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５月の行事予定 ６月の行事予定
６㈬　第8回通常総会（定時社員総会） 17:30　駒澤大学深沢ｷｬﾝﾊﾟｽ
 　　　  120周年ｱｶﾃﾞﾐｰﾎｰﾙ

　　　会員懇談会 19:00　駒澤大学深沢ｷｬﾝﾊﾟｽ迎賓館

13㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　女性部会ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ 13:30　玉川町会会館

14㈭　★税制研究会 18:30　玉川町会会館

15㈮　〔tamagawa公論51号　原稿〆切〕

18㈪　青年部会全体会議 19:00　玉川町会会館

20㈬　広報委員会 18:00　法人会事務局

21㈭　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　★第6･8支部合同研修会 18:00　丸三証券ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

22㈮　★第1支部奥沢地区の歴史を学ぶ勉強会 18:30　奥沢区民ｾﾝﾀｰ

28㈭　和太鼓実行委員会 18:30　玉川ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾋﾞｭｰﾛｰ

７月の行事予定
４㈬　ｺﾞﾙﾌ同好会ｺﾝﾍﾟ 8:00　ﾚｲｸｳｯﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

６㈮　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

11㈪　★第6支部観劇会 未定 　未定

12㈭　和太鼓実行委員会 18:30　玉川ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾋﾞｭｰﾛｰ

15㈰　〔たまでんBOARD9月号（前半）原稿〆切〕

18㈬～19㈭　★第9･10支部用賀ｻﾏｰｽﾃｰｼﾞ30 17:00　用賀けやき広場

20㈮　正副会長会議 13:00　
玉川区民会館

　　　常任理事会 14:00　
二子玉川庁舎A室

　　　理事会 15:00

25㈬　玉川税務署新任幹部との名刺交換会 18:00　玉川区民会館二子玉川庁舎B室

27㈮～28㈯　★第6支部二子玉川盆踊り大会 17:00　246号高架下ふれあい広場

30㈪　女性部会 幹事会 13:30　玉川区民会館二子玉川庁舎

5月･6月･7月の行事予定は４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

９㈬　女性部会班長会 13:30　法人会事務局

10㈭　第9･10支部合同役員会 18:00　森建設

15㈫　第6支部役員会 18:00　ﾗｲﾝﾜｲﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

　　　〔tamagawa公論51号（前半）原稿〆切〕

16㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　絵はがきWG 13:30　法人会事務局

　　　税制委員会 18:30　法人会事務局

　　　第12支部役員会 18:30　つがる会議室

18㈮　広報委員会 18:00　法人会事務局

19㈯　★第7支部苔玉教室（雨天順延） 未定 　瀬田ﾌﾗﾜｰﾗﾝﾄﾞ

20㈰　★奥沢音楽祭 11:00　奥沢駅前

21㈪　青年部会役員会 19:30　玉川ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾋﾞｭｰﾛｰ

22㈫　ワイン研究同好会 18:30　青柚子

23㈬　絆Ｐ功労者慰労会 18:00　ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急二子玉川

24㈭　和太鼓実行委員会 18:30　玉川ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾋﾞｭｰﾛｰ

26㈯～27㈰　★第10支部せたがやｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞﾌｪｱ 未定 　馬事公苑前

31㈭　研修委員会 18:00　法人会事務局

　　　青年部会ビジネス研修会 19:00　用賀商店街事務所

納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

30年５月分の源泉所得税の納付期限

30年３月決算法人の確定申告期限・納付期限

30年９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

30年６月決算法人の第3四半期分、30年９月決算法人の半期分・第2四半期分、30年12月決算法人の第1四半期分

30年７月決算法人の第3四半期分、30年10月決算法人の半期分・第2四半期分、31年１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。

30年 ６月 11日（月）

30年 ５月 31日（木）

30年 ５月 31日（木）

30年 ５月 31日（木）

30年 ７月 10日（火）

30年 ７月 ２日（月）

30年 ７月 ２日（月）

30年 ７月 ２日（月）

30年６月分の源泉所得税の納付期限

30年４月決算法人の確定申告期限・納付期限

30年10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



玉川法人会・玉川間税会共催
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日　時　４月18日㈬　15:00～17:00

場　所　玉川区民センター

　　　　二子玉川仮設庁舎　集会室

参加者　42名

次　第

１．会長より業務遂行状況の報告

２．玉川税務署　木村副署長挨拶

３．審議事項

　（１）第8回通常総会（定時社員総会）議案承

認の件について

　　　①第１号議案　平成29年度事業報告承認の

件について

　　　②第２号議案　平成29年度収支決算承認の

件について

　（２）事業変更届について

　（３）規定改定について

４．報告事項

　（１）簡易決算について

　（２）法人会事業報告

　（３）業務執行理事から業務遂行状況の報告

　（４）その他

平成30年度  第1回 理事会

理事会･委員会･支部･同好会 活動報告

平成29年度「消費税セミナー」

日　時　３月28日㈬　13:30～

場　所　玉川町会会館

参加者　88名

　平成29年度最後の玉川法人会大型公益事業

「消費税セミナー」は、満開の桜が見頃の二子玉

川で玉川間税会との共催で３月28日（水）実施さ

れました。　

　玉川法人会阿部友太郎会長と玉川税務署長小

原清志様の「消費税は国税の基幹となってきて

おり、正しく理解し納税することが国の発展に

つながります。」という挨拶でスタート。参加者

も88名と盛況となり、間近に控えた消費税軽減

税率実施に向けて、参会の方々は皆熱心に受講

されていました。

　第１部「インボイスをめぐるよもやま話」～外

国での事例も含めて～では財務省主税局税制第

二課　課長補佐　加藤博之様よりアジアや欧州

などでの税制について、体験に基づいた大変興

味深いお話しがあり、皆さま釘付けでした。

　第２部「消費税の軽減税率制度の実施と国税

庁の対応について」は国税庁課税部消費税軽減

税率対応室　室長　渡邊秀雄様より、特に中小

事業者を対象とした税額計算の特例や適格請求

書等保存方式（インボイス方式）についての丁

寧な説明がありました。消費税軽減税率につい

ての様々な疑問については国税庁ホームページ

の特設サイトhttps://www.nta.go.jp/zeimokub 

etsu/shohi/keigenzeiritsu/を参考にしてくださ

いとのことです。より詳しい説明や疑問は税務

理事会の様子

署でも対応してくださいます。

　渡邊様からは税務調査や税務行政の将来像の

お話しもあり、玉川法人会が積極的に取り組ん

でいるe-Tax推進の重要性を再認識しました。質

疑応答で加藤様の以下まとめは目からウロコで

した。「軽減税率について、消費税率は覚える

ものではなく考えるもの、売り手が決めるのが

基本の考え方です。」「インボイスは、売り手が

買い手に対して正確に税額を伝えるツールです。」

　最後は、玉川間税会会長の大塚繁夫様より

「消費税について、多様な理解を深めることが

できました。」と感謝の言葉が述べられて無事盛

会にて終了となりました。

（研修委員会　委員長　江口 響子）

左側上から阿部会長、大塚間税会長、
右側上から財務省加藤氏、国税庁渡邊氏、小原税務署長
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平成29年度「消費税セミナー」

日　時　３月28日㈬　13:30～

場　所　玉川町会会館

参加者　88名

　平成29年度最後の玉川法人会大型公益事業

「消費税セミナー」は、満開の桜が見頃の二子玉

川で玉川間税会との共催で３月28日（水）実施さ

れました。　

　玉川法人会阿部友太郎会長と玉川税務署長小

原清志様の「消費税は国税の基幹となってきて

おり、正しく理解し納税することが国の発展に

つながります。」という挨拶でスタート。参加者

も88名と盛況となり、間近に控えた消費税軽減

税率実施に向けて、参会の方々は皆熱心に受講

されていました。

　第１部「インボイスをめぐるよもやま話」～外

国での事例も含めて～では財務省主税局税制第

二課　課長補佐　加藤博之様よりアジアや欧州

などでの税制について、体験に基づいた大変興

味深いお話しがあり、皆さま釘付けでした。

　第２部「消費税の軽減税率制度の実施と国税

庁の対応について」は国税庁課税部消費税軽減

税率対応室　室長　渡邊秀雄様より、特に中小

事業者を対象とした税額計算の特例や適格請求

書等保存方式（インボイス方式）についての丁

寧な説明がありました。消費税軽減税率につい

ての様々な疑問については国税庁ホームページ

の特設サイトhttps://www.nta.go.jp/zeimokub 

etsu/shohi/keigenzeiritsu/を参考にしてくださ

いとのことです。より詳しい説明や疑問は税務

署でも対応してくださいます。

　渡邊様からは税務調査や税務行政の将来像の

お話しもあり、玉川法人会が積極的に取り組ん

でいるe-Tax推進の重要性を再認識しました。質

疑応答で加藤様の以下まとめは目からウロコで

した。「軽減税率について、消費税率は覚える

ものではなく考えるもの、売り手が決めるのが

基本の考え方です。」「インボイスは、売り手が

買い手に対して正確に税額を伝えるツールです。」

　最後は、玉川間税会会長の大塚繁夫様より

「消費税について、多様な理解を深めることが

できました。」と感謝の言葉が述べられて無事盛

会にて終了となりました。

（研修委員会　委員長　江口 響子）

「おもてなし英会話教室」（第５回･６回）

日　時　第５回　２月21日㈬　18:30～20:30

　　　　第６回　２月28日㈬　18:30～20:30

場　所　丸三証券　二子玉川ライズ･オフィス12階

参加者　第５回　10名、第６回　14名

 第２支部主催事業としては平成29年度最後とな

る、「おもてなし英会話教室」を２月21日・28日

に開催いたしました。

　「おもてなし英会話教室」は、「英語は度胸」

をモットーに、学ぶよりも慣れることを目的と

した教室で、毎回、参加者同士ペアを組んでの

実践練習をメインに据えたカリキュラムを提供

しています。

　第１・２回は、自己紹介から次の会話につな

げるためのテクニックを学び、第３・４回では、

電車の切符の買い方の案内、電車の路線案内と

道案内の会話を学びました。

　そして今回は、外国人旅行者に対して、四季

を通じて日本の代表的な訪問場所の説明、そこ

での食事や過ごし方、日本の伝統的な行事であ

る、お正月・節分・ひな祭り・こどもの日・七

夕についての説明方法を学びました。

　本来、これらの日本の伝統的な行事を英語で

説明するのは、とても難しい事だと認識してい

たのですが、簡潔なフレーズで会話するテク

ニックは新鮮で、有意義な時間となりました。

　お馴染みの実践練習では、テキストのVocabu 

laryとVocabulary phrasesを駆使して、習いた

てのフレーズを、時折真剣になりながらも楽し

そうに話されている参加者の皆様を拝見するこ

とができました。

　今年度より、“会員のための共益事業”とし、

第２支部会員以外のすべての支部会員へも開放

することを支部長からお知らせしています。

　お声がけや参加にご協力いただきました、支

部長の皆様、ありがとうございました。

　レッスンは、毎回、１回完結型の実践的な内

容でカリキュラムを構成しています。オリン

ピックまでに皆様に少しでも英会話に慣れてい

ただきたいと思い、平成30年度は７月に２回の

教室を予定しております。

　英語は、場数です。ぜひご参加ください。

　最後に会議室を快く提供してくださいました、

丸三証券㈱二子玉川支店の平井支店長様と神田

様に心から御礼申し上げます。

（第２支部 支部長　出澤 素賀子）

第２支部

ホワイトボードを使って多くを学びました 熱心にメモを取る参加者の皆さん
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平成29年度「消費税セミナー」

日　時　３月28日㈬　13:30～

場　所　玉川町会会館

参加者　88名

　平成29年度最後の玉川法人会大型公益事業

「消費税セミナー」は、満開の桜が見頃の二子玉

川で玉川間税会との共催で３月28日（水）実施さ

れました。　

　玉川法人会阿部友太郎会長と玉川税務署長小

原清志様の「消費税は国税の基幹となってきて

おり、正しく理解し納税することが国の発展に

つながります。」という挨拶でスタート。参加者

も88名と盛況となり、間近に控えた消費税軽減

税率実施に向けて、参会の方々は皆熱心に受講

されていました。

　第１部「インボイスをめぐるよもやま話」～外

国での事例も含めて～では財務省主税局税制第

二課　課長補佐　加藤博之様よりアジアや欧州

などでの税制について、体験に基づいた大変興

味深いお話しがあり、皆さま釘付けでした。

　第２部「消費税の軽減税率制度の実施と国税

庁の対応について」は国税庁課税部消費税軽減

税率対応室　室長　渡邊秀雄様より、特に中小

事業者を対象とした税額計算の特例や適格請求

書等保存方式（インボイス方式）についての丁

寧な説明がありました。消費税軽減税率につい

ての様々な疑問については国税庁ホームページ

の特設サイトhttps://www.nta.go.jp/zeimokub 

etsu/shohi/keigenzeiritsu/を参考にしてくださ

いとのことです。より詳しい説明や疑問は税務

異業種交流会

日　時　３月９日㈮　19:00～

場　所　上野毛「居酒屋　稲田」

参加者　19名

　第５支部では、会員の親睦と入会勧奨を目的

として異業種交流会を開催しました。19名の皆

さんに参加していただいた今回は、「焼酎呑み

くらべ会」と銘打ち、20種類以上の焼酎を手酌

で呑みくらべ、ワイワイガヤガヤと楽しいひと

時を過ごすことができました。

　「皆さ～ん、お見積りは無料です～！」と会

社のＰＲを冗談交じりで紹介をしたり、飲み比

べに舌鼓を打ったり、ほろ酔い気分で饒舌に

なったりと、一段と和やかな雰囲気に！！

　新会員、未加入会員の方たちもお酒の力（？）

をかりて、仲良しになることができました。

　こうした異業種交流は個々にとりましては勿

論、法人会にとりましても大変意義深いことと

思いますので、今後もどんどん企画していきた

いと思っています。

　次回はもっと沢山の会員の方たちにご参加い

ただき、第５支部を盛り上げたいと思います！

（第５支部　広報委員　秋田 満里）

第５支部署でも対応してくださいます。

　渡邊様からは税務調査や税務行政の将来像の

お話しもあり、玉川法人会が積極的に取り組ん

でいるe-Tax推進の重要性を再認識しました。質

疑応答で加藤様の以下まとめは目からウロコで

した。「軽減税率について、消費税率は覚える

ものではなく考えるもの、売り手が決めるのが

基本の考え方です。」「インボイスは、売り手が

買い手に対して正確に税額を伝えるツールです。」

　最後は、玉川間税会会長の大塚繁夫様より

「消費税について、多様な理解を深めることが

できました。」と感謝の言葉が述べられて無事盛

会にて終了となりました。

（研修委員会　委員長　江口 響子）

活動報告会

日　時　４月13日㈮　18:30～20:30

場　所　鮎心茶屋「維新號」

　　　　（玉川髙島屋ＳＣ南館６階）

参加者　19名

　４月13日、多摩川の四季折々の田園を窓越し

に眺めながらお食事を楽しめる、鮎心茶屋「維

新號」にて第６支部の活動報告会を開催いたし

ました。

　第１部は、平成29年度事業報告承認の件、平

成29年度収支決算報告書及び会計監査報告承認

の件、平成30年度事業計画（案）承認の件、平成

30年度収支予算（案）承認の件、役員継続の件に

ついて報告されました。

　第２部は、第６支部の更なる増強を誓う乾杯

の音頭でスタート。ご出席頂きました世田谷区

議会の湯佐吉宏議員と福田たえみ議員にも世田

谷区や玉川地区の改善されたところ、今後のこ

となどをお話しいただきました。

　また、６月21日に開催予定の第６、８支部合

同研修会「そうだったのか！腰痛のメカニズムと

最新治療前線」“神の手”を持つ整形外科医「出

沢　明先生」の講演会の説明の後、皆さまお一

人ずつの自己紹介や近況報告、名刺交換やご歓

談など、新しい会員の方々を迎え大いに盛り上

がりました。（第６支部　広報委員　守永 文子）

第６支部

なごやかな雰囲気の中で……

会員増強を頑張るぞ！！
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平成29年度「消費税セミナー」

日　時　３月28日㈬　13:30～

場　所　玉川町会会館

参加者　88名

　平成29年度最後の玉川法人会大型公益事業

「消費税セミナー」は、満開の桜が見頃の二子玉

川で玉川間税会との共催で３月28日（水）実施さ

れました。　

　玉川法人会阿部友太郎会長と玉川税務署長小

原清志様の「消費税は国税の基幹となってきて

おり、正しく理解し納税することが国の発展に

つながります。」という挨拶でスタート。参加者

も88名と盛況となり、間近に控えた消費税軽減

税率実施に向けて、参会の方々は皆熱心に受講

されていました。

　第１部「インボイスをめぐるよもやま話」～外

国での事例も含めて～では財務省主税局税制第

二課　課長補佐　加藤博之様よりアジアや欧州

などでの税制について、体験に基づいた大変興

味深いお話しがあり、皆さま釘付けでした。

　第２部「消費税の軽減税率制度の実施と国税

庁の対応について」は国税庁課税部消費税軽減

税率対応室　室長　渡邊秀雄様より、特に中小

事業者を対象とした税額計算の特例や適格請求

書等保存方式（インボイス方式）についての丁

寧な説明がありました。消費税軽減税率につい

ての様々な疑問については国税庁ホームページ

の特設サイトhttps://www.nta.go.jp/zeimokub 

etsu/shohi/keigenzeiritsu/を参考にしてくださ

いとのことです。より詳しい説明や疑問は税務

署でも対応してくださいます。

　渡邊様からは税務調査や税務行政の将来像の

お話しもあり、玉川法人会が積極的に取り組ん

でいるe-Tax推進の重要性を再認識しました。質

疑応答で加藤様の以下まとめは目からウロコで

した。「軽減税率について、消費税率は覚える

ものではなく考えるもの、売り手が決めるのが

基本の考え方です。」「インボイスは、売り手が

買い手に対して正確に税額を伝えるツールです。」

　最後は、玉川間税会会長の大塚繁夫様より

「消費税について、多様な理解を深めることが

できました。」と感謝の言葉が述べられて無事盛

会にて終了となりました。

（研修委員会　委員長　江口 響子）

全体会議

日　時　４月５日㈭　18:00～20:00

場　所　フィールドエコ

参加者　24名

　第９支部では今年度初めての全体会議に村田

副会長をお迎えして行いました。また新たに仲

間となった新入会員３名も参加しました。今年

度事業の柱となる２本の公益事業である①用賀

サマーステージ30への参加と②秋のコンサート

を中心に様々な意見交換が活発に行われました。

村田副会長からは支部会に参加された感想とご

意見をいただき、ありがとうございました。特

に法人会活動とは何か、という原点に戻ったお

話は新入会員の皆さんにもとても参考になった

と思います。

（広報委員会　副委員長　第９支部　松山 仁）

-------------------------------------------------------------------
　

　大嶽支部長からのお声がかりで、活発に活動

されているとお聞きして、どの様に運営されて

いるのかを興味を持ち、第９支部全体会議に参

加させていただきました。

　定刻になり20名強の参加。新入会員の方も緊

張され参加されていました。新年度に向けての

昨年度の反省点を基に、意見交換が自由闊達に

行われ、新入会員の紹介並びに一言ご挨拶をい

ただき閉会となりました。それぞれの役割をお

持ちになって参加され、法人会を盛り立て新し

い仲間を増やそうとする気運が感じられました。

今後の支部運営の参考になると見受けられる事

も多々あるように思えました。年度支部スロー

ガンは、「目指せ交流、地域の輪」と決まり、

それに基づく行動計画が実行されていくのだろ

うと思いました。ここ用賀の第9支部に多くの会

員が行事に参加され、かつ地域の新しい会員が

増えていくことを祈りながら全体会議をあとに

しました。　　　　　　　 （副会長　村田 宣政）

第９支部

桜祭りを開催

日　時　４月15日㈰　10:30～

場　所　桜新町駅前

参加者　約20,000名（第11支部８名）

　朝の嵐の強い風もおさまり、桜祭りは無事開

催されました。第11支部はポップコーンの販売

担当です。お手伝いの小、中学生にも参加して

いただき、にぎやかに開催されました。ところ

が間の悪いことに、用意していたポップコーン

の機械の調子が悪く、急遽ラクトン化学工業㈱

様の配慮で新たなポップコーンの製造機械をお

借りすることができ、何とか間に合わせ量産体

制になりました。キッズたちが「ポップコーン

いりませんか？」の掛け声で売り上げは倍増し、

最高の売り上げとなりました。とってもいそが

しい１日でしたが法人会の広報活動ができたの

ではと思っています。明年も桜新町の桜祭りを

応援し、玉川法人会のPRに努めていきたいと思

いますのでご協力の程よろしくお願いいたしま

す。　　　　（第11支部　支部長　丸山  正高）

第11支部

親子で応援いただきました 役員の皆様　お疲れ様でした
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2018年度の決意を熱く発表した兼益部会長阿部会長にもご挨拶いただきました

第８回　青年部会　活動報告・意見交換会

日　時　４月12日㈭　19:00～21:00

場　所　玉川町会会館

参加者　48名

　玉川税務署の皆様、本部の役員、友誼団体の

皆様をお招きし、平成29年度の実施事業報告や

収支報告、また平成30年度の事業計画と予算案

について発表をいたしました。 

　平成29年度につきましては、皆様のご理解と

ご協力により、無事に全ての事業を実施するこ

とができましたこと、心より感謝を申し上げま

す。本当にありがとうございました。

（青年部会長　兼益 宏行）

第４回（最終）青年部会　全体会議

日　時　３月20日㈫　19:00～20:00

場　所　玉川総合支所　仮設庁舎

参加者　30名

　日頃は支部や委員会の活動に参加する青年部

会員が集う“全体会議”を、平成29年度は３ヶ

月に一度のペースで開催し、情報交換や交流を

深めてまいりました。

　そして先日、年度最後の全体会議が開催され、

青年部会各室ごとに、一年を通じた活動報告と

新年度への抱負を発表しました。

　久しぶりに参加された部会員やはじめて参加

された部会員も、あっという間にみんなと馴染

んで交流ができました。

（青年部会　総務広報室 幹事　永田 登一）

青年部会

玉川の「Ｔ」ポーズで記念撮影各室の幹事から報告がありました
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全国女性フォーラム山梨大会

日　時　４月12日㈭　14:00～18:30

場　所　アイメッセ山梨（山梨県立産業展示交流館）

参加者　玉川法人会７名　(全国より1611名）

　第13回全国法人会総連合「全国女性フォーラム

山梨大会」が霊峰富士山の麓、山梨県のアイメッ

セ山梨（山梨県立産業展示交流館）において開

催されました。大会には全国各地の法人会から

1611名の女性部会員（当会からは７名が参加）

が集い、大会キャッチフレーズ「輝こう！名峰

富士のもと～今を創る女性の力～」を掲げ、女

性パワーみなぎるフォーラムが盛大に行われま

した。会は、第１部記念講演会、第２部式典、

第３部懇親会の三部形式で行われ、第１部の講

演会ではフリーアナウンサー　国井　雅比古氏

（元ＮＨＫのアナウンサー）を迎えて、「小さな

旅と私～人との出会いと発見～」と題して講演

女性部会

を行っていただきま

した。

　第２部の式典では

国歌斉唱やスローガ

ンの唱和を行った後

「輝こう！名峰富士

のもと～今を創る女

性の力～」の大会宣

言を行い、第３部の

懇親会へと移りまし

た。

　この４月12日は奇

しくも「武田信玄」

の命日で信玄公の遺徳を偲ぶ武田24将の騎馬行

列が行われた日でした。時間がなく見られなかっ

たのは残念ですが、まさに「人は石垣人は城」の

名将武田信玄の代名詞といわれた言葉の通り、大

切な人づくりの要になるのが女性なのではないか

と実感いたしました。

　山梨県は東京に隣接していますが、世界文化遺

産の富士山をはじめ南アルプス、八ヶ岳など緑豊

かな3つの国立公園や、盆地の気候によって育ま

れる日本一の生産量を誇るブドウや桃などの自然

の恵みが豊かな地域です。また、2019年に中部

横断自動車道、2027年にはリニア中央新幹線開

業が予定され、ますます東京から近くなり、今後

首都圏の生活ゾーンに入る勢いが感じられるとて

も良いところだと思います。　

　私ども玉川法人会女性部会も、今回の全国女性

フォーラムに参加して、他県女性部会活動に刺激

をうけ、活動の意向を参考に今後の在り方を検討

する必要があるように感じました。これからも女

性部会員一同初心に返り法人会活動に頑張ってま

いりますのでお力添えを賜りますよう宜しくお願

い申し上げます。　  （女性部会長　松野 京子）

第42回　わんぱく相撲　世田谷区大会

日　時　４月22日㈰　10:00～15:00

場　所　世田谷区総合運動場体育館及びその周辺

参加者　11名

　今年も、晴れ渡る空の下、大蔵総合運動場体

育館にて「わんぱく相撲 世田谷区大会」が開催

されました。玉川法人会青年部会としては、昨

年と同じく“ダンボールオーナメント”づくり

を実施。ダンボールアーティストでもある講師

の第５支部の山田素子さんと一緒に、子どもた

ちが夢中につくっていたのが印象的で、予定数

が早々に終了してしまうほど大好評でした。

　歴史あるわんぱく相撲や地域に根付いた活動

に参加するなど、これからもイベント協力など

で、地域を盛り上げていきます。

　当日、参加された部会員のみなさま、本当に

お疲れ様でした。

（青年部会　総務広報室　幹事　永田 登一）

とっても上手にできました！ 仕上がったらみんな笑顔に

勝っても負けてもいい思い出に 子どもたちとふれあえた１日でした



元気ハツラツの女性部会全国大会

Vol.189　通巻289号（9）平成30年５月１日 たまでんBOARD

全国女性フォーラム山梨大会

日　時　４月12日㈭　14:00～18:30

場　所　アイメッセ山梨（山梨県立産業展示交流館）

参加者　玉川法人会７名　(全国より1611名）

　第13回全国法人会総連合「全国女性フォーラム

山梨大会」が霊峰富士山の麓、山梨県のアイメッ

セ山梨（山梨県立産業展示交流館）において開

催されました。大会には全国各地の法人会から

1611名の女性部会員（当会からは７名が参加）

が集い、大会キャッチフレーズ「輝こう！名峰

富士のもと～今を創る女性の力～」を掲げ、女

性パワーみなぎるフォーラムが盛大に行われま

した。会は、第１部記念講演会、第２部式典、

第３部懇親会の三部形式で行われ、第１部の講

演会ではフリーアナウンサー　国井　雅比古氏

（元ＮＨＫのアナウンサー）を迎えて、「小さな

旅と私～人との出会いと発見～」と題して講演 大漁の喜び　笑顔で記念撮影

釣り同好会鯵釣り

日　時　３月25日㈰　6:30～　

場　所　横須賀市「走水漁港」

参加者　６名

　会員の皆様、2018年初めての釣行は、同好会

のメンバーにはおなじみの、「金鯵といえば、

走水」で楽しい釣りを実施しました。

　今回は、常連の釣り師揃いで、楽しく釣りが

できました。

　釣りを始めたいと思っておられる方が、い

らっしゃらないので、少し残念でした。

　釣果は、大型の鯵（25㎝から40㎝）のものが、

ぼちぼちと釣れましたので、皆さん、満足され

たと思います。トップは38尾釣れました。

　つり同好会は年６回実施しています。

　今回のように、ベテランの皆さん以外に、初

心者でちょっと釣りをしたい方も参加をお待ち

しています。ベテランが親切丁寧にお教えいた

しますので、誘い合わせて参加ください、お待

ち申し上げています。

　道具等も借りられますので、簡単な保冷バッ

クを持って参加ください。

　海釣りは、波や潮風に曝されますので、初め

て参加される場合には、相談ください。

　次回は５月13日を予定しています。

（つり同好会　幹事　中山 豪夫）

釣り同好会

を行っていただきま

した。

　第２部の式典では

国歌斉唱やスローガ

ンの唱和を行った後

「輝こう！名峰富士

のもと～今を創る女

性の力～」の大会宣

言を行い、第３部の

懇親会へと移りまし

た。

　この４月12日は奇

しくも「武田信玄」

の命日で信玄公の遺徳を偲ぶ武田24将の騎馬行

列が行われた日でした。時間がなく見られなかっ

たのは残念ですが、まさに「人は石垣人は城」の

名将武田信玄の代名詞といわれた言葉の通り、大

切な人づくりの要になるのが女性なのではないか

と実感いたしました。

　山梨県は東京に隣接していますが、世界文化遺

産の富士山をはじめ南アルプス、八ヶ岳など緑豊

かな3つの国立公園や、盆地の気候によって育ま

れる日本一の生産量を誇るブドウや桃などの自然

の恵みが豊かな地域です。また、2019年に中部

横断自動車道、2027年にはリニア中央新幹線開

業が予定され、ますます東京から近くなり、今後

首都圏の生活ゾーンに入る勢いが感じられるとて

も良いところだと思います。　

　私ども玉川法人会女性部会も、今回の全国女性

フォーラムに参加して、他県女性部会活動に刺激

をうけ、活動の意向を参考に今後の在り方を検討

する必要があるように感じました。これからも女

性部会員一同初心に返り法人会活動に頑張ってま

いりますのでお力添えを賜りますよう宜しくお願

い申し上げます。　  （女性部会長　松野 京子）
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第６支部

会 社 名：整体院くう

代 表 者：安東 信子（あんどう のぶこ）

会社所在地：世田谷区用賀2-36-17　林ビル301

電話/FAX：03-3700-0012／03-6431-0220

Ｅメール：sora@kuu.tokyo

ホームページ：http://www.kuu.tokyo

業　　種：整体

　癒しではなく、健康を取り戻すお手伝いをしま

す。「TPM検査テクニック」で的確に痛みの原因

を特定し施術を行うことで、骨格・筋肉を本来ある

べき姿に整え、患者さん自身の自然治癒力を100％

引き出し、どなたでも快方に向かう事が出来ます。

　ポキポキする痛みのある施術ではありませんの

で、初めての方も安心して受けて下さい。

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。

玉川法人会　　あなたのそばの絆を増やそう

【委員会】
総務委員会　　仲間を誘い法人会活動に参加しよう！
組織委員会　　仲間を増やそう　目指せ純増！
税制委員会　　公平・公正な税制を目指す
広報委員会　　広報が作る広げる共に知る
研修委員会　　経営と税に関するより良い知識の普及と深化をサポートします
厚生委員会　　自社と法人会を守る　大型保障制度
社会貢献委員会　　地域の命を守る事業

【支　部】
第 １ 支 部　　退会防止に役立つ新たな事業と声がけ
第 ２ 支 部　　地域と経営の未来を創る第２支部
第 ３ 支 部　　支部内地域会員の活性化と新規会員加入増強
第 ４ 支 部　　会員にとって役立つ支部とは
第 ５ 支 部　　健全に活動しよう、第５支部！
第 ６ 支 部　　異業種交流の場を作ろう！
第 ７ 支 部　　「地域との調和」～ともに学び、ともに汗かく～
第 ８ 支 部　　明るく、楽しく、にこやかに
第 ９ 支 部　　目指せ交流　地域の輪
第1 0支部　　楽しくやろうよ法人会
第1 1支部　　魅力ある法人会づくり
第1 2支部　　新旧会員さんへの呼びかけと、他支部との活発な交流を！

【部　会】
青 年 部 会　　法人会に参加して、ビジネスの発展を目指そう！
女 性 部 会　　子どもたちに税への理解と関心を
源 泉 部 会　　税知識の研鑽、正しい納税

平成30年度　スローガン
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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。

　　年 　　　月　　 　日

〒

ビル又はマンション名

生年月日

フリガナ

携帯電話 生年月日

公益社団法人玉川法人会 
〒158-0094　世田谷区玉川 2-1-15   電話 　  03-3707-8668

（公社）玉川法人会宛

【変　更　届】

所 在 地

フリガナ

法 人 名

フリガナ

代表者名 役　職

携帯電話 西暦　　　　　　　年　　　月　　　日

Ｅ－ｍａｉｌ

青年部会
（50歳まで）

入部会
希　望

代表者の青年部会希望 （社員様の青年部会希望は下記へ）

氏名 役　職

西暦　　　　　　　年　　　月　　　日

Ｅ－ｍａｉｌ

FAX   03-3707-4992

T　E　L F  A  X

業     種

資 本 金 決 算 期

そ の 他
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税務職員を装った不審な 

電話にご注意ください！      

マイナンバー制度アンケート・年金受給調査と称する不審な電話が増えています！  

１ 

２ 

３ 

４ 

国税局や税務職員を名乗る者から電話があり、マイナンバー制度アンケートや年金

受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、預金残高や口座情報などに

ついて聞き出そうとする事例が発生しています。 

このような電話は、詐欺事件につながる可能性がありますので、ご注意ください。 
※ 税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容

をご本人に確認することを原則としております。 

ご不審な点があるときは、即答を避け、最寄りの税務署または警

察署にお問い合わせください。 

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。 

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp              国税庁・国税局・税務署 

はい 

もしもし 

税税務務署署でですす。。  

高高齢齢者者へへのの  

アアンンケケーートト  

をを行行っってていいまますす。。  

年金の 

受給額は… 

家族構成は… 

住まいは… 

今の電話 

なんだった 

のかしら… 

税務署が 

電話で、 

アンケート 

を行うことはありま 

せん。 
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	たまでんBOARD189号01-02,13-14カラー
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