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６月の行事予定
１㈮　第12支部公益役員会 　

５㈫　青年部会全体会議 　玉川ボランティアビューロー

７㈭　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

11㈪　第２回通常総会・懇親会 17:00　セルリアンタワー東急ホテル

13㈬　源泉部会役員会 15:00　玉川税務署

　　　源泉部会研修会 15:30　玉川税務署

14㈭　社会貢献委員会

　　　e-Tax委員会 　法人会事務局

15㈮　厚生委員会 　玉川ボランティアビューロー

19㈫　★救命救急講演会（社会貢献委員会）

21㈭　★女性部会健康増進研修会 10:00　玉川区民会館

　　　組織委員会 　法人会事務局

22㈮　★第１支部税務研修会 　奥沢区民センター

　　　第１支部役員会兼活動報告会 　奥沢区民センター

　　　第12支部省エネ対策セミナー 　玉川区民会館

24㈰　第10支部女性部懇親会 　用賀神社社務所

25㈪　広報委員会

27㈬　第３支部役員会

28㈭　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

★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

５月・６月の行事予定は４月25日現在のものです
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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）

７㈪　ゴルフ同好会役員会 19:00　一香庵

８㈫　青年部会全体会議 19:00　玉川ボランティアビューロー

９㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　第１支部役員会 　井上香料

　　　東法連総務常務委員会 15:00　全法連会館

10㈭　東法連青連協定時連絡協議会 16:30　全法連会館

　　　東法連青連協懇親会 18:00　ホテルJALシティ四谷

11㈮　第４支部役員会 18:00　ざいもく家

税制委員会 18:30　法人会事務局

13㈰　★第36回わんぱく相撲世田谷大会（青年部会） 13:30　砧公園体育館

14㈪　東法連女連協定時連絡協議会 12:30　全法連会館

15㈫　会館建設実行委員会 18:30　法人会事務局

16㈬　第３支部役員会

17㈭　第２支部活動報告会

　　　第６支部役員会（MESSINA）

　　　東法連正副会長会議 14:00　全法連会館

　　　特退共理事会 14:40　全法連会館

　　　東法連理事会 15:30　全法連会館

　　　特退共評議員会 16:30　全法連会館

18㈮　女性部会役員会 11:00　玉川区民会館

　　　女性部会支部長会 13:00　玉川区民会館

　　　たまでんBOARD原稿締切

19㈯　★第10支部世田谷ガーデニングフェア

　　　★苔玉教室（第７支部） 　瀬田フラワーランド

20㈰　★苔玉教室（第７支部） 　瀬田フラワーランド

　　　★世田谷緑化祭り（第８支部） 砧公園

21㈪　第７支部苔玉教室反省会

23㈬　第11支部会員交流会 19:30　会議室キャノン

24㈭　★女性部会健康増進研修会 10:00　玉川区民会館

　　　組織委員会 18:30　法人会事務局

25㈮　広報委員会 18:30　法人会事務局

26㈯　★田植え体験学習（第４支部） 6:50　集合～魚沼市

27㈰　★奥沢駅前音楽祭（第１支部）

28㈪　研修委員会役員会 　玉川ボランティアビューロー

29㈫　東法連通常総会 15:00　明治記念館

30㈬　総務委員会 18:30　玉川ボランティアビューロー
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理事会・委員会・支部 活動報告

委員会

日　時　４月13日㈮　18：30～20：30

場　所　法人会事務局

出席者　８名

議　題　１．平成25年度税制改正に関するアン

ケート調査

２．その他

税制委員会

日　時　３月22日㈭　18：00～20：00

場　所　玉川区民会館

出席者　34名の理事が出席。玉川税務署より原

副署長、須藤法人課税第１統括官、藤

田上席にご臨席いただき、原副署長よ

りご挨拶いただきました。

審議事項　１．平成24年度事業計画案

２．平成24年度収支予算案

３．平成24年度公益事業

４．委員会委員変更

５．「税を考える週間講演会」

６．その他

報告事項　１．委員会報告

２．支部・部会報告

３．全法連の公益事業変更認定申請・

変更届出

４．世田谷区立中学校生徒の職場体験

への協力

５．その他

日　時　４月19日㈭　15：00～17：00

場　所　玉川税務署３階会議室

出席者　38名の理事が出席。玉川税務署より原

副署長、須藤法人課税第１統括官、藤

田上席にご臨席いただき、原副署長よ

りご挨拶いただきました。

報告事項　１．法人会事業報告及び関係団体行事報告

２．常設委員会報告

３．支部・部会報告

４．その他

審議事項　１．第２回通常総会議案の件

２．簡易保険払込団体決算書承認の件

３．委員会委員について(第５次会館建

設実行委員会の設置等)

４．その他

理事会

日　時　４月12日㈭　18：30～21：00

場　所　玉川ボランティアビューロ

出席者　８名

議　題　１．理事会協議案件について

  ・第2回通常総会の審議事項

  ・第2回通常総会の開催案内

２．「会員増強・大型保障推進会議」

事業実施企画(案)

３．ＡＥＤ機器(自動体外除細動器)の設

置・普及促進

４．会費未納会員

５．各委員会・部会の協議事項

６．その他

報告事項　１．各委員会・部会の報告について

２．その他

委員長・部会長会議
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委員会

日　時　３月23日㈮　18：30～

場　所　法人会事務局

出席者　９名

議　題　１．平成23年度の反省

２．各支部研修会報告

３．次年度事業計画

研修委員会

委員会

日　時　３月14日㈭　18：30～21：00

場　所　法人会事務局

出席者　11名

議　題　１．平成23年度事業計画

２．次年度委員会事業計画

３．その他

社会貢献委員会

第１支部

第４回支部役員会兼懇談会

日　時　３月30日㈮　18：00～

場　所　奥沢「あぽん」

出席者　17名

第１部　役員会

議　題　１．平成23年度事業報告

２．平成23年度会計報告

３．平成24年度の事業計画と、その役割

分担、課題等

４．平成24年度の支部人事

第２部　懇談会

第６支部

女性部会 春の根津美術館でおひなさまを見る会

春を満喫‥虎屋のお雛様とエトセトラ

日　時　３月21日㈬

　今回女性部会のツ

アーは、「頭とお腹を

満たす」がテーマで

す。

　まずはお腹…第６

支部長鈴木準之助さ

んのお店、高島屋６

階の「一香庵」で春

の天ぷら蕎麦のラン

チを済ませ、さらに

地下１階のサケショ

ップ「福光屋」の珍しい「酒粕ソフトクリー

ム」で、別腹まですっかり満たしてから、「頭を

満たす」べく、根津美術館で企画展「虎屋のお

雛様」をめざします。

　和菓子の老舗「虎屋」に伝わるお雛様と極小

雛道具の優品約300点が、表参道駅近くの根津美

術館で一堂に公開されたのは２月25日から４月

４日です。駅から数分‥賑やかな表参道からほ

んの少し住宅街に入っただけで、ひっそりとし

た佇まいの根津美術館が見えてきました。

　虎屋の雛人形と雛道具は、14代店主・黒川光

景が、明治30年（1897）に生まれた娘のために

調えたもの。雛人形は、端正な面差しが雅やか

な京雛です。当時は贅沢禁止令が出て、お雛様



活動報告会

　４月12日㈭午後６時より、玉川髙島屋Ｓ．Ｃ

南館６Ｆの維新號にて、平成23年度の支部報告

会が開かれました。店内奥に仕切られた個室

に、約25名が集い、事業報告・収支決算報告と

併せ、新年度の計画なども発表されました。

　さしあたっての活動は、４月29日の「はなみ

ずきフェスティバル」です。多摩川の兵庫島

で、毎年賑やかに繰り広げられる恒例のお祭り

に、今年はＲＩＳＥ広場も会場となり、和太鼓

コンサートが行われることとなりました。我が

第６支部は、お手伝い・参加協力など、力いっ

ぱい応援させて頂きます。
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第７支部

役員会

日　時　４月９日㈪　18：00～20：00

場　所　ケイテックス会議室

出席者　９名

議　題　１．今年度支部行事

２．瀬田フラワーランドの集い

３．その他

の大きさが約24センチまでと制限されたとか…

その分、お人形からお道具まで、小さくとも細

かな技を駆使するようになりました。お道具は

極小サイズで、爪楊枝半分ほどの筆や小指の先

ぐらいの陶製の絵皿など、ひとつひとつが丁寧

に作られ、漆器のほとんどには牡丹唐草の文様

が金で一面に描かれています。いったいどうや

って作ったのか…当時の技術、手先の器用さに

皆驚嘆するばかりでした。

　その後、美術館のカフェへ。カフェは、芽吹

きの木々に囲まれたガラス張りの建物…おいし

いお茶とオリジナルケーキを頂き、さらに小腹

を満たしたのでした。

　集合場所の玉川高島屋から根津美術館…そし

て解散した二子玉川駅まで万歩計で測ったとこ

ろ、約6000歩！「お腹と頭を満たす」だけでなく

「ほどよい運動」まで出来た春の一日でした(^-^)

（第６支部　有限会社象スタジオ　江口響子）

　また、毎年の活動に加え、９月には税務研修

会も予定されています。献血運動のお手伝い

や、防災訓練、地元祭礼における交通整理、街

づくり研修会…等々、鈴木支部長はじめ支部員

は、ますます活発になる平成24年度です。

　若山副会長より来賓祝辞を頂戴したあと、懇

談会となりました。

　維新號のおいしい中華料理に舌鼓を打ちなが

ら順番に自己ＰＲ、会社紹介、自社新商品の説

明など、なんでもありのスピーチコーナーがあ

りました。各企業ごとに、発展し続ける二子玉

川に相応しく「皆さんそれぞれ頑張ってるなあ

～」といった頼もしさを実感致しました。

　外界は桜が満開の美しい季節。こうして第６

支部は、楽しい春の宵に更けていきました。す

っかり気分も上々になった午後９時、和やかな

笑顔の集合写真を撮り、やがて一本締めでお開

きとなりました。

　終始、司会を務めて下さった片桐博子副支部

長、お疲れさまでした。

　そして本年度も支部員を引っ張って、盛り上

げて下さる鈴木準之助支部長、みんな付いて行

きますからね、一緒に頑張りましょう！

（第６支部　寺沢せいこ）
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第９支部

第６回拡大支部役員会

日　時　３月26日㈪　18：30～20：30

場　所　MACHA  KitcheИ

出席者　10名

議　題　１．平成24年度支部事業計画

２．新入会員歓迎研修会・懇談会

３．①お花見会②世田谷ガーデンフェア

（10支部提案）

第10支部

経営者労務管理講習会

日　時　３月27日㈫　18：00～20：30

場　所　森建設㈱　会議室

出席者　13名

講　師　㈱久松労務管理事務所

　　　　　久松徹雄社会保険労務士

議　題　１．年金及び医療保険制度の仕組み

２．労使問題

第11支部

桜祭り

　４月22日桜新町商店会主催、第11支部参加の

桜祭りは、今にも雨が降りそうな空模様の下で

実施されました。

　参加した他の団体と、我々玉川法人会第11支

部の会員は、いつもの年より元気に祭りを盛り

上げ、例年と変わらないにぎやかさで、楽しい

祭りとすることができました。写真は、支部担

当のポップコーン販売会場の様子です。

（第11支部長　中山豪夫）

第12支部

第９回役員会

日　時　３月23日㈮　18：30～20：00

場　所　冬城産婦人科医院内サロン

出席者　11名

議　題　１．平成24年度支部事業計画

２．平成24年度支部役員会

３．４月20日㈮健康セミナー

　　支部活動報告会

４．各委員会報告、理事会報告

５．その他



講師の藤田上席
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役員会

日　時　４月２日㈪　10：00～12：00

場　所　事務局

出席者　５名

議　題　１．活動報告会

２．税務研修会

活動報告会・税務研修会

日　時　４月５日㈭

場　所　玉川区民会館

　４月５日㈭玉川区民会館

で活動報告会を行いまし

た。第１部では平成23年度

事業報告、決算報告、平成

24年度事業計画（案）、収

支予算（案）も無事決議い

たしました。第２部では

『法人税法の基礎』と題し

て玉川税務署法人課税第１

部門審理担当上席藤田滋之

様の講演をいただき、藤田上席のふるさとが山

形県という事で、東北復興の為に山形県の紹介

をしていただきました。　

（女性部会広報委員　安永きみ子）

女性部会

第７回　法人会全国女性フォーラム　群馬大会

日　時　４月12日㈭

場　所　グリーンドーム前橋（群馬）

　前日は雨が降り、どうなるかと心配しました

が、最高の春（桜）日和になり城址公園の満開

の桜に迎えられて全国の女性部会員（1900名）

が集いました。

　第１部記念講演では、医療法人中央群馬脳神

経外科病院理事長・医学博士中島英雄先生の

『笑いと健康』の講演で、「笑いは健康にいい」

のデータを基に「笑いは脳を活性化する」「笑い

は元気の活力」と題し講演を行っていただきま

した。

　桂前治という芸名を持つれっきとした落語家

でもある中島

先生は、最後

も落語「笑い

で」締め、と

ても有意義な

講演会となり

ました。

　第２部では

全法連女性部

会連絡協議会

会長岩井紘子

様が、女性部会スローガンを「わたしたち法人

会女性部会は法人会組織の一員として、研修、

交流を通じた部会員の資質向上と社会への貢献

青年部会

全体会議

日　時　３月６日㈫　19：00～

場　所　玉川ボランティアビューロー

出席者　12名

議　題　１．租税教室

２．翔ばたき

３．活動報告会

４．次年度行事予定

５．その他
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第４支部

会 社 名：株式会社  エヌワイアドバンス

代 表 者：西　　朋宏（にし　ともひろ）

会社住所：東京都世田谷区等々力2-34-4-203　

電　　話：03-5707-0402

Ｆ Ａ Ｘ：03-6805-9135

E - m a i l ：mari-t@mvg.biglobe.ne.jp

業種：皆様こんにちは。昨年入会させて頂きま

した株式会社エヌワイアドバンスの西と申しま

す。弊社は二子玉川と千歳船橋にて古民家を利

用した10名定員のアットホームなデイサービス

を運営させて頂いております。是非ともお気軽

にご見学頂けましたら幸いでございます。

第４支部

会 社 名：旅日本株式会社

代 表 者：石井　伸二（いしい　しんじ）

会社住所：東京都世田谷区等々力7-15-5　

電　　話：050-5806-6565

Ｆ Ａ Ｘ：050-3730-0501

E - m a i l ：s.ishii@tabi-nippon.com

ホームページ

http://www.tabi-nippon.com

業種：今までのタクシー会社、観光バス、観光

事業、そして旅館の経営の知識を活かして、世

田谷区の皆様にご利用していただけるような、

旅行会社にしたいと思っています。旅行の計画

がありましたら、是非、声をかけてください。

第１支部

会 社 名：株式会社  内海

代 表 者：内海　一至（うつみ　かずよし）

会社住所：川崎市高津区末長325-13　

電　　話：044-877-8652

Ｆ Ａ Ｘ：

E - m a i l ：piccolostanza@gmail.com

ホームページ

http://www.piccolostanza.com/blog/

業種：奥沢１丁目のつばめ湯となりで、12年間

カフェ＆バー「Piccolo Stanza」を営業しており

ます。おすすめはジントニック。スタンダード

なメニューもありますが、季節に合わせたカク

テルや旬の食材を使ったメニューをご用意して

ます。10席程の店ですが、貸切やライブ等のイ

ベントも行なってます。是非一度足をお運び下

さい。お待ち致しております。

新入会員ご紹介 紙面の都合上、掲載人数は不定数になりますが

随時、新入会員の方をご紹介させて頂きます。

をめざす法人会活動の充実に努めます。」と宣言

し、続いて、群馬県連女性部会連絡協議会会長

鈴木ヒロミ様のあいさつ『かかあ天下が未来を

拓く！』～今こそ女性の力で、もっと社会に貢

献を～と、女性の持つ豊かな感性とあふれる行

動力を群馬ならではの「かかあ天下」と表現

し、揺るぎない決意で宣言しておりました。次

回の法人会全国女性フォーラムは愛知大会にな

っております。

（女性部会副部会長　安永きみ子）



Vol.129　 通巻 229号（8）平成24年５月１日 たまでんBOARD

納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

24年５月分の源泉所得税の納付期限

24年３月決算法人の確定申告期限・納付期限

24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

24年 6月 11日（月）

24年 5月 31日（木）

24年 5月 31日（木）

24年 5月 31日（木）

24年6月決算法人の第3四半期分、24年9月決算法人の半期分・第2四半期分、24年12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。

税務署からのお知らせ


