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）
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２月 の 行 事 予 定

３月 の 行 事 予 定

３㈪

★決算法人説明会

13:30

玉川区民会館

２㈰

生活習慣病健診

７㈮

第８支部新年会

18:30

妻家房

６㈭

女性部会役員会・幹事会

未 定

玉川区民会館

９㈰

つり同好会

7:00

久里浜

７㈮

研修委員会ビジネス研修会

18:30

玉川区民会館

10㈪

絆プロジェクト新年会

18:00

鳥良

厚生委員会

18:00 玉川ボランティアビューロー

12㈬

第６支部新年会

18:30

ヴェルデスパ

13㈭

委員長部会長会議

18:30

青年部会全体会議

19:00

玉川ボランティアビューロー

14㈮

第６支部役員会

12:00

センチュリー21事務所

13㈭

女性部会SKT連絡会

10:30

玉川町会会館

〃

12:30

みや乃

19㈬

★決算法人説明会

13:30

玉川区民会館

14㈮

★新設法人説明会

13:30

玉川区民会館

20㈭

正副会長会議

16:00）

17㈪

AEDプロジェクトWG

10:00

法人会事務局

常任理事会

17:00）

18㈫

HPWG

10:00

法人会事務局

理事会

18:00

19㈬

第３支部女性部会・青年部会合同研修会
〃

20㈭

テアトロパッシオーネ
18:00

玉川区民会館

18:30

法人会事務局

意見交換会

税制委員会

玉川区民会館

玉川ボランティアビューロー

玉川区民会館

【たまでんBOARD４月号原稿締切】

第９支部ボウリング大会・懇談会 17:30 世田谷オークラボウル
〃

9:00〜、13:00〜

21㈮

生活習慣病健診

9:00〜、13:00〜

玉川区民会館

トラットリアロアジ

【たまでんBOARD３月号原稿締切】

２月・３月の行事予定は１月24日現在のものです

21㈮

カラオケ同好会

18:30

アロン

25㈫

広報委員会

18:00

法人会事務局

26㈬

研修委員会

18:30

法人会事務局

★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

第５回

理事会の様子

平成25年11月26日
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理事会・委員会・支部 活動報告
理事会
日 時 11月26日㈫ 18：00〜20：00
場 所 玉川区民会館 4階 集会室
出席者 44名
玉川税務署からは、小竹法人課税第１統括官
にご臨席いただきました。
理事会は定刻の18時より阿部会長の挨拶から
始まり、小竹第１統括官よりご挨拶をいただき
ました。
報告事項・審議事項は以下の通りです。
報告事項 １．法人会事業報告
２．常設委員会、支部・部会報告

審議事項

挨拶する阿部会長

３．「未来にｅこと拡げよう宣言」と
「未来にｅこと拡げようアンケート」
４．
「税を考える週間講演会」実施報告
５．会員増強進捗状況
６．会員増強運動における税理士会宛
て紹介協力依頼文書
７．同 会員宛て紹介依頼文書の「た
までんボード折込み」
８．入会申込書改訂
９．「玉川法人会メリットのイラスト
マップ」作製
10．地球温暖化対策報告書制度報告完
了状況
11．「たまでんBOARD」１月号原稿の
お願い
１．平成26年度公益事業取扱い
２．「平成26年新年賀詞交歓会」事業計
画

小竹第１統括官ご挨拶

厚生委員会
日 時
場 所
出席者
議 題

委員会
11月22日㈮ 18：00〜20：30
玉川ボランティアビューロー
10名
１．福利厚生制度連絡協議会

２．大型保障制度推進状況
３．ＡＥＤ普及活動
４．今後の行事予定
５．受託保険会社との連携
６．その他

総務・研修 合同委員会
日
場

時
所

総務・研修合同委員会
１月17日㈮ 18：00〜
玉川ボランティアビューロー

出席者
議 題

20名
１．新春記念講演会
２．新年賀詞交歓会

広報委員会
日
場

時
所

委員会
１月17日㈮ 18：00〜
法人会事務局

出席者
議 題

10名
１．たまでんBOARD２月号校正
２．TAMAGAWA公論42号編集会議

平 成26年２月１日

たまでんBOARD
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税制委員会
「平成26年度税制改正の提言」を、去る11月
22日㈮大島委員長、大嶽副委員長に松村事務局
長が同行で、世田谷区長保坂展人氏に、また11
月25日㈮大島委員長、鈴木委員に松村事務局長
が同行して、衆議院議員若宮健嗣氏に手渡しして
きました。
・11月22日、保坂世田谷区長へは、昨年同様北
沢法人会と一緒に訪問しました。
保坂区長には「税金の無駄遣いの無いよう、
行政の効率化・合理化に取り組むこと」「地方税
の税負担の軽減」などを要望しました。区長か
らは「要望は了解した」のご発言があり、
「区の
雇用問題につき区は全力で施策を構築している
が、法人会にもご協力・ご提言をお願 い し ま
す。
」との要請もありました。

・11月25日、若宮議員へは、永田町の衆議院議
員会館に玉川法人会単独で訪問しました。
若宮議員には「税負担に不公平が無いよう、
特に特殊法人の税制については監視と改正を視
野に入れて欲しい」旨要望しました。若宮議員
は「明らかに不公平を認識できる場合は当然メ
スを入れるべきだが、その境界が曖昧な場合が
あり、善良な中小事業者に類が及ばないように
留意しつつ、要望に沿った対応をする」との見
解を表明されました。
地元（選挙区）対応についても、十分敬意を
持って配慮する旨、ご発言がありました。
また、現在防衛大臣政務官を務めておられる
ことから、ご自身が担当する防衛政策に関する
説明がありました。 （税制委員長 大島光隆）

11月25日若宮衆院議員（右から３人目）に提言書を提出 提言書を手渡しする若宮衆議院議員（左）と大島税制委員長（右） 11月22日保坂世田谷区長（右から２人目）に提言書を提出

研修委員会
日 時
場 所
出席者

委員会
12月25日㈭ 18：00〜
鳥良
９名

議

題

１．11・12月のe-Tax研修会の反省
２．新春賀詞記念講演会
３．ビジネス研修会
４．その他

第１支部
日 時
場 所
出席者
議 題

役員会
11月27日㈬ 18：30〜
井上香料製造所 厚生棟３Ｆ
12名
１．会員増強の状況
２．地域貢献活動の報告
３．文化に触れる会の報告

４．親睦ゴルフ会の報告
５．その他（連絡事項及び各委員会報
告等）
上記の内容において支部役員会が開催され、直
近の支部活動の報告並びに現在の支部の現状と今
後の活動予定について議論が交わされました。
（第１支部 広報委員 船本貴一）

（4）平 成26年２月１日
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井上支部長（中央）

第１支部役員

忘年会
日 時 12月18日㈬ 18：30〜
場 所 奥沢「あつぽん」
出席者 20名（内新入会員2名）
奥沢駅から歩いて１分の場所にある「焼き鳥

あつぽん」において、第１支部の忘年会が開催
されました。ここは、新鮮な国産鳥のみを備長
炭で焼き上げているという、本格的にこだわっ
た焼き鳥が人気で、しかもリーズナブルな価格
で食べられるということで評判の良いお店で
す。それに店主はとても人柄が良く、子供連れ
の家族や大人数の宴会などのわがままな相談に
も快く応じてくれます。もちろん、第１支部の
会員でもあるのでみんなで盛り上げていきたい
ところです。第１支部は家族のような団結力の
強い支部ですので、今年1年間のエピソードにも
花が咲き「みんなで助け合いながら、来年も頑
張ろう！」と、結束を新たにした会となりまし
た。
（第１支部 広報委員 船本貴一）

ワキアイアイの第１支部

第２支部
女性部会の研修会＆懇親会
日 時 10月21日㈪ 18：30〜21：30
場 所 自由が丘南口 無印良品ビル ４階
スタジオ エンジェル
出席者 11名
議 題 １．簡単なピラティスで疲れをほぐしま
しょう！
講師：豊島 亜矢
（BASI公認マットピラティスイン
ストラクター）
２．話題になっているNISA
講師：出澤 素賀子
３．法人会の活動報告と懇親会
今回は、会員の依田友子さんのバレースタジ
オをお借りして、簡単なピラティスとNISAにつ
いてのお勉強と懇親会を行いました。
ピラティスは、BASI公認マットピラティスイン
ストラクターの資格を持っていらっしゃる大同生
命の豊島亜矢さんにお願いいたしました。
お仕事でお疲れ気味の皆さんは、豊島インス

トラクターの指導
のもと、真剣に
ゆっくりと体を深
い呼吸とともに動
かしているうち
に、疲れがとれて
きてすっきりと元
しっかりとＮＩＳＡのお勉強？
気なお顔になりま
した。体を動かした後は、NISAについてのお勉
強をして、楽しい懇親会をいたしました。
（第２支部 出澤素賀子）

疲れもホグれて、スッキリした参加者の皆さん

平 成26年２月１日
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第４支部
税務研修会
日 時 11月27日㈬ 18：30〜21：00
会 場 玉川総合支所 4階会議室
出席者 19名（内新入会員１名、未加入会員１名）
テーマ どうする消費税「改正消費税」
第４支部の税務研修会が19名の参加者（新入
会員1名と未加
入会員１名）
で、署より小竹
第一統括官なら
びに藤田審理担
当上席を講師に
招いて開催いた
熱心に講義する藤田上席
しました。

初めに小竹第一統括官よりご挨拶を頂いた
後、4月より実施される改正消費税について「ど
うする消費税」と題して、藤田上席に講義を行
っていただきました。
限られた時間の中で、消費税の具体的な取扱
の方法について丁寧に教えていただきました
が、改正時期が年度末にかかるため、５％〜８
％に預り金としての消費税があがるため、どの
日付けの段階で税率を計算したら良いか等、活
発な意見が飛び交いました。
消費税の値上げは、私達一人ひとりの身に迫
る事柄ですので、参加された皆さんは、真剣に
聞き入ったり、質問したりと中味の濃い研修会
となりました。（第４支部 広報委員 鈴木健二）

第５支部
女性部会 忘年会
日 時 12月11日㈬ 12：00〜
会 場 杏仁坊
出席者 ８名（内新入会員１名）
第５支部女性部会の忘年会を平成25年12月11
日㈬に二子玉川の杏仁坊で開催いたしました。
新会員１名を含む参加者８名、和気あいあい
とした楽しいひと時を過ごすことがで き ま し
た。次回の忘年会には是非、第５支部、女性会
員の皆様のご参加をお待ちしております！
（第５支部 秋田満里）

楽しい女性部会忘年会でした

第６支部
日
会

時
場

出席者

役員会＆忘年会
12月４日㈬ 12：00〜
玉川高島屋南館11階
代官山ＡＳＯチェレステ
11名

みんな揃ってハイ！チーズ…楽しく充実した支部役員会でした。

師走に入り、第６支部恒例の昼忘年会を兼ね
た支部役員会が開催されました。支部活動の一
年を振り返りつつ、
（１）税知識の普及、
（２）法
人会として地域に貢献する公益事業のあり方、
（３）支部会員同士の親睦の３点を中心に、次
年度活動について建設的な話し合いとなりまし
た。箇条書きにするとずいぶん固い内容のよう
ですが、実際は、鈴木準之助支部長をはじめと
する役員方の気さくなお人柄のおかげで、
「楽し
くなければ法人会じゃない！」とわいわいがや
がや話が進みました。皆さま、平成26年度の第
６支部公益事業に乞うご期待ください。
（第６支部 広報委員 江口響子）
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第６・８支部 合同
第６・８支部合同税務研修会開催
日 時 11月１日㈮ 17：30〜
場 所 玉川町会会館
出席者 28名
11月１日午後５時半より玉川町会会館にて28
名の参加者で開催されました。
第１部は玉川税務署小竹様の税務調査の過去
と現在を大変リアルに話していただきました。
第２部においては東急電鉄の田中様によりプロ
ジェクターを使って今後のライズの建設計画を説
明していただきました。
ホテル、フィットネスclub、10スクリーンのシ
ネコンができる予定で完成の
2015年４月が楽しみです。
第３部は、全国を回って講
師活動しておられる大同生命
の渡辺様を迎えファイナンシ
ャルプランナーたたちが持つ
知識を活用しどういう応用が
東急電鉄㈱ 田中様より
最適かの話をしていただきま
ライズの建設計画を伺いました

した。毎回話題となる相続に
ついては事前にやっておくべ
きこと知っておくべきことな
ど実話を基にリアルに話をし
ていただきました。
税務署、東急電鉄、大同生
命が一堂に会し研修会が実施 講師の大同生命保険㈱ 業務部
される事は大きな意味がある 渡邉完（わたなべかん）氏
と思います。来年も話題盛りだくさんの研修会を
ぜひ期待して待っていてください。
（第８支部 支部長 上平 亮)

真剣に聞き入る受講者の皆さん

第９・10支部 合同
第９・10支部合同忘年会
12月17日㈫ 18：20〜21：00
ヨーガロ
40名（第９支部20名、第10支部20名、
その中新規加入６名）
昨年同様、第９支部と第10支部合同による忘
年会を行いました。
大嶽第９支部長の司会で、続いて森副会長の
ご挨拶で始まりました。
場所となったヨーガロは、姉妹である一柳緑
さんと前川伸子さんがそれぞれ第９支部と第10
日 時
場 所
出席者

新しい年へＧＯ！

支部に所属す
るという、ま
さに今回のた
めにあるよう
なお店です。
臨時の椅子ま
で入れて40名
新入会員の皆さん
ほどの席は満
席の盛況でした。
懸命の増強活動により入会された６名の方
（ヨーガロの姉妹含む）も紹介されそれぞれ自
己紹介を行いました。趣向としてはビンゴや
じゃんけん大会それに税金クイズなどで大いに
盛り上がりました。税金クイズで全問正解した
のは新入会員の林俊郎さん（ハビタ トラベ
ル）でした。これってちょっと古くからいる会
員としては、まずいですね。締めは大鎌副会長
と閉会の辞は佐藤第10支部長。一番最後は全員
で記念撮影を行い、来年に向けて大いに気勢を
あげた夜となりました。
（第９支部 広報委員 松山ひとし）
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第12支部
忘年懇談会
日 時 12月６日㈮ 18：30〜
場 所 いちと
出席者 15名
今年も早いもので残り少なくなりましたが、
忘年会を行いました。暮れの大変お忙 し い な

か、沢山の皆さんにお集りいただき法人会の増
強の話や、普段余りお会い出来ないのでよもや
ま話に花をさかせ、それぞれ楽しい一時を過ご
せたのではないかと思います。
（第12支部 広報委員 末次顕子)

青年部会
日 時
場 所
出席者
議 題

全体会議
12月10日㈫ 19：00〜
玉川ボランティアビューロー
20名
１．ボウリング大会

２．税務研修会
３．HABATAKI
４．その他
（青年部会 広報委員

上田恭子）

女性部会
平成25年度
東法連「税に関する絵はがきコンクール」
将来を担う子どもたちに税を正しく認識して
もらうとともに図工学習にも貢献できればとの
思いがあります。
対象は小学生（高学年）を対象とす る も の
で、自分の思いをハガキ大の用紙の中に、絵を
描いてもらうものです。作品はふわふわとした

日

時

場 所
出席者

役員会・支部長会
12月６日㈮
役員会
10：30〜12：00
支部長会 12：00〜14：00
玉川区民会館 ４階
役員会
４名

心安らぐあたたかさや、夢と希望をあたえてく
れ、元気が湧いてくる、かわいい「カッコイ
イ」又、色あいの組合せ、純真さにも魅せられ
た作品が多く寄せられました。
新しい未来に思いを馳せ、しっかりとした、
存在感に感動いたしました。
（女性部会 部会長 山本初枝）

議

題

支部長会 14名
１．バス日帰り研修会の反省
２．新春記念講演会・賀詞交歓会
３．26年２月開催SKT連絡会開催
４．その他

ホームページワーキンググループ
日 時
場 所
出席者

ワーキンググループ
11月25日㈪ 13：00〜
法人会事務局
６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

（8）平 成26年２月１日

たまでんBOARD

Vol.150

通巻 250号

納税も、e-Taxで！！ ダイレクト納付が便利です。
26年２月分の源泉所得税の納付期限

26年 ３月 10日（月）

25年12月決算法人の確定申告期限・納付期限

26年 ２月 28日（金）

26年６月決算法人の中間申告（予定申告）期限・納付期限

26年 ２月 28日（金）

消費税の中間申告期限・納付期限

26年 ２月 28日（金）

26年3月決算法人の第3四半期分、26年6月決算法人の半期分・第2四半期分、26年9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。

