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12月の行事予定 平成29年1月の行事予定
１㈰　元日

２㈪　振替休日

３㈫　法人会・年始休み

13㈮　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

15㈰　【tamagawa公論　新年号　原稿締切】

18㈬　委員長部会長会議 18:00　法人会事務局

20㈮　★新春記念講演会 17:30　ｾﾙﾘｱﾝﾀﾜｰ東急ﾎﾃﾙ

　　　新年賀詞交歓会 18:45　同所

23㈪　広報委員会 18:00　玉川ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾋﾞｭｰﾛｰ

24㈫　青年部会税務研修会/意見交換会 18:30　玉川町会会館

26㈭　正副会長会議 14:00　法人会事務局

　　　第5回理事会 15:00　玉川税務署

　　　第1回役員推薦委員会 　　　　(未定)

27㈮　源泉部会役員会 14:30　玉川税務署

　　　★源泉部会研修会 15:00　玉川税務署

2月の行事予定
９㈭　★決算法人説明会 13:30　玉川区民会館

10㈮　女性部会ＳＫＴ研修会 10:00　玉川浄水場

14㈫　組織正副委員長会議 17:00　法人会事務局

　　　組織委員会 18:00　同所

23㈭　★新設法人説明会 13:30　玉川区民会館

12月･1月･2月の行事予定は11月20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

Vol.180　通巻280号

納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

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。

消費税の、
期限内納付を

お願いいたします。

28年12月分の源泉所得税の納付期限

28年10月決算法人の確定申告期限・納付期限

29年４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

29年 １月 10日（火）

29年 １月 4日（水）

29年 １月 4日（水）

29年 １月 4日（水）

29年１月決算法人の第3四半期分、29年４月決算法人の半期分・第2四半期分、29年７月決算法人の第1四半期分

29年１月分の源泉所得税の納付期限

28年11月決算法人の確定申告期限・納付期限

29年５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

29年 ２月 10日（金）

29年 １月 31日（火）

29年 １月 31日（火）

29年 １月 31日（火）

29年２月決算法人の第3四半期分、29年５月決算法人の半期分・第2四半期分、29年８月決算法人の第1四半期分

１㈭　総務委員会 18:00　場所未定

２㈮　税制委員会 18:30　華山

　　　第11支部幹部役員会 18:00　神田屋鮨店ｷｬﾉﾝﾎｰﾙ会議室

　　　第11･12支部合同交流会 18:30　神田屋鮨店ｷｬﾉﾝﾎｰﾙ会議室

５㈪　ICT利用推進協議会 10:30　玉川税務署

６㈫　第９支部全体会議 18:00　㈱フィールドエコ

７㈬　女性部会役員会 11:30　木曽路等々力店

　　　女性部会班長会 12:00　木曽路等々力店

８㈭　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　総務・研修合同委員会 18:00　青柚子

　　　第７支部年末懇談会 18:00　Grill C

９㈮　社会貢献委員会 18:00　未定

11㈰　つり同好会 7:00　横須賀市走水

13㈫　e-Tax研修会「納税証明オンライン請求」 14:00　玉川税務署

14㈬　AIU推進会議 11:00　法人会事務局

　　　第６支部役員会 12:00　ASO

　　　第12支部役員会 18:30　つがる

15㈭　★第10支部年末懇親会 18:00　万さく

　　　【tamagawa公論　新年号　12月分　原稿締切】

16㈮　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　カラオケ同好会忘年会 17:50　華山

　　　カラオケ同好会例会 19:30　アロン

22㈭　第１支部忘年会 18:30　イルバンビーノ

　　　第12支部生け花教室 11:00　上原けさ子宅

　　　青年部会第４回全体会議 18:00　マジョリカ（自由が丘）

28㈬　官庁御用納め

29㈭　法人会・年末休み

30㈮　法人会・年末休み



平成28年12月１日 たまでんBOARD Vol.180　通巻280号（3）

日　時　９月30日㈮

　　　　18:00～

場　所　パレスホテル

参加者　237名

　玉川法人会阿部会長

は今春、法人会活動に

関する功績を認められ

旭日小綬章を受章され

ました。このことは公

益社団法人玉川法人会

の私たちにとりましても、この上ない喜びであ

り心よりお祝い申し上げます。そしてその栄誉

を祝うため盛大な祝賀会が平成28年９月30日に

パレスホテルにおいて開催されました。

　秋とはいえまだ少し蒸し暑さの残る曇り模様

の天気でしたが、それらを吹き飛ばすような明

るさと元気あふれた祝う会となりました。会場

の入り口には各界からの祝いの花が並び、阿部

会長以下発起人である玉川法人会副会長の面々

が並んで皆様をお迎えしました。250人の出席者

がテーブルについて開会を待ちます。定刻にな

り司会の松下賢次さまの開会の辞で祝宴の始ま

りとなりました。舞台の上には阿部会長が胸に

大きな花をつけたタキシード姿で着席します。

最初に発起人を代表して（公財）全国法人会総

連合相談役大橋光夫さま。続いて来賓として

（公財）全国法人会総連合会長池田弘一さまは

じめ５人のご挨拶が続きます。

　そして晴れの受賞に相応しい寿ぎの場で、人

間国宝津村禮次郎さま

による能楽「羽衣」を

短縮版でご披露いただ

きました。

　そして壇上に酒樽が

５つ運ばれ、それぞれ

の樽に７人ずつ、合計

で35人による鏡割りが

行われました。なかな

か見られない壮観な景

色となりました。乾杯のご発声はＡＩＧジャパ

ン・ホールディングス株式会社CEOのロバー

ト・ノディンさまが行い、いよいよ

祝宴が始まりました。

　ピアノやバイオリンの生演奏も華

やかな雰囲気をかもしだしていまし

た。阿部会長も各テーブルをまわり

ながら挨拶をして、お祝いの言葉を

受けられていました。

　宴もたけなわとなった頃、阿部会

長による謝辞、花束贈呈と続き、最

後は坂東副会長による、お酒の勢

い？でユーモアを交えた閉会の辞が

大いに会場をわかせていました。

　阿部会長おめでとうございました。

また今回の発起人となった副会長の

皆様、お疲れさまでした。

阿部友太郎会長　旭日小綬章受章を祝う会を開催

壮観な鏡割りの様子

大勢の皆さんから祝福されました

謝辞を述べる阿部会長
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平成28年度　税を考える週間

納税表彰式

日　時　11月９日㈬　15:45～　

場　所　原宿 東郷記念館 ３階 オランジェール

　11月９日東郷記念館において、平成28年度納

税表彰式が挙行されました。玉川法人会では、

署長表彰状が清水明洋常任理事に、署長感謝状

が常任理事の出澤素賀子さんと江口響子さんに

秋元税務署長より授与されました。また、会と

して、e-Taxの一層の普及及び定着に貢献したこ

とが認められ、会を代表して坂東副会長に署長

感謝状が授与されました。

　受彰された清水常任理事・出澤常任理事・江

口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

・国歌斉唱

・玉川税務署長表彰状贈呈

・玉川税務署長感謝状贈呈

・国税庁長官表彰受彰者披露

・東京国税局長表彰受彰者披露

・式辞

・来賓祝辞

　　東京都世田谷都税事務所長

　　世田谷区長

・玉川税務懇話会会長

・受賞者代表あいさつ

・閉式のことば

・中学生の「税についての作文」表彰及び

　作文朗読

・税に関する絵はがきコンクール表彰

受彰者を囲んで

署長感謝状を授与される出澤さん（左） 署長感謝状を授与される江口さん（左） 署長感謝状を代表授与される坂東副会長（左）署長表彰状を授与される清水さん（左）
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日　時　11月24日㈭　15:00～17:00

場　所　玉川税務署　３階　会議室

参加者　42名

次　第

１．会長より業務遂行状況の報告

２．税務署長挨拶

３．報告事項

　（１）法人会事業報告

　（２）常設委員会、支部・部会報告

　（３）組織委員会からの報告

　（４）総務委員会からの報告

　（５）広報委員会からの報告

　（６）社会貢献委員会からの報告

　（７）財務委員会・公益事業推進委員会から

　　　　の報告

　（８）その他

４．審議事項

　（１）平成29年度の公益事業の進め方について

　（２）平成29年度支部部会助成金について

　（３）委員会委員の変更について

平成28年度  第４回 理事会

理事会・委員会・支部 活動報告
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記念講演 「揺れ動く内外情勢と日本の課題」

　　　　　時事通信社特別解説委員  田﨑史郎氏

日　時　11月11日㈮　18:00～

場　所　駒澤大学深沢キャンパス

　　　　「120周年アカデミーホール」

出席者　131名

　11月11日、18:00より駒澤大学深沢キャンパ

ス「120周年アカデミーホール」において、 テ

レビ等でおなじみの時事通信社特別解説委員の

田﨑史郎先生をお迎え

して、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

「揺れ動く内外情勢と

日本の課題」と題して

講演が行われました。 ｠

講演の要旨はtamag 

awa公論48号に掲載

いたします。 演台にたつ田﨑史郎氏

賞10名の皆さんが受賞されることとなり、11月

30日玉川税務署において授賞式を盛大に行いま

した。

　受賞の模様や作品の詳細はtamagawa公論48

号でご紹介いたします。

　玉川法人会主催の「税に関する絵はがきコン

クール」は今回で５回目をむかえることとなり、

今年は416点の多くの応募作品が寄せられました。

厳正に審議され選出された作品の表彰式は納税

表彰式に続いて東郷記念館にて行われ、下記の

４名の生徒さんが受賞されました。

【金賞】公益社団法人玉川法人会  会長賞

　　玉堤小学校　　６年　逵　和佳奈さん

【金賞】公益社団法人玉川法人会  女性部会長賞

　　中町小学校　　４年　前川　陽菜さん

【金賞】玉川税務署長賞

　　八幡小学校　　５年　市川　　興さん

【金賞】世田谷都税事務所長賞

　　九品仏小学校　４年　河村　真生さん

　また、金賞の他に銀賞４名、銅賞４名、優秀

税に関する絵はがきコンクール

受賞されたみなさん
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第33回法人会税制改正要望全国大会（長崎大会）

日　時　10月20日㈭

場　所　長崎県長崎市

参加者　４名

　今年の大会は、世界遺産「軍艦島」や、「グ

ラバー園・大浦天主堂」などの観光地を抱え、

また原爆被爆地でもある長崎県で、開催されま

した。会場は、長崎空港からシャトルバスで60

分、長崎市内の「長崎ブリックホール」です。

　全国から約2000人が参加しました。

第１部は記念講演

　「地方が生き残るために～長崎その歴史、そ

の魅力、その未来～」をテーマに、長崎総合科

学大学教授のブライアン・バークガフニ氏によ

る講演。カナダ出身の教授は、日本の伝統文化

に関する研究や、長崎の旧外国人居留地に関す

る研究を専門にしています。

　「おしゃれ」について…西洋では「オシャ

レ」＝着飾る、日本では「お洒落」＝洒（そ）

ぎ落とす、の相違があり、日本人の感性がよく

表れた言葉である、との考察が大変興味深い話

でした。（詳しくは、ホームページ「ブライア

ン・バークガフニ☜検索」をご参照ください）

第２部は税制改正提言の報告と大会宣言採択

　迫田英典国税庁長官を迎え、全法連柳田税制

委員長から平成29年度税制改正提言の概要説明

があり、その後大会宣言の採択を行いました。

　税制改正提言のポイントは、①税・財政改革

のあり方②経済活性化と中小企業対策③地方の

あり方④震災復興、その他です。（詳しくは、

ホームページ「全法連税の提言活動☜検索」を

ご覧ください）

　大会の趣旨からして、税制改正提言書の全文

読み上げや質疑応答等に、もっと時間を割いて

もよろしいのではないかと思いました。

　全国から法人会の仲間が一カ所に集まり、侃

侃諤諤の議論や和気藹々の交流を活発に行えれ

ば、意義深い事業であると感じました。

　来年は、10月５日に福井県福井市での開催が

決定しています。

（税制委員会　委員長　大島光隆）

税制委員会　平成29年度 税制改正の提言

日　時　①11月17日㈭　②11月18日㈮

場　所　①世田谷区役所　②衆議院議員会館

参加者　①２名　②２名

「平成29年度 税制改正の提言」を、大島委員長

に事務局長が同行し、11月17日（木）に世田谷

区長保坂展人氏、11月18日（金）に衆議院議員

若宮健嗣氏、を訪問し、手渡ししてきました。

（Ⅰ）保坂世田谷区長へは、昨年同様北沢法人

会さんと一緒に訪問しました。

　保坂区長には①地方のあり方②行政改革の徹

底③地方税関係についての提言書をお渡ししま

した。区長から「提言は理解した」とのご発言

がありました。

税制委員会

参加された皆さん、お疲れ様でした全国大会の様子

Vol.180　通巻280号
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理事･監事の会員増強ダービー速報 Ⅱ
理事会決議：理事･監事の一人一社の入会勧奨

提供：組織委員会

　「会員増強月間」のさ中、「会員増強ダー

ビー」の第二弾をお届けします。

　11月15日現在、ちょうど第３コーナーを廻っ

ているところです。

　トップ：５件＝大嶽第９支部長。二番手：４

件＝上平第８支部長。三番手集団：３件＝清水

第５支部長、ホームページ、事務局。六番手集

団：２件＝阿部会長、鈴木第６支部長、山崎第

10副支部長　橋田第８支部会員、大鎌副会長

（組織委員長）。十一番手集団：１件＝井上第

１支部長、森下第１副支部長、豊島第２副支部

長、大塚相談役、兼益第５副支部長、出澤女性

部会長、松浦第６支部会員、守永第６支部会員、

春日第８支部会員、小舘第９支部会員。

　大嶽第９支部長と上平第８支部長が、僅差で

の熾烈な一番手争いを展開しています。先頭集

団も、ほとんど団子状態で疾駆しております。

特筆すべきは、理事･監事以外で６名の方に入会

勧奨をしていただいていることです。第８支部

の橋田さんは２件の実績となっています。

　なお、大同生命の推進員さんの勧奨は、すで

に昨年度の実績を超えての推移となっています。

AIUさん、アフラックさんにも勧奨実績があり

組織委員会

Vol.180　通巻280号（7）

ます。

　現時点での入会目標達成率は43％（11月11日

現在）です。前年比、約130％で推移しています。

なお、本題の理事･監事の勧奨率については21％

です。

　会員の皆様も見ているだけじゃなく、どうぞ

「会員増強ダービー」へのご参加をお願いしま

す。ぜひお知り合いの方にお声掛けいただき

「検討してもいいよ」という方がいらっしゃい

ましたら、まことにお手数をお掛けしますが各

支部長もしくは事務局（☎3707-8668）までご連

絡ください。その後の会活動等の説明や、入会

手続の事務処理等についてはお任せください。

またこの期間、同時に厚生委員会･福利厚生担当

会社（大同生命さん･ＡＩＵさん･アフラックさ

ん）と協働して「Tamagawa 絆 Project」を実施

しています。これは、法人会ならではの大型保

証制度をはじめとして、会員の皆様の会社運営

や人生設計に欠くことのできない、様々な支援

制度の紹介運動の推進です。こちらについても、

お知り合いの方へのご紹介を、よろしくお願い

します。

　どうか皆様の絶大なるご支援を、よろしくお

願いいたします。

目指せ！純増！！

　～増強さえも　楽しんでこそ　法人会

（組織委員会　委員長　大鎌  博）

こ　れ

　また、区長

からは「法人

会（東法連）

さんから東京

都へ、世田谷

区内の税収を

開示してもら

いたい旨の陳

情を上げて欲しい」との発言がありました。

　終始和気藹々とした雰囲気の中で面談が行わ

れました。

（Ⅱ）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税・財政改革のあり方②経

済活性化と中小企業対策③事業承継税制の拡充、

を要望しました。また、提言にはありませんが、

政府の金融政策にも言及し信用保証制度等の見

直しや、金融機関への指導強化もお願いいたし

ました。

　若宮議員は、防衛副大臣と内閣府副大臣を兼

務され、ご多忙にも拘らず面談いただきました。

内閣府の立場から、「中小企業の保護育成に力

を尽くす」との、力強いメッセージをいただき

ました。

　また、安倍内閣の

一員としての興味深

い話も伺うことがで

きました。

（税制委員会

委員長　大島光隆）

保坂世田谷区長に税制改正を提言

若宮衆議院議員に税制改正提言をしました
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献血事業

日　時　11月16日㈬　9:00～17:30

場　所　二子玉川エクセルホテル駐車場

参加者　88名（役員15名含）　献血数64

　「税を考える週間」に協賛し（公社）玉川法

人会が実施した献血事業、受付人数73名、採血

64名で無事終了いたしました。今年は会場の都

合上採血車1台で午後5時半までのフル稼働でし

た。採血にご協力いただきました玉川税務署長

様はじめ職員の方々、近隣企業、金融機関の皆

様に感謝申し上げます。

　また会場を提供頂い

た東急電鉄様はじめ玉

川町会、日本赤十字社

のスタッフの方々、土

屋相談役、準備段階か

ら多大なご協力を賜り

とても有難くお礼申し

上げます。

　11月16日強い冷え

込みと北風のなか、激

励に来て頂いた坂東副

会長、誘導や受付にご

協力頂いた青年・女性

部会、そして社会貢献委員含め15名の皆様大変

ご苦労様でした。

　お陰様で大過なく事業を終了でき、肩の荷を

おろすことができました。毎年採血場所が変更

になりご迷惑をかけていますが、来期はぜひ、

判りやすくゆとりがあり、且つ、毎年利用可能

な場所を検討して、効率の良い献血事業が出来

るよう準備する必要があると思いました。

（社会貢献委員会　委員長　鍋島増男）

社会貢献委員会

献血にご協力いただきありがとうございました

新春記念講演会にどうぞご期待ください！

日　時　平成29年１月20日㈮　17:30～

場　所　セルリアン東急ホテル　B2ボールルーム

講　師　日向ひまわりさん（講談師）

演　題　寄席演芸「講談」の世界に入って

　セルリアンタワー東急ホテルで、玉川法人会

新春記念講演会の打合せをしました。

　今回は、新進の女流講談師・日向ひまわりさ

んに講師をお願いしました。講演を伺った方か

ら「とてもよかった！」との勧めがあり、研修

委員会と理事会で検討しまして実現しました。

写真（左下）のスウィーツはホテル15周年記念

の特製‥宴会予約サロンの来客のみに提供して

いるとのことです。ホテルスタッフの方々はい

つも素晴らしい対応をしてくださいまして、と

ても感謝しております。

（研修委員会　委員長　江口響子）

研修委員会

献血の協力を呼びかける
鍋島委員長
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第１･２支部合同

日帰りバス研修「東京 笑 探訪」2016

日　時　10月18日㈫　8:00～17:30　

参加者　24名

　毎回リピート参加者の多い第１･２支部合同の

日帰りバス研修が今年も10月18日に開催されま

した。天気予報を裏切って、前日までの雨が嘘

の様な晴天に恵まれたことは、偏に参加者の皆

様の日々の行いの賜物でしょう。

　最初に行った六義園では、雨上がりの清々し

い日本庭園を眺めながら美味しい抹茶と季節の

花をかたどった和菓子をいただいて、紅葉には

まだ早い初秋の園内を散策しました。退園時に

全員で記念写真を撮ってから旧古河庭園に向か

いました。旧古河庭園のとても綺麗に手入れを

された庭園には、100種類の薔薇の花が見事に咲

き乱れて私たちの目を楽しませてくれました。

参加者の中で一人階段を踏み外して救急車で運

ばれるというアクシデントがありましたが、次

の昼食場所には無事に追いついたので、全員で

拍手をして迎えました。

　毎回グレードアップする昼食ですが、今回は

ミシュラン二つ星レストランの姉妹店に行きま

した。フレンチのコースで、サラダからデザー

トまでの一皿ごとに、その料理の味を最も堪能

できるワインがペアリングされていて、マリ

アージュを楽しめたことは感動でした。すべて

が添加剤などの化学物質を含まない自然派のワ

インでしたが、中でも最も美味しかったのは最

初のサラダの時に出た酵母を取り出していない

白ワインです。天然の酵母だけで醸し出す自然

の甘さが絶品でした。また、メインの肉料理と

ペアだった赤ワインも一口飲んで目を大きく見

開くほどの美味しさでした。ちなみにこのペア

リングはお酒を飲めない人の為に、ジュース版

もあって、それはあたかも料理の一部分の様に

テーブルに運ばれる直前に作られる自然派のフ

レッシュなものです。色々な食材の持ち味を口

の中で同時に楽しむことは日本人の専売特許か

と思っていましたが、フランス料理でもここま

でこだわった料理と飲み物との楽しみ方がある

ことを初めて経験しました。

　お腹も満たされ、午後は新宿に移動して「ル

ミネ the よしもと」で、いつもテレビで見てい

るお笑いを生の迫力で見て大笑いしました。そ

して帰りには新宿の新しいスポット「ニュウマ

ン」をちら見してから、白金の「プラチナドン

キ」で買い物をして帰りました。今回は一箇所

ごとに時間に余裕を持ったスケジュールでした

ので、秋の一日をゆったりと楽しむことが出来

ました。

（第１支部　副支部長　船本貴一）

第１･２支部

六義園にて記念撮影

講師の小林純氏司会を務めた第１支部坂下康之住職

第１･２支部「日本文化に親しむ会」

―日本仏教と音楽―

日　時　11月１日㈫　18:00～　

場　所　源照寺 本堂

参加者　50余名

　本年は、尺八演奏家の小林 純 氏をお迎えして、

日本仏教と音楽と題して開催いたしました。

　演奏の前に、源照寺住職の坂下康之さんの司

会で始まり、日本仏教と音楽、特に雅楽との関

わり、さらに尺八の伝来、発展等について解説

があり、演奏者 小林 純 氏から時代を追って詳

しく演奏曲等説明をいただきました。演奏曲は

以下の4曲。「手向け」「木枯らし」「竹籟五章」

「独奏曲・秋」演奏後、小林氏を囲んでさらに

懇親を深めました。　  （第１支部　坂下康之）
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第１･２･３支部合同税務研修会

日　時　10月11日㈫　18:30～20:30

場　所　奥沢区民センター会議室

講　師　第１部「相続税のあらまし」

　　　　玉川税務署

　　　　　　　法人課税第１部門　木村上席 様

　　　　第２部「相続について考えるとき、

　　　　　　　　知っておきたいこと」

　　　　　　　　　　　出澤素賀子 女性部会長

企画・運営・司会担当　根来俊彦 第２支部長

参加者　10名

　毎年恒例になった秋の第１･２支部合同税務研

修に今回は第３支部が加わり奥沢区民センター

にて開催されました。第１部では木村上席より

相続税の仕組みについての説明がありました。

相続によって財産を取得した場合に課せられる

相続税というものがどの様なものなのかを非常

に分かり易く説明していただきました。

　続いて第２部では、出澤女性部会長が講師と

して登壇され、実際に相続が始まって７日から

10カ月以内までにおこなわなければならないタ

イムスケジュールについてや、家系図や遺言書

などの相続に対しての備えと対策について詳し

く説明されました。最後に会が終了して、参加

者の中から「来てよかった」という言葉が聞け

たことは、何よりの収穫であり、また相続とい

う一般的に関心の深いテーマの情報をタイム

リーに提供できたことはとても良かったと思い

ました。　  （第１支部　副支部長　船本貴一）

第１･２･３支部

Vol.180　通巻280号

第２部講師　出澤女性部会長

開会の挨拶をする根来第２支部長

閉会の挨拶をする井上第１支部長

第１部講師　木村上席

第１･２支部合同ゴルフコンペ

日　時　11月16日㈬　

場　所　森永高滝カントリー俱楽部
参加者　16名

　

　11月16日初冬を感じるお天気でしたが、４組

16人でゴルフコンペを開催しました。

　奥沢駅近くのハートランドさんの店舗で前日

に預かっていただいたゴルフバッグを送迎のマ

イクロバスに乗せ、朝６時半に千葉県高滝カン

トリーに向かいました。

　集合写真を撮り、順番にスタートしていきま

す。それぞれベストを尽くしてプレーをしまし

たが、自然相手の要素も多々あり、笑ったり、

悔んだりの楽しい１日を共有しました。プレー

後、帰りのバスの中では今日の反省やら自慢や

ら、社会情勢やら、楽しいおしゃべりが続きま

した。

　奥沢到着後、駅近のアンリーブルさんで表彰

式をしました。優勝は堤橋史郎さん。２位佐々

木利加さん、３位井上俊治さん。飛び賞は中村

茂さん。ブービー賞、ブービーメーカー賞もあ

りましたが、匿名にさせていただきます。

　ゴルフのお上手な方も発展途上の我々も楽し

めるコンペですので、次回企画の際は、もっと

多くの方々に参加いただきたいと思います。

（第１支部　広報委員　早川晴恵）
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復興支援コンサート

日　時　10月15日㈯　第１部14時、第２部17時

場　所　ASA用賀多目的ルーム

参加者　第１部：24名　第２部：36名

　　　　（第９支部９名）

　第９支部主催のコンサートが復興支援と題し

て開催されました。今年はいつものピアノにギ

ターが加わり、曲目もクラシックやタンゴなど

の演奏も聞くことができました。

　演奏はヴァイオリン/皆川真里奈、ピアノ/浅

井暁子、ギター/酒井良祥の皆さんです。

　用賀駅にほど近いASA用賀多目的ルームは、

満席状態で冷房

も入る盛況ぶり

でした。

　ギター、ピア

ノの順でソロに

よる演奏、そこ

にヴァイオリン

が加わります。

クラシックも有名な曲が多かったのと、キレの

良いタンゴの演奏もあったので、気楽な雰囲気

で楽しめました。また14時と17時の2回を聞い

たのですが、客席のノリというか反応が違って

いてライブならではのコンサートの醍醐味が味

わえました。

　なんでも聞ける便利な時代ですが、やはり生

演奏こそもっとも贅沢な時間を過ごすと言える

でしょう。

（広報委員会　副委員長　第９支部　松山ひとし）

第９支部

聖火のトーチを前に

経営セミナー

日　時　11月８日㈫　14:00～

場　所　SMBC日興証券

参加者　17名

講　師　第１部　SMBC日興証券投資情報部

　　　　　　　　　　部　長　香川伸一 様

　　　　第２部　駒澤大学陸上競技部

　　　　　　　　　　元監督　森本　葵 先生

　奇しくも米国大統領選の当日（11月8日）に第

７支部の経営セミナーが開催され、SMBC日興証

券投資情報部の香川部長様に「今後の市況見通

し」について講演していただきました。なかな

か予測しづらいタイミングではありましたが、

株式益回り、配当利回り、国債利回りを比較す

ると株式益回りがダントツに高いので、これか

らの投資はズバリ「株」だそうです！

　第２部では、東京オリンピック800ｍ元日本代

表、駒澤大学陸上競技部元監督、森本葵先生に

お話をいただきました。先生は昭和39年に800

ｍで1分47秒４という日本新記録を樹立され、そ

の後30年間誰にも破られることなく日本記録と

して残りました。厳しい練習に耐えた中央大学

時代、ドイツへの陸上留学で賞金稼ぎ、箱根駅

伝の秘話など、どれも大変興味深いエピソード

を楽しくお聞かせくださいました。

（第７支部　支部長　三條正人）

第７支部
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第９・１０支部合同

マイナンバー研修会・税務研修会

日　時　９月16日㈪　18:00～

場　所　用賀出張所　活動フロア

参加者　27名（第９支部19名、第10支部７名、

　　　　非会員１名）

講　師　世田谷区役所地域行政部窓口番号制度

　　　　　　　　　　　担当課長　舟波　勇氏

　　　　玉川税務署法人課税第１部門

　　　　　　　　上席国税調査官　木村　宏氏

　マイナンバーに関する３回目の研修会ですが、 

最初に比べるとだいぶ整理され、全貌が明らか

になりましたが反面、複雑で盛りだくさんにな

り、この短い時間では網羅できなくなりました。

　講師の方々もご苦労されたと思いますが第一

部は世田谷区役所の舟波課長で、現在のカード

の発行状況やこのマイナンバー制度の目的が

「本人確認」であることなど、基本的なことが、

細かな事例をもとに説明していただき、よくわ

かりました。しかし世田谷区の人口90万のうち

まだ９万人ほどしかカードを取得していないと

のこと。皆が持たないとカードの利便性を活か

す運用ができません。せっかくの制度なので皆

第９･10支部

研修会場

食医食セミナー＆料理教室

日　時　11月13日㈰　14:00～

場　所　シュクランキッチン

参加者　第９支部５名　一般20名　計27名

講　師　菅沼加奈子氏（医師）

　　　　川上　晶也氏

　毎年行っている世田谷区用賀のシュクラン

キッチンでの食医食セミナーと料理教室をさる

11月13日に行いました。日曜日でしたが講師も

入れ合計27人が集まりました。

　大嶽第９支部長の挨拶で始まり、最初の講師

は菅沼加奈子医師。料理教室は川上晶也大阪代

表の２人の食健士が行いました。

　プロジェクターで壁に映した資料で説明する

菅沼医師は、食だけでなく運動、排泄、睡眠な

ど生活習慣全般にわたり健康な生活について説

明をしました。また２人の子育て中の主婦でも

あるということで子供のアトピーを食事で改善

させた話などをされました。

　川上師範はつい最近「健康寿命レシピ」とい

う本を出版しましたが、その中からドレッシン

グや味噌だれなど、調味料を中心としたレシピ

を紹介し実演を行いました。関西弁が柔らかく

聞こえ、好評だったようです。

　味を見るための試食代わりの時間には、皆さ

んくつろいだ様子で、話しが弾んでいました。

（広報委員会　副委員長　第９支部　松山ひとし）

川上講師菅沼講師
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チャオチャオ児童館まつり

日　時　10月23日㈰　10:00～14:30

場　所　玉川台区民センター

参加者　７名

　今年の児童館まつりは「カラフル、スイーツ、

カーニバル」をテーマに開催されました。会場

では、お菓子の世界に大変身。プリンちゃん、

クッキーモンスター、たいやきさんの3人の着ぐ

るみが、プレイカードを持った子供たちに参加

スタンプを押していました。イメージゆるキャ

ラクターの「プリンちゃん」は京西小学校2年の

女の子がデザインしたそうです。会場の中は、

子供たちのゲーム屋さん、クラフト屋さん、大

人や中高生の食べ物屋さんが出店されていまし

た。

　我々10支部では、e-Tax風船を「カラフルブ

レスレットバルーン」と名付けて、税金マンガ

の小冊子を来場の児童に配布、税を考える週間

の法人会講演会のパンフレットを来場者にと、

配布活動を通して子供の頃より税に対する知識

を得てもらえるよう税の啓発活動を行いました。

　参加してくださった支部員の皆様大変お疲れ

様でした。

（第10支部　広報委員　藤井悦男）

第10支部

活発に手をあげる子供たち 沢山の子供たちに風船を配りました

e-Tax風船を使った「ブレストレットバルーン」として提供

木村上席と参加者

で協力していきたいものです。

　第２部の税務研修会では玉川税務署の木村上

席からマイナンバー制度の最新動向とそれに伴

うe-Taxの利便性の向上についてお話しいただき

ました。

　最後の質問の時間では、法人ナンバーのホー

ムページ公開が、一律ではなく電話帳のように、

企業側が掲載を選択できるようにして欲しいと

の声がでていました。

（広報委員会　副委員長　松山ひとし）
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第11･12支部合同　第4回　タブレット研修会

日　時　９月９日㈮　18:00～20:00

場　所　㈱ニッポンダイナミックシステムズ

参加者　８名

テーマ　いつでもどこでも手元に本を

　　　　～電子書籍～

講　師　荒木康弘様、藤本ひとみ様、井村康人

　　　　様（３人共に㈱ニッポンダイナミック

　　　　システムズ）

　タブレット端末を中心にしたIT活用の研修会

も４回目の開催となりました。

　今回は、電子書籍をテーマに、電子書籍専用

リーダー（タブレット端末）の種類や性能、電

子書籍ストアの種類と使い分けの説明を受け、

実際に専用リーダー２種を触って確かめました。

そして、各自のスマートフォンに実際に電子書

籍アプリをダウンロードし、無料で読める本や

雑誌、漫画などを試してみました。

　後半は、「自炊」の実演をわかりやすく披露

して下さいました。「自炊」とは、書籍などを

裁断し、イメージスキャナを使用し、デジタル

データに変換するのですが、数十ページの裁断

された書籍が、ものの数分でデータ化される様

は見事でした。データ化された書籍はコンパク

トに収納が出来、自由自在に扱えるとのことで

した。但し、自炊されたデータの使用に関して

は著作権法上、要注意とのことです。書籍以外

の書類等に有効に活用すれば、書類保管のス

ペースの削減にもなるそうです。

　私は営業という仕事柄、手荷物が多くなりが

ちです。読みたいと思った本も断念してしまう

ことが多かったのですが、今回の研修で学んだ

事を生かし、実践していきたいと思います。今

さら聞けなかった疑問にも、快く答えて下さり、

実りの多い研修となりました。

（第11支部　輿水ひろみ　大同生命保険㈱）

第11･12支部

日帰りバス研修会

日　時　10月５日㈬　８:00～

場　所　日産自動車追浜工場

　　　　旧伊藤博文金沢別邸　他

集　合　玉川髙島屋本館裏（タクシー乗り場）

参加者　31名

　今年も台風を背負い、お天気を気にしながら

バスに乗り込み、第三京浜を利用していざ横浜

へと向かって出発！

　日産自動車追浜工場見学では、電気自動車

「リーフ」を試乗したり、見学をしないと頂け

ないお土産のミニカーと富士山の湧水ペットボ

女性部会

工場内の案内説明を受ける女性部会の皆さん

女性部会のキレイどころが参加しました
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トルを頂いたり、とても楽しかった。

　次に横浜市指定有形文化財「旧伊藤博文金沢

別邸」を見学した。初代内閣総理大臣を務めた

伊藤博文公は茅蘆寄棟屋根の田舎風海浜別荘建

築。海からの波風がとても爽やかだった。博文

公は女性にもてたと言われている。（初耳）

　お楽しみの昼食は横浜中華街の重慶飯店新館

にて美味しくいただき、その後散策しながら家

族のお土産を購入。そして山下公園にてシーバ

スに乗り横浜港に向かった。初めて乗った方も

おられていて、とても喜んでいた様子だった。

横浜駅東口着でバスに乗り換え、一路二子玉川

へ。

　とても有意義な一日だった。

（女性部会　副部会長　神山典子）

第30回「法人会全国青年の集い」北海道大会

日　時　９月８日㈭、９日㈮

場　所　旭川大雪アリーナ

参加者　４名

　９月８、９日の２日間にわたり開催された、

第30回 「法人会全国青年の集い北海道大会」に、

松浦顧問・中村部会長と4名で参加してまいりま

した。

　全国より約2700人の青年部会員が、北海道の

旭川市に集まり、日頃の活動成果を共有し、ま

た、懇親を深めることが出来ました。

　10日の土曜日は、有志で美瑛～富良野の観光

と、北海道ならではの広大な景色を十分に満喫

することが出来ました。

（青年部会　副部会長　兼益宏行）

第七回和太鼓コンサート

「太鼓で結ぶ地域の絆」

日　時　10月２日㈰

場　所　玉川区民ホール

参加者　12名
　

　今年も、玉川法人会主催の“和太鼓コンサー

ト”が開催されました。主管となる我々青年部

会も、社会貢献委員会と女性部会の皆様にご協

力をいただき、中村部会長、豊嶋担当副部会長

を筆頭に、はじめて参加した多くの部会員とと

もに設営・運営・撤収までを務めさせていただ

きました。

　そして同時に、演者の皆さんの迫力と熱気に

青年部会

青年部会北海道大会の様子 北海道大会に参加した青年部会の皆さん

役員の皆さん　お疲れさまでした
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第30回　SKT連絡会／記念式典

日　時　11月10日㈭　18:00～

場　所　京王プラザホテル

参加者　18名

　S（世田谷）K（北沢）T（玉川）の三法人会

青年部会員が一同に会する“SKT連絡会”が、

今年で30回という節目にあたり、30周年記念式

典として開催されました。

　現在、各本会（親会）にて様々な役員をお務

めになられる、各部会の歴代青年部会長のみな

さんが来賓としてご出席くださり、我々青年部

会員は、法人会青年部会、そしてSKTの歴史の

重みを知り、改めて、青年部会員として活動す

る意義を認識する機会となりました。パネル

ディスカッションでは阿部会長を始め、各本会

の会長がパネラーに、我が青年部会からは東法

連青連協を務められている松浦会長がコーディ

ネーターとして参加。SKTの歩みなど初めて知

るお話もあり、最後まで興味深く聴くことがで

玉川法人会にフラッグが渡されました手前：阿部会長　奥：松浦東法連青年部会会長

満ちた和太鼓の演奏を生で聴くことが出来まし

た。

　和太鼓コンサートも今年で７回目を迎えます

が、年々成長をする子ども達を見られることも、

このイベントの醍醐味の一つとなり、溌剌と太

鼓を打つ姿に、会場全体を大きな感動に包んで

くれました。

鼓遊のみなさん（http://koyu1998.client.jp）、

鼓桜のみなさん、

鼓粋のみなさん、

こざくらのみなさん

（http://clubee.jp/clubs/kozakura）、

今年もご協力いただき、本当にありがとうござ

いました。

（青年部会　副部会長　兼益宏行）

大満足の迫力と熱気に溢れた太鼓の演奏 本年もありがとうございました
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ご参加の皆さんお疲れ様でした

きました。

　今年度は、北沢法人会青年部会のみなさんが

主管となり、この会の開催に大変なご尽力をさ

れ、本当に盛大な式典となりました。

　そして式典の最後には、来年度の主管となる、

我々玉川法人会青年部会の中村部会長にSKTフ

ラッグが伝達されました。来年度は我々玉川法

人会が当番となりますので、頑張って成功させ

ましょう。  （青年部会　副部会長　兼益宏行）

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２支部

法 人 名：合同会社　YUUGA

代 表 者：山室　晴嗣（やまむろ　はるつぐ）

会社住所：世田谷区奥沢５－27－５　魚菜ビル1F

TEL/FAX：03－5726－9714 / 03－5726－9734

Ｅ-ma i l：yamamuro.harutsugu@note-hr_co.jp

ホームページ：http://iphone-yuuga.com

　iPhone修理・買取

　Appleでの修理と違い、「データが消えない」

「早い」「安い（保証外修理時）」が特徴です。

　また、同業他社との違いは、「安かろう悪かろ

う」ではなく、高品質なサービスを適正価格で提供

し、アフターフォローにおいても親切丁寧であるこ

とです。

第10支部

法 人 名：株式会社 LL MUSIC

代 表 者：代表取締役　吉川　しづ（よしかわ　しづ）

会社住所：世田谷区用賀３－13－７　ゼネラルアコードB1

TEL/FAX：０３－６８０５－６１６５（FAX同じ）

Ｅ-ma i l：info@ll-music.com

ホームページ：http://ll-music.com

　用賀駅徒歩２分！「しづにゃん」プロデュースの新感覚スタジオ！

ダ ン ス　レッスンは豪華な講師で充実！ダンス界で活躍中の講師が

　　　　　親切・丁寧に指導します。

レンタル　完全防音スタジオのレンタルも可能！マイクやＤＪ機材、

　　　　　高級ピアノもあるので、ダンスだけでなくライブ練習・

　　　　　合唱やクラシック多種多様に利用できます。

イベント　ミラーボールもあり、クラブのようにも利用出来ます。

スペース　ミニ発表会やイベントも利用可能！！

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
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会員の皆さまへ
変更がございましたらお知らせください。

下記項目にご記入の上、FAXにて玉川法人会事務局まで送信してください。

●よき経営者をめざすものの団体それが法人会です。

正しい税知識を身につけたい。もっと積極的な経営
をめざしたい。社会のお役に立ちたい。
そんな経営者の皆さんを支援する組織、 
それが法人会です。 
法人会は現在、全国に105万社、東京都内に49の単
位会、19万社の会員企業を擁する団体として大きく
発展しています。
税のオピニオンリーダーとしての貢献はもとより、
会員の研さんを支援する各種の研修会、また地域振
興やボランティアなど地域に密着した活動を積極的
に行っています。

●法人会は企業の間から自主的に誕生した団体です。

1947年（昭和22年）4月、わが国の税制はそれまで
の賦課課税制度から申告納税制度へと移行し、法人
税も新しい制度へ生まれ変わりました。
しかし当時の社会経済状況は極めて悪く、経営者が
難解な税法を理解して自主的に税金を申告できるか
どうか、危ぶまれていました。
このため、納税者が自ら申告納税するには、納税者
自身が団体を結成し、その活動を通じて帳簿の整備、
税知識の普及などを図る必要性が生じてきました。
法人会は、このようにして企業の間から自発的に生
まれてきた団体です。

法人会とは…

Vol.180　通巻280号
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