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理事会・委員会・支部 活動報告

委員会

日　時　４月25日㈭　18：30〜20：00

場　所　ボランティアビューロー

出席者　11名

議　題　１．たまでんBOARD５月号校正

２．たまがわ公論41号編集打合せ

広報委員会

第１支部

第１回役員会

日　時　５月９日㈭　18：30〜

場　所　井上香料会議室

出席者　17名

議　題　１．奥沢駅前音楽祭チャリティーバザー

２．25年度常設委員会への委員推薦

３．25年度開催事業と担当

４．その他
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第４支部

第１回支部役員会

日　時　５月10日㈭　18：00〜

場　所　玉川区民会館　活動フロアー

出席者　13名

議　題　１．24・25年度支部事業並びに役員推薦

２．体験学習（田植え）の実施大綱

３．その他の協議事項

①尾山台サマーナイトフェスティ

バル参加

②青年・女性部連絡会議（研修会

等）の調整

　今回の支部役員会は、２週間後に迫った田植

え体験学習の実施大綱についてと、各年度の事

業報告・事業計画を中心に、予算・決算・進行

予定等を鍋島支部長を囲んで、活発に意見交換

を行いました。

　会には宮崎副会長にも参加していただき、

「体験学習は今年で10回目という大きな節目の

年となるので、無事故で大成功を治めていこ

う」と激励をいただきました。

（第４支部広報委員　鈴木健二）

第９支部

第１回支部役員会

日　時　４月19日㈮　18：00〜

場　所　ザ・フィールド 二階会議室

出席者　14名

議　題　１．次期支部役員体制

２．本部理事候補者

３．今期本部委員会担当

４．25年度支部事業計画

５．その他

①支部会計担当責任者

②事業担当者

第６支部

役員会

日　時　５月15日㈬　12：00〜13：30

場　所　トラットリア・メッシーナ

出席者　12名

　平成25年５月15日㈬正午〜午後１時30分、高

島屋奥の柳小路にあるトラットリア・メッシー

ナで、役員会（出席者12名）が行われました。

　本年度支部行事計画について確認をしたの

ち、新役員が紹介されました。総務委員は東京

ライフ㈱の高木さん、組織委員は㈱鈴浅の鈴木

さん、研修委員は松浦土木㈱の松浦さん、厚生

委員は㈲エイエムサービスの片桐さん、社会貢

献委員は㈱サンマージュの土屋さん、広報委員

は㈲象スタジオの江口です。また、支部長は、

㈱鈴浅の鈴木準之助さん、副支部長は松浦土木

㈱の松浦さんと㈲象スタジオの江口、女性部会

長は㈲ティーエーシーの廣部さんで、一生懸命

務めさせていただきます。

　今年度も第６支部では、和気あいあい確実に

進めていきたいと思いますので、法人会の皆さ

ま、どうぞよろしくお願い申し上げます。

（第６支部　江口響子）
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第12支部

ＡＥＤセミナー

日　時　４月19日㈮　18：30〜20：00

場　所　玉川区民会館　４階集会室

出席者　18名

テーマ　「いざ！という時のAEDセミナー」

講　師　キャノンマーケティングジャパン㈱

　　　　法人会担当　宮垣様・牛尾様

　12支部では、玉川法人会で行っているAED普

及活動推進の一環として、「いざ！という時の

AEDセミナー」を開催いたしました。

　セミナーは男性９名女性９名合計18名の参加

者で、一般の私達もいざという時に安心して使

用できるよう教えていただき、大変わかりやす

く楽しいセミナーとなりました。

第11支部

話し方研修会

日　時　５月14日㈫　18：00〜20：00

場　所　ピラタス

出席者　18名

　話し方研修会は５月14日午後６時より８時ま

で桜新町の会議室「ピラタス」で講師の村上さ

んを含み会員16名、未加入会員２名の計18名で

行われました。

　研修会では定例となった、「発声練習」をした

後、新しい参加者が多かったので、各自「１分

間自己紹介を実施した。各自の自己紹介毎に村

上さんからのアドバイスを受け、もう一度自己

紹介をする訓練を行った。滑舌を改善するため

に、新しい教材を使い訓練も実施しました。参

加者全員の話し方の向上が見られました。

　興味のある方の参加をお待ちしております。

（第11支部支部長　中山豪夫）
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青年部会

活動報告会

日　時　４月23日㈫

場　所　玉川区民会館・４階集会室

　青年部会の１年間の活動を締めくくる大切な

イベントである活動報告会が、玉川区民会館に

て開催されました。

　当日は肌寒く、春としては少々残念な陽気と

なりましたが多くの会員様にご参加いただきま

した。

　ご来賓として玉川税務署から金三津署長、高

田副署長をはじめ、永田法人課税第１部門統括

官、藤田法人課税第一部門審理上席にご参加い

ただいたのに加え、SKT連絡会として世田谷法

人会より古谷青年部会長、北沢法人会より増川

前青年部会長にもご参加いただき、玉川法人会

からは阿部会長、坂東副会長、森副会長、丸山

社会貢献委員長、佐藤第10支部長、星谷女性部

会部会長、山本女性部会副部会長、清田監事に

ご参加いただきました。

お忙しい中ご出席いただきましたご来賓の皆様

に心より感謝申し上げます。

　青年部会活動報告会は、１年間の活動を報告す

る場として毎年開催されており、活動報告会と同

時に税務研修会、セミナー、そして会員同士の交

流が目的の意見交換会が開催されています。

第１部：税務研修会・セミナー

　第１部前半の税務研修会では、平成25年度の

税制改正などに

ついて藤田上席

にご講演いただ

きました。税制

改正は経営者の

皆様にも影響す

る改正が含まれ

る場合もあるた

め、参加者の皆

様はとても真剣

に聞き入ってい

ました。

　続いて後半に

は、第６支部に所属されているソムリエの荒木

様により「ワインの愉しみ方」セミナーが開催

されました。

　ワインの味わいを決める五大要素は、ぶどう

の「品種」、ブ

ドウ産地の気候

や土壌・日照条

件などの自然条

件を表す「テロ

ワール」、ブド

ウ の 「 造 り

手」、収穫年を

表す「ヴィンテ

ージ」、そして

最後はワインの

運搬や保管、飲

む 時 の 温 度 管

理、ワインに合わせる料理、つまりワインに関

わる「人」なのだそうです。

　ソムリエの方がワインの熟成を知るポイント

はいくつかあるようですが、代表的な例として

「色」があります。

　赤ワインは、むらさき色から熟成するにした

がってオレンジがかっていき、白ワインは熟成

すると緑がかっていくのだそうです。次に「香

り」ですが、グラスに注がれたワインをそのま

まに嗅ぐのと、グラスを回してから嗅ぐのでは

ワインの香りが変わることはわりと知られてい

ることではありますが、回す方向が決まってい

ることはご存知ですか？

　ワインは右手で持つ場合は「反時計回り」

に、左手に持つ場合は「時計回り」に回すそう

です。ヨーロッパでは立食パーティーでワイン

を持っていることが多いのですが、反時計回り

（左手では時計回り）に回していると、もしウ

ェイターや他のお客様とぶつかった際に遠心力

がついたワインは自分に向かってこぼれるた

め、他人のを汚さないよう配慮されたことが由

来だそうです。

　セミナーの後半には、実際にレストランにて

ワインを注文する際のポイントについてお話い

ただきました。

　少し高級なレストランなどでワインを注文す

る場合は、予約を入れる時に料理の内容や価格

を聞いて、ワインの好みや予算を予めソムリエ

に伝えておくと良いそうです。事前に相談する

のは少々気が引けるのが正直な気持ちではあり

ますが、ソムリエはお客様に合わせたワインを

出してくれるので、気軽に相談するのが良いと

税務研修会  藤田上席

荒木秀晴氏による「ワインの愉しみ方」セミナー
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全体会議

日　時　５月14日㈫　19：00〜

場　所　玉川ボランティアビューロー

出席者　17名

議　題　１．わんぱく相撲

２．絵はがきコンクール

３．和太鼓コンサート

４．夏の異業種交流会

５．登録委員の選出

６．その他

　今回より会議の進行を６月12日の総会までの

仮ではあるが、新執行部が担当することにな

り、最初には新執行部を代表して新部会長の中

村さんより挨拶があった。今年の公益事業や各

事業に関する話がありました。また、今回初め

て参加いただいた会員の方より自己紹介をいた

だきました。

青年部会全体会議集合写真 青年部会全体会議の様子

のことです。次に意外と迷うテイスティングの

流れですが、ソムリエが運んできたワインが注

文されたワインかどうか、ラベルや説明から確

認すると、ソムリエがコルクを抜いてグラスに

少量を注いでもらえます、この際にテイスティ

ングするのは「注文した人」が担当するが一般

的なのだそうです。注ぐ前に抜いたコルクを渡

される場合があるそうですが、その際は香りを

確認してください。テイスティングした結果、

問題なければ“微笑んで”「お願いします」など

OKの言葉をソムリエに伝えてあげてください。

これから暖かくなるにつれてワインも美味しく

飲めるシーズンとなるので、是非ワインを楽し

んでくださいと最後にメッセージをいただきま

した。

第２部：青年部会活動報告会

　今年は役員改選が行われるため、今年度まで

２期の部会長を務めた松浦部会長が議長を務

め、新たに部会長に就任する予定の中村副部会

長により活動報告会が開催されました。６月の

総会にて新しい青年部会部会長に就任する予定

の中村副部会長よりご挨拶があり、来期への抱

負などを語って

い た だ き ま し

た。最後にお忙

しい中ご出席い

ただきましたご

来賓を代表いた

しまして玉川法

人会会長 阿部

友太郎様、そし

て玉川税務署署

長 金三津小志

郎様よりご挨拶

をいただき活動

報告会は終了しました。

　来期の青年部会役員は年齢層がより若くなりま

す。そして一部の支部では新しい青年部会支部長

が就任します。来期も前年度よりも進化した青年

部会を目指して、納税意識の向上、社会貢献活動

への積極的な参加、そして会員の経営者の皆様が

気軽に参加できるイベント開催など活動を行って

まいります。まだ青年部会活動や主催イベントに

参加したことがない方は是非お気軽にご参加くだ

さい。　　　  （青年部会広報委員　斎藤梨生希）

松浦部会長挨拶
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女性部会

役員会

日　時　４月17日㈬　10：00〜12：00

場　所　玉川区民会館

出席者　５名

議　題　１．部会活動報告会

２．税務研修会

役員会

日　時　５月14日㈫　10：30〜11：00

場　所　法人会事務局

支部長会

日　時　５月14日㈫　11：30〜13：30

場　所　木曽路　等々力店

出席者　14名

議　題　１．自己紹介

２．活動報告会の反省

３．平成25年度事業計画

４．その他

出席者　４名

議　題　１．平成25年度事業計画

２．その他

●よき経営者をめざすものの団体それが法人会

　です。

正しい税知識を身につけたい。もっと積極的

な経営をめざしたい。社会のお役に立ちた

い。

そんな経営者の皆さんを支援する組織、 

それが法人会です。 

法人会は現在、全国に105万社、東京都内に

49の単位会、19万社の会員企業を擁する団体

として大きく発展しています。

税のオピニオンリーダーとしての貢献はもと

より、会員の研さんを支援する各種の研修

会、また地域振興やボランティアなど地域に

密着した活動を積極的に行っています。

●法人会は企業の間から自主的に誕生した団体

　です。

1947年（昭和22年）4月、わが国の税制はそ

れまでの賦課課税制度から申告納税制度へと

移行し、法人税も新しい制度へ生まれ変わり

ました。

しかし当時の社会経済状況は極めて悪く、経

営者が難解な税法を理解して自主的に税金を

申告できるかどうか、危ぶまれていました。

このため、納税者が自ら申告納税するには、

納税者自身が団体を結成し、その活動を通じ

て帳簿の整備、税知識の普及などを図る必要

性が生じてきました。

法人会は、このようにして企業の間から自発

的に生まれてきた団体です。

法人会とは…
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納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

25年６月分の源泉所得税の納付期限

25年４月決算法人の確定申告期限・納付期限

25年10月決算法人の中間申告（予定申告）期限・納付期限

消費税の中間申告期限・納付期限

25年 ７月 10日（水）

25年 ７月 １日（月）

25年 ７月 １日（月）

25年 ７月 １日（月）

25年7月決算法人の第3四半期分、25年10月決算法人の半期分・第2四半期分、26年1月決算法人の第1四半期分

消費税の、
期限内納付を

お願いいたします。

消費税の、
期限内納付を

お願いいたします。

消費税の、
期限内納付を

お願いいたします。

法人会事務局よりお願い
代表者名、所在地、電話番号等の変更がありましたら法人会事務局までお知らせ下さい
事務局　TEL 03-3707-8668  FAX 03-3707-4992  E-mail：tamagawa@blue.ocn.ne.jp

「玉川法人会バナー」ができましたので、貴社でもぜひ
ご活用下さい。ホームページには、様々なサイズのバナー
をご用意しております。

http://www.tamagawa.or.jp/jyoho/banner.html


