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12月 の 行 事 予 定

２㈪　研修委員会 18:30　玉川ボランティアビューロー

４㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

５㈭　★第２回e-Tax研修会 15:00　玉川税務署

６㈮　女性部会役員会 11:00　玉川区民会館

　　　女性部会支部長会 12:00　玉川区民会館

９㈪　　　【たまでんBOARD１月号原稿締切】

16㈪　広報委員会 

19㈭　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

11月・12月の行事予定は10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
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☜玉川法人会 検索

１㈮　源泉部会「年末調整説明会」 13:30　玉川税務署

　　　★第６・第８支部合同税務研修会　

　　　　二子玉川開発の話・懇談会 17:20　玉川町会会館

　　　第３支部社会貢献活動反省会 18:30　尾山台「華山」

５㈫　★「絵はがきコンクール」パネル展示　

　　　　　二子玉川高島屋～ライズ地下通路

12㈫　

６㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

７㈭　全法連青年部会連絡協議会 12:30　広島市

８㈮　組織委員会・厚生委員会合同　絆プロジェクト

　　　全国青年の集い 13:15　広島市

　　　★第１・２支部ふるさと世田谷探訪バスツアー 8:30　世田谷区内

　　　税制委員会 18:30　法人会事務局

11㈪　納税表彰式 15:30　東郷記念館

12㈫　ＡＥＤプロジェクトＷＧ 10:00　法人会事務局

　　　第12支部役員会 18:30　中華喫茶 「一紀」

　　　研修委員会 18:30　玉川ボランティアビューロー小会議室

　　　青年部会全体会議 19:00　玉川ボランティアビューロー大会議室

13㈬　★献血活動 10:00　二子玉川再開発事務所

14㈭　★税を考える週間講演会 18:00　玉川区民会館ホール

20㈬　絵はがきコンクール表彰式 16:00　玉川税務署

　　　絵はがきコンクール反省会 18:00　玉川町会会館

　　　　　【たまでんBOARD12月号原稿締切】

21㈭　★年末調整説明会 10:00　世田谷区民会館

　　　　　　〃 13:30　世田谷区民会館

　　　★第１回 e-Tax研修会 15:00　玉川税務署

　　　委員長部会長会議 18:30　玉川ボランティアビューロー

　　　★第１・２支部親睦ゴルフ大会 9:08ｽﾀｰﾄ　千葉県加茂GC

22㈮　厚生委員会 18:30　玉川ボランティアビューロー

25㈪　広報委員会 18:00　玉川ボランティアビューロー

26㈫　正副会長会議 16:00　玉川区民会館

　　　常任理事会 17:00　玉川区民会館

　　　理事会 18:00　玉川区民会館

　　　★青年部会ＳＫＴ連絡会

　　　　「震災サバイバル」セミナー 18:00　成城大学

27㈬　ワイン研究同好会 18:30　テアトロ パッシオーネ　用賀

　　　第１支部役員会 18:30　井上香料

28㈭　社会貢献委員会 18:00　未定
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日　時　10月３日㈭　14：00～　

場　所　大　会：リンクステーションホール青森

　　　　懇親会：ホテル青森

出席者　約1,700名

第１部　記念講演（14：00～15：10）

　演　題　「これからの時代の経営とリーダーシップ」

　講　師　㈱東レ経営研究所

　　　　　　　　　特別顧問　佐々木　常夫  氏

第２部　大会式典（15：30～16：45）

　　　　（式典において、税制改正の提言の報告

を行うとともに、租税事例発表を行う）

第３部　懇親会（17：15～）

大会宣言
　われわれ法人会は、半世紀を超える歴史を通じ、「健全な納税者の団体」として、税の活動を中心に広く
社会への貢献活動を展開してきた。
　その歴史、実績の上に、われわれは、新公益法人制度移行後も租税教育など税の啓発活動を中心に、さ
らに積極的に公益的な活動を展開し、広く社会に貢献することをここに誓うものである。
　一方、わが国の経済は、長期に亘る低迷を経て、ようやく明るい兆しが見えてきた。しかし、これを本
格的な自律回復に繋げ、デフレからの脱却と経済再生を実現するためには、いわゆる「３本の矢」からな
る経済政策を一体的に推進することが求められている。
　また、国家的課題である持続可能な社会保障制度の確立と財政健全化の両立を目指す「社会保障と税の
一体改革」は、その緒に就いたばかりである。
　今後、聖域なき歳出削減の徹底と併せ、あらゆる改革において抜本的な見直しを行うことが必要である。
　こうした諸課題に向け、われわれ法人会は「平成26年度税制改正に関する提言」を取りまとめた。
　強い日本経済を再構築し、震災からの復興を加速させるに当たっては、わが国経済の原動力であるとと
もに、地域雇用の担い手である中小企業の活性化が不可欠であり、法人会はそのための税制の確立を強く
求めるところである。
　創設以来、納税意識の高揚に努めてきた法人会は、ここ青森の地で全国の会員企業の総意として、以上
宣言する。
　平成25年10月３日

全国法人会総連合全国大会

税制改正要望　第30回  法人会全国大会（全法連青森大会）
平成25年10月3日㈭　　リンクステーションホール青森

【総論】
◇まさに今。
　国・地方とも聖域なき行財政改革の断行を！
◇持続可能な社会保障制度を確立し、国民の将来不安
の払拭を！
◇中小企業の重要性を認識し、経済活性化に資する税
制措置の拡充を！
【所得税】
◇所得税は広く薄く負担を求め、努力した人が報われ
る税制の構築を！
【法人税】
◇法人実効税率は、欧州・アジア主要国並みの20％
台に引き下げを！

【事業承継税制】
◇本格的な事業承継税制を確立し、地域経済を支える
中小企業に配慮を！
【消費税】
◇消費税引き上げに際しては、景気に配慮するほか行
財政改革の徹底を！
【地方税関係】
◇国と地方の役割分担を見直し、地方の自立・自助の
推進を！
【震災復興】
◇被災地の復興を図るため、税制上の対応を含めて実
効性のある措置を！

講　師　佐々木常夫 氏

職　歴

1944年　秋田生まれ

1969年　東京大学経済学部卒

　　　　東レ株式会社  入社

2001年　取締役・経営企画室長

2003年　株式会社東レ経営研究所社長

2010年　株式会社東レ経営研究所特別顧問

平成26年度税制改正に関するスローガン
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「ミスねぶた」グランプリを囲んで阿部会長を中心に参加者の皆さん

税制改正に関するアンケート調査結果
（有効回答総数  8,349名）

第30回法人会全国大会 資料より
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税務研修会

日　時　９月27日㈮　18：30〜

場　所　玉川区民会館　４Ｆ会議室

出席者　66名

テーマ　「税についての不易流行を考える

　　　　　〜法人会の皆様との関係を含め〜」

講　師　玉川税務署長　太田　律子　様

理事会・委員会・支部 活動報告

委員会

日　時　９月25日㈬　18：00〜

場　所　法人会事務局

出席者　10名

議　題　１．たまでんBOARD10月号校正

２．その他

広報委員会

委員会

日　時　９月24日㈫　18：30〜20：10

場　所　法人会事務局

出席者　11名

議　題　１．9/27の税務研修会

２．11月・12月のe-Tax研修会

３．11月の税を考える週間記念講演会

４．その他

５．次回平成25年度第４回研修委員会

の開催

研修委員会

委員会

日　時　10月17日㈭　18：30〜

場　所　玉川ボランティアビューロー

出席者　９名

議　題　１．9/27の税務研修会（反省）

２．11月・12月のe-Tax研修会

３．税を考える週間記念講演会

　　（11/14玉川区民会館ホール）

４．ビジネス研修会

５．その他

太田律子署長に講師をお願いしました
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第３支部

社会貢献活動　in　尾山台フェスティバル

日　時　10月19日㈯、20日㈰　

会　場　尾山台

　恒例の秋のイベントといえば、ご存知の尾山

台フェスティバルです。今年は10月19、20日の

両日開催され、様々な食を扱う活気あるブース

が軒を並べ、驚くほど大勢の人がハッピーロー

ドを訪ねてきてくれました。以前から素敵なお

店がひしめき合っている通りですが、「尾山台」

は暮らしの質を高める名店が集まる、住みたい

街の一つとして、最近有名な雑誌の「Hanako」

にも取り上げられたほどです。

　私ども法人会の第３支部ブースは、尾山台地

区会館のすぐ前の好立地な場所でスタート。今

年は美味しい吟醸酒、生ビール、フランクフル

ト、税金クイズなど・・・。

　また、昨年に続き税の無料相談も。土曜日に

は、お洒落な赤いジャケットがお似合いの（第

３支部の兼子支部長はツーショットの写真にご

満悦）太田律子署長を始め署の幹部の方々、そ

して阿部会長や大鎌副会長、事務局長、そして

何と金三津前署長も遠方から来て頂き、何とも

嬉しいサプライズがあり感謝しております。

　日曜日には子供たちが大喜びする「イ－タ

君」の登場でさらに盛り上がりました。お忙し

い中、みなさまありがとうございました。両日

とも、晩秋を感じさせる少し肌寒い日ではあり

ましたが、美宝堂の安藤さんが日本酒のおつま

みにと作って頂いたお惣菜も心のこもった美味

しさでホッコリ。こうした街のフェスティバル

は、最近『絆』という言葉が良く使われている

ように、色んな方々との触れあいの場でもあ

る、という印象を強く持ちました。ビール、フ

ランクも完売で、お手伝いをして頂いたみなさ

まのおかげで今年も無事に終わりました。心か

らお礼を申し上げます。

（第３支部　女性部会支部長　羽田葉子）

模擬店（フランクフルト、生ビール、日本酒）

多くの方が参加した税金クイズ

兼子支部長と阿部会長 参加してくださった太田署長（左） イータ君は大人気
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第４支部

稲刈り体験学習

日　時　９月21日㈯　

会　場　新潟県魚沼市竜光

出席者　41名

　平成25年９月21日㈯第４支部主催の稲刈り体

験学習をコシヒカリ原産の地、新潟県魚沼市で

実施致しました。

　今回10年目となる稲刈り体験学習で、会員と

等々力小学校の児童、保護者、教員を含む総勢

41名が春に田植えをした稲を鎌で刈り取り、枝

豆やクジャクソウの収穫も体験しました。

　台風一過の秋晴れの中、バスで一路新潟へ。

三連休、彼岸の入りと事故が重なり渋滞しまし

たが、車中ではガイドさんがクイズやビデオで

租税教室を行い退屈することなく約１時間遅れ

で到着。

　現地では地元の皆様方がコシヒカリの塩むす

び、豚汁とおつけ物で歓迎、このおむすびがな

んともおいしい、さすが。

　JAの青空マーケットでお土産用の新米や野菜を

仕入れ、早速田んぼで大人も子供も稲刈り体験を

しました。

　その後、枝豆やお花を各自思う存分収穫して

バスのトランク一杯に積み込み、神湯温泉へ。

お風呂につかり休息した後、皆さんに感想文を

書いて頂きました。

　道の駅で夕食の弁当をバスに積み、関越自動

車道で帰路につきました。

　バスの中では感想文の発表とお菓子のご褒美、

ビデオ租税教室ですごしながら事故や怪我もなく

等々力に21時40分に到着、解散となりました。

　振り返ると、いつもながらも暖かく迎えて下

さった地元竜光の皆様、JAの方々、体験学習に

学校あげて毎回参加頂いた等々力小学校の校長

先生はじめPTAの役員の皆様、そして初回から

地元の架け橋を努めて頂いた高橋進様、歴代法

人会役員やご協賛企業の方々等々、多くの皆様

の支援をいただき10年間の永きにわたり、無事

故で好評を頂きながらの事業が開催し続けられ

たことを深く感謝申し上げます。

 （第４支部　支部長　鍋島増男）

支部役員会

日　時　10月２日㈬　18：30〜20：00　

会　場　等々力「やぶ森」

出席者　７名

議　題　１．サマーナイトフェスティバルの反省

２．稲刈り体験学習の反省

３．下半期支部事業実施計画

４．会員増強、保険勧誘活動

　鍋島支部長を囲んで、宮崎副会長にもご出席

いただき、左記の４点について意見交換しまし

た。特に「田植え稲刈りの体験学習」の実施も

満十年が経過し、新潟魚沼の方達との交流も深

くなってきており、これからは、玉川法人会と

魚沼市とが一段とステージアップする交流が持

てるような方向にしていこうという話し合いを

行いました。　　　　　 （第４支部　鈴木健二）
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第７・８支部  合同

合同　秋のバス研修会

日　時　９月３日㈫　

場　所　千葉　日本寺　ホテル三日月

出席者　29名

　第７支部と第８支部は毎年合同でバス研修会

を行っています。

　今年は、関東最古の勅願所・日本寺がある、

鋸山散策と大型スパ・ホテル三日月の千葉に行

きました。

　用賀インターから首都高速を抜けレインボー

ブリッジを渡り、東京タワー・スカイツリーを

見ながら、お台場へ。そして、アクアライン・

海ほたるへ立ち寄りました。

　目的地、鋸山の日本寺の散策は、ロープウェ

イに乗車し空中散歩を楽しみ、山頂展望台で視

界360度の大パノラマの景色を堪能し、日本寺ま

で自由行動でそれぞれ散策しました。

　山頂展望台から百尺観音、地獄のぞき、千五

百羅漢そして日本一の石大仏と見どころがたく

さんありました。

　特に３年の月日を費やして彫刻された、高さ

31mの石大仏は見事で来た甲斐がありました。

そこにたどり着くまでに足元が悪いうえ、石段

が多く、日頃の運動不足がたたり、体力の限界

を実感しました。

　皆さん無事下山し、大型スパ・木更津温泉

「龍宮城　ホテル三日月」（黄金風呂で有名な）

にて、バイキングの昼食、その後展望温泉・温

水プールなどで楽しみ、日頃の疲れと散策の汗

を流しました。

　展望風呂からの海の景色が最高に気持ちが良

かったです。

　帰りは近隣の三井アウトレットへ立ち寄り、

アクアラインを通り横浜ベイブリッジ経由から

第三京浜へと走行しました。

　車中で税務研修・税金クイズなどで楽しみな

がら、渋滞もなく予定時間より早く帰途に着く

ことが出来ました。

　クイズの正解者には景品があり、お土産もい

ただき楽しい一日を過ごしました。

　お疲れ様でした。　　 （第８支部　猿渡浩代）

第８支部

砧公園クリーン作戦

日　時　９月29日㈰　

場　所　砧公園

出席者　７名

　９月29日㈰、毎年恒例の砧公園にて清掃活動

を実施しました。

　今年も同じようにゴミが少なく公園を使う区

民の意識の高さを痛感しました。天気にも恵ま

れ、散歩の気分で森林浴をしながら爽快に活動

ができました。公園事務所からも感謝されお馴

染みの事業として知っていただき、これから

は、もっと一般の方の参加を呼び掛け、地域と

一体化した

支部活動を

目指してい

きたいと再

認識した次

第です。

　来年もま

た、ゴミ拾

いというよ

りは、利用者の皆さんの美意識を拾って、日本国

民の美意識の再認識の場として提供実施したいと

思います。 　　（第８支部　支部長　上平　亮）
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第９・10支部 合同

第９･10支部合同税務研修会

日　時　９月30日㈪　18：00～20：00

場　所　用賀出張所３階  活動フロア

出席者　27名（第９支部18名／第10支部９名／

　　　　未加入法人３名）

　恒例となりました第９・10支部合同による税

務研修会が開催されました。折しも安倍首相の

消費税８％発表と少額投資非課税制度NISAスタ

ートの前日ということもあってか、ほぼ満席の

状況で皆さんの関心の高さがうかがえました。

第９支部阿部副支部長の司会により、大嶽第９

支部長の挨拶、続いて佐藤第10支部長より来賓

及び講師の紹介がありました。来賓として挨拶

をいただいたのは玉川税務署法人課税第１部門

統括官小竹宜節氏です。

　税務研修会は『平成25年度の税制改正につい

て』と題し、審理担当上席の藤田滋之氏よりお

話をしていただきました。冒頭「サマーステー

ジようが」で行われた税金アンケートとイータ

君風船配布に関係者へのお礼の言葉がありまし

た。研修の内容は税制改正のパンフレットと参

考資料をもとに、国税の組織からはじまり今回

の税制改正のポイントの説明が行われました。

　今回の改正は相続税や贈与税など資産関係の税

改正が多いとのこと。また、藤田上席からの「内

容もさることながらいつから適用されるかが大

事」という、もっともなご指摘が印象的でした。

　研修会終了後は玉川税務署のお二人を真ん中

に、参加者全員で記念撮影を行いました。 

　その後は地域法人意見交換会と題し、未加入

法人も含め名刺交換や、あちこちで話の輪が広

がり盛り上がる中、終会となりました。

　今回の研修の来賓･講師の皆様、また月末のご

多用中の中、足をお運びいただいた皆様に厚く

御礼申し上げます。

（第９支部　広報委員　松山ひとし）

関心の高さがうかがえる会場風景開会挨拶をする大嶽第９支部長（右）

参加者全員で記念撮影玉川税務署の小竹統括官（左）と藤田審理担当上席（右）
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第11支部

桜新町ねぶた祭り

日　時　９月14日㈯　16：00〜21：00

場　所　桜新町商店街

出席者　多数

　サザエさんの絵が描かれた山車が商店街を練

り、威勢のいい掛け声とともにハネトが跳ねる、

「桜新町ねぶた祭り」が９月14日に開催されま

した。10回目を迎えたこのお祭りですが、警察

の発表によると今年は45,000人もの人出となっ

たようです。

　フジテレビで放送される実写版「サザエさ

ん」の磯野波平役である片岡鶴太郎さんが登場

し見物客の歓声を浴びるなど、ねぶた以外にも

見所の多いお祭りでした。

　私たち第11支部のメンバーはちんどん屋と大

道芸人の付き添い、ハネト衣装の着付け、そし

てハネトとなって一緒に踊るなどして祭りを盛

り上げました。

　今後もこのような活動に積極的に参加し、地

域への貢献を続けていきたいと思います。

（第11支部　広報委員　菅原英樹）

第12支部

防災セミナー

日　時　９月20日㈮　18：30〜20：00

場　所　玉川区民会館４Ｆ第３集会室

出席者　22名（一般の方も含む）

講　師　消防指令  大久保道郎氏（玉川消防署）

　３月11日の大震災、マグニチュード9.0という

未曾有の大災害を受け、なんとなくのんびり毎

日を送っていた私達は、報道により、悲惨なテ

レビ画面に釘づけになっていました。そして、

時間の経過と共に生死を分けるのは、ほんの些

細な事できまってしまうという現実を知りまし

た。又いつ起きても良いように日頃よりつねに

防災に心掛け、少しでも心に余裕を持って行動

することが大切ですということが講師のお話で

良く理解できました。

（第12支部　広報委員　末次顕子）

防災セミナーに参加して

　初秋の気配が感じられる９月20日、玉川消防

署消防指令、大久保道郎様のお話をうかがいま

した。玉川地区は海抜35〜45m。津波の心配は

ないようです。

　火災の危険度も他の地域に比べれば少ないよ

うですが油断は禁物です。

　東日本大震災から２年半、その後余震も度々

起き、だんだん東京に近づいてきました。いつ

来てもおかしくないと言われていますが、個人
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第10回 せたがや未来博

日　時　10月19日㈯、20日㈰　10：00～16：00

場　所　世田谷区民会館・世田谷区役所中庭

　　　　およびその周辺

従事者   17名（19日9名、20日8名)

　10月19日㈯、20日㈰、今年で10周年を迎える

「せたがや未来博」が開催されました。

　19日、秋晴れも少し見えた中庭イベントコー

ナーの舞台では、世田谷法人会・北沢法人会・

玉川法人会の各青年部会長が来場者の皆様に

「税金クイズ」を実施。子どもたちもたくさん

参加してくださって、税にも親しむことができ

たようでした。

　その他にも世田谷法人会、北沢法人会との合

同ブースで「税金クイズ」を実施しました。ク

イズ内容は①オリ

ンピックメダリス

トへの報奨金には

税 金 が か か る ？

（ 答 ： か か ら な

い）、②消費税導

入時期は？（答：

平成元年）、③日

本 の 税 金 の 種 類

は ？ （ 答 ： 5 0 種

類）の３問。答え

て い た だ い た 方

に、税についての

資料と、各法人会

青年部会の名入れボールペンをプレゼントしま

した。

　ブースでは１億円分のお札のダミーも置か

れ、子どもたちは持ち上げて「重い〜」「これ

全部でいくら？」などと興味津々。多くの方々

に楽しく税やお金を知っていただく機会になっ

たイベントでした。

　また、絵はがきコンクールの作品もパネル掲

示し、多くの方々が足を止めて見てくださって

いました。

　２日間にわたりお手伝いしてくださった部会

員の皆様、お疲れ様でした。次回もご参加をお

待ちしています！

　当日の他の写真は青年部会Facebookをご覧く

ださい。

https://www.facebook.com/tamagawa.seinen

（青年部会　広報委員　上田恭子）

青年部会

全体会議

日　時　９月８日㈫　19：00〜

場　所　玉川町会会館

出席者　18名

議　題　１．和太鼓コンサートの報告

２．絵はがきコンクール

３．SKT連絡会のよる国体関係の協力

４．せたがや未来博

５．SKT連絡会

６．税を考える週間講演会

絵はがきコンクール作品展示

講師の大久保道郎氏

の防災意識は少し薄れてき

たように思います。忘れた

頃にやってくる災害。

　家の耐震補強、家具類の

配置・固定等、また火災を

起こさないよう気を付け、

ご近所づきあいを大切に皆

で協力して、災害を少しでも少なくできたらと

思います。

　データを示して具体的なテンポの良い解りや

すいご説明で、また一歩進んで気持ち新たに防

災に取り組むことができます。

　貴重な一時を過ごさせていただきました。

（第12支部　門脇美智子）

イータ君は子どもたちの人気者
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女性部会

日帰りバス研修会

日　時　10月３日㈭　

場　所　埼玉県「生活の木　薬香草園｣

出席者　42名

　久しぶりに早起き。窓から明るい日ざしが差

し込んできました。やった！！やっぱり女性部会

の会員は晴れ女の集まりです。

　埼玉県飯能にある〝生活の木  薬香草園〟に向

けて出発です。今回は自分たちで企画、手づく

りの日帰りバス研修会です。参加者42名、数人

の方にお断りをした事が残念でなりません。ご

めんなさい。次回は是非参加して下さいネ。お

待ちしております。

　薬香草園にてアロマオイル、ハーブの講習を

受け、心が癒されました。そこでラベンダーの

香りがする手作りハンドクリームの体験をしま

した。これから寒

くなるにつけ女性

にとっては肌の乾

燥に悩む季節でも

あります。きっと

お役に立つと思い

ます。

　台風の影響も

何のその、半袖

ブラウスにパン

ツスタイルで小

江 戸 川 越 を 散

策、買い物をし

て無事予定通り

家路に着く事が

できました。

　にわかガイドで皆さまにご迷惑をかけた事で

しょう、あしからず。次回に乞うご期待。

（女性部会　部会長　山本初枝）

源泉部会

役員会

日　時　10月９日㈬　14：30〜

場　所　玉川税務署　会議室

出席者　９名

議　題　１．前回議事録確認

２．企業訪問見学会の報告

３．その他（法人会理事会報告等）

４．署からの連絡事項

第３回研修会

日　時　10月９日㈬　15：30〜

場　所　玉川税務署　会議室

出席者　９名

テーマ　NISAについて（少額投資非課税制度）

講　師　玉川税務署　法人課税第１部門

　　　　　　　　　　　上垣　綾乃  様

ホームページワーキンググループ

ワーキンググループ

日　時　９月24日㈫　10：00〜

場　所　法人会事務局

出席者　10名

議　題　１．サイトアクセス数報告

２．作業報告

３．今後の作業

４．その他

玉川法人会の美女の勢揃い！！
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納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

25年11月分の源泉所得税の納付期限

25年９月決算法人の確定申告期限・納付期限

26年３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

25年 12月 10日（火）

25年 12月 ２日（月）

25年 12月 ２日（月）

25年 12月 ２日（月）

25年12月決算法人の第3四半期分、26年3月決算法人の半期分・第2四半期分、26年6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。

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

公式ブログに掲載された写真・事業活動報告
は、コチラからご覧いただけます。

※支部・委員会・同好会活動の告知・報告掲
載をご希望の方は、事務局までお問い合わせ
ください。

ホームページを活用ください！【TOPページをリニューアルしました】
玉川法人会では、ホームページワーキンググループを開催し、会員のみなさまにとって“使いやすい”
ホームページのあり方について話し合いを重ねています。
この度、ホームページの顔である「TOPページ」をリニューアルしました。
事業活動スケジュールや活動の報告、活動の様子を撮影した写真など、いつでも気軽にご覧いただけます。
玉川法人会のホームページをぜひ、ご活用ください。

事業予定スケジュールを掲載してます。

以降のスケジュールは、「情報一覧はコチラ」
をクリックしてご確認下さい。

※事業への出席連絡も、WEB上で行えるよう
になりました。


