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10月 の 行 事 予 定

２㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

３㈭　女性部会バス日帰り研修会　 7:45集合　埼玉県飯能市

　　　税制要望全国大会 　青森市

４㈮　税制要望全国大会 　青森市

６㈰　★和太鼓コンサート 16:00　玉川区民会館ホール

７㈪　総務委員会諸規程改訂分科会 18:30　法人会事務局

８㈫　社会貢献委員会 18:00　玉川ボランティアビューロー

17㈭　研修委員会 18:30　玉川ボランティアビューロー

18㈮　　　【たまでんBOARD11月号原稿締切】

19㈯　せたがや未来博 10:00　世田谷区役所周辺

20㈰　せたがや未来博 10:00　世田谷区役所周辺

22㈫　八王子法人会交流ゴルフコンペ 　八王子CC

　　　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

25㈮　広報委員会 18:00　玉川ボランティアビューロー

９月・10月の行事予定は８月26日現在のものです

★印は一般の方も参加できる行事です

お問い合わせは下記の玉川法人会事務局まで

平成25年９月１日  発行
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通巻245号

法人会の事業に
ご参加下さい

（税務研修会・異業種交流会など）

３㈫　★第７・８支部合同バス研修会　7:45発　千葉県館山市

　　　委員長・部会長会議 18:30　玉川ボランティアビューロー

４㈬　AEDプロジェクトWG 10:00　法人会事務局

　　　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　組織・厚生合同9/18絆PROJECT会議の打合せ 18:00　法人会事務局

６㈮　税制委員会 18:30　法人会事務局

10㈫　青年部会全体会議 19:00　玉川ボランティアビューロー

11㈬　★源泉部会企業訪問見学会　　8:30集合　千葉県銚子市

　　　第６支部役員会 12:00　青柚子

12㈭　正副会長会議 16:30　玉川区民会館

　　　第４回理事会 18:00　玉川区民会館

13㈮　女性部会役員会 11:00　法人会事務局

　　　青年部会SKT交流ボウリング大会 18:30　オークラボウル

18㈬　TAMAGAWA絆PROJECT

　　　25年度会員増強「キックオフ」

　　　大型保障制度推進会議 18:00　南国飯店

20㈮　★第12支部防災セミナー 18:30　玉川区民会館

【たまでんBOARD10月号原稿締切】

21㈯　★第４支部稲刈り体験学習 　新潟県魚沼市

24㈫　研修委員会 18:30　玉川ボランティアビューロー

25㈬　財務委員会 13:30　法人会事務局

　　　e-Tax普及推進協議会 15:00　玉川税務署　

　　　社会貢献委員会 18:00　玉川ボランティアビューロー

　　　広報委員会 18:00　法人会事務局

26㈭　総務委員会 18:30　玉川ボランティアビューロー

27㈮　★研修委員会税務研修会 18:30　玉川区民会館

E-mail:tamagawa@blue.ocn.ne.jp

http://www.tamagawa.or.jp/
☜玉川法人会 検索
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新署長　着任のご挨拶

　この度の人事

異動で東京国税

局総務部企画課

から転任してま

いりました太田

でございます。

前任の金三津同

様、よろしくお

願いいたします。

　阿部会長をはじめ公益社団法人玉川法人会

の役員並びに会員の皆様には、日頃から税務

行政全般にわたり深いご理解と格別のご支

援・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　玉川法人会は、昭和25年に創立されて以

来、半世紀以上にわたって、適正な申告納税

制度の確立と納税意識の高揚を図るため、正

しい税知識の普及や啓発活動に熱心に取り組

まれ、企業経営と地域社会の健全な発展に貢

献されてこられました。

　昨年度は、｢公益社団法人｣として二年目を

迎えた年であり、従前にも増して、充実した

事業活動を行っていただいたと伺っておりま

す。

　玉川法人会の皆様の活動は、税務行政の円

滑な運営に欠くことのできない大きな役割を

果たすものであり、深く感謝申し上げますと

ともに改めて敬意を表する次第であります。

　私どもといたしましても、これまで長年に

わたり培ってきた皆様との信頼関係を大切に

し、引き続き緊密な協調関係を推進してまい

りたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

　さて、私どもが税務行政を行うに当たりま

しては、「納税者の自発的な納税義務の履行

を適正かつ円滑に実現する。」という国税庁

の使命を果たすため、国民の皆様のご理解と

信頼を得ながら、不断の努力を続けていくこ

とが何より重要であると考えております。

　そのためには、電子申告・納税システム

（e-Tax）などのＩＣＴを活用し、納税者の

皆様にとって利便性の高い申告・納付手段の

充実に取り組むとともに、善良な納税者が課

税の不公平感を持つことがないよう、悪質な

事案には厳正な態度で臨むなど、適正な調

査・徴収を行うことが必要となります。

　社会・経済状況が大きく変化する中、税務

の職場におきましては、調査・徴収事務が複

雑・困難化するなどにより、種々の対応が求

められていますが、玉川法人会におかれまし

ても、公益社団法人としての様々な課題に取

り組まれていると伺っております。この一

年、玉川法人会の皆様とは、今後の方向性等

について積極的に意見交換をさせていただき

たいと思っておりますので、ご協力のほど、

よろしくお願い申し上げます。

　結びに当たり、公益社団法人玉川法人会の

益々のご発展と、会員の皆様のご健勝並びに

ご事業のご繁栄を心から祈念申し上げまし

て、着任の挨拶とさせていただきます。

玉川税務署長　太田　律子
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理事会・委員会・支部 活動報告

委員会

日　時　７月23日㈫　18：00〜

場　所　玉川ボランティアビューロー

出席者　10名

議　題　１．たまでんBOARD８月号校正

広報委員会

委員会・懇談会

日　時　８月９日㈮　18：00〜

場　所　青柚子

出席者　９名

議　題　１．9/27の税務研修会

２．11・12月のe-Tax研修会

３．平成26年１月の新春記念講演会

４．その他

研修委員会

第５支部

かみのげサマーフェスティバル

日　時　７月27日㈯　12：00〜

場　所　上野毛商店街

　小学生、中学生以下の子供に税金に関する問

題3問を解いてもらい、答あわせに参加した約

150名の児

童にフェス

ティバルで

使用できる

お楽しみ券

のプレゼン

トを行いま

した。

　問題としては、

①税金の使い方は誰が決めているでしょうか？

②現在の日本には何種類の税金があるでしょうか？

③公立の小学校の児童、一人あたり一年間の教

育費としていくら使われているでしょうか？

の3問でした。

　税金って何？との質問に戸惑ってしまいまし

たが、暑い中、かわいい子供たちに参加しても

らい楽しい一日となりました。

答：①国会　②約50種類　③約85万円

（第５支部　秋田満里）

第６支部

二子玉川盆踊り大会協力と

東日本大震災復興支援募金活動

日　時　７月26日㈮、27日㈯　19：00〜21：00

会　場　二子玉川西地区ふれあい広場

　　　　（国道246高架下ふれあい広場）

出席者　初日６名、二日目５名

　今年も二子玉川の夏の風物詩…盆踊り大会が

開催されました。第６支部は、入り口近くに風

船の屋台と募金箱を設置。浴衣姿や支部Ｔシャ

ツでにぎやかにお迎えしました。世田谷信用金

庫玉川支店の皆さまは、恒例となった揃いの浴

衣で華やかに

登場し、大勢

で盆踊りの櫓

を 彩 り ま し

た。

　屋台では、

今や貴重とな

ったヘリウムの風船は子どもたちに大人気でし

た。初日300個、二日目200個があっという間に

売り切れです。二日目は途中から土砂降りとな

り、残念ながら盆踊りは中止となりましたが、
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第９・10支部  合同

第９支部・第10支部合同参加

用賀に夏が来た！『サマーステージ２５』

日　時　７月25日㈭26日㈮の２日間　17：00〜

場　所　用賀くすのき公園

参　加　80名（２日間延べ）

  小中学校の夏休みに合わせて、今年も第９支部

及び第10支部の支部員有志や関連会社の皆さ

ん、延べ80名の方が「サマーステージ25」に参

加致しました。

　７月23日㈫、蒸し暑いさ中の午後１時頃、第

９支部の青年部会員を中心に両支部男性役員が

盆踊り会場前のテント設営場所に集合し、「用賀

商店街振興組合事務所」にテントを借りに行

き、法人会の他に、町会やＰＴＡの「夜店」の

為の小さいテント15張りを設営しました。又、

盆踊り用の電球

を入れた提灯を

全 て 吊 り 下 げ

て、翌日の開催

を待つのみにな

りました。しか

し、今年は不運

にも翌日の24

日㈬は雨で開催が取り止めとなり、25日㈭と26

日㈮と夫々１日順延となりましたが、無事に２

日間開催することができました。

　初日の25日㈭は、心配された「雨雲」が昨日

のうちに通過し、雲ひとつ無い真夏の日差しと

なりました。午後３時過ぎに５時の開催に合わ

せ両支部有志のメンバーが三々五々集まり、も

ろもろの準備を始めました。設営した持ち場の

テントへ「長机」、「イス」や道具類を運びいれ

ました。午後４

時前後には、会

場の準備や音楽

を聞きつけた子

供たちや、お子

様連れの方たち

が早々と来場し

ました。

　恒例の「金魚すくい」

や「ヨーヨーつり」の準

備 を し て い る と、「 も

う、出来ますか」などと

せかされ、その言葉につ

られる様に開始すると、

子供たちの間から、「ヤ

ッター！」などの歓声が

上がり、次第に夏祭りの雰囲気が盛り上がって

きました。「イータ君風船」の方も、準備で風船

を膨らませているのに気づき、子供たちや子連

れの人たちが集まりはじめ、風船をもらって、

「有難う」と、大きな声で笑顔を浮かべて手に

つけて持って行きました。来場された大人の

方々へは、「e-Tax」などについての「国税の広

報についてのアンケート」を実施し、２日間で

295名の方より回答

を得ました。

　初日、25日の会場

には、涼しげな「浴

衣」を着た小さい子

供、小学生、中学生

や大人たちで会場は

「真夏の夜」を吹き

飛ばすほどの熱気に満ち、用賀近辺では、日ごろ

目にしない様な数の人たちでむせ返り、こんなに

大勢の人がいるのかと驚かされました。子供たち

に大人気の「イータ君風船」も、午後８時過ぎに

は450個ほど配布し、その後、もらいそこねた子

供たちが、「風船」を下さいと来ましたが「ヘリ

ウムガス」が無くなってしまい、「明日、又、配

布するので来てね」と断る始末でした。

　第２日目の26日㈮も、天候に恵まれ、大勢の

子供たちが「金魚すくい」や「ヨーヨーつり」

に、元気な声を上げて挑戦している姿を見て、

ふと、50～60年前の自分を思い偲んでしまい、

「平和」っていいなとつくづく感じてしまいま

した。「イータ君風船」も順調で、午後７時30分

頃には追加で頂いた300個の配布を終了しまし

た。この日もひっきりなしに子供たちが来て、人気の金魚・ヨーヨー釣り

会場に林立する「イータ君風船」

風船が上がっているテントが法人会９・10支部です

その前に風船はすっかり売り切れて…おかげさ

まで、東日本大震災復興支援に向けての募金

は、５万３千円ほど集まりました。ご協力くだ

さった皆さまに心より御礼申し上げます。

 （第６支部　広報委員　江口響子）

国税の広報についてのアンケートに記入
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第12支部

「仏教の“もの”の見方・考え方」

日　時　６月28日㈮

場　所　玉川区民会館　集会室

出席者　20名

　６月28日㈮夜、玉川区民会館集会室に集まり

ました12支部・他支部・一般参加者20名を前

に、世田谷区鎌田の浄土真宗本願寺派（西本願

寺）「慈船寺」ご住職鈴木昭海様のお話があり

ました。

　50代の鈴木ご住職はご自身のプロフィールを交

えながら、20代で本山の西本願寺よりハワイのお

寺へ赴任されたことからお話が始まりました。

　今、「西本願寺」と言いましたが「東本願寺」

もありますね。皆様に分かりやすくご説明いたし

ますと、会社組織で例えるならば本社が西本願

寺。この東京にございます築地本願寺は東京支社

と思ってください。この築地本願寺は浅草にあり

ました。350年前の江戸の大火で焼失し、再建・

移転を余儀なくされて現在の築地に建てられまし

た。ところが当時はこの場所は海でした。

　海の上には建てられないので、埋め立てをし

て地を築きましたので

“ 築 地 ” ・ ・ ・ 一 同

「ほぉ〜！」。ちなみ

に浅草にございます東

京本願寺は東本願寺の

東京の別院でしたが、

数年前に東本願寺より

離 脱 し た と の こ と で

す 。 ま た 一 同 「 へ ぇ

〜！」

　参加者からの質問で近所にある「満願寺」は

真言宗、「九品仏・浄真寺」は浄土宗と教えて頂

きました。

　お話は佳境に入り「仏教」の考え方へ。

　「仏教」という字は、仏の教え・仏に成る（成

仏）教えという意味があり、その教えとはお経

です。

　お釈迦様が難行苦行の末に悟りを開かれ、そ

の悟った境地をお説き下さいました。それは、

ありのままに全てを見て、そのまま受け入れて

いくという心の眼を開かれたということです。

苦しみ・悲しみから眼をそらす生き方ではな

く、むしろそれらを容認していく方向性の生き

方に転ずる時、充実した新しい人生の視野が与

えられます。ここに、それまでとは違った人生

観の中に新たな幸せという境地が開かれます。

最後に、「因（たね）縁（条件）生（生まれる）

起（起こる）」（いんねんしょうき）という仏教

の命の考え方についてお話しされました。例え

ば、花の種（因）を蒔いても水や太陽の光

（縁）がなければ芽（生）は出ませんね。当然

説法する鈴木住職

熱心に聞き入る参加者の皆さん

お疲れさまでした！

「風船」を下さいといわれましたが、既に膨ら

ます「風船」が無いので、「ごめんね」と謝る

と、しくしくと「べそ」かく小さな子供も見ら

れました。来年は、「風船の予算」を増やし、余

るほどの数を用意して頂きたいと思います。

　「e-Tax資料」、全法連の子供向け「税金クイ

ズ」の小冊子に近隣信用金庫より頂いた「ティ

ッシュ」を入れ、２日間に400袋配布致しまし

た。

　又、暑い中、ご参加頂きました両支部有志の

皆さんのご協力に感謝致しております。

（第10支部　支部長　佐藤壽夫）
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女性部会

役員会

日　時　７月26日㈮　10：00〜12：00

場　所　法人会事務局

出席者　４名

議　題　１．健康増進研修会の反省

２．幹事会進行

３．10/3バス日帰り研修会

４．その他

幹事会

日　時　７月26日㈮　13：30〜

場　所　玉川税務署会議室

出席者　57名

　平成25年７月26日㈮午後１時半から玉川税務

署会議室で行われました。

　議題は、税務署新幹部との顔会わせと秋の恒

例バス日帰り研修会についてです。

　新税務署長は太田律子氏で、玉川税務署女性

署長は２代目となり、さわやかな語り口が気さ

くで、すぐに女性部の皆様と打ち解けました。

　玉川法人会女性

部会は、太田新署

長とともに益々女

性パワーを発揮す

ることでしょう。

また、今年のバス

研修も素敵なハー

ブ園でハンドクリ

ームを作るという企画です。是非皆様ご参加い

ただきたくご案内申し上げます。

（女性部会　広報委員　第６支部　廣部雅子）

第２回役員会

日　時　８月５日㈪　18：30〜20：00

場　所　玉川区民会館１階活動フロアー

出席者　15名

　安永支部長を中心に若山副会長にも参加をい

ただき下記の通り原案を検討致しました。

議　題　１．25年９月20日㈮に開かれる防災セ

ミナーに対する案は、消防署より

大久保氏をお招きして実践のセミ

ナーを行うこと。又、参加人数は

30名の予定。当日セミナーの参加

者には、防災グッズ６点セット

に、乾パンと防災給水器を加え配

布することにした。

２．会員増強運動の施策について

　　25年度増強期間は（11月より翌年

３月末日迄）中でも強化月間が（10

月〜12月）迄で、正会員も、賛助会

員も、カウントされる。

３．各委員会の委員より報告がありま

した。

４．若山副会長による、都内中小企業

の地球温暖化対策報告書制度に関

する推進の話があり、各社でなる

べく協力してほしいとのお話があ

りました。

（第12支部　広報委員　末次顕子）

太田新署長ご挨拶

花（起）は咲きません。私達が主食としている

米も同じです。米という字は「八十八」と書き

ますが、その意味は相当の手間暇をかけないと

米は出来ないということです。この考え方は、

単独で存在している命はない、すべての命は他

の命や自然の条件に縁って係り合って成立して

在るということです。ですから「当たり前」に

在るのではないのです。

　ところで、「当たり前」の反対語は？との問

い・・・正解は「お陰様」でした。

　「陰」は隠れて見えないという意味で、目に見

えない気づきにくい事柄に思いを寄せることで

す。一同「なるほど〜！！」

　時間も忘れて聞き入ってしまった有り難いお

話でした。もっと知りたい方は是非“慈船寺”

へ！

　皆様の‘お陰様’で楽しく有意義な12支部の

セミナーとなりました。（第12支部　橋本文子）

（鈴木昭海ご住職監修）
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源泉部会

役員会

日　時　８月７日㈬　16：00〜

場　所　玉川税務署

出席者　８名

議　題　１．前回議事録確認

２．25年度事業計画

３．企業訪問見学会

４．第一四半期決算書の提出

５．その他（法人会理事会報告等）

６．署からの連絡事項

第18回　ホームページワーキンググループ

ワーキンググループ

日　時　７月30日㈫　10：00〜12：00

場　所　法人会事務局

出席者　７名

議　題　１．サイトアクセス数報告

２．先月からの作業報告

３．今後の作業

４．その他

平成25年度第１回ゴルフ同好会コンペ開催

日　時　７月10日㈬

場　所　レイクウッドゴルフクラブ

出席者　49名

　７月10日㈬レイクウッドゴルフクラブで平成

25年度第１回ゴルフ同好会コンペが開催されまし

た。参加人数は49名、協賛の会社は９社でした。

　当日は午前中からよく晴れて、夏のように日

焼けするほどの陽射しでした。午後からは熱中

症になりそうなぐらいの厳しい暑さになりまし

たが、１人の方がハーフで上がっただけで楽し

く終了できました。

　優勝は、素晴らしい成績を修めた第10支部の

北島幹久さん。商品は高級フルーツ、家電、ワ

イン、キャディーバッグでした。また、霜島友

子さんがホールインワンを達成され、同好会メ

ンバーからお祝いを差し上げました。パーティ

はホールインワンの祝賀会一色になりました。

霜島さん、おめでとうございます！

優勝　第10支部　北島幹久さん

２位　第７支部　霜島友子さん

３位　第12支部　土屋秀哲さん

●ゴルフ同好会からのお知らせ

　毎年恒例となり、今年で５回目となる八王子

法人会との会員交流対抗ゴルフ大会が、平成25

年10月22日㈫に八王子ＣＣを貸し切りにし開催

されます。昨年度勝利を飾った玉川法人会は、V

３目指して大勢の会員の皆様にご参加いただき

たいと思っています。

（代表幹事　第６支部長　鈴木準之助）

ゴルフ同好会

霜島さん、ホールインワンおめでとうございます！皆さん笑顔で和やかに…
鈴木代表幹事（右）から北島さん（左）に

優勝トロフィーが贈呈されました。
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納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

25年９月分の源泉所得税の納付期限

25年７月決算法人の確定申告期限・納付期限

26年１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 10月 10日（木）

25年 ９月 30日（月）

25年 ９月 30日（月）

25年 ９月 30日（月）

25年10月決算法人の第3四半期分、26年1月決算法人の半期分・第2四半期分、26年4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

公式ブログに掲載された写真・事業活動報告
は、コチラからご覧いただけます。

※支部・委員会・同好会活動の告知・報告掲
載をご希望の方は、事務局までお問い合わせ
ください。

ホームページを活用ください！【TOPぺーじをリニューアルしました】
玉川法人会では、ホームページワーキンググループを開催し、会員のみなさまにとって“使いやすい”
ホームページのあり方について話し合いを重ねています。
この度、ホームページの顔である「TOPページ」をリニューアルしました。
事業活動スケジュールや活動の報告、活動の様子を撮影した写真など、いつでも気軽にご覧いただけます。
玉川法人会のホームページをぜひ、ご活用ください。

事業予定スケジュールを掲載してます。

以降のスケジュールは、「情報一覧はコチラ」
をクリックしてご確認下さい。

※事業への出席連絡も、WEB上で行えるよう
になりました。


