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< お問い合わせ＞

18:00 ～ 20:00
二子玉川ライズ iTSCOM STUDIO & HALL

税を考える週間講演会

税制研究会「相続・事業承継セミナー」税制委員会主催



11月の行事予定

（2）令和元年９月１日 たまでんBOARD

9月の行事予定 10月の行事予定
３㈭　法人会全国大会 14:00　三重県津市産業･ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ
４㈮　女性部会ﾊﾞｽ日帰り研修会 08:00　秩父方面
８㈫　★第7支部　おもしろｾﾐﾅｰ 17:30　未定
９㈬　ﾎｰﾑﾍﾟー ｼ ﾜ゙ｰｷﾝｸﾞ 10:00　法人会事務局
　　　絵はがきｺﾝｸｰﾙ選考会 13:00　玉川税務署
10㈭　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署
　　　★第6支部　観劇 13:00　帝国劇場
15㈫　【たまでんBOARD11月号原稿締め切り】
16㈬　ID･PW方式無料体験会 10:00　玉川税務署
18㈮　広報委員会 18:00　法人会事務局
19㈯　★第3支部尾山台ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 09:00　尾山台ﾊｯﾋﾟー ﾛｰﾄ゙
20㈰　★第6支部二子玉川祭礼 10:00　二子玉川商店街
21㈪　青年部会役員会 19:00　未定
　　　絵はがきｺﾝｸｰﾙ作業 13:30　法人会事務局
24㈭　第1･2支部バス探訪ツアー 07:00　ﾊｰﾄﾗﾝﾄ゙ 前
25㈮　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署
　　　公益事業推進委員会 15:00　法人会事務局
26㈯　★せたがや産業ﾌｪｽﾀ 10:00　世田谷区役所中庭＆その周辺
30㈬　★第1･2･3･4･9･12支部合同異業種交流会 18:30　未定
31㈭　源泉部会役員会 11:30　年末調整説明会
　　　年末調整等説明会 13:00　二子玉川総合支所内玉川区民会館

２㈯　★第7支部ふれあい運動会 09:00　瀬田小学校
５㈫　第2支部役員会 19:00　㈱豊島工務店
６㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署
７㈭　第7支部女性部会研修会 11:00　未定
８㈮　全国青年の集い大分大会 14:00　iichiko総合文化ｾﾝﾀ-
　　　★第1･2･3支部合同ゴルフ大会 08:00　森永高滝ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
12㈫　納税表彰式 15:30　東郷記念館
14㈭　★税を考える週間講演会 18:00　二子玉川iTSCOM STUDIO & HALL
15㈮　ﾎｰﾑﾍﾟー ｼ ﾜ゙ｰｷﾝｸﾞ 10:00　法人会事務局
　　　【tamagawa公論新年号11月分原稿締め切り】
18㈪　絵はがきｺﾝｸｰﾙ実行委員会 13:30　法人会事務局
19㈫　広報委員会 18:00　法人会事務局
　　　青年部会役員会 19:00　未定
20㈬　正副会長会議 13:30　玉川区民会館二子玉川庁舎
　　　常任理事会 14:00　玉川区民会館二子玉川庁舎
　　　理事会 15:00　玉川区民会館二子玉川庁舎
22㈮　第1･2支部共催もっと知りたい地域の歴史 　　　  奥沢区民ｾﾝﾀｰ
23㈯　第3･4･9･12支部合同ﾊ ｽ゙ﾂｱｰ 08:00　養老渓谷ほか
27㈬　税に関する絵はがきｺﾝｸｰﾙ表彰式 16:00　玉川税務署
28㈭　★ゴルフ同好会コンペ 08:00　読売ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

9月･10月･11月の行事予定は８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

お問い合わせは玉川法人会事務局まで

１㈰　★和太鼓コンサート 16:00　駒澤大学深沢ｷｬﾝﾊ ｽ゚
 　　　  120周年ｱｶﾃ ﾐ゙ｰﾎｰﾙ
５㈭　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署
　　　第1･4･6･7･8支部合同研修会～屋形船濱進～ 18:00　ぷかり桟橋 横浜市
　　　研修委員会 18:00　法人会事務局
６㈮　青年部会 役員会 19:00　玉川ﾎ ﾗ゙ﾝﾃｨｱﾋ ｭ゙ｰﾛｰ
９㈪　女性部会　役員会 13:30　法人会事務局
11㈬　★第6･8支部合同ﾍｱﾄ゙ ﾈｰｼｮﾝ実演と講演 18:00　丸三証券㈱二子玉川支店
　　　第9支部全体会議 18:00　㈱ﾌｨｰﾙﾄﾞｴｺ（ASA用賀）
12㈭　正副会長会議 14:30　法人会事務局
　　　理事会 15:00　玉川税務署
13㈮　★第11支部スマホ研修会 18:00　㈱ﾆｯﾎ ﾝ゚ﾀ ｲ゙ﾅﾐｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ
15㈰　【たまでんBOARD11月号9月分原稿締め切り】
17㈫　青年部会 全体連絡会 19:00　玉川町会会館
18㈬　★源泉部会　企業訪問見学会 09:00　龍Q館、埼玉県防災学習セｾﾝﾀｰ
　　　絵はがきｺﾝｸｰﾙ実行委員会 13:30　法人会事務局
　　　副会長会議 16:00　法人会事務局
19㈭　★普通救命講習会 09:00　玉川消防署
　　　ﾎｰﾑﾍﾟー ｼ ﾜ゙ｰｷﾝｸﾞ 10:00　法人会事務局
　　　絵はがきﾜｰｷﾝｸﾞ 13:30　法人会事務局
　　　広報委員会 18:00　法人会事務局
20㈮　会員増強ｷｯｸ･ｵﾌ並びに大型保障制度推進会議TAMAGAWA絆PROJECT
 18:00　二子玉川ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急30F
　　　税制委員会 18:30　法人会事務局

納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

令和元年９月分の源泉所得税の納付期限

令和元年７月決算法人の確定申告期限・納付期限

令和２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

令和元年 10月 10日（木）

令和元年 ９月 30日（月）

令和元年 ９月 30日（月）

令和元年 ９月 30日（月）

令和元年10月決算法人の第3四半期分、２年１月決算法人の半期分・第2四半期分、２年４月決算法人の第1四半期分

令和元年10月分の源泉所得税の納付期限

令和元年８月決算法人の確定申告期限・納付期限

令和２年２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

令和元年 11月 11日（月）

令和元年 10月 31日（木）

令和元年 10月 31日（木）

令和元年 10月 31日（木）

令和元年11月決算法人の第3四半期分、２年２月決算法人の半期分・第2四半期分、２年５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。

Vol.197　通巻297号



うに会社の株を与えるかも熟慮すべき重要な課題

となっています。

親族への承継で良くあるのは、相続が「争族」

になるケースです。事例を交え、経営権の確保の

ため後継者に株式を集約するといった対策、その

ための準備について解説していただきました。

また、株式の財産権の面からみると、優良企業

ほど評価額が高くなる反面、未上場企業の株式は

換金性に乏しいため、相続時に発生する納税資金

の確保が必要になります。いかに自社株式評価が

令和元年９月１日 たまでんBOARD

税制研究会「今知らないと損をする

中小企業オーナーのための相続・事業承継対策」

日　時　７月23日㈫　18:30～20:20

場　所　玉川町内会会館

参加者　26名

令和時代に入り最初の税制研究会（通算3回

目）を研修委員会の後援により、東京法人会連合

会と共催で開催しました。

東法連の小野寺英輔事業第二課長、玉川法人会

の大島光隆税制委員長による挨拶の後、講師の税

理士法人チェスターの税理士・1級ファイナン

シャル・プランニング技能士の柿沼慶一氏に、多

くの中小企業にとって喫緊の課題となっている

「相続・事業承継」への対策についてのお話を伺

いました。

近年顕著になっているのは少子高齢化時代の中

で約2割が親族内に適当な後継者がいないという

現実です。一方、後継者がいる場合には、どのよ

Vol.197　通巻297号（3）

この度の人事異動により、関東信越国税局派遣

主任国税庁監察官から転任してまいりました幸で

ございます。前任の高杉と同様、変わらぬご厚誼

のほどよろしくお願いいたします。

阿部会長をはじめ公益社団法人玉川法人会の役

員並びに会員の皆様には、税務行政に対し常日頃

から深いご理解と格別のご支援、ご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。

この機会をお借りいたしまして、簡単な自己紹

介をさせていただきますと、出身は大分県別府市、

現在は東京都台東区に住んでおります。

昭和56年に熊本国税局に採用され、東京国税局

管内の税務署に勤務したのち、平成５年に東京国

税局査察部に異動、主に査察調査及び査察調査事

案に係る審理事務に従事しておりました。昨年、

一昨年は、国税庁監察官として関東信越国税局に

派遣されておりました。福岡県の久留米税務署勤

務以来、５年ぶりの税務の第一線での仕事になり

ますので、玉川法人会の皆様方におかれましては、

ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

さて、玉川法人会は、昭和25年の創立以来の長

きに渡って、正しい税知識の普及と納税意識の高

揚、地域企業の健全な発展に資する事業などを展

開されるとともに、地域社会への貢献活動にも積

極的に取り組んでこられました。このような取組

活動は、我々税務行政の円滑な運営に欠くことの

できない大きな役割を果たすものであり、深く感

謝申し上げますとともに、改めて敬意を表すると

ころでございます。

法人税をはじめ国税の多くは、自らが申告を行

い、税額を確定させ、納付するという申告納税制

度を採用していることから、納税者の皆様が高い

納税意識を持ち、法律に定める納税義務を自発的

かつ適正に履行することが必要です。我々国税当

局は、租税の意義と役割、租税の仕組み等に係る

広報活動、租税教育、法令解釈等の明確化、税務

相談などの様々な取組みを行っておりますが、法

人会の皆様のご協力によって、税に関する情報等

が直接納税者の皆様に伝わることが非常に重要で

あると認識しております。

私どもは、10月からの消費税率の引き上げと、

軽減税率制度の導入に向けて、継続して各種広報

施策を進めているところでございます。これまで

の説明会では、軽減税率制度の概要、請求書や帳

簿に新たに記載すべき事項などの説明を行ってき

ましたが、10月以降玉川税務署で開催する説明会

では、本年10月１日を含む課税期間の申告をされ

る納税者の皆様に向けて、消費税の申告書の作成

（記載）の仕方についての説明も行っていくこと

としております。消費税軽減税率説明会へ多くの

納税者の皆様にご参加いただけるよう、広報周知

にご協力お願い申し上げるとともに、会員の皆様

方も申告に向けて準備を進めていただきますよう、

重ねてお願い申し上げます。

社会・経済情勢が大きく変化する中、玉川法人

会は、公益社団法人として様々な課題に取り組ま

れておられると承知しております。我々職員も、

これまで長年に渡り培ってきた皆様との信頼関係

を大切にし、引き続き緊密な協調関係を築いてま

いりたいと考えておりますのでよろしくお願いい

たします。

結びにあたり、公益社団法人玉川法人会の益々

のご発展と会員の皆様方のご健勝並びに事業のご

繁栄を心から祈念申し上げまして、着任の挨拶と

させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

幸新署長　着任のご挨拶

玉川税務署
署長

幸　安夫

ゆき

低い時に実行するかのポイントについて伝授して

いただきました。

さらに平成30年に改正された事業承継税制につ

いて、そのメリット及び活用上の注意点について

説明をしていただきました。特例承継計画を作成

し、平成35（令和5）年3月31日までに都道府県

に承認されると、10年以内に事業承継する場合に

限って、贈与税・相続税の納税猶予及び免除と

いった優遇措置が特例で受けられるとのことです。

ただし条件等があるので税理士や専門家に相談さ

れたほうが良いでしょう、とのことでした。

説明は平易でわかりやすく、非常に満足できる

内容でした。参加者の一人は「いつも銀行から何

とかした方がいいですよ、と言われていたので今

日はタイムリーでした」と喜んでおられました。

最後に後援の大嶽公彦研修委員長の挨拶で無事

終了となりました。

　　　（広報委員長　松山 仁、

　　　　税制副委員長　田川 幸平の共同執筆）



うに会社の株を与えるかも熟慮すべき重要な課題

となっています。

親族への承継で良くあるのは、相続が「争族」

になるケースです。事例を交え、経営権の確保の

ため後継者に株式を集約するといった対策、その

ための準備について解説していただきました。

また、株式の財産権の面からみると、優良企業

ほど評価額が高くなる反面、未上場企業の株式は

換金性に乏しいため、相続時に発生する納税資金

の確保が必要になります。いかに自社株式評価が

（4）令和元年９月１日 たまでんBOARD

税制研究会「今知らないと損をする

中小企業オーナーのための相続・事業承継対策」

日　時　７月23日㈫　18:30～20:20

場　所　玉川町内会会館

参加者　26名

令和時代に入り最初の税制研究会（通算3回

目）を研修委員会の後援により、東京法人会連合

会と共催で開催しました。

東法連の小野寺英輔事業第二課長、玉川法人会

の大島光隆税制委員長による挨拶の後、講師の税

理士法人チェスターの税理士・1級ファイナン

シャル・プランニング技能士の柿沼慶一氏に、多

くの中小企業にとって喫緊の課題となっている

「相続・事業承継」への対策についてのお話を伺

いました。

近年顕著になっているのは少子高齢化時代の中

で約2割が親族内に適当な後継者がいないという

現実です。一方、後継者がいる場合には、どのよ

Vol.197　通巻297号

令和元年度　玉川税務署主要幹部プロフィール

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

署長
ゆき　　　　　　やす　　　お

幸　　　安　夫
寅
Ａ型
大分県
読書、神社仏閣巡り
日日是好日

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

副署長（総務・個人課税・資産課税担当）
なが　　　お　　　　　　やすし

長　尾　　　欣
酉
Ｏ型
福井県
読書、旅行（ドライブ）
明るく元気に前向きに

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

総務課長　
　つ　　　だ　　じゅん　　こ

津　田　順　子
未
ＡＢ型
山梨県
かき氷の食べ歩き、ヨガ
いてもらいたい人になる（職場でも家庭でも）

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

副署長（管理運営・徴収・法人課税担当）
　の　　　だ　　　しんいちろう

野　田　真一郎
辰
Ｏ型
福岡県
ウォーキング
思いやりの心を持つ

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

法人課税第１部門  統括官
さん　　ぺい　　くに　　　よ

三　平　国　誉
申
Ｏ型
千葉県
サイクリング
何事もチャレンジ

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

法人課税第１部門  上席調査官
やま　　　お　　　し　　　　の

山　尾　志　野
未
Ａ型
鳥取県
音楽鑑賞
気配り、目配り、心配り

(木)

(水)

(木)

(木)

   事前予約不要

   説明会場には駐車
場はございません。
ご来場の際には、公
共交通機関等をご利
用ください。

低い時に実行するかのポイントについて伝授して

いただきました。

さらに平成30年に改正された事業承継税制につ

いて、そのメリット及び活用上の注意点について

説明をしていただきました。特例承継計画を作成

し、平成35（令和5）年3月31日までに都道府県

に承認されると、10年以内に事業承継する場合に

限って、贈与税・相続税の納税猶予及び免除と

いった優遇措置が特例で受けられるとのことです。

ただし条件等があるので税理士や専門家に相談さ

れたほうが良いでしょう、とのことでした。

説明は平易でわかりやすく、非常に満足できる

内容でした。参加者の一人は「いつも銀行から何

とかした方がいいですよ、と言われていたので今

日はタイムリーでした」と喜んでおられました。

最後に後援の大嶽公彦研修委員長の挨拶で無事

終了となりました。

　　　（広報委員長　松山 仁、

　　　　税制副委員長　田川 幸平の共同執筆）



うに会社の株を与えるかも熟慮すべき重要な課題

となっています。

親族への承継で良くあるのは、相続が「争族」

になるケースです。事例を交え、経営権の確保の

ため後継者に株式を集約するといった対策、その

ための準備について解説していただきました。

また、株式の財産権の面からみると、優良企業

ほど評価額が高くなる反面、未上場企業の株式は

換金性に乏しいため、相続時に発生する納税資金

の確保が必要になります。いかに自社株式評価が

理事会の様子

令和元年９月１日 たまでんBOARD

日　時　７月17日㈬　15:00～17:00

場　所　玉川区民会館　二子玉川仮設庁舎集会室

参加者　43名

次　第

１．会長（代表理事）より業務遂行状況の報告

２．税務署長挨拶

３．玉川税務署新任幹部紹介

４．報告事項

⑴　支部・部会の事業計画・予算執行計画進

捗状況

⑵　令和元年度入退会状況

⑶　地球温暖化対策報告書制度ご協力のお願

い

⑷　令和元年度～２年度　顧問・相談役就任

承諾

⑸　会館建設計画の見直し

⑹　記念事業実行委員会設置

⑺　業務執行理事から業務遂行状況の報告

　　（書面による報告）

５．審議事項

　　⑴　理事監事名簿作成見積もり合わせ

⑵　「税を考える週間講演会」について

⑶　事業内容変更届及び提案（資料添付のあ

る報告）

令和元年度  第2回 理事会

理事会・委員会・支部 活動報告

税制研究会「今知らないと損をする

中小企業オーナーのための相続・事業承継対策」

日　時　７月23日㈫　18:30～20:20

場　所　玉川町内会会館

参加者　26名

令和時代に入り最初の税制研究会（通算3回

目）を研修委員会の後援により、東京法人会連合

会と共催で開催しました。

東法連の小野寺英輔事業第二課長、玉川法人会

の大島光隆税制委員長による挨拶の後、講師の税

理士法人チェスターの税理士・1級ファイナン

シャル・プランニング技能士の柿沼慶一氏に、多

くの中小企業にとって喫緊の課題となっている

「相続・事業承継」への対策についてのお話を伺

いました。

近年顕著になっているのは少子高齢化時代の中

で約2割が親族内に適当な後継者がいないという

現実です。一方、後継者がいる場合には、どのよ

税制委員会
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低い時に実行するかのポイントについて伝授して

いただきました。

さらに平成30年に改正された事業承継税制につ

いて、そのメリット及び活用上の注意点について

説明をしていただきました。特例承継計画を作成

し、平成35（令和5）年3月31日までに都道府県

に承認されると、10年以内に事業承継する場合に

限って、贈与税・相続税の納税猶予及び免除と

いった優遇措置が特例で受けられるとのことです。

ただし条件等があるので税理士や専門家に相談さ

れたほうが良いでしょう、とのことでした。

説明は平易でわかりやすく、非常に満足できる

内容でした。参加者の一人は「いつも銀行から何

とかした方がいいですよ、と言われていたので今

日はタイムリーでした」と喜んでおられました。

最後に後援の大嶽公彦研修委員長の挨拶で無事

終了となりました。

　　　（広報委員長　松山 仁、

　　　　税制副委員長　田川 幸平の共同執筆）

左より柿沼講師、小野寺氏、大島委員長、大嶽委員長



うに会社の株を与えるかも熟慮すべき重要な課題

となっています。

親族への承継で良くあるのは、相続が「争族」

になるケースです。事例を交え、経営権の確保の

ため後継者に株式を集約するといった対策、その

ための準備について解説していただきました。

また、株式の財産権の面からみると、優良企業

ほど評価額が高くなる反面、未上場企業の株式は

換金性に乏しいため、相続時に発生する納税資金

の確保が必要になります。いかに自社株式評価が
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第１･２支部

税制研究会「今知らないと損をする

中小企業オーナーのための相続・事業承継対策」

日　時　７月23日㈫　18:30～20:20

場　所　玉川町内会会館

参加者　26名

令和時代に入り最初の税制研究会（通算3回

目）を研修委員会の後援により、東京法人会連合

会と共催で開催しました。

東法連の小野寺英輔事業第二課長、玉川法人会

の大島光隆税制委員長による挨拶の後、講師の税

理士法人チェスターの税理士・1級ファイナン

シャル・プランニング技能士の柿沼慶一氏に、多

くの中小企業にとって喫緊の課題となっている

「相続・事業承継」への対策についてのお話を伺

いました。

近年顕著になっているのは少子高齢化時代の中

で約2割が親族内に適当な後継者がいないという

現実です。一方、後継者がいる場合には、どのよ

第1・2支部合同歴史セミナー

～地域の歴史を学ぼう～

「もっと知りたい地域の歴史・パート③」

日　時　６月21日㈮　18:30～20:00

場　所　奥沢区民センター・第２集会室

内　容　玉川浄水場「多摩川の浄水場」

　　　　奥沢史跡めぐり①

　　　　「てくたくぶっく・九品仏東コース」

　　　　奥沢史跡めぐり②

　　　　「てくたくぶっく・九品仏西コース」

講　師　奥沢地誌保存会　染野和夫氏

参加者　34名

今回で３回目になる地域の歴史セミナー「もっ

と知りたい地域の歴史」が開催されました。講師

は、１、２回目に続いて奥沢地誌保存会の染野和

夫さんです。

玉川地域には歴史的

に重要と思われる場所

に目印となる石標が立

てられていて、玉川石

標を守る会（旧・玉川

の郷土を守る会）によ

り維持、管理されてい

ます。

今回は同会が玉川総

合支所の地域振興課に

て配布している「てく

たくぶっく」という小冊子をもとに、そこに掲載

されている石標に注目して、それらを1つずつ解

説する方法で地域の歴史を紐解きました。この

「てくたくぶっく」とは、まるでご朱印帳のごと

くに、てくたくと歩いて石標を巡り、石標の名前

だけが書かれた無地のページを石の文字の上にあ

てて上から鉛筆で擦り拓本を完成させようという

趣旨のものです。添付されている石標がマークさ

れた地図を片手に歩いて石標を巡り、地域の歴史

を肌で感じようというのはとても素晴らしいこと

だと思いました。参加者には1冊ずつこの本が配

布されたので、私も早速時間を見つけて近隣の石

標を訪ねてみたいと思いました。ただ、私には拓

本も良いのですが、自撮り写真を撮って一つのア

ルバムにしても面白いのではと考えているところ

です。

 （第１支部　副支部長　船本 貴一）
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熱心に聞き入る参加者の皆さん講師の染野和夫氏

低い時に実行するかのポイントについて伝授して

いただきました。

さらに平成30年に改正された事業承継税制につ

いて、そのメリット及び活用上の注意点について

説明をしていただきました。特例承継計画を作成

し、平成35（令和5）年3月31日までに都道府県

に承認されると、10年以内に事業承継する場合に

限って、贈与税・相続税の納税猶予及び免除と

いった優遇措置が特例で受けられるとのことです。

ただし条件等があるので税理士や専門家に相談さ

れたほうが良いでしょう、とのことでした。

説明は平易でわかりやすく、非常に満足できる

内容でした。参加者の一人は「いつも銀行から何

とかした方がいいですよ、と言われていたので今

日はタイムリーでした」と喜んでおられました。

最後に後援の大嶽公彦研修委員長の挨拶で無事

終了となりました。

　　　（広報委員長　松山 仁、

　　　　税制副委員長　田川 幸平の共同執筆）



令和元年９月１日 たまでんBOARD Vol.197　通巻297号（7）

真剣に聞き入る皆さん

講師の板井区議会議員講師の高下消防司令

第３支部交流会“最新情報をお届けします！”

パート１　意外と知らない消防法―

　　　　　アパート、マンション、テナントオーナーさん必見

パート２　2020東京オリンピック・パラリンピック―

　　　　　世田谷区の取り組み

日　時　７月９日㈫　18:30～21:00

場　所　イタリア料理店「トラットリア  ロアジ」

講　師　パート１：玉川消防署　高下消防指令

　　　　パート２：板井ひとし世田谷区議会議員

参加者　25名

第３支部では毎年恒例の研修会＆オイシイ交流

会を７月９日にイタリア料理「トラットリア　ロ

アジ」で開きました。今回はお役立ち情報が盛り

だくさん。まずパート１では、講師の玉川消防

署・高下消防司令にお話を伺いました。玉川消防

署管轄の火災原因のトップは何と電気火災、２位

たばこ、３位放火でした。みなさん、コンセント

やコードのチェックは大丈夫でしょうか？　また

消防法については、用途が変わると設備が変わる

ということはご存じでしょうか。例えばテナント

が不動産から飲食店に変わると消防法が変わり、

面積が300㎡を超えると、居住地にも自動火災報

知設備が義務付けられるとか。さらに、違反ビル

はHPにも掲載されるなど興味深い話でした。

パート２では、世界最大のスポーツの祭典・東

京オリパラまで残り１年、チケットの抽選などで

ワクワク感が高まる中、2020年に向け世田谷区

の取り組みについて「実現力ナンバーワン！イタ

イところに手が届く」をモットーにする世田谷区

議会議員・板井（いたい）ひとし氏に講演してい

ただきました。世田谷区では唯一動物と行う馬術

競技が開催され、アメリカ合衆国のホストタウン

として大蔵運動場で、アメリカ選手団のキャンプ

が実施されます。先生は、「日本が最もメダルを

獲得した大会は？」（答えは、リオデジャネイロ）、

「最もメダルを獲得した競技は？」（答えは、体

操）と楽しいクイズ形式を取り入れて、世田谷区

の魅力あるまちづくりや競技会場、キャンプ地の

レガシー化、また子供たちに学校単位で観戦して

もらい、スポーツに親しませる取り組みなど、詳

細に説明していただきました。面白いのは、馬の

たてがみにも注目！選手のこだわりで編み方に個

性があるとか。来年の熱い夏を楽しみたいもので

す。講師の先生方、ありがとうございました。講

演の後は、20周年を迎えたロアジさんの美味しい

料理が場を盛り上げてくれました。みなさまのご

参加、心からお礼を申し上げます。

（第３支部　広報委員　羽田 葉子）

第３支部
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と思いました。

支部長の鈴木準之助さんと名川さんは、消防

団員でもあるので、かっこいい制服姿で子ども

たちに訓練をしていました。火災現場のニュー

スなどを見たとき、煙の中の制服ほど頼もしく、

被災者を安心させてくれるものはないなと実感

しました。

二子玉川小学校の防災倉庫には、ミネラル

ウォーターやビスケット、アルファ米、カレー

などの食料が1600食分備蓄されています。その

ほか、お湯を沸かすための大きなバーナーやマ

ンホールトイレ、ポータブルラジオやライトな

ど、様々なものが積まれていました。できれば、

「避難所」こういったもののお世話になるときが

来なければよいな…でもちょっと味わったり、

体験したりしてみたい。今回の訓練はそんな不

思議な好奇心を突き動かしてくれました。何事

も経験！これに尽きます。

（女性部会広報委員　第６支部　田村 尚美）

会員交流会

日　時　７月12日㈮　19:00～21:00

場　所　居酒屋「稲田」

参加者　16名

第５支部では多くの皆さんにご出席いただき、

総勢16名で会員交流会を開催いたしました。会

場は、第５支部地域内にあり法人会メンバーに

も馴染み深い、上野毛駅より徒歩１分の居酒屋

「稲田」さんです。ホルモン料理がとても美味

しいと評判のお店で、創作海鮮料理なども盛り

だくさんあり、どれも大変美味しくいただくこ

とができました。店内奥の半個室でゆったりと

食事をとりながら異業種の皆さんと歓談するこ

とができ、とても良かったと思います。

お酒好きの方が多く参加されていたので、

「次の交流会も一献酌み交わしながら」と次回

開催を約束してお開き。有意義な会員交流会と

なりました。

地元の美味しいお店を巡る会員交流会はとて

も楽しい会です。多くの皆さんの参加をお待ち

しています。（第５支部　広報委員　半浦 真雄）

第５支部

二子玉川小学校　避難所宿泊防災訓練

日　時　７月19日㈮　15:15～

場　所　二子玉川小学校

参加者　法人会６名（一般約100名）

主　催　二子玉川小学校　学校協議会

まだ梅雨が明けず、午後からは雨という予報

でしたが、防災訓練が始まる時間にはすっかり

晴れて青空が広がっていました。

終業式を終え、一度家に帰った子どもたちが

保護者の皆さんと体育館に集合。数人ずつの

チームに分かれ、親子一緒に、順番に防災訓練

をしていくというもの。

訓練は、「通報訓練」「ＡＥＤ操作訓練」「消火訓

練」「煙中脱出訓練」などなど・・・・

消防署の方による、大きな窯での炊き出しの

様子も見学できました。

第６支部のメンバーは、避難所（体育館）で

宿泊ができるように、段ボールハウスの組み立

てをお手伝いする予定でしたが、事情により今

回は中止。楽しみだっただけに、残念！次回に

期待します！

力自慢の女子たちは、ちょっと拍子抜けでし

たが、子どもたちが訓練している現場を見回り

ました。下の写真の、消火器を使った、消火訓

練は、子どもたちに人気の訓練でした。お料理

や洗濯と同じで、一度でも経験する、しないで

は大違い。これはいざという時、本当に役立つ

第６支部

有意義な懇談会となりました

左から田村さん、守永さん、廣部さん、三溝さん
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と思いました。

支部長の鈴木準之助さんと名川さんは、消防

団員でもあるので、かっこいい制服姿で子ども

たちに訓練をしていました。火災現場のニュー

スなどを見たとき、煙の中の制服ほど頼もしく、

被災者を安心させてくれるものはないなと実感

しました。

二子玉川小学校の防災倉庫には、ミネラル

ウォーターやビスケット、アルファ米、カレー

などの食料が1600食分備蓄されています。その

ほか、お湯を沸かすための大きなバーナーやマ

ンホールトイレ、ポータブルラジオやライトな

ど、様々なものが積まれていました。できれば、

「避難所」こういったもののお世話になるときが

来なければよいな…でもちょっと味わったり、

体験したりしてみたい。今回の訓練はそんな不

思議な好奇心を突き動かしてくれました。何事

も経験！これに尽きます。

（女性部会広報委員　第６支部　田村 尚美）

二子玉川小学校　避難所宿泊防災訓練

日　時　７月19日㈮　15:15～

場　所　二子玉川小学校

参加者　法人会６名（一般約100名）

主　催　二子玉川小学校　学校協議会

まだ梅雨が明けず、午後からは雨という予報

でしたが、防災訓練が始まる時間にはすっかり

晴れて青空が広がっていました。

終業式を終え、一度家に帰った子どもたちが

保護者の皆さんと体育館に集合。数人ずつの

チームに分かれ、親子一緒に、順番に防災訓練

をしていくというもの。

訓練は、「通報訓練」「ＡＥＤ操作訓練」「消火訓

練」「煙中脱出訓練」などなど・・・・

消防署の方による、大きな窯での炊き出しの

様子も見学できました。

第６支部のメンバーは、避難所（体育館）で

宿泊ができるように、段ボールハウスの組み立

てをお手伝いする予定でしたが、事情により今

回は中止。楽しみだっただけに、残念！次回に

期待します！

力自慢の女子たちは、ちょっと拍子抜けでし

たが、子どもたちが訓練している現場を見回り

ました。下の写真の、消火器を使った、消火訓

練は、子どもたちに人気の訓練でした。お料理

や洗濯と同じで、一度でも経験する、しないで

は大違い。これはいざという時、本当に役立つ

玉川町会盆踊り大会

日　時　７月26日㈮･27日㈯　18:00～21:00

場　所　246高架下  二子玉川西地区  ふれあい広場

参加者　９名（一般約2,000名）

猛暑の中、令和初の玉川町会盆踊り大会が、７

月26日㈮・27日㈯の２日間開催されました。焼

きそば、焼き鳥、フランクフルト、わたがし、ラ

ムネ、おもちゃなど、お祭りの目玉でもある出店

がズラリ！

第６支部は、今年も入り口に一番近いブースで、

チャリティー募金に協力しました。募金してくだ

さった方へプレゼントのe-Taxイータ君のイラス

ト入り風船は、子ども達に大人気！今年は、ブ

ラックやパープルなど、ちょっと大人っぽいのが

トレンドカラーでした。たいこの「どん・どん・

どん・どん！」４拍子にさそわれ、ワンちゃんも、

赤ちゃんと一緒にお父さんに抱かれ飛び入り参

加！私たちも、手を休めることなく踊りながらの

風船作り♪　

日本の夏といえばやっぱり、花火！河川敷から

打ち上げられた花火が、夏のひと時をいっそう盛

り上げてくれました。

今年は、ヘリウムガスが途中でなくなってしま

い、600個の風船しかご用意できませんでしたが、

たくさんの方にチャリティーにご参加いただきま

した。集った募金は、障碍者支援施設や被災地へ

お届けいたします。

（第６支部　広報委員　守永 文子）

校庭の消防自動車をバックに・・・守永さん、田村さん、廣部さん

飛び入り参加中！ 「どん・どん・どん・どん♪」

みなさんお疲れ様でした募金頂きありがとうございました
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瀬田「納涼盆踊り大会・2019」

日　時　７月27日㈯･28日㈰　17:00～21:00

場　所　瀬田小学校

参加者　20余名（一般約300名）

今年は、台風の影響で中止と危ぶまれました

が幸いにも天候が回復し「納涼盆踊り大会」を

開催することができました。

恒例のコイン落としゲームのお菓子のつかみ

取りに子どもたちの長い行列ができ、両日とも

用意したお菓子が足らなくなるという事態に、

支部長自ら走り回るほどの大盛況でした。ポッ

プコーンも大盛況でやはり早くも店じまいに

なって人の多さに驚くばかりでした。

又、長く並んでいる子どもたちや小さなお子

さんに、色とりどりのe-Tax風船を配り喜んでい

ただけました。

西日が差す暑い中での活動、会員の皆様本当

にお疲れさまでした。今年も多くの方々と地域

交流を深めることができ、有意義な活動ができ

たと思います。

（第７支部　副支部長　広報委員　齊藤 浩司）

第７支部

用賀に夏が来た！「サマーステージ31」

日　時　第１日目　７月24日㈬　17:00～21:30     

　　　　第２日目　７月25日㈭　17:00～21:00 

場　所　くすのき公園前（用賀SBSビル裏）

参加者　87名（一般約6,000名）

なかなかまだ梅雨明けせず、ぐずついた天気

とむし暑さが続く７月24日及び25日。用賀商店

街振興組合主催による「サマーステーシ31」に、

我が玉川法人会、第９支部・第10支部の有志及

び関連会社の社員、約87名が参加しました。     

毎年の恒例ですが法人会による「e-Tax風船」

の配布や「税金クイズ」の他に、法人会メン

バーによるブース「四丁目の夕日」で夜店の縁

日をイメージした金魚すくいやヨーヨー釣りな

ども出店しました。税金クイズの用紙をもらう

と法人会ブースで使える100円のクーポン券がも

らえるという仕組みです。クーポン券を握った

子どもたちが、法人会のブース前に長い列を

作ってお祭りを楽しんでいました。いつもは、

なかなか交流できない第９、10支部の面々も、

ヨーヨー釣りの風船を作る共同作業などを通じ

てコミュニケーションをはかることができまし

た。    

中央にある広場のステージでは、小学生から

お年寄りまでダンスや演奏などのパフォーマン

スに加えて今年はボクシングのスパーリングな

ど、ちょっと趣向を変えたものも登場しました。

今年から主催の商店街が、イベント会社に運営

第９･10支部

税金クイズを配る第10支部佐藤副支部長
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ゴルフ同好会ゴルフコンペ

日　時　７月３日㈬　８:00～

場　所　レイクウッドゴルフクラブ（東コース） 

参加者　62名

令和元年初のゴルフ同好会コンペは、梅雨の中

休み、ちょっと蒸し暑いけれど、絶好のゴルフ日

和の中開催されました。レイクウッドゴルフクラ

ブは、今期、女子トーナメント上位ランキングの

金澤 志奈所属プロの活躍で話題性もあり、何と

いっても、東京から車で１時間弱というアクセス

の良さからとても人気の高いコースです。午前

8：00よりOUT8組、IN9組の17組にてスタート

しました。

を委託したので少し方法も変わりました。途中

全ブースの電源が落ちるなどハプニングもあり

ましたが、何とか無事に終える事ができました。

子どもたちにとっては、楽しい夏の思い出に

なったと思います。    

天候不順のなかでしたが終わってみれば、ま

ずまずのお天気に恵まれたと思います。今年初

めてという法人会の参加者からは「このような

経験は普段できないので、とても楽しかったで

す」という感想が聞かれました。終了後、大嶽

第９支部長の挨拶、鈴木第10支部長による手締

めで、２日間の夏のイベントは無事終了しました。   

お手伝いに参加していただきました両支部会

員及び関連会社の社員の皆様、ありがとうござ

いました。来年は、より多くの支部会員の皆様

に、ご参加いただき一層盛り上げていきたいと

思います。

　 （広報委員長　第９支部　松山 仁）

みなさんお疲れさまでした法人会前のブースのようす

左から鈴木新支部長と佐藤前支部長

支部懇親会

日　時　７月18日㈭　18:00～20:30

場　所　「さかな料理 魚庄」（用賀） 

参加者　15名（新入会員 1名含）

記録的な日照不足の続く梅雨のなかにもかかわ

らず、４期８年にわたり務め上げた佐藤壽夫前支

部長、また久々の再任となる鈴木康二新支部長の

両名を美女美男集団が取り囲み、支部懇親会が

賑々しく開催されました。当日は、「魚庄」さん

の美味しいお料理とお酒に一同楽しく歓談。迫る

「用賀に夏が来た！サマーステージ31」へ向けて

一丸となり弾みをつける懇親会となりました。

（第10支部　広報委員　白井 千博）

第10支部

今年は4年ぶりの東コース。ベントの1グリーン

で大きい上にアンジュレーションもきつく、乗っ

ても気が抜けません。特に18番は左の池、右の

OBというハザードが待ち受けていて勇気と技が

要求されます。62人の参加者の中には、森山 錬

ゴルフトレーナーも加わり、ますますレベルの高

い戦いとなりました。

総合優勝は、第８支部　樋口 弘仲　さん

今年の優勝賞品は、昨年総合優勝された西尾さ

んが、ご自宅のTVが壊れていて、とても顔色が

悪く見えていたところ、優勝賞品でいただいた40

インチのTVで観たら驚くほど美しい顔色に！こ

の感動を次の優勝者の方へもお伝えしたいと、2

割アップの50インチの4KTVをプレゼント！ 優

勝された樋口さんは、こんなすごいものがいただ

けるなら家族全員で参加すれば良かった！と、大

感激されました。ウィットに富んだコメントで場

を和ませ明るくする笑顔の素敵な方でした。そし

て、このレジェンドは来年の優勝者へ引き継がれ

ていくことになりますが、次回は60インチの

TV？！ 優勝するのが怖い！！

準優勝　　大同生命㈱　安田 道明　さん

第３位　　第８支部　　森山　 錬　さん

ベスグロ　品川法人会　皆川 祐一　さん

ダイソンの扇風機・掃除機、プリンター、小島

アクセサリーさんのネックレス。その日に市場か

ら直送の桃、メロン、サクランボやワインなどた

くさん豪華な賞品をご用意くださったゴルフ同好

会　鈴木準之助代表幹事、鈴木康二幹事、そして、

協賛・ご準備いただきました皆様、本当にありが

とうございました。

次回も皆さまの奮ってのご参加をお待ちしてお

ります。

（ゴルフ同好会　守永 文子）
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第一回スマホ研修会

日　時　７月12日㈮　18:00～

場　所　㈱ニッポンダイナミックシステムズ 

参加者　11名

本年度最初のスマホ研修会を㈱ニッポンダイナ

ミックシステムズ会議室にて開催いたしました。

テーマは「写真の共有」です。

本日の先生は㈱ニッポンダイナミックシステム

ズの天野さんと落合さんに講師をお願いし、

「LINE」を使った写真の管理方法や、アプリ

「家族アルバム みてね」を使った写真の共有の方

法を教えていただきました。「Twitter」を使っ

た写真の共有の手順等については大変勉強になり

ました。

次回は「電子決済」の予定です。コンビニでお

財布をあけてお釣りをもらっている人が減り、時

代は大きく変わってきているなと思うこの頃です。

9月13日金曜日18時から「電子決済」のアラカル

トを学びますので、皆さんのご参加お待ちしてお

ります。　　   （第11支部　支部長　丸山 正高）

第11支部

ゴルフ同好会ゴルフコンペ

日　時　７月３日㈬　８:00～

場　所　レイクウッドゴルフクラブ（東コース） 

参加者　62名

令和元年初のゴルフ同好会コンペは、梅雨の中

休み、ちょっと蒸し暑いけれど、絶好のゴルフ日

和の中開催されました。レイクウッドゴルフクラ

ブは、今期、女子トーナメント上位ランキングの

金澤 志奈所属プロの活躍で話題性もあり、何と

いっても、東京から車で１時間弱というアクセス

の良さからとても人気の高いコースです。午前

8：00よりOUT8組、IN9組の17組にてスタート

しました。

第１回全体連絡会  活動報告

日　時　６月25日㈫　19:00～20:00

場　所　玉川区民会館　二子玉川仮設庁舎集会室

参加者　26名

玉川法人会青年部会に登録をする全ての部会員

が参加対象 となる全体連絡会の本年度第１回目が

６月25日に開催されました。 

上田部会長による新体制初となる全体連絡会に

は、26名の方にご参加頂きました。皆さん、お忙

しいところ、ありがとうございました。 連絡会で

は、新しく任命された役員の挨拶と、１年間の事

業の紹介がされました。新会員の方も何名か参加

され、その後の懇親会もとても楽しい交流の場と

なりました。 新しい玉川法人会青年部会のスター

ト！ 今年も楽しく充実した１年間にしていきま

しょう！   （青年部会　総務室室長　山内 裕介）

青年部会

全体会議の様子

担当副会長：松浦政幸
部　会　長：上田恭子
顧　　　問：兼益宏行
相　談　役：清水明洋
相　談　役：中村匡秀 
筆頭副部会長(社会貢献委員会)：永田登一 
　　副部会長(広 報 委 員 会)：廣瀬幸子 
　　副部会長(総 務 委 員 会)：豊嶋啓聡 
　　副部会長(研 修 委 員 会)：齋藤梨生希 
　　副部会長(厚 生 委 員 会)：天坂晴美 
【総務室】室長：山内裕介 
【研修室】室長：髙野源弘 
【運営室】室長：角田　憲 
【広報室】室長：白井千博 

新体制でスタート！です

今年は4年ぶりの東コース。ベントの1グリーン

で大きい上にアンジュレーションもきつく、乗っ

ても気が抜けません。特に18番は左の池、右の

OBというハザードが待ち受けていて勇気と技が

要求されます。62人の参加者の中には、森山 錬

ゴルフトレーナーも加わり、ますますレベルの高

い戦いとなりました。

総合優勝は、第８支部　樋口 弘仲　さん

今年の優勝賞品は、昨年総合優勝された西尾さ

んが、ご自宅のTVが壊れていて、とても顔色が

悪く見えていたところ、優勝賞品でいただいた40

インチのTVで観たら驚くほど美しい顔色に！こ

の感動を次の優勝者の方へもお伝えしたいと、2

割アップの50インチの4KTVをプレゼント！ 優

勝された樋口さんは、こんなすごいものがいただ

けるなら家族全員で参加すれば良かった！と、大

感激されました。ウィットに富んだコメントで場

を和ませ明るくする笑顔の素敵な方でした。そし

て、このレジェンドは来年の優勝者へ引き継がれ

ていくことになりますが、次回は60インチの

TV？！ 優勝するのが怖い！！

準優勝　　大同生命㈱　安田 道明　さん

第３位　　第８支部　　森山　 錬　さん

ベスグロ　品川法人会　皆川 祐一　さん

ダイソンの扇風機・掃除機、プリンター、小島

アクセサリーさんのネックレス。その日に市場か

ら直送の桃、メロン、サクランボやワインなどた

くさん豪華な賞品をご用意くださったゴルフ同好

会　鈴木準之助代表幹事、鈴木康二幹事、そして、

協賛・ご準備いただきました皆様、本当にありが

とうございました。

次回も皆さまの奮ってのご参加をお待ちしてお

ります。

（ゴルフ同好会　守永 文子）
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ゴルフ同好会ゴルフコンペ

日　時　７月３日㈬　８:00～

場　所　レイクウッドゴルフクラブ（東コース） 

参加者　62名

令和元年初のゴルフ同好会コンペは、梅雨の中

休み、ちょっと蒸し暑いけれど、絶好のゴルフ日

和の中開催されました。レイクウッドゴルフクラ

ブは、今期、女子トーナメント上位ランキングの

金澤 志奈所属プロの活躍で話題性もあり、何と

いっても、東京から車で１時間弱というアクセス

の良さからとても人気の高いコースです。午前

8：00よりOUT8組、IN9組の17組にてスタート

しました。

ゴルフ同好会

市場から直送の新鮮な果物、ワインの数々豪華電化製品、ゴルフ用品の数々

今年は4年ぶりの東コース。ベントの1グリーン

で大きい上にアンジュレーションもきつく、乗っ

ても気が抜けません。特に18番は左の池、右の

OBというハザードが待ち受けていて勇気と技が

要求されます。62人の参加者の中には、森山 錬

ゴルフトレーナーも加わり、ますますレベルの高

い戦いとなりました。

総合優勝は、第８支部　樋口 弘仲　さん

今年の優勝賞品は、昨年総合優勝された西尾さ

んが、ご自宅のTVが壊れていて、とても顔色が

悪く見えていたところ、優勝賞品でいただいた40

インチのTVで観たら驚くほど美しい顔色に！こ

の感動を次の優勝者の方へもお伝えしたいと、2

割アップの50インチの4KTVをプレゼント！ 優

勝された樋口さんは、こんなすごいものがいただ

けるなら家族全員で参加すれば良かった！と、大

感激されました。ウィットに富んだコメントで場

を和ませ明るくする笑顔の素敵な方でした。そし

て、このレジェンドは来年の優勝者へ引き継がれ

ていくことになりますが、次回は60インチの

TV？！ 優勝するのが怖い！！

準優勝　　大同生命㈱　安田 道明　さん

第３位　　第８支部　　森山　 錬　さん

ベスグロ　品川法人会　皆川 祐一　さん

ダイソンの扇風機・掃除機、プリンター、小島

アクセサリーさんのネックレス。その日に市場か

ら直送の桃、メロン、サクランボやワインなどた

くさん豪華な賞品をご用意くださったゴルフ同好

会　鈴木準之助代表幹事、鈴木康二幹事、そして、

協賛・ご準備いただきました皆様、本当にありが

とうございました。

次回も皆さまの奮ってのご参加をお待ちしてお

ります。

（ゴルフ同好会　守永 文子）

令和元年第１回　SKT交流会

日　時　８月２日㈮　18:00～

場　所　SHUTTERS 二子玉川 

参加者　43名

世田谷区内の３つの法人会、S（世田谷）K（北

沢）T（玉川）の青年部会員が集う“SKT交流

会”が、二子玉川で開催されました。今回は玉川

法人会が主幹事となり、バーベQや農業体験など

の案も出た中、「ビジネスプレゼンテーション」

を主にした交流会を実施。豊嶋副部会長が司会を

担当し、世田谷法人会、北沢法人会、第３ブロッ

クからは目黒法人会 砂村部会長の合計43名とい

うにぎやかな交流会となりました。

「ビジネス・プレゼンテーション」はお一人30

秒の持ち時間。さすが経営者が多いこともあって

ユニークなプレゼンや、短い時間で社業をアピー

ルされる方などどれも興味深いものでした。普段

顔を合わせている仲間が、どのような仕事や活動

をしているのかがわからないという声に応える形

で企画した交流会。にぎやかな中でのアピールタ

イムはまだまだ改善の余地がありますが、参加者

同士で懇親はもちろん、名刺交換もあちこちで行

われました。このような活動を重ねることで、部

会員同士の仕事にもつながりが出てくるはずです。

準備に奔走してくださった皆様、当日混乱の中

がんばってくれた皆様、参加いただいた皆様、本

当にありがとうございました。

（青年部会　副部会長　永田 登一）

青年部会

にぎやかすぎる(?)青年部会メンバー SKTみんなが仲良くなれました



（14）令和元年９月１日 たまでんBOARD Vol.197　通巻297号

ゴルフ同好会ゴルフコンペ

日　時　７月３日㈬　８:00～

場　所　レイクウッドゴルフクラブ（東コース） 

参加者　62名

令和元年初のゴルフ同好会コンペは、梅雨の中

休み、ちょっと蒸し暑いけれど、絶好のゴルフ日

和の中開催されました。レイクウッドゴルフクラ

ブは、今期、女子トーナメント上位ランキングの

金澤 志奈所属プロの活躍で話題性もあり、何と

いっても、東京から車で１時間弱というアクセス

の良さからとても人気の高いコースです。午前

8：00よりOUT8組、IN9組の17組にてスタート

しました。

釣り同好会

日　時　７月14日㈰･15日㈪

場　所　新潟県糸魚川市浦本漁港

参加者　３名

釣り同好会、遠征に行ってまいりました。７月

14日～15日に２日間　新潟県糸魚川市浦本漁港

で釣りをしました。

参加者は中山、鈴木、丸山の３名でした、太刀

魚を釣って根魚に移行しました。中山さんオニカ

サゴ３㎏を吊り上げ大騒ぎ、初日に鈴木準之助さ

んが釣った太刀魚は産卵前なので、泊まった宿で

調理していただき、お刺身でとてもおいしかった

です。　　　　（釣り同好会　幹事　丸山 正高）

釣り同好会

3㎏の特大カサゴを手にする中山さん

総合優勝の樋口さんと鈴木代表幹事松浦副会長のご発声で、元気よく乾杯！

今年は4年ぶりの東コース。ベントの1グリーン

で大きい上にアンジュレーションもきつく、乗っ

ても気が抜けません。特に18番は左の池、右の

OBというハザードが待ち受けていて勇気と技が

要求されます。62人の参加者の中には、森山 錬

ゴルフトレーナーも加わり、ますますレベルの高

い戦いとなりました。

総合優勝は、第８支部　樋口 弘仲　さん

今年の優勝賞品は、昨年総合優勝された西尾さ

んが、ご自宅のTVが壊れていて、とても顔色が

悪く見えていたところ、優勝賞品でいただいた40

インチのTVで観たら驚くほど美しい顔色に！こ

の感動を次の優勝者の方へもお伝えしたいと、2

割アップの50インチの4KTVをプレゼント！ 優

勝された樋口さんは、こんなすごいものがいただ

けるなら家族全員で参加すれば良かった！と、大

感激されました。ウィットに富んだコメントで場

を和ませ明るくする笑顔の素敵な方でした。そし

て、このレジェンドは来年の優勝者へ引き継がれ

ていくことになりますが、次回は60インチの

TV？！ 優勝するのが怖い！！

準優勝　　大同生命㈱　安田 道明　さん

第３位　　第８支部　　森山　 錬　さん

ベスグロ　品川法人会　皆川 祐一　さん

ダイソンの扇風機・掃除機、プリンター、小島

アクセサリーさんのネックレス。その日に市場か

ら直送の桃、メロン、サクランボやワインなどた

くさん豪華な賞品をご用意くださったゴルフ同好

会　鈴木準之助代表幹事、鈴木康二幹事、そして、

協賛・ご準備いただきました皆様、本当にありが

とうございました。

次回も皆さまの奮ってのご参加をお待ちしてお

ります。

（ゴルフ同好会　守永 文子）
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複数税率に対応できるレジ
を新しく導入したり、対応で
きるように既存のレジを改
修したりする場合

電子的な受発注システムを利用
する事業者のうち、複数税率に対
応するために必要となる機能に
ついて、改修・入替えを行う場合

軽減税率に対応した請求書
の発行を円滑に行うために
請求書管理システムを改修・
導入する場合
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＊会費納付ご請求のお知らせ＊

玉川法人会の会費納付ご請求は4月及び10月の2回となっております。
10月23日㈬ が口座引落日となりますので、よろしくお願い申しあげます。

※　ご指定の金融機関により口座引落日は異なる場合がございます。
※　年払いの会員様は4月のみお引き落としとなっております。



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。ぜひ活用ください。

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

TOPページのバナーをクリック！（未入会の方でもご覧いただけます）

各支部、部会より選出された委員の皆様と、毎月1回、会議を行っています。
・たまでんBOARDに掲載する内容の検討
・ホームページでのPR、表現の是非 など

これからも皆様に玉川法人会の情報を、的確に発信してまいります

毎月1回、広報委員会では、「たまでんBOARD」と「ホームページ」を作成、検討しています

スマートフォンTOPページ

玉川法人会員であれば、下記の割引や、
特典が受けられます。

・溝の口ムサシボウル（ワイワイセット）
・エクセルホテル東急二子玉川
・無料法律相談、無料セミナーDVDレンタル
・企業情報紹介サービス、余剰在庫の買取
・ビジネスゴールドカード年会費永年無料
・新車紹介制度
・会員特別価格での健康診断の受診 など
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	たまでんBOARD197号15-18カラー

