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６月 の 行 事 予 定

２㈫　第９支部拡大委員会 18:00　フィールドエコ

３㈬　ｅ－Ｔａｘ普及推進協議会 10:30　玉川税務署

　　　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

４㈭　第2回総務委員会 18:30　法人会事務局

10㈬　第５回通常総会 17:00　セルリアンタワー東急ホテル

16㈫　第２回組織委員会 18:30　法人会事務局

17㈬　第６支部税務研修会 18:00　玉川町会会館

　　　青年部会全体会議 19:00　二子玉川周辺

19㈮　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

　　【たまでんＢＯＡＲＤ7月号原稿締切】

20㈯　第４支部役員会 18:00　未定

23㈫　第９支部拡大役員会 18:00　フィールドエコ

24㈬　★女性部会健康セミナー 14:00　玉川町会会館

25㈭　広報委員会 18:00　法人会事務局

５月・６月の行事予定は４月23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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11㈪　第１支部役員会 18:00　㈱井上香料製造所

　　　第12支部役員会 18:30　会議室つがる

12㈫　委員長・部会長会議 18:00　ざいもく家

13㈬　女性部会役員会 11:30　木曽路等々力店

　　　女性部会支部長会 12:00　木曽路等々力店

　　　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　社会貢献委員会 18:00　みや乃

15㈮　税制委員会 18:30　法人会事務局

17㈰　★第1支部奥沢駅前音楽祭 10:00　奥沢駅前

　　　★第8支部緑化まつり 砧公園

19㈫　青年部会全体会議 19:00　上野毛周辺

20㈬　女性部会絵はがきワーキング 13:00　法人会事務局

　　　第４支部役員会 18:00

　　　　　【たまでんＢＯＡＲＤ6月号原稿締切】

21㈭　絆プロジェクト功労者表彰式 18:30　鎌倉山 二子玉川店

22㈮　広報委員会 18:00　法人会事務局

23㈯　第４支部田植え体験学習 6:50　新潟県魚沼市

　　　★第10支部世田谷ガーデニングフェア 9:30　馬事公苑けやき通り

24㈰　★第10支部世田谷ガーデニングフェア 9:30　馬事公苑けやき通り

　　　★わんぱく相撲 世田谷区大会 10:00　世田谷区立総合運動場体育館

27㈬　ホームページワーキンググループ 10:00　法人会事務局

26年５月に行った田植え風景
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委員会・支部・部会 活動報告

ビジネス研修会

日　時　3月25日㈬　18：30〜

場　所　丸三証券㈱　二子玉川支店内　会議室

参加者　47名

講　師　さるびあ亭　かーこ　氏

　去る３月25日に研修委員会では紙芝居の、さ

るびあ亭　かーこ氏を講師にお招きし、ビジネ

ス研修会を開催いたしました。

　さるびあ亭　かーこ氏は全国各地で、のべ560

回以上の実演実績があり、ニッポン全国街頭紙

芝居大会では、最優秀賞

を獲得したこともあるプ

ロの紙芝居師で、笑い療

法士でもあります。

　この度の研修会では、

「紙芝居師で生きる　〜

昭和なトークでビジネス

チャンス〜」と題して講

演を行っていただき、眠

らせないパワーポイントとは？アナログの温か

さについてなどの話を中心に、笑いを誘いなが

ら紙芝居の実演を行っていただきました。参加

数も47名と多くの方たちに参加していただき、

ビジネスも健康も基本は笑いの中から生まれる

ということを学びました。

　研修委員会では、これからもこのような事業

運営に役立つ研修会を計画していきますので、

どしどしご参加下さい。

研修委員会

挨拶する坂東副会長 好評の研修会でした

先の名物支部長上野とめ子さんと新入会員新町清子さん 第10支部の面々…

第10支部

新入会員歓迎会

日　時　３月27日㈮

場　所　季節料理「俺ん家」

参加者　17名

　今年も桜開花宣言も出され、いよいよ日本国

中さくら便りで賑わう今日この頃、新入会員の

歓迎会を地元用賀で開催致しました。

　新会員の方々には、まず第10支部の雰囲気を

肌で感じ、親しく交流しお互いの人間を知って

いただく事が第一と考えます。10人居れば十人

十色…それを面白おかしく愉しんでいただけれ

ばすぐ仲間になれますね。厳しい仕事の合間に

こうして時間をやりくりして、同じ時間を共有

すれば、この後に続く様々な行事をより積極的

に関わっていただける事でしょう。

　我ら第10支部の合言葉（先の名物支部長上野

とめ子さんの言葉）「楽しくなければ法人会じゃ

ない」…この精神を新たに誓い合い確認でき、

まさしく楽しい会となりました。

(第10支部　坂部　英子)

新入会員の鈴木惠子さん
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税務研修会・活動報告、意見交換会

日　時　４月21日㈫　18：30〜21：00

場　所　玉川町会会館

出席者　25名

　玉川法人会青年部会、平成26年度の最終事業

として、「活動報告会」「税務研修会」を開催

し、平成26年度の事業報告・収支報告、そして

新年度の活動計画・予算計画・新役員体制が承

認されたことにより、中村部会長をリーダーと

した新年度の活動を開始できることとなりまし

た。税務研修会では、玉川税務署　法人課税第

１部門審理担当上席の木村宏様より「平成27年

度　税制改正のポイント」と題し、ご講演いた

だきました。

　ご参加いただきました玉川税務署関係の皆様、

そして玉川法人会役員の皆様、及び世田谷・北沢

法人会両青年部会様、本当にありがとうございま

した。

　平成27年度の玉川法人会青年部会は、大きな

課題がありますが、やるべきことははっきりと

しています。私どもの事業に関わる皆様、今後

ともご指導とご鞭撻を賜りますよう宜しくお願

い申し上げます。　　 （青年部会　兼益　宏行）

青年部会

第10回　法人会全国女性フォーラム福岡大会

日　時　４月16日㈭　

場　所　福岡

参加者　1780名

　４月16日㈭ANA247便羽田発９：45にて、福

岡空港へ向かいました。

　幸いお天気にも恵まれ、胸をふくらませ大会

へ参加しました。

　会場は（空港よりバスにて30分位）ヒルトン

福岡シーホーク、全国から1,780名の女性が集

合。

第１部　記念講演

演　題　「女性がつくる日本・地域の元気

　　　　　　〜未来を担う子供たちへ〜」

講　師　日本総合研究所調査部主席研究員

　　　　　藻谷　浩介　氏

　講演の内容は演題のとおり、未来を担う子供

たちへの思い、考え方等、とても心温まるお話

しでした。社会全体で育くみ、みつめなおして

いく必要性、大人たちの生き方、方向性をしっ

かりと子供達へ伝えていかなければならないと

感じました。

　第２部オープニングは博多のきれいどころの

踊りからでした。5/3〜4は博多どんたくのお祭

りがある為そのムードが街全体に包まれていま

した。

　九州女性のパワーにまけぬよう、今日から又

がんばろうというエネルギーをもらえたような

気がいたしました。

　来年は福島県で開催と決まりました。

（女性部会長　山本　初枝）

女性部会

来賓の皆様（前列）と青年部会メンバー（後列）

左より大塚さん、清田さん、山本さん、松野さん
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第28回例会

日　時　３月26日㈭　18：30〜　

場　所　ローカフェ

参加者　23名

　「ワイン一杯だけの真実」、ふと村上龍の小説

のタイトルが、、、、、。

　桜がほころび始めた３月26日、ワイン研究同

好会（代表幹事　猿渡昌枝）は、28回例会を桜

新町の「ローカフェ」で開催しました。テーマ

は、“春の息吹の中で出会う贅沢なワイン”。私

の（恐縮ですが）ワインセレクションと緑に囲

まれた桜新町のローカフェさんのお料理とのマ

リアージュとなりました。23名、満員御礼のご

参加、心から嬉しく思います。

　坂東幹事の司会、猿渡代表の開会の挨拶で会

はスタート。当日は５種類のワインをご用意し

ました。岡村さんの音頭で「さくらのワイン」

で乾杯！このワインは、八重桜が水中花のよう

にゆらゆらしている季節限定の甘口のロゼで

す。お料理もお洒落な７種の前菜が出てきて、

自家製スモークの香もプーンと、、、、。

　次は話題となったノーベル賞授賞式の晩餐会

に出たシャンパンが登場！「テタンジェ・ブ

リュット・レゼルヴ」。きれいな黄金色で、そし

て深みのある味です。以前から大量生産のシャ

ンパンは途中から味が抜ける気がして不思議で

したが、テタンジェはコクがあり余韻がすーっ

と尾を引きます。なんて美味しいんでしょう。

　この会社は250年の歴史があるメゾンで、修道

院だった本社地下に

は、紀元前ガロ・ロ

マン時代に石灰岩の

採掘後の深い洞窟が

横たわり、今でも最

高級のシャンパンの

貯蔵庫として使われ

ています。さすがフ

ランス大統領主催の

公式レセプションに

使われるシャンパ

ン。シャルドネが普

通より多めに使われ

ているのが特徴で、

繊細でエレガントな

味です。

ワイン研究同好会

　この後は、特別に玉川法人会会員の家族の方が

お造りになっているワインの試飲会となりまし

た。ぶどうは甲州とカベの２種。法人会の新年会

で海外セレブのような話を第３支部のデザイン会

社の落合さんからお聞きし、早速企画が実現。義

理のお兄様が太陽が燦々と降り注ぐ山梨県の茅ヶ

岳山麓で低農薬で栽培されているぶどうから造ら

れるビオ系のワイン。ホント体に良さそうな味で

した。年間700本だけ造り、ラベルも手作りで、

今回はワインの会の特別ラベル付です。お料理も

サラダ、ホタテとジャガイモのパセージョ、グリ

ルしたチキン、ミートソースのパスタと美味しい

料理が続き、お腹もいっぱい。

　最後は、これぞまさしく幻のボルドー。あの

フィロキセラ病でボルドーでほとんど絶滅した

品種のカルメネール、今回はボルドーの５大

シャトー格付けＮＯ１、トップ中のトップシャ

トー、シャトーラフィットがチリで手掛けるロ

スヴァスコスのカルメネールです。化学物質を

ほとんど使わず、手摘みで手間ひまかけたワイ

ンは深みがあり実にエレガントな味です。カル

ミネ、、、という文字通り深紅色に葉も染まる

ブドウから造られるワインは、どこか深いけど

透明感のある懐かしい味でした。

　とびっきり美味しいワインには、いろんな物

語が秘められており、私たちを異空間に誘って

くれます。ワイン一杯、、、ご一緒にいかがで

しょうか。

《㈱プログレッシブ・コネクトの小峰さん、資

料作りのご協力ありがとうございました。》

（ワイン研究同好会　幹事　羽田　葉子）
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春の鯵釣り

日　時　３月１日㈰　６：30〜　

場　所　横須賀市走水海岸

参加者　12名

　「春の鯵を釣ろう！」とワクワクしながら集

まった玉川法人会メンバー…私も娘と一緒に参

加しました。コマセを使った海釣りは初めてで

したが、中山会長の優しい指導のおかげで鯵の

元気なアタリが！鯵の他にカサゴやヒラメも釣

れてまずまずの釣果です。下船は午後４時…出

航が7時でしたから、およそ９時間も船上にいた

ことになります。それでも皆さん元気な笑顔で

釣り同好会

税務署からのお知らせ税務署からのお知らせ

釣果に満足の笑顔です。

丸山さんのBOXには美味しそうな鯵がこんなに！ 釣りの達人！中山さんの勇姿丸山さんは鯵が釣れてにっこり

集合写真をパチリ。お疲れさまでした！

（第６支部　広報委員　江口響子）
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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。

第２支部

会 社 名：合同会社　愛友
代 表 者：日下部　佳子（クサカベ　ヨシコ）
会社所在地：世田谷区奥沢4-27-17-304 
電　　話：03-3729-3515
Ｆ Ａ Ｘ：03-3727-9383

E - m a i l：info@ai-yuu.com
ホームページ：http://www.aiyu-plan.com/company.html
業務内容：介護保険のケアマネジャーの会社です。
ケアマネジャーをお探しの方はどうぞお気軽にお問
い合わせください。

第３支部

会 社 名：合同会社　クウの翼
代 表 者：道下　恵（ミチシタ　メグミ）
会社所在地：世田谷区尾山台3-15-10-314
電　　話：03-6805-9251
Ｆ Ａ Ｘ：03-6805-9925
E - m a i l：kuuno_tsubasa@ybb.ne.jp
業務内容：介護サービスの会社をＨ27年１月に立ち
上げました。
　培ってきた知識を生かしたいと心からの思いで、
名称を「クウの翼」とつけました。
　「誰にでも優しい気持ちで携わり、見えない翼で
包み込む」と言う思いを込めております。介護に携

わった経験の中で、感情や意思の伝達を行う手の役
割を言葉以上に重く捉えています。
　担い手の一人としてお役に立ちたいです。
★ケアマネージャーがいます。
困っている事、今後の事などご
相談下さい！
★ヘルパーさんがいます！
★保険外のヘルパーさんの仕事
もできます！
時間外・休日も携帯電話に転送
となっておりますので、お仕事されているご家族に
も、十分な配慮が出来るよう、出来る限り対応して
おります。

第12支部

会 社 名：ネット通販の魔術師 合同会社
代 表 者：杉本　幸雄（スギモト　ユキオ）
会社所在地：世田谷区深沢3-6-12-106
電　　話：03-6809-8511
Ｆ Ａ Ｘ：03-6809-8511
E - m a i l：sugi@ecommerce-magician.co.jp
ホームページ：http://www.ecommerce-magician.co.jp/
業務内容：通販コンサルティング業。
　現在の事業を活かして、web戦略をして、新たな
事業収益の柱をつくるコンサルティング指導を行っ
ています。
　オーナー経営者様を対象としていまして、年間３
億円の売り上げ増を得意としています。
　これまで、80社以上のコンサルティング指導を行

い、実に87.3%(2015年2月現在)のクライアント
が、それぞれの目標を達成しています。
　成功するためには、「知力」「健康力」「資金力」
と「ど根性」の要素が必要
という信条で、厳しい指導
に当たっています。
　代表者の著書「ど根性で
110億円売った魔術師が教
える　片手間では絶対成功
しないネット通販」(金園
社)　2刷　888円+税は、
Amazonなどのネット書店
で、売れ続けている。
※月額コンサルティング料
金　35万円

●よき経営者をめざすものの団体それが法人会です。

正しい税知識を身につけたい。もっと積極的な経営を
めざしたい。社会のお役に立ちたい。
そんな経営者の皆さんを支援する組織、 
それが法人会です。 
法人会は現在、全国に105万社、東京都内に49の単位
会、19万社の会員企業を擁する団体として大きく発展
しています。
税のオピニオンリーダーとしての貢献はもとより、会
員の研さんを支援する各種の研修会、また地域振興や
ボランティアなど地域に密着した活動を積極的に行っ
ています。

●法人会は企業の間から自主的に誕生した団体です。

1947年（昭和22年）4月、わが国の税制はそれまでの
賦課課税制度から申告納税制度へと移行し、法人税も
新しい制度へ生まれ変わりました。
しかし当時の社会経済状況は極めて悪く、経営者が難
解な税法を理解して自主的に税金を申告できるかどう
か、危ぶまれていました。
このため、納税者が自ら申告納税するには、納税者自
身が団体を結成し、その活動を通じて帳簿の整備、税
知識の普及などを図る必要性が生じてきました。
法人会は、このようにして企業の間から自発的に生ま
れてきた団体です。

法人会とは…
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納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

27年５月分の源泉所得税の納付期限

27年３月決算法人の確定申告期限・納付期限

27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

27年 ６月 10日（水）

27年 ６月 １日（月）

27年 ６月 １日（月）

27年 ６月 １日（月）

27年6月決算法人の第3四半期分、27年9月決算法人の半期分・第2四半期分、27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。

「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

E-mail：tamagawa@blue.ocn.ne.jp

会員の皆さまへ
会社所在地や資本金等の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。


