行

昨年、
5月上旬に拾った仔猫を、
飼うことになりました。
生後1週間程で飼い始めたことと、
又猫を飼うことが初めてだった
ので、
ネットで調べたり、
動物病院やペットショップに通い続けたり
しました。
おかげで元気に家中を走り回っています。
プリンターの上
に乗り、印刷される紙をじっと見つめたり、明け方(4時ごろ)には、
私を起こしに、
ベッドに飛び乗ったり、又帰宅すると毎回ではない
ですが、
玄関で迎えてくれたりもします。
今では、
すっかり猫に、
ハマってしまい、
会う人会う人に猫の話や写真を見せている次第です。
最近は、
爪とぎ、
ネコタワー、
ネコトイレ等猫グッズが、
充実しているため、
壁が傷ついたり、
マーキングで困ること
もありません。

おすすめ情報

ちょこっと

今後、
次のようなテーマを
考えております。

myブーム

ちょこっと

ちょこっと

自慢

ちょこっと

Smallニュース

ちょこっと

ちょこっと

旅行記
失敗談

皆様のご投稿を心よりお待ち申し上げております。
ご協力いただけますよう、
どうぞ
よろしくお願いいたします。
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◎京都税理士協同組合からのご案内◎

麻雀大会で優勝！安居 健次
やす い

けん じ

京都税理士協同組合は相互扶助に基づく組合員のた
めの組合です。

今回、
支部麻雀大会で初優勝できました安居です。

税理士会とは車の両輪の関係を保ちながら、組合員に

京税協は相互扶助の精神に基づく組合員のための組合です。税理士会とは車の両輪の関係を保ち

有益な各種事業を行い、先生方の事務所経営のお手伝い

ながら、組合員のために各種事業を行い、事務所経営のお手伝いをさせていただいております。
さらに

をさせていただいております。

先生にも京税協に深いご理解を賜り、
ぜひ組合にご加入賜りますようお願い申しあげます。

京税協の各支所に教育情報事業費等を交付し、
税理士会支部の運営に役立てていただいております。
理事長

伏見支部にも教育情報事業費などを交付し、支部運営

んでいただいた時にはびっくりしました。

見支部の両方に大きなメリットがございます。
組合加入をご検討中の先生は是非この機会にご加入

これは、第一回からの皆勤賞と、今回禁煙麻雀に
設 立 1972 年 11 月 13 日
組合員 1,211 人
法人組合員 101 社
賛助会員 342 人
出資金 9,209 万円
（平成 27 年 9 月末日現在）
所在地 〒604-0943 京都市中京区麩屋町通御池上ル上白山町 258-2
TEL
（０７５）
２２２－２３１１
ホームページアドレス http://www.kyozei.or.jp

加入の種類
（他人の求めを受け自ら委嘱を受け税理士業務を行う）

税理士法人

賛助会員

税理士法人の社員税理士・所属税理士

選択図書 2 冊

ごさせていただき感謝でいっぱいです。

5,000 円以上ご購入で送料が無料
（書籍によって取扱いのできない

年会費は、
無料です！

ものもございます）

優勝

最後になりましたが、五十棲委員長を初めとする
厚生委員の先生方、
お世話いただき誠にありがとう
ございました。
順位

氏名
（敬称略）

得点

優 勝

安居 健次

1,229

準優勝

田中

明

1,156

3位

汐瀬 雅彦

1,132

4位

生駒 和彦

1,022

5位

萩原 政宏

925

計3冊

提携企業の
利用に応じた （教育情報事業費等）
還元

組合員・法人組合員：出資金1万円
賛助会員：加入金1万円
（退会時、組合員は出資金返還、賛助会員は理事会
決議を経て同額の功労金をお支払）

競技は、半チャン3回でしたが、3卓とも、技術の乏
を打たせていただきました。本当に、楽しい一日を過

26 年度実績
「税務ハンドブック」と

法人組合員

耐えたご褒美かなと思っております。
しさを上回るツキに助けられ、和気藹々と楽しい麻雀

PET受診
費用の補助

開業税理士・所属税理士

組合員

会で牌を触るだけとなっておりました。勿論今まで一
度も賞を頂いたことはなかったので、最後に名前を呼

に役立てていただいており、
ご加入下さる先生ご本人・伏

賜りますようよろしくお願い申し上げます。

最近は麻雀を全くしなくなり、年に一回だけ、
この

現在約 66 社と提携

ゴルフコンペ

春・秋2回

旅行等の福利厚生事業の実施

3位

関与先様も

ご利用いただける内容もございます
詳しくは提携企業便覧を
ご参照ください

準優勝

（平成 27 年 9 月末現在）

◎ご加入のメリット◎
組合員・
賛助会員共通

●提携企業の利用
（現在74社）

お仕事にもプライベートにもお得に特典利用可能な企業と数多く提携しております。
（提携企業便覧を発行し、
毎年お届けしています）
今回は、
その中で特に好評をいただいている次の２つをご紹介いたします。
お得！ ☆大丸ゴールドカード
ご利用実績に応じて5,8,10％の割引を受けられ、
指定駐車場が無料で利用可能となります。
「仕事ついでに買い物も」
などといった使い方にも便利です。
便利！ ☆日本郵便
組合員限定の小荷物特別料金を提供いただいており、通常の半額程度で利用可能なものもあります。決算のときなどに預かった資料
の返却に非常に役立ったとのお声をいただいております。

●教育情報図書の贈呈

（年3回6月
「税務ハンドブック」11月当組合編集の「税務便覧」12月
「選択図書」1～2冊）
＋不定期に官公署便覧（組合員のみ）

●研修会（短期講座・実務講座など）
受講料優待

会場

年間30数本開催し、好評をいただいております。
組合にご加入の先生（職員様も含め）
は受講料が半額となります！

●PET受診費用の一部補助（利用には一定の制限がございます）
●8月開催の総会懇親会
（着席のフルコースディナー）
へのご招待
伏見支部との
かかわり

当組合から組合加入者数を基に各支所（京都府下13支所）
に支所交付金（支所運営所費・教育情報事業費）総額約2250万円を分
配しております。
伏見支所の交付実績（合計）
伏見支所
（支部）
の組合加入率

平成27年度
1,934,000円

平成26年度
1,887,560円

※他支所の加入率に応じて、
毎年若干の変動があります。

組合員 109名 法人 6社 賛助会員 17名
（7月14日理事会時点） 加入率 86.8％
（府下全域83.3％）

当組合事務局までお気軽にお問い合わせください。

京都税理士協同組合 事務局 電話：075-222-2311 FAX:075-222-2355 mail:kyozei@kyozei.or.jp
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ふしみ見聞録～小学校区を巡って～

住吉小学校区

ふしみ見聞録第６回目は、住吉小学校区を巡ります。歴史が苦手で新参者の私（小林真由美）
に、堀口先生という
心強いナビゲーターをお迎えしていざ出発です。
撞木町遊郭跡入口

❶撞木橋
左に
「撞木橋」右に
「志ゆもくはし」
と書かれています。
現在では24号線が、昔は川であり撞木町遊郭への道
のりだったのでしょうか。
❷撞木町遊郭跡入口
江戸時代から昭和３３年まで存在した撞木町遊郭の
入口でした。当時は、入口に門番が立ち出入りを見
張っていたらしいです。
現在では、遊郭の跡形なく住宅街となっています。

墨染寺

棒鼻の市電の跡地

❸国道２４号線
明治27年に濠川と琵琶湖疏水をつなげるためイン
クライン
（傾斜鉄道）が完成し、一日１００隻以上の船
を運んでいました。
また大正３年に濠川と琵琶湖疏水の高低差を利用し
た水力発電所が完成し、当時の京都電気鉄道に電力
供給していました。
現在は、24号線となり、蹴上のインクライン跡地で見
られるレールなどは残っていません。
ほり

住吉西保育園
墨染駅

パルス
プラザ

伏見税務署

イズミヤ

駅
見
伏

昭和34年ごろ

国道

京阪
本線

住吉西保育園

伏見
税務署

現在

24

昭和20年ごろ

❹伏見税務署
いろいろとお世話になっているところです。

号線
JR
奈良
線

近鉄丹波橋駅

撞木橋

丹波橋駅

住吉児童公園

❽棒鼻の市電の跡地
昔、京都市電の伏見線が走っていた頃のものだそう
です。
毎日朝、信号待ちしていた場所が、市電の痕跡とは
思ってもいませんで
した。
「この 少し南 に市 電
の 鉄 橋 があり、子 供
のころ、そこを度胸だ
めしと称して渡って
遊 ん だものです 」と
堀口先生が懐かしそ
うにつぶやいておら
れました。
現在

線
都
京
鉄
近

阪神高速8号京都線

伏見住吉
小学校

高瀬川

ほり

❼住吉西保育園
昭和３０年から開園し、昨年増築し今年の４月から０
歳児と１歳児の保育を始めたそうです。
園内は子供たちが作った可愛らしい作品にあふれて
いました。
また広い園庭には、市電の1800型があり、春や秋の
時期に遊具として使っているとのことです。

国道２４号線

ぼく ぜん じ

❺墨染寺
3月下旬から4月上旬にかけてすみぞめ桜が見頃に
なります。すみぞめ桜は、ほかの桜よりも葉や茎が青
白いのが特徴です。
❻住吉児童公園
旧住吉小学校跡地が公園になっています。春は桜、秋
はどんぐりと季節を感じられる公園です。
堀口先生には、私の三歳の息子の無茶ぶりに答えて
頂きました。

ナビゲーター

ほり ぐち

やす ひろ

堀口 裕弘

久しぶりに生まれ育った住吉学区を小林先生
親子と回ってみて、50数年の時を感じました。
いい機会を戴きありがとうございました。

ナビゲーター

こ ばやし

ま

ゆ

み

小林 真由美

堀口先生と住吉小学区を巡り、学ぶことばかり
でした。暑い中、案内していただきありがとうご
ざいました。

