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）
平成 26年12月１日 発行
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12月・１月の行事予定は11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

お問い合わせ
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税を考える週間
記念講演「菊地幸夫講演会」
私たちの暮らしと法律
〜賢い消費者になろう〜
日 時 11月11日㈫ 17：00〜
場 所 駒澤大学深沢キャンパス
「120周年記念アカデミーホール」
出席者 254名
11月11日、18：00より駒澤大学深沢キャンパ
ス「120周年記念アカデミーホール」において、
テレビ等でおなじみの菊地幸夫弁護士を招いて
税を考える週間の記念講演会を開催いたしまし
た。演題は「私たちの暮らしと法律」〜賢い消

費者になろう〜と題して講演が行われました。
講演の要旨は玉川公論２月号に掲載いたしま
す。

納税表彰式
日 時 11月12日㈬ 15：45〜
場 所 原宿 東郷記念館 ３階 オランジェール
去る11月12日東郷記念館において、平成26年
度納税表彰式が挙行されました。玉川法人会で
は２名の方が受彰され、兼子成昭常任理事に署
長表彰状が中村匡秀常任理事に署長感謝状が髙
藤税務署長より表彰されました。
受彰された兼子常任理事、中村常任理 事 に
は、心よりお祝い申し上げます。

式次第
・開式のことば
副署長 東山俊雄 様
・国歌斉唱
・玉川税務署長表彰状贈呈
常任理事 兼子成昭
・玉川税務署長感謝状贈呈
常任理事 中村匡秀
・東京国税局長表彰受彰者披露
・式辞
署 長 髙藤一夫 様
・来賓祝辞
・来賓紹介
・祝電披露
局長「お祝いの言葉」披露
・受彰者代表のあいさつ
・中学生の作文表彰及び中学生税の作文朗読
・小学生の絵はがき表彰
・閉式のことば
副署長 北川健司 様

絵はがきコンクール
本年で３回目となる絵はがきコンクールで下
記の方達が受賞されました。
金賞 玉川法人会 会長賞
尾山台小学校 ６年１組 小野 叶夢さん
金賞 玉川税務署長賞
中町小学校
６年１組 粕谷 美歩さん
金賞 東京都世田谷都税事務所長賞
等々力小学校 ６年３組 山根まりあさん

の３名の方が選ばれ、他に銀賞４名、銅賞５
名、優秀賞20名の生徒さんが受賞されました。
11月12日に行われた納税表彰式で代表の表彰
が行われ、11月26日には玉川町会会館におい
て、盛大に入賞の受彰式が拳行されました。
詳細は玉川公論２月号でご紹介いたします。
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理事会・委員会・支部 活動報告
税制委員会
税制改正要望
日 時 11月17日㈪ 18：00〜
場 所 玉川区役所
「平成27年度税制改正の提言」を、去る11月
17日㈪坂東副会長、大島委員長に事務局長が同
行で、衆議院議員若宮健嗣氏、世田谷区長保坂
展人氏を訪問し、手渡ししてきました。
・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、①行財政改革の推進②中小企
業の活性化を図る税制③法人の「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。

選挙区（地元）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。
・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」のご発言がありまし
た。坂東副会長から、玉川法人会の公益事業で
ある「障がい者支援活動」事業の説明とあわせ
て、世田谷区からの支援を要請しました。これ
に対し、保坂区長から産業政策部を窓口とする
ので、大いに相談して欲しい旨回答がありまし
た。
（税制委員長 大島 光隆）

若宮衆院議員に税制改正の提言を手渡しました

保坂区長に要望する大島委員長（左から二人目）と坂東副会長（中央）

社会貢献委員会
第1回 障がい者支援活動
日 時 11月14日㈮ 11：00〜18：00
場 所 二子玉川ライズ ガレリア
出席者 23名 他一般協力者約50名
社会貢献委員会では地域の作業所さんを支援
するため、和太鼓コンサートなどの事業内で商
品を販売する機会を増やしています。第１回目
となる今回のイベン
トは、二子玉川ライ
ズショッピングセン
ター前のガレリアに
販売ブースを設け、
４事業所が自慢の商
品をお披露目してく
パイ焼き窯さんのクッキーやケーキ

れました。
和太鼓コンサート
でお馴染みの「パイ
焼き窯」さんから
は、人気の商品が20
たくさんのお客様が足を止めてくださいました
以上もラインナッ
プ。主にクッキーやケーキのほか、この時期に
ぴったりのシュトーレンも並びました。お馴染
みの味！とすでにご存知のお客様にも好評でし
た。その隣は、
「玉川福祉作業所」さん。コット
ン100％で何度でも使える布巾“たまぴかクロ
ス”や、織機で織った鍋敷き、一針一針刺繍そ
のものがデザインになったバッグなど、デザイ
ン的にも優れた小物が集まりました。さらに、
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女性に人気だったのが「用賀福祉作業所」さん
のTシャツやバッグ。素敵なデザイン柄を一つひ
とつを見ていると、作り手の感性がしっかりと
伝わってきます。色もサイズも多数展開されて
いて、着心地のよい衣類があふれていました。
若い女性が多く足を止めていたのが、
「STORY」さん。ここではリサイクル・リカバ
リー・リユースを可愛らしく商品化した、手す
き 和紙の葉書、オリジナル石鹸などが人 気 で
す。牛乳パックや廃油を使った商品が、また社
会に還元されていくという形がすでに実現して
いました。
どの団体もオリジナリティあふれる商品、そし
て新たなチャレンジを続ける利用者とスタッフ皆
さんの熱い想いがいっぱい込められていました。
私たちがこれらの商品を知り、購入したり使った
りすることが、さらなる意欲向上とチャレンジに
結びつくことは間違いありません。
社会貢献委員会ではこれからも、このような

Vol.160

通巻 260号

機会を増やし、多くの方々の喜びにつなげてい
きたいと考えています。いろいろな事業でお目
見えすると思いますので、これからも応援をよ
ろしくお願いします！
（青年部会 広報委員 上田 恭子）
パイ焼き窯
http://www.paiyaki.net/

玉川福祉作業所
http://www.oomishima.jp/publics/index/15/

用賀福祉作業所
http://kashinokikai.net/yoga.html

STORY
http://www.story.or.jp

（左）玉川福祉作業所さんの商品たち（中央）STORYさんの万能石けん
（右）用賀福祉作業所さんの色とりどりバッグ

第１支部
文化に触れる会（料理教室）
日 時 10月24日㈮ 10：00〜15：00
場 所 奥沢地区会館
参加者 ７名
10月24日（金）10：00〜15：00九品仏の浄
真寺近くにある奥沢地区会館において、
「文化に
触れる会〜料理教室」と題した料理講習会と食
事会が行われました。
第１部は、永田誠子先生を料理講師としてお
迎えしての料理教室です。参加者は毎日料理に
たずさわっている主婦と料理など全くしたこと
のない男性。最初に先生からレシピを渡された
ときは、こんなに沢山の料理を作るのはちょっ
と大変そうな印象でしたが、いざ調理にかかっ
て みると、先生の丁寧なご指導の賜物も あ っ
て、時間はスムーズに過ぎてゆきました。

挨拶をする井上第１支部長

講師の永田先生は、
「婦人友の会」という、体
に良い食生活や暮らし方等を研究しているグ
ループでとても注躍されている方だけあって、
サラダのドレッシングまで手作りというとても
ナチュラルなお料理でした。
さて、第２部は全員で会食です。献立は、①
太刀魚の鳴門揚げ ②蒸しホタテとグレープフ
ルーツのサラダ ③大豆とひじきのまぜご飯
④漬物風サラダ ⑤梨の寒天よせの５品。どれ
も先生のお人柄が知れる優しいお味のお料理ば
かり。これには実際に料理を作った私たちも食
べてみてビックリ。第２部から参加した皆さん
にも大絶賛の評価をいただきました。なんだか
とても幸せな気分に浸れたひと時でした。
（第１支部 女性部 田坂 美知子）

調理を担当した支部の皆さんと料理の先生（中央）を囲んで

大皿に盛り付けられた料理の一部
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第１・２支部 合同
第１・２支部合同バス研修会
２０１４年 秋
新東京探訪〜新しい東京を見に行こう〜
日 時 10月28日㈫
場 所 都内
参加者 25名
10/28日に第１・２支部合同日帰りバス研修
会が実施されました。
今回は、普段にはなかなか行けない新たな東
京を探訪するという企画です。
行程は、奥沢駅を出発→新歌舞伎座（歌舞伎
座の中にあるギャラリーを見学し、売店にてお
土産を購入）→昼食 コレド室町 ケ・ヴォー
リア（イタリアも認める本格的イタリアンレス
トラン、ミラノの薄焼きピッツアは本格的、イ
ンテリアやワインもイタリアから直輸入）→な
かなか入れない皇居参観（皇居の自然 の 中 を
ゆったりとガイドさんと散策、皇居でしか購入
できないグッズとお土産を購入）→サンシャイ
ン展望台（晴天に恵まれ東京の街を一望）→コ
ニカミノルタプラネタリウム（最新鋭 の 視 界

いっぱいに広がるプラネタリウムの全天周映像
による地球の未来に思いを馳せる作品を鑑賞）
→奥沢駅で解散 と楽しみ満載でした。
当日はさわやかな秋晴れに恵まれ、日本人の
誇りである皇居内の自然を満喫しながら参観す
ることができました幸せと、変貌を遂げている
東京、特に銀座、日本橋という都内の中心部を
めぐりながら、東京の現在を実際に肌で触れて
実感することができる大変有意義で楽しいバス
旅行でした。
（第２支部 副支部長 出澤 素賀子）

皇居前にて、にこやかに

平成26年第１・第２支部合同ゴルフコンペ
日 時 11月18日㈫
場 所 森永高滝カントリー倶楽部
出席者 16名（４組）
数日前の天気予報を覆し、とても良いお天気
となった11月18日㈫に、ゴルフコンペを開催い
たしました。
午前７時奥沢出発、貸切バスでゴルフ場へ。
井上第１支部長にご挨拶をいただき、 紅 葉 の
中、風も緩やかで、たいへん楽しくプレーさせ
ていただきました。
表彰式は、奥沢に帰って、アンリーブルさん
で行ないまし
た。根来第２
支部長にもご
参加いただ
き、また、協
賛４社より賞
品の提供もあ
り、なごやか
においしいイ
二次会にて祝杯を挙げる参加者の皆さん

タリアンを
いただきま
した。
優勝は、新
ぺリアの効果
絶大で、坂下
康之氏、準優
優勝者の坂下さん（中央）
勝は山下昇
氏、三位は早川敏彦氏でした。
（第１支部 坂下 康之）

ゴルフ場にて
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第６・７・８支部 合同
合同税務研修会
日 時 11月6日㈭ 18：00〜20：10
場 所 玉川町会会館
参加者 33名
最新の税務知識を玉川税務署の木村上席に頂
いたのち、東急の二子玉川ライズ推進部田中利
行さんから次期完成のビジョンを伺いました。

多摩川の自然を生かした素晴らしい景観が広が
りそうで今からとても楽しみです！また、特定
非営利活動法人・小児臨床研究支援ネットワー
ク（SNCCR）代表の秋元先生より最新の医療情
報が提供されました。参加者の方々は大変充実
したお顔で帰路につかれました。
（第６支部 広報委員 江口 響子）

木村上席は最新の税務情報をお話してくださいました。 東急の田中様（左）とSNCCRの秋元先生（右）
からは今が旬の情報が提供されました。

講演者の皆さまと企画担当した
支部役員とで記念撮影をしました。

第９支部
食医食の料理教室
日 時 11月13日㈭ 14：00〜16：00
場 所 シュクランキッチン
参加者 16名（第９支部２名、講師以下食医食
５名、一般９名）
講 師 一般社団法人 日本食医食協会
代表理事 神崎夢風
今年５月に行った食医食セミナーに引 き 続
き、食医食の料理教室を開催しました。会場と
なった用賀のシュクランキッチンは、第９支部
の会員でもあります。貸しスペースであるキッ
チンの横は、モロッコ料理のレストランでスパ
イスの匂いがたちこめていました。講師の神崎
夢風先生による今回の内容は、
「健康ちまき」と
「あっという間のチーズケーキ」です。最初は
見ているだけのつもりだった副支部長の神山さ

んも、
「思わず手を出して引き込まれていきまし
た。」と語っていました。試食会では、料理の美
味しさに加え、食材の選び方など食医食ならで
はの、健康に関する情報なども伝えられて、充
実した料理教室となりました。
（第９支部 広報委員 松山 仁）

神崎講師（右から二人目）の説明を熱心に聞く受講者の皆さん

第10支部
「チャオチャオ児童館祭り」に参加して
日 時 10月26日㈰ 11：00〜14：00
場 所 玉川台区民センター
参加者 ５名（来場者約1000名）
あちらこちらで秋祭りが開催されているさな

かの日曜日、午前11時より午後２時頃までの３
時 間 と 短 い 時 間 で し た が、「 玉 川 台 区 民 セ ン
ター」にて玉川台児童館主催の「チャオチャオ
児童館祭り」に参加致しました。今年は、
「イー
タ君風船」のみ、300ケを来場のお子さんへ配布
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致しました。風船をもらって、子供達は大喜び
ではしゃいでいました。今年の来場者数は、穏
やかな好天にも恵まれ、約1,000名との事で、準
備していた風船300ケでは足りなくて、最後には
来年は沢山持ってくるからねと、謝る始末でし
た。
子供達が選んだ今年のテーマは、
『海』と云う
事で、舞台関係の仕事をしている、藤井第10副
支部長が、
「サーフボード」や背景の「よしず」

熱心にゲームに興じる子供達
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を持ってきて、魚のオブジェやシュノーケル等
を取り付けて雰囲気を盛り上げてくれました。
地下の体育室では、子供達が数名のグループを
作り、
「海のおみくじ」
、
『海のパチンコ』等のお
店を出店し、来場の子供達は熱心にゲームに興
じていました。来年もまた参加し、子供達に楽
しい思い出を残してあげたいと思います。
（第10支部 支部長 佐藤 壽夫）

役員の皆様、お疲れ様でした

第11・12支部 合同
合同税務研修会
日 時 10月17日㈮ 18：00〜
場 所 桜新町区民集会所 １階会議室
参加者 29名
テーマ「相続税および贈与税の税制改正のポイント」
講 師 玉川税務署 資産課税部門 木村統括官
開催に至るまで、
「税務署への講師の派遣願い
の作成」「桜新町集会所の大会議室の予約」「当
日のお弁当の手配」「当日のお茶」「当日の机椅
子の会場設営」「会場使用報告書の記入」「未加
入法人の入会案内の準備」「ホワイトボードに式
次第」「机椅子の片づけ」「領収書の分配」等忙
しい当日でしたが、若山副会長から式次第の準

好評だった木村統括官の講義

備がされていないと苦言を呈されました。
若山副会長のあいさつの中で法人会に入ると
メリットは「自動車を買うと最高２万円返って
くる」「地球温暖化報告書の作成で補助金申請が
できる」「電子申告の説明」「同好会」等々魅力
ある法人会を説明していただきました。例えば
車輌を購入した場合、8,000円〜20,000円ほどの
謝礼金やギフトカードがいただけるとのことで
す。
講師の木村統括官の講義内容は丁寧な説明で
わかりやすく参加者からは評判が良かったで
す。皆様のご協力で無事閉会できました、感謝
申し上げます。（第11支部 支部長 丸山 正高）

当日の講義資料です
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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 03-3707-866 8 FAX 03-3707-499 2 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

納税も、e-Taxで！！ ダイレクト納付が便利です。
26年12月分の源泉所得税の納付期限

27年 １月 12日（月）

26年10月決算法人の確定申告期限・納付期限

27年 １月 ５日（月）

27年４月決算法人の中間申告（予定申告）期限・納付期限

27年 １月 ５日（月）

消費税の中間申告期限・納付期限

27年 １月 ５日（月）

27年1月決算法人の第3四半期分、27年4月決算法人の半期分・第2四半期分、27年7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。

