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８月 の 行 事 予 定

５㈫　★第11支部話し方教室 18:00　ピラタス

６㈬　絆プロジェクト分科会 10:30　法人会事務局

　　　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

11㈪　源泉部会役員会 16:00　玉川税務署
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28㈭　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署
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31㈰　★第４支部尾山台サマーナイトフェスティバル 13:00　尾山台駅前

７月・８月の行事予定は６月25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
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２㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

３㈭　★女性部会第２回健康増進研修会 14:30　玉川町会会館

４㈮　★第１・２支部税務研修会 18:00　奥沢区民センター

８㈫　総務委員会 18:30　法人会事務局

　　　青年部会　全体会議 19:00　玉川ボランティアビューロー

９㈬　ゴルフ同好会コンペ 9:03　レイクウッドゴルフクラブ大磯

　　　第３支部会員研修 18:00　玉川区民会館第1集会室

　　　第３支部意見交換会 　トラットリア・ロアジ

10㈭　第６支部役員会 12:00　土筆

　　　委員長・部会長会議 18:30　法人会事務局

11㈮　研修委員会 18:30　二子玉川周辺

　　　税制委員会 18:30　川信

15㈫　財務委員会 10:00　法人会事務局

　　　社会貢献委員会AED講習会 18:00　玉川区民会館

16㈬　正副会長会議 13:00　法人会事務局

　　　第１回常任理事会 14:00　玉川税務署

　　　第２回理事会 15:00　玉川税務署

19㈬　第６支部防災訓練 15:00　二子玉川小学校

23㈬　ＨＰＷＧ 10:00　法人会事務局

23㈬　
★第９・10支部合同サマーステージ用賀 17:00　くすのき公園

24㈭　

25㈮　
★第６支部二子玉川盆踊り大会 17:30　246高架下ふれあい広場

26㈯　

30㈬　広報委員会 18:00　法人会事務局

31㈭　女性部会幹事会 15:00　玉川税務署
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日　時　６月11日㈬　17：30〜21：00 

場　所　セルリアンタワー東急ホテル　

　公益社団法人玉川法人会の第４回通常総会が、玉川税務署の太田律子署長をはじめ多数のご来賓ご

臨席のもと、去る６月11日㈬午後５時30分よりセルリアンタワー東急ホテル B2ボールルームにおい

て盛大に開催されました。  

　総会では、会員総数1,560社の過半数を越える799社(委任状含む)の賛同を得て、各号議案の審議 に

入りました。１、２号議案については、賛成799社棄権１社で承認されました。３、４号議案につい

てはすでに理事会で承認されており、その内容について報告されました。続いて、会員増強功労等に

対する表彰状・感謝状の贈呈が行われました。特に今回は玉川税務署太田署長より第４支部高橋進さ

んの社会貢献事業などへの永年の功労に対し「感謝のことば」が授与されました。また田植え稲刈り

体験学習の開催10年目にあたり、ご当地の新潟県魚沼市へ玉川法人会より感謝状が贈呈されました。

　第２部の懇談会では、保坂世田谷区長、田植えの開催地である魚沼市の大平悦子市長も祝辞を述べ

られ、乾杯の発声も高橋進さんが行い、いつもと違った雰囲気で、和やかな懇談が続く楽しい会とな

りました。

式次第

第１部　総会　　午後５時30分〜６時50分

　　　　　　　　　　　　司会　松浦　政幸

１．開会のことば　　　副会長　大鎌　　博　

２．会長挨拶　　　　　　会長　阿部友太郎

３．議長選出

４．議事録署名人選出

５．議題

　　第１号議案　平成25年度事業報告承認の件

　　第２号議案　平成25年度収支決算報告及び

　　　　　　　　監査報告承認の件

　　第３号議案　平成26年度事業計画報告の件

　　第４号議案　平成26年度収支予算報告の件

６．感謝状・表彰状の贈呈ほか

⑴太田署長より高橋進氏へ「感謝のことば」

の贈呈

公益社団法人玉川法人会　第4回通常総会を開催

祝辞を述べる太田署長 議事をつとめる阿部会長

⑵阿部会長より大平魚沼市長へ特別感謝状

の贈呈

⑶玉川法人会　表彰状・感謝状贈呈

　・会員増強功労に対する表彰状、感謝状

及び記念品の贈呈

　・受託保険推進員による会員増強に対す

る特別功労者

　・協力団体、協力企業に対する感謝状の

贈呈

⑷平成25年納税表彰式における受彰者披露

⑸（公財）全国法人会総連合（一社）東京法

人会連合会表彰受賞者披露

７．来賓祝辞　

　　　　　　　玉川税務署長　太田　律子　様

８．閉会の挨拶　　　副会長　若山　　晶

《通常総会を終了、休憩》



表彰状を代表授与された大嶽第９支部長
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感謝状を代表授与された兼子第３支部長

太田署長から「感謝のことば」が高橋進様に授与されました

（以下　敬称略、順不同）

◆玉川税務署長からの感謝状

　○玉川税務署長「感謝のことば」の贈呈

　　　　高橋　　進

◆（公社）玉川法人会　特別感謝状贈呈

　○田植え稲刈り体験学習10周年を迎え、特別

　　　　感謝状の贈呈

　　　　魚沼市長　大平　悦子　様

◆（公社）玉川法人会　表彰状・感謝状贈呈

１．会員増強功労に対する表彰状・感謝状及

び記念品の受賞者

　　　表彰状の部（５人社以上）　１名

　　　大嶽　公彦

　　　感謝状の部（２人社以上）　16名

　　　兼子　成昭・鍋島　増男・井上　俊治

　　　松野　順子・鈴木準之助・若山　　晶

　　　森下　　隆・仲野　貴乃・鈴木　明彦

　　　清水　明洋・上平　　亮・井山　利一

　　　大鎌　　博・阿部　仁一・藤井　悦男

　　　鈴木　芳昭

２．受託保険会社推進員による会員増強に対

する特別功労者

　　　高山　玲子（15人社）

　　　浅海　尚美（９人社）

　　　井出　光代（９人社）

　　　佐藤ひかり（５人社）

　　　吉田　祐子（２人社）

３．協力団体・協力企業に対する感謝状の贈呈

　　　大同生命保険株式会社

　　　　（福利厚生制度並びに会員増強に貢献）

　　　アメリカンファミリー保険会社

　　　　　（福利厚生制度に貢献）

◆平成25年度納税表彰式に於ける受賞者披露

１．玉川税務署長表彰状受賞

　　　松浦　政幸・大島　光隆

２．玉川税務署長感謝状受賞

　　　井上　俊治・草野　　力

◆（公財）全国法人会総連合

　（一社）東京法人会連合会表彰受賞者披露

１．（公財）全国法人会総連合　功労者表彰

　　　上野とめ子

２．（一社）東京法人会連合会会員増強表彰

　　　大嶽　公彦・兼子　成昭・鍋島　増男
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玉川法人会から感謝状の授与が行われました。（左より阿部会長、大平魚沼市長、太田署長）

本年は一段と盛況の総会でした

謝辞の大平魚沼市長

新入会員の皆様　宜しくお願いします

第２部　懇談会　　午後７時〜８時30分

　　　　　　　　　　　　司会　中村　匡秀

１．開会のことば　　　　　　　大鎌　　博

２．会長挨拶　　　　　　　　　阿部友太郎

３．来賓祝辞　

　　　　　玉川税務署　副署長　高田　哲好　様

　　世田谷都税事務所　所　長　喜名　恵子　様

　　　　　　　　　世田谷区長　保坂　展人　様

４．魚沼市長ご挨拶　　　　　　大平　悦子　様

５．来賓紹介　　　　　　　　　宮崎　　巖

６．乾杯　　　　　　　　　　　高橋　　進

７．中締　　　　　　　　　　　森　　　栄

８．閉会のことば　　　　　　　坂東　義治

　第４支部では社会貢献事業として10年の長き

に渡って「田植え、稲刈り体験学習」を行って

きました。

　この開催地である新潟県魚沼市のご協力に感

謝し、玉川法人会第４回定例総会にて大平悦子

市長に対し感謝状が授与されました。

　魚沼市のもつ自然の豊かさに驚くとともに、

我々玉川法人会とのご縁は貴重且つ大切なもの

だと認識を新たにしました。また魚沼市は今

回、玉川税務署長より「感謝のことば」を授与

された高橋進さんの出身地であり、そのご縁も

あっての事業として進めて来られたとも言えま

す。また高橋さんは和太鼓による青少年の健全

な育成と地域づくり、子供たちによる田植え・

稲刈りの体験学習等、法人会における地道な活

動が認められ、本総会でスポットライトを浴び

ることに なりました。

　第２部では、その高橋さんが乾杯の音頭をと

り、楽しい懇談会となりました。

（挨拶など詳細は玉川公論に掲載します）

●●●  新潟県魚沼市長に玉川法人会より感謝状を贈呈  ●●●



第１支部

奥沢駅前音楽祭バザー

日　時　５月24日㈯・25日㈰　

場　所　奥沢駅前付近

　第12回奥沢駅前音楽祭が5月24,25日と開催さ

れました。第１支部も25日㈰にチャリティーバ

ザーで参加しました。会員の皆様からの寄贈品

（掘り出し物もあり）幹事が仕入れた花（アジ

サイ、ブーゲンビリアなど）や野菜の苗の販

売、手作り品（陶器やケーキ）と盛りだくさん

の品を皆で協力し、なれないことながら何とか

成果を得ることができました。東日本復興支援

の寄付もいただきましたし、法人会を知ってい

ただくための第１支部ネーム入りオリジナルＴ

シャツと風船も喜んでいただけたと思います。

楽しく充実した一日でした。

（第１支部　田坂美知子）

第４支部

第４支部田植え体験学習実施

日　時　５月24日㈯

場　所　新潟県魚沼市

　恒例の「体験学習」を去る５月24日に実施い

たしました。参加者50名うち子供20名（幼児１

名含む）で出発。

　今回は参加者が多く補助席を利用しまた、安

全のためドライバー２名、急遽ガイドさんなし

と皆様にはご不自由をおかけいたしましたが、

順調に11時半に現地に到着しました。

　現地では高橋進さんの粋な計らいで和太鼓の

演奏で出迎えていただき、公務ご多用の中、魚

沼市長からも歓迎を受け、地元ＪＡの皆様から

おいしいコシヒカリで接待を頂き、旅の疲れが

癒されました。田植えは農家の皆さんの指導の

もと素足で泥に足を取られながら楽しく体験で

きました。その後温泉につかり、お土産を買い

無事に帰宅しました。

　毎回感じるのは子供さんが目を輝かせ苗を植

えている姿と、それ以上に大人が熱中する姿、

また税金ビデオでしっかり復習する大人、そん

な様子を見て我々役員は、やりがいを感じ感謝

しています。　（第４支部　支部長　鍋島増男）

理事会・委員会・支部 活動報告

笑顔で全員集合！
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第９支部

第９支部食医食講演会

日　時　６月16日㈪

場　所　用賀出張所活動フロア

出席者　41名

講　師　一般社団法人 日本食医食協会

　　　　代表理事　神崎夢風

　第９支部の社会貢献事業である食医食講演会

を行いました。講師の神崎夢風先生は栄養士、

健康料理研究家として35年にわたり、食と健康

についてセミナーや料理教室などの活動を続け

ておられます。

　理念の基本は万病の元、老化の原因である活

性酸素を除

去する食生

活を心がけ

るというも

のです。途

中、参加者

が二人一組

で行う脳の

血流チェッ

クでは、衝撃の結果に会場が騒然となりまし

た。今後もこの企画を継続していく予定です。

（第９支部　広報委員　松山　仁）

第６・８支部  合同

合同税務研修講演会

日　時　６月18日㈬　18：00〜20：１０

場　所　玉川町会会館

出席者　25名

　上平亮第８支部長による

ご挨拶の後、３つの内容の

濃い研修講演について、皆

様真剣に聞き入っていらっ

しゃいました。最後は鈴木

準之助第６支部長が楽しく

〆てくださいました。詳細

は「玉川公論」にてお伝え

する予定です。どうぞお楽

しみに！

⑴税に関する講演「中小企業オーナーのための

相続対策」

　㈱タクトコンサルティング　

　　公認会計士　田中陽先生

⑵特別講演１「医学の臨床研究、臨床試験にお

けるNPOの役割と必要性」

　NPO法人小児臨床研究支援ネットワーク

　理事・博士　秋元信吾先生

⑶特別講演２「こどもの病気の研究・IPS細胞技

術も活用できないか？」

　国立成育医療研究センター研究所　

　小児血液膿腫研究部　造血腫癌発生研究室長

医学博士　小林健一郎先生

（第６支部　広報委員　江口響子）相続税対策についてお話する田中陽先生

熱心にメモを取る皆さん

第10支部

世田谷ガーデニングフェア  2014

日　時　５月24日㈯・25日㈰

場　所　馬事公苑前けやき広場

　晴天に恵まれた両日、多くの人々の参加を頂

き、今年も盛大に開催されました。第10支部の

出店としては今年で３回目です。木々の緑と色

とりどりの花を求めて多くの人々が行き交う中

「e-Tax」の資料に、このフェアに相応しい「花

の種」３袋と世田谷信金提供のポケットティッ

シュをひとセットにして配布しました。出店の

ついでに10支部では、昨年より代理店を通して

アメリカで評判のユニークなプランター「ペッ

トワールドガーデン」を仕入れて販売していま

す。100％ハンドメイドのブリキのプランターが

可愛くて、多くの人がこのキャラクターに吸い

寄せられて集まってきます（笑）。

　ワンニャン談義に花が咲いた感は否めません

が、「玉川法人会ネーム入り花の種」を差し上げ

多くの人に喜んで頂きました。その傍らで玉川

法人会創立60周年記念の「玉川法人会の歩み」

をパソコンで流していたところ「富士館会館」

を目にした方が「懐かしい！！」と画面に見入る
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挨拶をする中村部会長と、司会の松田副部会長

左より役員の佐藤さん、藤井さん、坂部さん

青年部会
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第12支部

生け花教室

日　時　６月12日㈭

場　所　深沢ふれあい広場

出席者　７名

　梅雨の真っ

只中の6月12

日、12支部の

恒例となった

生け花教室を

深沢の町内会

館にて開催い

たしました。

　同支部の末次さんのご指導のもと、ドウダン

ツツジ・芍薬（しゃくやく）・モンステラ・

ニューサイラン等を、家の物置に眠っている花

器や剣山を持ち寄り思い思いに生けました。

　静かに心を整え、草木や花の自然美を感じな

がら生けることによって、慌ただしい日常を忘

れ、心身ともに穏やかな時間を過ごす事ができ

ました。

　又、男性とインドのご婦人の参加もあり、生

け花に対する興味の広がりも感じました。是非

来年も開催したいと思います。

（第12支部　上原けさ子）

青年部会　第4回　活動報告会・意見交換会

日　時　４月22日㈫　18：30

場　所　玉川区民会館　第1・2集会室

第１部　税務研修会、講演会　出席者：28名

第２部　意見交換会　出席者：26名

　今年度の青年部会最初の公益・共益事業とし

て、活動報告会・意見交換会を行いました。第

１部の研修会では、玉川税務署の藤田上席様よ

り、『消費税の基礎』というテーマでのご講演

で、４月から改正された消費税法などの主旨や

税率等についてのお話を、わかりやすくご紹介

いただきました。続いて心理カウンセラー倉橋

真矢子氏を講師に迎え、『自分を知る、そして仕

事仲間を知る本当のコミュニケーションとは』

と題しての講演に進みました。大手企業も採用

している「エニアグラム」をベースに、性格学

を学ぶという内容で、自分自身を客観的に見直

すよい機会に

なりました。

また第２回も

開催予定です

ので、ご興味

のある方はぜ

ひご参加くだ

さい。

　活動報告会では中村部会長より挨拶のあと、

議事へと進み、平成25年度の報告に続き、26年

度の計画案と予算案が読み上げられました。

　第２部の意見交換会では今回初の試みとして、

部会員さん自慢の『味』をお楽しみいただきまし

た。まずは用賀・玉川界隈では特に有名な

「mimi」さんのフランスパン。有名ホテルやレ

ストランでも大好評のバケットを並べました。も

う一つは桜新町の「ファインシュメッカーサイト

場面もあり昔話に「ひと花」も「ふた花」も咲

きました。

　なお僅かですが両日の売上金は世田谷区を通

して東日本大震災の復興支援へ寄付いたしま

す。そして激励に来て頂いた玉川税務署の小竹

統括官、藤田上席、㈱上仁夫妻。世田谷信金の

青砥さん、後藤さんには各日の手伝いを頂きま

した。ここに改めて御礼申しあげます。そして

支部の皆さんお疲れさまでした。有難うござい

ました。　　　　　　　（第10支部　坂部英子）
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女性部会

第１回健康増進研修会

日　時　６月18日㈬　14：00〜

場　所　玉川町会会館

参加者　33名

　恒例となった中尾和子先生の健康増進研修会

が行われました。

　先生とは一年ぶりにお会いしましたが、益々美

しくパワフル。ご自身でパソコン、プロジェク

ターを京都より持って来て下さりさっさと設置。

　今回は画像を見ながら美しい姿勢がどのよう

に大事で、それが健康にも若さにもつながる

と、よく理解でき

ました。

　ところがエクサ

サイズになるとよ

くわかっているの

に先生の言われる

ようになかなか動

けません。

　皆、先生から力入りすぎと言われました。

　普段から色々がんばっている人ばかりなんで

すよ。ムダな力を抜いて頭から足先までスーっ

わんぱく相撲　世田谷大会

日　時　5月11日㈰　10：00～16：00

場　所　世田谷区立総合運動場体育館

参加者　10名

　第38回わんぱく相撲世田谷区大会のお手伝い

として、青年部会のメンバーが参加いたしまし

た。当日は日

差しの強さと

暑さで少々バ

テ気味。そん

な中でも子ど

もたちは元気

に取り組みを

重ねていて、

体力に不安が

ウ」さんのソーセージ。オードブル風に盛り付け

ていただき、バケットと一緒に召し上がっている

方もたくさんいらっしゃいました。

　御来賓の皆様から、激励などお言葉を頂戴

し、感謝しております。会食の間には新入部会

員のアピールタイムも設けました。あちこちで

会員間交流も深めていただけた、楽しい時間と

なりました。（青年部会　広報委員　上田恭子）

スケルトンパッカー車のお手伝いは加藤さんを中心に

出てくる年代

としては、少

しうらやまし

く思ってしま

いました。

　会場入り口

付近に設置さ

れたテント内

でのポニー乗馬体験申し込み受け付けやe-Tax風

船配布、スケルトンパッカー車付近での誘導な

どを主に担当。玉川税務署の方々にもご参加い

ただきまして感謝しております。イータ君も子

どもたちに大人気でした。また来年も多くの皆

さんと盛り上げていきましょう！

（青年部会　広報委員　上田恭子）

中村部会長と他メンバーで「e-Tax」風船を作りました
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第２回カラオケ同好会定例会

日　時　５月23日㈮　18：30〜

場　所　尾山台「アロン」

出席者　６名

　去る５月、東京にまさかの「ひょう」の吹き

荒れた（！！）翌日、３ヶ月ぶりの定例会を持ち

ました。ここアロンは駅チカで店内も広く、食

事の持ち込みも容認されています。三々五々集

まると用意した食事を並べ飲み物を注文し乾杯

もそこそこ（笑）で、カラオケが流れていよい

よ始まるのです。

　食べて飲んで近況を話し、それぞれの歌に酔

い、時には一緒に歌い込んだり、アドバイスも頂

いたり、新境地を開いた歌を披露し、好きに歌い

進みます。何しろ役者は揃っていますから…

「孫」で好々爺やったかと思えば次曲では切な

い程の女心をオンナ以上に歌う清田氏。誰も寄

せ付けない程の「孤独な男のろまん」をその魅

力的な低音を響かせてドラマチックに歌いあげ

る桑島氏。そして「ムード歌謡」ならこの方、

リズム感抜群の猿渡氏。甘くて良く通る伸びや

かな素敵な歌声です。溢れる程の声量を持つ片

桐氏は、有る時は力強く気丈な女を有る時は優

しく「七色の声」を持つようです。子供のころ

に合唱団にいらしたという有原氏。天使のよう

な透き通った声はマダ健在で、伸びやかで美し

いソプラノで格調高いです。かくいう私は余り

甘すぎずクールな女を目指してマイクを持って

オリマス。　　　　　　（第10支部　坂部英子）

カラオケ同好会

楽しく集ったカラオケ同好会の皆さん

日　時　６月14日㈯

場　所　三浦半島剣崎沖

　今回の釣り同好会は鯛が産卵前に浅瀬に集ま

る（のっこみ）という現象を狙って三浦半島剣

崎沖に出船しました。一週間、ずーと大雨が続

いた後なので、本日朝一の釣果に期待が膨らみ

ます。水深は40ｍ浅場に鯛が集まります。

　「根がかりかな～～～？」と鈴木準之助氏、

「うわ～～なにこれ！！」と5.5㎏もある大きな

大鯛を釣り上げました。そして「二枚目～～～

釣り同好会

と立つ。いつも意識していることが大事だそう

です。

　一歩でも半歩でも先生に近づけるよう研修会

で習った事を頭の隅において生活して行きま

しょう。

　７月にも２回目の研修会を予定しいます。

奮ってご参加下さい。　

（女性部会　副部会長　黒川恵子）
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新入会員ご紹介 随時、新入会員の方をご紹介させて頂きます。

第３支部

会 社 名：株式会社　興・辰
代 表 者：目黒　恭三（メグロ　キョウゾウ）
会社住所：世田谷区玉堤2-8-9
電　　話：03-3702-0340
Ｆ Ａ Ｘ：03-3702-0400

業務内容：土木一般工事業
　主として公共工事（下水道耐震工事他）区役所
の道路維持工事をやっております。又、民間の駐
車場の舗装工事も行っておりますので、ご用命の
際はお気軽にお問い合わせ下さい。

第13支部

会 社 名：株式会社　ウィー・イング・シー
代 表 者：藤本　好二（フジモト　コウジ）
会社住所：新宿区新宿4-2-23　新四curumuビル10F
電　　話：03-3226-3071
Ｆ Ａ Ｘ：03-3226-3072
ホームページ：http://www.w-ing-c.co.jp/
業務内容：創業以来一棟収益不動産に特化し事業を
展開して参りました。

　購入の際には全国の物件選定から購入後の経営ア
ドバイスまでトータルにサポート致します。
　売却の際には売却理由や目的に応じて仲介・買取
から最適なプランを提案致します。
　事業の目的である『当社と関わる全ての人々の幸
せの実現』を追及する為に、時代の変化に柔軟に対
応しつつ、人間らしくあることを大前提とし、企業
発展を続け不動産事業を通じ社会貢献していきま
す。

第８支部

会 社 名：特定非営利活動法人
　　　　　小児臨床研究支援ネットワーク

( NPO SNCCR: Non-Profit Organiza-
tion Support Network for Childhood 
Clinical Research )

代 表 者：名取　道也（ナトリ　ミチヤ）
会社住所：世田谷区大蔵2-10-1

独立行政法人　国立成育医療研究セン
ター研究所　小児血液・腫瘍研究部内

電　　話：03-6411-8354
Ｆ Ａ Ｘ：03-6411-8364
ホームページ： http://snccr.sakura.ne.jp/

業務内容：小児の稀少性疾患を対象に、「正確な診
断」に基づく「最適な治療」を確立するための医学
の臨床研究、お薬の臨床試験を支援するために、独
立行政法人　国立成育医療研究センターの医師と研
究者の有志によって設立をした特定非営利活動法人
です。
　また、臨床研究・臨床試験に関わる専門の医師だ
けでなく、一般市民の皆様に対する普及啓発・教育
活動の一環として、昭和女子大学オープンカレッジ
等におきましても、講演、セミナー等を開催致して
おります。「私共の法人を支援して頂くこと自体
が、社会貢献・社会奉仕」という特定非営利活動法
人となります様、努力いたしております。

みんな自分の釣った鯛を持っています。中央下の丸山は鯛ではなく、外道のカワハギです 5.5㎏の大鯛を釣った鈴木準之助さん

♪」と1.8㎏と順調です。釣り同好会会長の中山

氏は1.0㎏、山本氏は1.5㎏、鍋島氏は終盤に入っ

て本日1番5.6㎏。丸山以外は全員釣果がありま

した。魚拓サイズが２枚も上がっています。

　次回はイサキまたは大アジ釣りで出船したい

と思います。　（第11支部　支部長　丸山正高）
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税務署からのお知らせ税務署からのお知らせ
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納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

26年７月分の源泉所得税の納付期限

26年５月決算法人の確定申告期限・納付期限

26年11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

26年 ８月 11日（月）

26年 ７月 31日（木）

26年 ７月 31日（木）

26年 ７月 31日（木）

26年8月決算法人の第3四半期分、26年11月決算法人の半期分・第2四半期分、27年2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

同封 。）


