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10月 の 行 事 予 定

１㈬　ホームページワーキンググループ 10:00　法人会事務局

　　　★第9・10支部合同税務研修会 18:00　用賀出張所

２㈭　総務委員会 18:30　玉川ボランティアビューロー

３㈮　女性部会バス日帰り研修会 7:30　沼津

５㈰　第５回和太鼓コンサート 16:00　玉川区民会館

７㈫　★上級救命講習会 9:00　玉川消防署

　　　第１支部役員会 18:30　井上香料

８㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

９㈭　第８支部役員会 18:30　

12㈰　★世田谷市場まつり 10:00　世田谷市場

16㈭　税制要望全国大会 未  定　栃木県宇都宮市

17㈮　★第１支部日帰りバス研修 8:00　奥沢駅前

20㈪　　【たまでんBOARD11月号原稿締切】

21㈫　青年部会全国青年の集い秋田大会 13:15　秋田県民会館

　　　青年部会部会長サミット 9:00　秋田キャッスルホテル

23㈭　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

24㈮　★第１支部文化に触れる会 10:00　奥沢地区会館

　　　広報委員会 18:00　法人会事務局

26㈰　★せたがや産業フェスタ2014 10:00　世田谷区役所周辺

９月・10月の行事予定は９月３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26年９月10日  発行
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法人会の事業に
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１㈪　女性部会役員会 13:30　玉川区民会館

２㈫　総務委員会講演会分科会 18:30　法人会事務局

３㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　広報委員会 18:00　法人会事務局

４㈭　★第6・7・8支部合同

　　　秋のバス研修会（日光） 7:45　ハウジングプラザ瀬田駐車場集合

　　　第３回委員長・部会長会議 18:30　法人会事務局

９㈫　組織委員会 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

11㈭　正副会長会議 16:30　玉川区民会館第3集会室

　　　理事会 18:00　玉川区民会館第1･2集会室

16㈫　青年部会第5回SKT交流ボウリング大会 18:30　EST渋谷東口会館

17㈬　★源泉部会企業訪問見学会 8:30　三浦半島

　　　★第６・８支部ＩＴスキルセミナー 13:00　玉川町会会館

　　　★第12支部研修会「助成金のあれこれ」 18:30　玉川区民会館

　　　大型保障制度連絡協議会 18:00　南国飯店

19㈮　★第11支部地域法人ビジネス交流会 18:00　新町地区会館

　　　第４支部役員会 18:00　岡村電気㈱会議室

　　　　【たまでんBOARD10月号原稿締切】

20㈯　カラオケ同好会 18:30　尾山台アロン

24㈬　女性部会SKT連絡会 16:00　丸の内タニタ食堂

　　　研修委員会 18:30　玉川ボランティアビューロー

25㈭　ｅ-Tax普及推進協議会 10:30　玉川税務署３F

　　　広報委員会 18:00　法人会事務局

27㈯　第４支部稲刈り体験学習 7:00　玉川総合支所出発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新潟県魚沼市

28㈰　★第８支部砧公園クリーン作戦 10:00　砧公園

30㈫　★研修委員会税務研修会署長講話 18:30　玉川区民会館
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第５支部

「老人介護施設慰問コンサート」

日　時　７月27日㈰

場　所　介護老人保護施設　横浜莫愁苑

　地元で活動をされている民謡の会、「東峯会」

のみなさんにご協力をいただき、横浜市の老人

保護施設のみなさんに、唄や踊りを楽しんでい

ただきました。

　車椅子に座りながら、一緒に唄を口ずさみ、

そして踊る姿に、来年度の事業の継続を決意し

ました。　　（第５支部　広報委員　兼益宏行）

第４支部

サマーナイトフェステェバル

日　時　８月31日㈰　13：30〜

会　場　東急大井町線「尾山台」駅前

参加者　７名

テーマ　税金クイズを通して納税知識をＰＲ

　８月31日に尾山台サマーナイトフェスティバ

ル（主催＝尾山台振興会商店街）が開催されま

した。第４支部では、昨年に続き尾山台交番の

真ん前にブースを設けて、税金クイズを通して

納税知識の高揚をＰＲしながらイベントの盛り

上げを行いました。

　当日は、小学生用、中学生用、大人用と３種

類の税金クイズを150名分用意し、子供たちや道

ゆく皆さんに簡単な「税金クイズ」を行っても

らい、クイズに答えた人には、花火か笹団子の

いずれかをプレゼントしました。

　用意してきたクイズも景品も、一時間程で

アッという間になくなってしまい、昨年より早

いペースで終了と成りましたが、納税意識の高

揚や法人会活動をアピールすることが出来たと

思います。　　（第４支部　支部長　鍋島増男）

理事会・委員会・支部 活動報告
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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26』

日　時　７月23日㈬　17：00～21：30

　　　　　　24日㈭　17：00～21：00

場　所　用賀くすのき公園

参　加　80名(2日間延べ)

　小中学校の夏休みの始まりに合わせて、今年

も第９支部及び第10支部の支部会員有志や関連

会社の皆さん、延べ80名の方が「サマーステー

ジ26」に参加致しました。

　７月22日㈫の梅雨明けとともに暑い中、青年

部会有志を中心に会場設営を行い翌23日の本番

をむかえました。昨年好評だった「イータ君」

風船1200個を城南信金さんのご協力で無料配布

し、会場の至る所に色とりどりの風船が浮んで

林のようでした。それとおなじみ縁日の「金魚

すくい」「ヨーヨーつり」それに今回初めての

「キャラメルポップコーン」は、いずれも子供

大人も子どもも三角巾の使い方を覚えました

第６支部

二子玉川小防災訓練協力

日　時　７月19日㈯　15：00〜

場　所　二子玉川小学校

参加者　６名

　まさかの時に備えよう…避難所宿泊訓練が二

子玉川小学校で開催されました。この訓練は、

毎年行われていて、特に体育館でダンボールハ

ウスに宿泊できるのが特徴です。何回か私も娘

と共に参加しましたが、体育館の固い床でも

ちゃんと眠れるのが不思議でした…

　第６支部では毎年主に救護の場面で協力をし

ています。第６支部の鈴木準之助支部長は三角

巾の使い方がとても上手なんですよ！知りたい

時はいつでも鈴木支部長に声をかけてください。

（第６支部　広報委員　江口響子) 

浴衣姿でお揃いに…用意した風船が次から次に売れました！

玉川町会主催盆踊り大会

日　時　７月25日㈮　26日㈯　19：00〜20：00

場　所　246号高架下ふれあい広場

参加者　12名

　恒例の玉川町会主催盆踊りが今年も賑やかに

開催されました。

　第６支部は入り口に陣取り、恒例の風船配布

‥国税庁キャラクターのイータ君がプリントさ

れた風船は子どもたちに大人気！お渡しした数

はなんと600個ほどです。災害見舞金ボックスに

寄付金を入れる音が楽しく響きました。

　支部の面々は浴衣姿でサポート。世田谷信用

金庫の支店長をはじめ若い衆が揃いの浴衣で盆

踊りに花を添えました。

（第６支部　広報委員　江口響子) 
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女性部会

幹事会

日　時　７月31日㈬　15：00〜16：00

場　所　玉川税務署　３Ｆ会議室

参加者　51名

次　第　１．部会長挨拶

２．部会担当副会長挨拶

３．玉川税務署長挨拶

４．正副会長・支部長紹介

５．幹事紹介

６．税務署幹部自己紹介

７．幹事会　

青年部会

第3回 納涼家族交流会

～世田谷区たまがわ花火大会2014～

日　時　８月23日㈯　19：00 〜 20：00

場　所　コヤマドライビングスクール

参加者　32名

　地元の夏の風物詩「世田谷区たまがわ花火大

会」。その美しい花火を間近に鑑賞しながら、部

会員家族みんなで交流しようというイベントを

開催しました。

　花火がよく見える「コヤマドライビングスクー

ル」さんの広いスペースを確保し、ゆったりく

つろぎながら、花火を楽しみました。例年の花

火と違って工夫された花火が多く、打ちあげて

イータ君風船を配布 皆さんお疲れ様でした

達に大好評、会場に長い列ができていました。

特筆すべきは24日の木曜日。会場がいよいよこ

れからという午後６時30分頃、急に空が暗くな

り、稲妻、雷鳴とともに滝のような大雨が降っ

てきました。それから約２時間ほど、第９支部

と第10支部の会員はテントの中に閉じ込められ

ました。雨降って地固まるの喩えですが、これ

でまた両支部の結束が固くなったように思えま

す。皆さんお疲れさまでした。

（第９支部　広報委員　松山ひとし）

開くまでの間に小さな

花がたくさん咲いてい

るものなど、見ごたえ

十分。今回は北沢法人

会の皆さんも参加して

くださり、来年はもっ

と参加者が広がればい

いなと思いました。大

人は花火に感激、子ど

もたちは元気に遊ぶこ

とができた、楽しい夏

の一日でした。

（青年部会　広報委員　上田恭子）



Vol.157　 通巻 257号（5）平成26年９月10日 たまでんBOARD

研修委員会税務研修会開催のご案内

　このたび下記日程にて税務研修会を開催致します。

　皆様お忙しいこととは存じますが、未加入の方・一般の方々もお誘いの上、ご参加いただきますよ

うご案内申し上げます。

日　時：平成26年９月30日㈫

集　合：18：30

場　所：玉川区民会館　４階　第１集会室

演　題：「国税庁レポートを読む

　　　　　　〜税務行政の現状と課題」

講　師：玉川税務署長　髙藤一夫  様

文化に触れる会（調理と試食）のお誘い 第１支部

　今回は文化に触れる会として料理教室（食の文化）を行うことになりました。皆様との親睦をはか

りながら調理と食の文化を（試食もかねて）学びたいと思います。皆様ご多忙の事とは思いますが、

お誘いあわせの上ぜひご参加ください。尚、法人会会員以外の方も参加可能です。

講　師：永田　誠子　先生

会　費：1,500円

持ち物：料理講習からの方はエプロンをお持ち

　　　　ください

募集人数：20名(先着順)

お問い合わせ：松野　ＴＥＬ090-2210-9459

申込締切：９月26日㈮までにFAXにて事務局へ

　恒例の稲刈り体験学習事業を下記の通り行います。支部会員の方々を始めご家族の方も参加できま

すので是非ご参加下さい。

お問い合わせは　公益社団法人玉川法人会　事務局迄に
　Tel:3707－8668　Fax:3707－4992

インフォメーションインフォメーション

日　時　平成26年10月７日㈫　9：00〜17：00

場　所　玉川消防署地下集会室

【満員御礼】

　定員となりましたので締めきりました。あり

がとうございました。

上級救命講習会のお知らせ 社会貢献委員会

定数に限りのある催しは、定員になり次第締め切らせていただきます。

日　時：平成26年９月27日㈯

集　合：６：50　玉川総合支所前集合

　　　　（７：00バス出発）

解　散：21：00 前後着（予定）

　　　　玉川総合支所前にて解散

場　所：新潟県魚沼市竜光

対　象：第４支部会員とその家族

　　　　（小、中学生・保護者）

参加費：大人　￥6,000－    

　　　　児童　￥4,000－　 （当日集金）

内　容：稲刈りの体験・枝豆の収穫と

　　　　温泉入浴・３食お弁当付き

「稲刈り体験学習」参加のご案内 第４支部

日　時：平成26年10月24日㈮　10：00～15：00

場　所：奥沢地区会館

　　　　奥沢7－36－9　TEL 3703-6611

　　　　(九品仏浄真寺入口前を左に曲がって二軒目)

　　　　1．調理講習から　10:00~15:00　10名

　　　　2．試食から　　　13:00~15:00　10名

献　立：秋刀魚のなると揚げ・杏の甘煮など
さんま
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　第８支部好例の砧公園クリーン作戦を下記の通り開催致しますのでご参加いただきますようよろしく

お願い申し上げます。当イベントは、法人会会員のみならず、一般の方々、地域住民の方々、どなたでも

参加できる公益事業です。ぜひ、ご友人、ご親戚の方々、お誘いあわせの上ご遠慮なくご参加ください。

日　時：平成26年９月28日㈰

集　合：10：00

場　所：公園管理事務所砧公園管理所前

ゴミ袋、手袋は当支部で用意いたします。

トングは管理事務所よりお借りします。  

雨天の場合は中止となりますが、天候があいま

いな時は当日９時に下記へ電話確認をお願いし

ます。作業終了後、昼食を準備しております。

有限会社永島電気　℡：3417－2328　西山

　この度、用賀商店街振興組合のご協力のもとに『秋季税務研修会』を第９支部と第10支部、合同

にて開催致しますので、ご案内申し上げます。

　講師としては、玉川税務署より去る７月に着任致しました法人課税第1部門、統括国税調査官、山下

彰彦様と上席国税調査官、木村　宏様をお招きし、第１部として『相続税』につきまして、改正にな

りました要点や注意事項等をご講議して頂き、その終了後に『名刺交換会』等も執り行う予定です。

　第２部として、用賀商店街振興組合、副理事長の「㈱清水商店／清水葬儀社」の代表取締役、清水

敬哲様に火葬から葬儀後の手続きまでの流れを講義して頂く予定です。

　更に、第３部として、落合会計事務所の落合孝裕税理士より「相続、贈与」についての講義を予定

しております。

　又、この研修会は地域の未加入法人の皆さまにもお声掛け致しますので、お知り合いの方に未加入

法人の方がいらっしゃれば、是非お誘い願います。

日　時：平成26年10月１日㈬　18：00〜

　　　　17：30より受付

場　所：用賀出張所  ３F活動フロアー
午後５時以後は、正面玄関が閉められますので、自転車置
き場側の通用口より入れます。（用賀・中町通りを挟んで、
コジマ・ニュー用賀店の前です）

第一部：税務研修会・名刺交換会

第二部：火葬から葬儀後の手続きの流れについて

第三部：相続・贈与について

会　費：無料

申込受付：９月25日までにFAXで事務局へ

「あなたの家のカギは万全ですか？」

～法人は地域社会とどのようにかかわればよいか～

 「（公社）玉川法人会」とは、玉川税務署管内の地域法人で構成される公益社団法人です。そして、

私たち「第11支部」は、桜新町・新町・駒沢地域の法人会員で構成しています。

　さて、東京オリンピックも決まり景気が上昇気流の今、地域の法人交流会を通じて、桜新町・新

町・駒沢地域社会のより一層の安全な生活向上のためには、どのような泥棒対策をすればよいか、鍵

の専門家から有意義な話を聞くということになりまして、皆様にお誘いをすることとなりました。

ご多忙のところ、勝手なお誘いでまことに申し訳ありませんが、ご一緒に楽しく学びませんか？多く

の皆様のご参加を、支部会員一同、心よりお待ちしております。

日　時：平成26年９月19日㈮　18：00～20：00

場　所：新町地区会館　第二会議室

　　　（東京都世田谷区新町2-21-10 久富神社の隣）

会　費：無料　

対　象：会員、未加入会員。お弁当を用意します。

砧公園クリーン作戦開催の案内 第８支部

合同税務研修会のお知らせ 第９支部・10支部  合同

『地域法人ビジネス交流会』のご案内 第11支部
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納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

26年９月分の源泉所得税の納付期限

26年７月決算法人の確定申告期限・納付期限

27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

26年 10月 10日（金）

26年 ９月 30日（火）

26年 ９月 30日（火）

26年 ９月 30日（火）

26年10月決算法人の第3四半期分、27年1月決算法人の半期分・第2四半期分、27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

ホームページをご活用ください！【会員専用ページのご利用方法】

玉川法人会ホームページは日々少しずつ更新しています。ぜひご覧ください。

http://www.tamagawa.or.jp/ 

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、方法について話し合いを重ねています。

（新パスワードは「たまでんBOARD4月」に同梱の書類をご覧いただくか、事務局にお問い合わせください）

①玉川法人会TOPページの「会員専用ページ」ボタンをクリックしてください。
または、「玉川法人会会員専用ページ」で検索してください。

②会員専用ページの入
口のページです。

より詳細な内容を確認
するには、下の「会員
ページへ」のボタンを押
して次のページに進み
ます。

③小さなウインドウに
「ID」と「パスワード」の
2つを入力してください。

※セキュリティの都合で、
IDとパスワードは変更
の都度、事務局からご
案内しております。

ご不明な方は、お問い
合わせください。

「会員専用ページ」のパスワードが、
2014年4月から変更されています。

同封 。）


