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９月の行事予定
２㈰　★和太鼓コンサート（社会貢献委員会・青年部会） 15:30　玉川区民会館

３㈪　委員長・部会長会議 18:30　玉川ボランティアビューロー

　　　e-Tax普及推進協議会 13:30　玉川税務署

４㈫　青年部会全体会議 　玉川ボランティアビューロー

　　　研修委員会役員会 　玉川ボランティアビューロー

　　　全法連総合企画委員会 12:30　全法連会館

５㈬　第３支部役員会

　　　第７・第８支部合同バス研修会

６㈭　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　税制委員会 18:30　法人会事務局

　　　第６支部税務研修会 二子玉川町会会館

７㈮　女性部会役員会・支部長会 11:00　玉川区民会館

　　　第12支部公益役員会

８㈯　第９回桜新町ねぶた祭り

10㈪　財務委員会 18:30　法人会事務局

　　　第７支部日帰り研修会・クイズ王打合せ

13㈭　正副会長会議 16:30　玉川区民会館

　　　第３回理事会 18:00　同上

14㈮　厚生委員会 　玉川ボランティアビューロー

18㈫　組織委員会

20㈭　研修委員会研修会 18:30　東京組ショールーム

　　　第2支部税務研修会 18:00　奥沢福祉園

　　　たまでんボード原稿締切

21㈮　第４支部稲刈り事業 　新潟県魚沼市

　　　第12支部パソコンセミナー 　玉川区民会館

　　　社会貢献委員会

23㈰　第８支部砧公園クリーン作戦

25㈫　源泉部会企業訪問見学会 　海洋科学技術館

　　　広報委員会

28㈮　第１支部地域貢献活動 　奥沢区民センター

８月・９月の行事予定は７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

平成24年８月１日  発行
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公益社団法人玉川法人会月刊情報誌
Vol.132

通巻232号

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）

１㈬　区議団とヒアリング 13:40　区役所第二庁舎

３㈮　玉川税務懇話会 16:30　スカイキャロット

　　　玉川税務懇話会・署新幹部との名刺交換会 17:45　同上

　　　第８支部税務研修会 17:30　ＪＡ鎌田

６㈪　総務委員会：税を考える週間講演会分科会 18:30　法人会事務局

７㈫　第４支部役員会 18:30　玉川区民会館活動フロアー

　　　★第11支部話し方研修会 18:00　会議室ピラタス

　　　青年部会全体会議 19:00　玉川ボランティアビューロー

８㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

９㈭　東法連青連協役員会他 15:30　全法連会館

10㈮　女性部会役員会 10:30　法人会事務局

　　　女性部会幹事会 13:30　玉川税務署

18㈯　青年部会納涼家族交流会 18:00　コヤマドライビングスクール

20㈪　第10支部役員会　※予定 18:00　森建設

　　　たまでんボード原稿締切

21㈫　第11支部役員会 12:00　神田屋鮨店

22㈬　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

23㈭　組織委員会 18:30　法人会事務局

27㈪　第９支部サマーステージ24反省会　※予定

　　　広報委員会 18:30　法人会事務局

28㈫　社会貢献委員会 18:30　法人会事務局

29㈬　総務委員会 18:30　玉川ボランティアビューロー

30㈭　東局連：東京国税局幹部との意見交換会 11:00　全法連会館

31㈮　第１支部役員会（井上香料）※予定

　　　東法連正副会長と東京税理士会幹部連絡協議会 18:00　明治記念館
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日　時　７月19日㈭　15：00～17：00

場　所　玉川税務署会議室

出席者　23名の理事が出席。玉川税務署から

は、今年度人事異動により着任された

高田副署長と永田法人課税第１統括官

にご臨席いただき、高田副署長よりご

挨拶いただきました。また、永田法人

課税第１統括官より、法人課税第２統

括官、第３統括官、第4統括官をご紹介

いただきました。

審議事項　１．「税を考える週間講演会」

２．「e-Tax告知看板」

３．会員へのアンケート実施

４．地球温暖化対策報告書作成支援

５．ＡＥＤプロジェクト発足

６．事業変更

７．会員管理システム刷新

８．会員増強運動

９．「法人会の全てが分かるＱ＆Ａ」の

作成

10．その他

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、支部・部会報告

３．その他

理事会

理事会・委員会・支部 活動報告

挨拶する阿部会長

理事会の様子着任挨拶の永田法人課税第１部門統括官

ご挨拶をいただく新任の高田副署長
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平成24年度署新任幹部との名刺交換会

日　時　７月11日㈬　18：30～21：30

場　所　玉川ボランティアビューロ

出席者　11名

議　題　１．e-Tax推進委員会

　①税務署作成のポスター掲示の件

　②走る広告～バスの広告＜提案＞

２．社会貢献委員会

　①絵葉書コンクールの進歩状況

　②地球温暖化対策報告書推進補助

　③献血活動の日程

　　その他

　　和太鼓コンサート（３回目）

日　時　７月19日㈭　17：30～19：00

場　所　玉川町会会館

　38名の玉川法人会役員が出席。玉川税務署か

らは、今年度の人事異動で着任された金三津署

長、高田副署長、永田法人課税第１統括官と藤

田上席にご臨席いただきました。金三津署長の

ご挨拶では、ご自身の名前の由来をまじえて自

己紹介いただき、署の新任幹部の皆様と玉川法

人会役員が名刺交換して、会活動等について活

発に意見交換しました。

第２回委員長・部会長会議

ご挨拶をいただく金三津署長 着任された署の幹部の皆様

玉川税務署新旧幹部職員名簿 （平成24年7月）

署　長

特別国税調査官（法人）

総務課長

法人課税第 1部門統括官

法人課税第２部門統括官

法人課税第３部門統括官

法人課税第４部門統括官

法人課税第 1部門審理担当上席

木更津署署長

留任

税務大学校総務主事室

留任

東京国税局調査第一部国際情報第二課

荻窪署法人課税部門統括官

留任

留任

川崎北署個人課税部門統括官

留任

国税庁課税部資産評価企画官付

税務大学校専門教育部

芝署総務課長

千葉東署法人課税部門統括官

神奈川署法人課税部門統括官

（かねみつ　こしろう）

金三津　小志郎

（なんぶ　たくじ）

南部　琢二

（たかた　のりよし）

高田　哲好

（あんどう　ともゆき）

安藤　智之

（いしい　まこと）

石井　　睦

（ながた　けいこ）

永田　恵子

（こやま　たかひさ）

小山　隆央

（くろさき　ひろたか）

黒崎　浩孝

（なかがみ　ひろのり）

中神　博典

（かじの　けんじ）

梶野　研二

（はら　しょうぞう）

原　　省三

（まなべ　かずひろ）

真部　和弘

（すどう　よしみ）

須藤　　宜

（せき　おさむ）

関　　　收

（ふじた　しげゆき）

藤田　滋之

職　　　名
新 旧

氏名（ふりがな） 前　任　地 転　出　先氏名（ふりがな）

副署長
（総務・個人課税・資産課税担当）

副署長 
（管理運営・徴収・法人課税担当）
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　７月13日㈮18時より、いであ㈱様のＧＥカレ

ッジホールにおきまして、平成24年度会員増

強・大型保障制度推進会議が開催されました。

理事、監事、厚生委員、組織委員など総勢43名

の会員と各保険会社の支社長、推進員がご出席

し、大変盛況な会となりました。

　第１部の司会進行は斉藤厚生副委員長が担当

され、宮崎厚生委員長および坂東副会長のご挨

拶で始まりました。大同生命保険の小林支社長

および辻営業課長から、「平成23年度大型保障制

度実績」「平成24年度大型保障制度推進目標」な

どのお話がありました。またＡＩＵ五十嵐マネ

ージャーから「ビジネスガード」のご案内があ

りました。お話を伺いながら、参加者一同「一

人一社紹介運動」に向けて、気持ちを新たに致

しました。

　第１部の最後は、「経営者を守るメンタルヘル

スと就業規則ポイント集」と題し、社会保険労

務士の清水秀

城先生からお

話がありまし

た。最近、マ

スコミでも話

題になってお

ります「メン

タルヘルス不

調・うつ病」

について、経

営者として知

っておくべき

ポイントをと

ても丁寧に、

わかりやすく

お話して頂き

ました。出席者の皆様は、従業員のことはもち

ろん、我が身も振り返りながら真剣にお話を伺

っていました。

　第２部の懇談会は、井上組織副委員長の司会進

行で行われました。森組織委員長のご挨拶、鈴木

代表支部長の発声で始まり、会は和やかに進み途

中、宮崎委員長率いる厚生委員と森委員長率いる

組織委員の挨拶では、大型保障制度推進・会員増

強の「決意表明」をされる方々もいらっしゃっ

て、会場は大いに盛り上がりました。

　最後の挨拶は、若山副会長。会員増強・大型保

障制度推進・各企業の発展と会員の健康を祈念し

て、「万歳三唱」「三本締め」「一本締め」という、

「締めのフルコース」で閉会となりました。

　最後までテンションが高めの会であったた

め、皆様メンタルヘルス的には「程よい躁状

態」でお帰りになったようです。

（第12支部青年部　厚生委員　冬城高久）

平成24年度会員増強・大型保障制度推進会議

３．総務委員会

　①「税を考える週間」講演会

４．税制委員会

　①平成25年度税制改正要望

５．組織委員会

　①会員増強運動

６．広報委員会

　①法人会会員企業情報紙の配布の取

り扱い

７．財務委員会

　①会費未納会員

　②第一四半期決算

　　その他）会員名簿の作成
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委員会

日　時　６月25日㈪　18：30～

場　所　法人会事務局

出席者　12名

議　題　１．たまでんBOARD７月号校正

２．活動報告

広報委員会

委員会

日　時　７月12日㈭　18：30～

場　所　ボランティアビューロー

出席者　12名

議　題　１．研修会開催　９月20日18：30～

　　　　　　㈱東京組ショールーム

２．支部研修会報告

３．その他

研修委員会

救急救命講習会

　６月19日玉川消防署で救急救命講習会を開催

しました、参加者数29名で行われました。

　今年受けられた方々は初めての方がほとんど

です。昨年と同じ先生ですが少しずつ指導が変

わります、毎年常に最新の救助方法に変わると

考えると、自分の仕事でもマンネリ化はいけな

いと感じました。

　集まった方々は玉川地域の方が多く、この地

域で災害が起きた時１人でも多くの人の命が救

われることを望みます。

　消防署の方々、地元消防団の方々のご協力に

感謝いたします。 （社会貢献委員長　丸山正高）

社会貢献委員会

第1・２支部  合同

税務研修会

日　時　７月６日㈮　18：30～20：30

場　所　奥沢区民センター第２会議室

出席者　40名

第１部

講　師　社会労務士　久松徹雄  様

テーマ　「労使トラブル防止法・公的助成金の紹

　　　　介・年金制度の仕組み」

第２部

講　師　東京税理士会支部長　久野豊仁  様

テーマ　「最近の税制改正」

ワンコインチャリティー募金箱による寄付金／

10,000円
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第３支部

防災研修会　意見交換会

日　時　７月４日㈬　18：00～

場　所　玉川区民会館　４Ｆ集会室

出席者　36名

講　師　玉川消防署　警防課地域防災担当係長

大久保道郎様　

　未曾有の被害をもた

らした東日本大震災の

発生から１年４ヶ月が

過ぎ、もう一度防災の

意識を高め、地震対策

を学ぶために「今すぐ

やっておきたい地震対

策と、地震発生時にど

う行動するか？」と題

し、研修会が開催されました。地震が来る前に

準備しておく物は何か？実際地震が発生した時

に最初にとる行動は何か？等の講話があり、命

にかかわるテーマということで、一般会員の方

開会の挨拶をする井上第１支部長

皆さん真剣に勉強中

講師の大久保道郎様

司会を務める根来第２支部長 熱弁中の久松徹雄様

熱心に話に聞き入る参加者の皆さん 話しの楽しい 久野豊仁様

　昨年に引き続き、今年も第１・２支部合同に

よる税務研修会が奥沢で開催されました。

　今回も経営に直接役立つ知識を得ようと、雨

天にも拘わらず大勢の参加者が来場され、一般

の方の参加も交えて、企業経営に密着したテー

マを楽しく勉強する事が出来ました。

　また、東北復興支援のワンコイン募金箱に

は、多額の募金が集められ、参加した皆さんの

温かい思いやりの心が感じられました。

（第１支部広報委員　船本貴一）
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第９・10支部  合同

役員会

日　時　６月20日㈬　18：30～20：10

場　所　森建設㈱  会議室

出席者　20名

議　題　１．サマーステージ24

第６支部

役員会

日　時　７月12日㈭　12：00～

場　所　青柚子

出席者　14名

議　題　１．盆踊り大会

２．避難訓練

第12支部

女性部会会員懇談会

日　時　６月８日㈮　11：00～

場　所　三笠会館　フランス料理「榛名」

議　題　１．24年度夏の省エネ対策、その他

　年々女性部会も出席者が少なくなりました。

それでも少人数で、おいしい料理をいただきな

がら、夏の省エネ対策は？？？との話になりま

したが、今までも節約をしてきましたので、

「政府と東京電力さん何とかしてください！！」

ですかね。最後は、次回の懇談会の話で盛り上

がり、平成25年２月の懇談会は、㈲七映恒産の

卯辰さんに社会科見学の案をだして頂き楽しい

会にしていきます。今から予定を空けていてく

ださいね。12支部女性部会の皆さんよろしくお

願いします。　

（第12支部女性部会支部長　安永きみ子）

「夏の節電対策・省エネセミナー」

日　時　６月22日㈮　18：30～20：30

場　所　玉川区民会館集会室

出席者　16名

テーマ　夏の節電対策・省エネセミナー

　伊藤忠エネクス株式会社様より２名を講師と

して迎え、*家庭用太陽光発電システム　*燃料

電池エネファーム　*E-COOL（次世代照明）*

蓄電池　*電動オートバイ

以上五つの製品説明があり、昨年の東日本震災

後電力問題がクローズアップされる中、いかに

節電できるか？いかに省エネできるか？企業は

もちろん、家庭でも注目されている中、果たし

て家庭用太陽光発電システムを導入にあたって

のメリット、デメリットはどうなのか？等を資

料に沿って事細かく説明いただきました。皆様

非常に興味深く耳を傾けておられました。

（12支部広報委員　鈴木芳昭）

も多数出席頂き、皆さん熱心に勉強されていま

した。

　第２部　意見交換では、トラットリア・ロア

ジへ場所を変え、皆様が取り組まれている防災

や、普段から心がけている事など、活発な意見

交換が行われました。トラットリア・ロアジの

季節感たっぷりで彩り豊かなおいしい料理を頂

きながら、３支部ならではの雰囲気は変わら

ず、有意義な時間を過ごすことが出来ました。

（第３支部広報委員　中岡正裕）
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青年部会

第36回わんぱく相撲世田谷区大会

主催：わんぱく相撲世田谷区大会実行委員会

 平成24年５月13日㈰　今年で36回目となる、

わんぱく相撲世田谷区大会が世田谷区総合運動

場体育館にて開催されました。

　わんぱく相撲は日本全国の小学生男子と女子

が参加する大会で、全国大会決勝トーナメント

は両国国技館にて行われます。今大会から青年

部会が運営手伝いとして参加することになり、

大会運営のお手伝いと会場外での東日本大震災

支援募金活動を行いました。

　当日は天気にも恵まれ、300名の子供が参加

し、全体では公称で2,000人が来場した大規模な

イベントなりました。

　相撲が行われる体育館の中は、参加者のチビ

ッ子と応援する父兄さんの熱気につつまれ、勝

負に勝って大喜びする子供もいれば、負けて悔

し涙を流す子供もいる、そんな熱い戦いが繰り

広げられました。

　取り組みが開始された当初、土俵に上がる子

供達は緊張しているのか少し硬い表情を浮かべ

ていて、応援席の父兄さんの声援が目立ってい

たのですが、大会が進むにつれ、違う学校の生

徒同士が応援しあい喜びあう姿が見られ、父兄

さん達に負けないくらいの声援が土俵際の子供

たちから発せられていました。

　今大会で優勝した子供達は東京都大会へと勝

ち進み、全国大会を目指して戦うことになりま

す。世田谷区代表の子供達に心からエールを贈

りたいと思います。

　最後に、当日行いました東日本大震災支援募

金には総額：9,332円の募金が集まりました。募

金にご協力いただきました皆様に心から感謝い

たします。　（青年部会広報委員　斎藤 梨生希）

全体会議

日　時　７月３日㈫　19：00～

場　所　玉川ボランティアビューロー

出席者　15名

議　題　１．異業種交流会

２．和太鼓コンサート

３．せたがや未来博

４．東法連青連協第３ブロック協議会

５．その他

女性部会

第２回　健康増進研修会

日　時　６月21日㈭　14：00～

場　所　玉川区民会館　４Ｆ集会室

出席者　33名

　梅雨の合間の一時、女性部会主催の『健康増

進研修会』の一環として先月にひき続き第２回

目のレッスン、フィットネスインストラクター

中尾和子先生を再びお呼びして行われた。

　それぞれ色とりどりのボールを使用し今回は

腰部の緊張を取るエクササイ

ズでしたが参加者は年齢がさ

まざまで初めて経験するエク

ササイズに懸命に取り組んで

いるようでした。先生のフィ

ットネスクラブの生徒の中に

は90歳の方もレッスンを受け

ていると伺いました。人間は

何歳になっても、その年齢にあったスタイルで

常に運動を続けていると言うことを実証された

ような気が致しました。実際レッスンを受けた

感想は正しくボールに身体をゆだねるだけで関

節がなめらかに筋肉や血管が本来の力を取り戻

す気が致しました。７月５日には最後のレッス

ンがありますが参加者はこぞって楽しみにして

いる事でしょう。　　　（第12支部　末次顕子）
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玉川法人会ならではの豪華賞品

阿部会長のティーショット

総合優勝の上野さん（写真）

２位　第６支部　池田　誠さん

３位　第７支部　草野　力さん

女子優勝の星谷照子さん

平成24年度第１回ゴルフ同好会コンペ開催

　７月３日㈫レイクウッドゴルフクラブで平成

24年度第１回ゴルフ同好会コンペが開催されま

した。

　参加者は48名、協賛くださいました会社は10

社、東日本大震災支援

義援金募金はみなさま

のご厚意により合計

33,100円集まりまし

た。

　当日は午前中晴れ

で、日焼けしてしまい

そうなとても良い天気

でしたが、午後からは曇り、途中から急に激し

い雨になり、雨着を着る時間も無く濡れてしま

い、濡れたそのままでラウンドされた方も多か

ったと思います。そんな天気の中、優勝は第10

支部の上野伸さん。素晴らしい成績で優勝され

ました。賞品も高級フ

ルーツ、高級海老、ワ

イン、キャディバッグ

など頂いてうれしいも

のばかりで、楽しい一

日を過ごせました。    

（第７支部　霜島友子）

ゴルフ同好会

ゴルフ同好会

 毎年恒例となり、今年で４回目となる八王子法

人会との会員交流対抗ゴルフ大会が、10月16日

㈫に八王子ＣＣを借り切って開催されます。昨

年初勝利を飾った玉川法人会は、Ｖ２目指して

大勢の会員の皆様にご参加いただきたいと願っ

ています。

「ゴルフは上手くないから、参加しても役に立

たないヨ。」と思っているアナタ、そんな事は全

然ありません。ちなみに、去年のベスグロは何

と (30-33) 63の驚異的なスコアでしたが順位は

40位、102で回った小生は30位で豪華賞品を獲

得して玉川法人会の勝利に貢献できました。

(広報委員会　大塚繁夫)
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♪(^。^)／やあ久しぶり！　２年ぶりの顔ぶれ

　平成21～22年度に大活躍した「社会貢献委員

会」のメンバーが、６月27日㈬自由が丘「遊」

に勢ぞろいしました。

　清田礼子委員長（現監事・以下役職名は当時

のもの）をはじめ、お客様を含めた総勢14名

が、あの頃あの時の思い出を肴に親交を深め合

いました。

♪(^。^)／それぞれが最優秀メンバーだった

　増田晴彦副委員長司会のもと、清田礼子委員

長あいさつ、小久保文正玉川消防司令長（現・

深川消防署予防課長）による来賓代表あいさ

つ、続いて寺沢書記から出席者の当時の主な活

躍ぶりが紹介されました。

○清田礼子委員長

　「清田さんが委員長を務める」と聞いて社会貢

献委員に立候補した者も少なくありません。

周知の魅力と才智を充分に発揮し、２年間私

たちを引っ張ってくれました。

○増田晴彦副委員長

　委員長と共に会の両輪として会議の司会を務

め、ムードメーカーとしても活躍しました。

ことに打上げ会や忘年会などでは、ここぞと

ばかり気を吐いてくれました。

○宇佐美潔副委員長

　委員会のＭＶＰ賞を受賞した宇佐美氏は、主

に保育園への絵本贈呈の際に本箱のデザイ

ン・制作、およびチャリティーＢＯＸのパネ

ル作成などを担当しました。その技術と才能

を揮い、園児たちにも忘れられない思い出を

遺しました。また、献血運動の担当委員長と

して２年連続100名以上の参加者を数える快挙

を打ち出しました。

○山本初枝会計

　委員会の出席者数が毎回パーフェクトに近い

出席率のなか、予定外の行事もたびたび飛び

込み、備品の買い出しなど四苦八苦の会計で

した。勘定方という最も重要な役割を担いま

した。

○寺沢せいこ書記

　議事録作成や、広報誌への記事作成・写真撮

影を担当しました。皆さんの寛大な配慮で自

由気ままに書くことができたおかげで、会の

活動が幾度となくＴＯＰ記事として広報誌を

飾りました。

○出澤素賀子委員

　行事のたびに準備や受付、資料作成など、繁

雑な役目を率先して請負いました。出澤氏の

ひたむきさと明るい笑顔に癒され、会が一丸

となれた２年間でした。

○金子喜久雄委員

　東京都による中小企業の「省エネルギー対

策」や「地球温暖化対策」など、会としては

どう手をつけて良いか解らない分野を担当し

ました。専門的な難しい言葉を分かり易く説

明して、合同研修会を大成功に導きました。

○上野とめ子委員

　全体的な相談に常に親身になって寄り添い、陰

日向なく動きました。顔が広い上野氏は、あら

ゆる分野から人集めができる方。その人望の厚

さと力の大きさに驚かされたものです。

○上原けさ子委員

　ことに献血運動のバスの中では、献血に協力

してくださった方々に手渡すグッズを運んだ

り配布したりと、きちんと手際よく事を進め

ました。常に上品な姿勢が会の魅力となりま

した。

○秋山憲一委員

　行事ごとに誰よりも早く朝一番に現場に到着

し、荷物を運び入れ、セッティングをしまし

た。陰となり、縁の下の力持ちとなり、会を支

えた行動力がすべての成功に繋がりました。

○西澤和夫玉川総合支所長（現・世田谷区財務部長）

　チャリティー募金の役立て方として、「玉川

管内の私立保育園に絵本贈呈」というアイデ

ィアを提供し、その橋渡しとしても尽力され

ました。平成22年11月19日の絵本贈呈式の様

子が、世田谷新聞に大きく扱われ、社会貢献

活動の大切さや、会の功績を広く知られるき

っかけとなったのも、西澤氏のご協力による

ものです。

○小久保文正玉川消防司令長（現・深川消防署

予防課長）

　「普通救命救急講習会」では、毎回120名とい

う受講者を指導し、多くの救命士のたまごを

世に送り出してくれました。また、平成22年

９月、玉川消防署にて催された「救急業務協

力者に対する感謝状贈呈式」にて、我が委員

会が東京消防庁より栄えある感謝状を受賞し

Ｈ21・22年度の社会貢献委員会ＯＢ会開かれる
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ました。当時の山中消防署長から有難いお言

葉を頂戴できた嬉しい思い出も、小久保氏の

おかげによるものです。

○丸山太三雄玉川消防署救急係長（現・奥沢消

防出張所長）

　第一期救命救急士の丸山氏は、救命士制度発足

当時から、現場救急隊長として数万人の方々を

搬送するなど目覚しい経歴をお持ちの方。手話

の特技にも通じた氏のお力を拝借できたこと

も、会にとって大きな力となりました。

○中岡正裕第３支部青年部支部長

　献血運動や、その他の活動に於いても多くの

参加者を動員してくださるなど、公私を問わ

ず絶大なご協力を頂きました。若さとフット

ワーク、そしてその人柄に甘える事ができた

のは、会としてもとても幸運なことでした。

この他、あいにく欠席された大久保弘子委員、

矢島よし子委員・坂東義治副会長からのメッセ

ージも紹介され、一人ひとりに熱い拍手が贈ら

れました。

♪(^。^)／心温まる歓談・・・時よ永遠に

上野委員による乾杯の発声がなされ、元気な

面々の懇談が広まりました。

サプライズ１

　無理を言って西澤氏に特技の草笛をお願いす

ると、氏は快く承知し、「ウナセラディ東京」や

「また君に恋してる」などを披露して下さり、

草笛の心地よい響きが歓談に華を添えました。

西澤さん、ありがとうございました。

サプライズ２

♬　HappyBirthday　Dear’金子さ～ん　♬
　６月３日にお誕生日を迎えた金子氏を祝い、な

んと「遊」から豪華なバースデーケーキが、そし

て皆さんからは花束がプレゼントされました。

金子さん、おめでとうございます。

サプライズ３

♬　CONGRATULATION　中岡さ～ん　♬
 ６月２日にめでたくご結婚された中岡氏に、皆

さんから小さな花束を贈り祝福しました。

　今日は「奥様もぜひご一緒に」とお誘いした

のですが、ご都合が合わないとのことで残念で

した。

 中岡さん、末永くお幸せに。おめでとうござい

ます。

サプライズ４

　丸山氏から自家製の燻製が提供されました。

　氏の特技は手話の他にも数々あり、様々なお

つまみをご自分で燻製になさる事もその一つ

で、別名「スモーク丸山」と呼ばれ親しまれて

いる由縁もそこにあります。

　今回は、たまご・チーズ・ビーフジャーキ

ー・チョコレート・たくあん・・・と、たくさ

んの種類のスモークをご持参下さいました。

　いずれもとっても珍しく、初めて頂く美味し

さに、ついつい杯が進みました。

　丸山さん、ごちそうさまでした。

サプライズ５

　今日も出ました。増田氏による恒例のお楽し

みクイズコーナーです。

　時事問題・関連問題・スポーツ問題などな

ど、幅広い分野からの出題で私たちを楽しませ

てくれました。

　正解者には、ささやかな景品が用意されて嬉

しさ倍増。

　なかなか難しい問題もあり、頭のストレッチ

にもなりました。

増田さん、ありがとうございました。

♪(^。^)／終わり良ければまた会える

　誰もがニコニコ顔で集合写真に収まったあ

と、丸山氏の三本締めで賑やかに中締めがなさ

れ、名残惜しいひと時も、やがて宇佐美氏の閉

会の言葉により幕が降ろされました。

「来年も第二回ＯＢ会を開こう！」

「その前に深川消防署を見学に行って、小久保

さんに美味しい深川丼を案内してもらおう！」

こんな約束が、あっという間に成立し、近いう

ちにまた遭うこととなった前・社会貢献委員会

です。

　こんな騒々しいメンバーを二年間率いた清田

さん、本当にお疲れ様でしたね。

　でも二年間楽しかったね！

この委員会での思い出は、永遠に私たちの宝物

です。（第６支部前社会貢献委員　寺沢せいこ）
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納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

24年８月分の源泉所得税の納付期限

24年６月決算法人の確定申告期限・納付期限

24年12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 9月 10日（月）

24年 8月 31日（金）

24年 8月 31日（金）

24年 8月 31日（金）

24年9月決算法人の第3四半期分、24年12月決算法人の半期分・第2四半期分、25年3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。

事業所において

（１） 全体
「不用な機器の電源オフ」の徹底（プラグをコン
セントから抜くなど）

（２） ＯＡ機器
パソコンの不要時、離席時の電源オフ
パソコン等、ＯＡ機器の省エネモード設定

（３） 照明
昼休み等や不用時の照明・空調の停止
共用部照明の間引き
ネオンサインや看板の消灯
窓際での自然光利用による照明の消灯
営業前後の不要照明の消灯
バックヤードのこまめな消灯

（４） 空調
室内温湿度の適正化（外気の適正利用）
空調の就業前の短縮や早目の空調停止
厨房等の過度な換気の適正化・駐車場換気の不
要時の停止
空調・換気フィルターの清掃

（５） その他
便座ヒーター等の停止
自動販売機の照明停止
節水の徹底
冷凍ショーケースのナイトカバー利用　など

家庭において
（１） 全体
不要な照明の消灯など、不必要な電気の使用を
止める。
エアコンやテレビ、パソコンなどの家電製品を、
「省エネモード設定」にする。
エアコンやテレビ、パソコンなどの家電製品の
未使用時には、プラグをコンセントから抜く。

（２） エアコン
着衣等を工夫し、エアコン等の設定温度を緩和
する

（３） 冷蔵庫
季節に合わせて「設定温度」を調節する。
ものを詰め込みすぎない。

（４） 照明
白熱電球を、電球型蛍光灯やＬＥＤ電球に交換
する。

（５） その他の電気製品
電気ポット：長時間の保温はやめる。

（６） 購入時の取組
「省エネラベル」を参考に、省エネ性能の高いも
のを選択する。

上記は、東京都環境局ホームページ（http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/ ) でご覧になれます。

電力の需給逼迫の影響は首都圏に及ぶことから、
東京都は、9都県市や関東知事会とも連携して取り組みます。

節電・省エネの実施に関する、都民、首都圏の皆さんへの協力のお願い
(節電対策メニュー例)


