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11月 の 行 事 予 定

５㈭　総務・研修合同委員会 18:00　玉川ボランティアビューロー

　　　★第6･7･8支部合同税務研修講演会 18:00　丸三証券

６㈮　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

10㈫　★第9支部食医食料理教室 14:00　シュクランキッチン

11㈬　★税を考える週間講演会 18:00　

　　　　駒澤大学深沢キャンパス120周年記念アカデミーホール

12㈭　第1･2支部合同ゴルフコンペ 08:52　森永高滝カントリー倶楽部

17㈫　第4回委員長部会長会議 18:00　法人会事務局

18㈬　納税表彰式 15:30　東郷記念館

20㈮　全国青年の集い茨城大会･記念講演 14:00　茨城県立県民文化センター

　　　　【たまでんＢＯＡＲＤ12月号原稿締切】

21㈯　★第9支部天空のコンサート 19:00　東京組ショールーム

24㈫　第4回組織委員会 18:00　法人会事務局

25㈬　税に関する絵はがきコンクール表彰式 16:00　玉川税務署

　　　広報委員会 17:30　法人会事務局

26㈭　正副会長会議 17:00　玉川区民会館

　　　常任理事会 17:20　玉川区民会館

　　　理事会 18:00　玉川区民会館

10月・11月の行事予定は９月24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27年10月１日  発行
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２㈮　女性部会バス日帰り研修会 08:00　つくば

４㈰　★和太鼓コンサート 16:00　玉川区民会館ホール

７㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

８㈭　税制改正要望全国大会 14:00　徳島県立産業観光交流センター

　　　第5回総務委員会 18:00　玉川ボランティアビューロー

　　　第8支部役員会 18:45　ゆっくりとカフェ

９㈮　税制改正要望全国大会 14:00　徳島県立産業観光交流センター

　　　税に関する絵はがきコンクール審査会 13:00　玉川税務署

13㈫　公益事業推進委員会 18:00　法人会事務局

14㈬　★研修委員会マイナンバー研修 18:30　玉川町会会館

15㈭　★第1・2支部秋の日帰り探訪バスツアー 08:30　土浦・筑波

16㈮　第10支部役員会 18:00　森建設

　　　東法連青年部会全体連絡会議 15:00　東京ドームホテル

17㈯～18㈰　★第3支部尾山台フェスティバル 13:00　尾山台商店街

18㈰　★第3支部マイナンバー説明会 14:30　尾山台図書館　地下

19㈪　青年部会SKT連絡会議 17:30　藍屋世田谷オークラランド店

　　　青年部会SKTボウリング大会 18:30　オオクラボウル

20㈫　　【たまでんＢＯＡＲＤ11月号原稿締切】

21㈬　女性部会SKT連絡協議会 09:45　豪徳寺

　　　ホームページワーキンググループ 10:00　法人会事務局

　　　財務委員会 13:00　法人会事務局

22㈭　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

23㈮　広報委員会 17:30　法人会事務局

24㈯　★せたがや産業フェスタ2015 10:00　世田谷区役所

29㈭　青年部会全体会議 18:30　場所未定

30㈮　★第1･2支部合同日本文化に親しむ会 14:00　源照寺

　　　源泉部会役員会 13:00　玉川税務署

　　　★源泉部会研修会 13:30　玉川税務署
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玉川消防署長より感謝状を授与

理事会 活動報告

平成27年度  第3回 理事会

日　時　９月10日㈭　18:00〜20:00

場　所　玉川区民会館　４階　集会室

出席者　53名

次　第

１．会長より業務遂行状況の報告

２．税務署長挨拶

３．報告事項

　（１）法人会事業報告

　（２）常設委員会、支部・部会報告

　（３）社会貢献委員会報告について

　（４）組織委員会報告について

　（５）公益事業推進委員会報告について

　（６）その他

４．審議事項

　（１）新春記念講演会講師選定について

　（２）事業変更届けについて

　本年９月９日救急の日に、玉川消防署長より

公益社団法人玉川法人会に感謝状が授与され、

森副会長が感謝状贈呈式に参加いたしました。

　これは、玉川法人会の社会貢献委員会が多年

にわたり「献血」や「普通救命講習会」「上級救

命講習会」の活動を地道に実施してきたことが

認められ、東京消防庁玉川消防署長より、地域

における応急救護技術の普及促進に多大に貢献

しているということで感謝状をいただくことと

なりました。

　玉川法人会では、これからもこうした救命救

急活動を実施していきますので、皆様の奮って

のご参加をお待ちしています。

応急救護技術の普及促進に感謝します 感謝状を手にする森副会長
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委員会・支部・部会 活動報告

厚生委員会・組織委員会

平成27年度「Tamagawa 絆 Project」

キックオフ！！

日　時　９月16日㈬　19:00〜

場　所　二子玉川エクセルホテル東急

出席者　50名

　9月16日（水）19:00より二子玉川エクセルホ

テル東急において、厚生と組織の両委員会が協

働する今年度の「Tamagawa 絆 Project」（以下

「絆P」という）の「会員増強並びに大型保障制

度推進会議＝キックオフ」が開催された。

　「絆P」は、厚生委員会と大同生命さん、AIU

保険さん、アフラックさんが推進する福利厚生

事業と、支部長の皆さんで構成する組織委員会

の会員勧奨の事業とを、相互補完しながら並行

的に取り組んでいこうという事業で、今年が三

年目となる。この私たちの取り組みは他の法人

会からも、その推移が注目されているところだ。

　この事業が100％共益でありながら、会の根幹

に係る活動であることへの深いご理解のもと、

署から法人課税第1部門 宮下統括官と木村審理

上席のお二方にご臨席いただいた。また、本部

からは阿部会長、坂東総務担当副会長が参加さ

れた。参加者は理事･会員が28名、大同生命･AIU

保険･アフラック各社から17名、事務局の3名で、

合計50名の盛会となった。

　会議では、会員研修として木村審理上席から、

私たち法人会が積極的に進めようとしている

「自主点検チェックシート【入門編】（公益財団法人

全国法人会総連合、監修：日本税理士会連合会、後援：国

税庁）」の概要説明があった。

　そして、松浦厚生委員長から「絆P」の積極的

な推進が、結果的に会運営にとって大きなプラ

スとなること、会員からの一件でも多い紹介に

よりこの事業がさらに拡大展開されることの重

要性が強調された。また大鎌組織委員長からは、

今年度の増強目標が100件であること、キャッチ

フレーズが＜今年こそ「法人会入ってる？」の

一声運動＞であること、会員の純増が会基盤の

充実となること等々、現在実施している会員増

強についての説明があった。続いて大同生命の

平野支社長、AIU保険の月岡支店長、アフラッ

ク鎌戸支社長から、福利厚生面での推移及び実

績の期中報告がなされた。

　「Tamagawa　絆 Project」は、日頃より支部

の皆さんと保険会社の推進員さんとの交流が活

発に行なわれ、その相乗効果がさらに大きな成

果へと結実することを

目指している。季節は

＜実りの秋＞、「絆

P」事業の豊年満作を

祈願し（ついにカミ

頼みか）、有機農法な

らぬ、勇気をもって

＜一声運動＞！！

（「絆P」広報担当） 挨拶をする松浦厚生委員長

第1･2･3支部合同

おもてなし英会話教室

日　時　９月15日㈫　18:30〜

場　所　野村證券　自由ヶ丘支店

出席者　12名

　第１支部、第２支部および第３支部の共催に

て開催する「おもてなし英会話教室」も第３回

となり全６回の半分を終えています。日本へ遊

びに来られる海外の方々とコミュニケーション

をとることを目的として基礎的な単語と文型を
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第４支部

サマーナイトフェスティバル

日　時　８月30日㈰　13:30〜

場　所　尾山台駅前（東急大井町線）

出席者　７名

テーマ　税金クイズで納税知識をPR

　8月30日に尾山台サマーナイトフェスティバル

（尾山台振興会商店街主催）が開催されました。

　第4支部では今回で3回目の参加となり、今年

も尾山台交番の真ん前にブースを設け、道行く

人たちに簡単な税に関するクイズを行ってもら

いました。

　当日はクイズを大人と子供用の2種類150名分

準備し、納税意識の高揚をＰＲしながら「税金

クイズ」を通しイベントを盛り上げることにつ

とめました。

　クイズに答えていただいた方には、新潟直送

の「魚沼笹だんご」か「子供用花火」の何れか

をプレゼントしましたが、人々の評判も良く用

意してきた景品もクイズもアッという間に無く

なりそうなので、呼びかけもスローペースにダ

ウンし、何とか２時間近く持たせることができ

無事に終了することができました。

　このフェスティバルを通して、納税意識の高

揚や法人会活動をアピールすることが出来た事

と思います。

（第４支部　広報委員　鈴木健二）

学べるようにと開催しておりますが、やはり

徐々に参加者が減ってゆく傾向は他の英会話教

室などと同様のパターンとなっております。ま

た一方で参加者からは好評を得ており、楽しい

クラスとなってもいるようです。

　今期の残りは３回ございますが、どのクラス

に来られても必ず得るものはあると思います。

皆様の奮ってのご参加をお待ち申し上げます。

（第２支部長　根来俊彦）

お子さんも喜んでクイズに参加しました役員の皆様お疲れ様でした

第５支部

かみのげサマーフェスティバル

日　時　８月２日㈰　15:00〜20:00

場　所　上野毛駅前

出席者　５名
　

　暑さも最高潮という８月最初の日曜日、かみ

のげサマーフェスティバル2015が盛大に開催さ

れました。等々力通り（上野毛ショッピングセ

ンター横）で、私たち第５支部もブースを構え、

多くの方々にお立寄りいただきました。

　炎天下の中、子どもさん向けに「税金クイ

ズ」も開催し、税について楽しみながらお勉

強！税のことを「知ってた～」「知らなかった

～」と、多くの子どもさんが参加してくれてよ

かったです。

　かみのげサマーフェスティバルは、玉川法人
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会第5支部メンバーの

ほかにも、商店街、町

会、学校関係などが、

力をあわせて開催する

上野毛を代表するイベ

ントの一つ。工夫を凝

らしたお店がたくさん

出店していたほか、真

剣勝負に力が入る「綱

引き大会」などもあり、

街全体がとっても盛り

上がった一日でした。

（第５支部長　清水明洋）

「老人介護施設慰問」

日　時　７月19日㈰　

場　所　トラストガーデン用賀の杜

出席者　５名
　

　老人ホームの皆さんに、三味線と民謡を楽し

んでいただくために、第５支部が企画して２回

目を迎えました。施設利用者の皆様も音楽に合

わせて一緒に唄って下さって、演奏するメン

バーも楽しいひとときでした。「また来てね

～」というお言葉が嬉しく、また来年も開催し

たいと考えております。ご協力いただいた皆様、

ありがとうございました。

（第５支部長　清水明洋）

三味線の音色と民謡を一緒に楽しみました

青年部会

平成27年度　納涼家族会

日　時　８月29日㈯　10:00〜15:00

場　所　東京都檜原村　バーベキュー場 谷合

出席者　27名

　夏休み最後の土曜日となった８月29日。天候

も心配されましたが、青年部会の平成27年度納

涼家族会が無事開催されました。

　玉川法人会青年部会員が、日頃、我々の活動

の一番の支援者といえる、自らの家族への慰労

を目的とした恒例行事の一つがこの“納涼家族

会”。ここ数年は、多摩川花火大会観覧を開催し

ていましたが、今年は、東京檜原村（谷合：た

にあい）にてバーべキュー。あいにくの天気で

もOKな、屋根のある会場だったこともあり、み

んなで存分に美味しいお肉や野菜などを食べる

ことができました。

　我々青年部会員も、子ども達と一緒にきれい

な川で遊び、楽しくはしゃいでしまいました。

　初めてのバーべキューではありましたが、

しっかり英気を養うことができました。イベン

トの多い年度後半戦に向けて、精力的に活動を

すすめてまいります。

（青年部会　副部会長　兼益宏行）

みんなで楽しい1日を過ごしました大人気だったバーベキュー

サマーフェスティバルの様子
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源泉部会

企業訪問見学会

日　時　９月15日㈫　8:30〜18:00

出席者　21名

場　所　北千葉導水センター

　　　　筑波宇宙センター（JAXA）

　９月15日毎年恒例の源泉部会企業訪問見学会

を開催しました。参加者は21名で二子玉川高島

屋裏からバスで８時30分に出発しました。

　移動中に税務研修としてDVDを鑑賞しました。

タイトルは①あなたのネット取引、確定申告し

ていますか ②ジャンルで選べる税金ガイド「国

税徴収官の仕事」です。

　10時45分に筑波宇宙センター（JAXA）に到

着しました。実物大のロケットが展示してある

場所で記念撮影をし、その後展示場の見学をし

ました。

　国際宇宙ステーションで現在稼働中の日本の

実験棟「きぼう」の実物大モデルが展示してあ

り、その中に入ると様々な機器があって本当に

リアルでした。

　又、今まで日本が打ち上げた各種ロケットの

1/20スケールの模型があり大きさや形状の変化

がわかり大変勉強になりました。

　ほかにも「はやぶさ」を紹介しているコー

ナーや、今現在宇宙で活動している様々な衛星

を展示している場所があり大変興味深かったで

す。

　昼食は「シャトーカミヤ」という日本初の本

格的なワイン醸造場内のレストランで食事をし

ましたが、こちらのランチは非常に美味しく参

加者の方々にも大変好評でした。

　午後は北千葉導水センターへ見学に行きまし

た。いであ(株)さんからの紹介だということもあ

り、所長さん自ら案内して頂きました。大変丁

寧且つ熱心に施設を説明してくださり、普通の

見学では見る事の出来ない地下の一番下の巨大

なポンプ場施設まで見せて頂きました。常に水

流の多い利根川と水が不足気味で下流に金町浄

水場等複数の浄水場をかかえ、首都圏の飲料水

をまかなっている江戸川を約30㎞導水路で結び、

江戸川の水が不足すると利根川の水を江戸川に

流したり、途中の日本一汚いと有名だった手賀

沼が利根川の水を流す事により、今では昔と比

べ大変綺麗になっており、地元の人々が魚釣り

をしたり、船遊びをしたり、家族連れ、学校の

遠足等、沼のまわりは人々の憩いの場となって

いるようです。初めはどのような施設なのか参

加者のほとんどが理解していない状況でしたが、

見学後にはスケールの大きな素晴らしい事業施

設である事がよくわかりました。

　見学は無事終了し、18時過ぎに二子玉川に到

着し解散しました。今回見学した２ヶ所は大変

有意義であり、参加者の方々もよい研修会に

なったと喜んで頂けたようでした。

（源泉部会長　森　栄）

企業見学会に参加の皆さん

◎ご希望の方は、下記の代表幹事にお問い合わせ下さい。
　・ワイン研究同好会　　猿渡　昌枝　㈱サイトウ　　　　　　　　　　℡ 5799ー9829
　・釣り同好会　　　　　中山　豪夫　㈱アイ・エス・ディ　　　　　　℡ 3702ー5938
　・ゴルフ同好会　　　　鈴木準之助　㈱鈴浅　　　　　　　　　　　　℡ 3709ー1965
　・カラオケ同好会　　　桑島　常之　旭理化㈱　　　　　　　　　　　℡ 3700ー0327
　・ボウリング同好会　　上平　　亮　ジーコン・インターナショナル㈲　　℡ 3415ー8012

同好会のお問い合わせ先 参加して
みませんか
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釣り同好会

日　時　９月13日㈰　6:30〜

釣り場　横須賀走水「教至丸」

出席者　８名

　９月13日㈰　外海は風が強く釣りにくいと予

想されましたが、幸い私達の船は東京湾内でし

たので、風も波も穏やかでまあまあの釣り日和

でした。常連さんに混じり初めての会員も参加

してもらえたので、同好会の目的は果たせたの

かなと思います。

　さて、釣り始めますと風はないのですが、海

流が早いため船長は船を頻繁に移動し、アジの

群れの上に止まるようにしていました。私は右

舷前から2番目で、右舷の一番前は同好会に初参

加の鈴木さんです。潮の流れが速いので釣りづ

らいかなと思いましたが、釣り始めてからすぐ

に形のいいアジを吊り上げました。当日の潮は

右舷前方から左舷後方に流れているようで、右

舷での撒き餌も、左舷後方の釣り人への釣果が

多く、右舷前方の私達は釣果が伸びませんでし

た。

　初参加の鈴木さんは、金アジ5匹と、この日唯

一大物の外道である大アナゴを吊り上げまし

た。本人は、気持ち悪がっていましたが、前回

の釣行で同じようなアナゴを釣った丸山さんよ

り、「ぶつ切りにして甘辛く煮ればおいしく食

べられます」と鈴木さんに説明していました。

竿頭は、アジ20匹オーバーの参加者でした。

　次回も、みなさんの参加お待

ちしています。

　この同好会は会員の皆さんの

参加を歓迎していますが、会員

に成りそうな方の参加は特に大

歓迎でお待ちしています。貸し

切りの場合参加数が多ければ、

各人の参加費もセーブできます

ので、どしどし声掛けをして釣

行に行きましょう。

（釣り同好会　幹事　中山豪夫）

 

◇釣りは２度楽しむ

　今回は「釣は２度楽しむ」を

公開いたします。

　走水のブランドアジが釣れる

のを期待してクーラーには20匹

以上のお土産が出来ました。

　釣って楽しんで、食して楽しむ。この２段階

の幸せを公開いたします。

《船での出来事》

　船長は釣果が気になるのか、私のクーラー

ボックスを船上でのぞきに来ました。

　走水のブランドはアジだけではなく、サバも

ブランドなんです。クーラーボックスの中にあ

る鯖（さば）２匹を見て

「このサバはアジよりうんめ～～ぞ！！」

の船長のお言葉、本物かどうか皆さんは味わえ

ないので写真を送ります。

　アジの刺身と〆さばです。鯖のおいしさを味

わうため、酢〆を軽くしてあります。

　目でご賞味あれ。味はつたわりましたか？

（釣り同好会　丸山正高）

釣果を期待していざ出船

丸山さんお手製の　　　
アジの刺身↑

〆サバ→
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下記行事へは玉川法人会のホームページからの
お申し込みでどなたでもご参加いただけます

玉川法人会  主な行事予定（2015年10月～11月）

http://tamagawa.or.jp

Information

講師：株式会社経世論研究所  所長  三橋貴明 氏
タイトル：「日本経済ダメ論の嘘（ウソ）」
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支部主催行事

◆10月15日（木）8:20～
　第1･2支部 秋の日帰り探訪バスツアー（奥沢駅前より出発）【一人：8,000円・どなたでも】

戦後70年を迎えた今年は、哀悼の誠を捧げる意味を込めて予科練平和記念館やJAXA筑波宇宙センター
を中心とした探訪へと出発いたします。今年も秋の味覚あり、体験あり、ショッピングありの盛り沢山な内
容をご用意して皆さまのご参加をお待ちしています。奮ってご参加ください。

◆10月17日（土）～18日（日）13:00～
　第3支部 尾山台フェスティバル（場所：尾山台商店街）【無料・どなたでも】

第3支部では尾山台フェスティバルにおいて、地域の皆さまが税金に関心が持てるよう、税の無料相談や
年金相談を実施しております。
今年はマイナンバー制度導入ということで説明会も開催いたします。また併せて、フランクフルト・生ビー
ル等の模擬店も出店いたしておりますので、是非お出かけください。

◆10月30日（金）14:00～　第1･2支部 落語会（場所：源照寺・奥沢3-26-7）【無料・どなたでも】

今年も日本文化に親しむ会を実施します。今回は落語家の春風亭正太郎さんそして春風亭正朝師匠にお
運びいただき、秋のひと時を落語で楽しんでいただきたいと思いますので、奮ってご参加くださいます様
ご案内申し上げます。
申し込み締め切り：10月23日（満席になり次第締切らせていただきます）

◆11月10日（火）14:00～　食医食料理教室（場所：シュクランキッチン） 【2,500円・どなたでも】

メニュー：きのこと野菜の具沢山おこわ、出汁をきかせたお澄まし
受講定員：12名（先着順となっておりますので、お申込みはお早目に）
健康になりたい方、美しくやせたい方。“楽しく学んで、美味しく食べて健康に“をキャッチフレーズに、用賀
のキッチンで美味しい料理を学びます。お子様のご参加もお待ちしています。
会場：シュクランキッチン（世田谷区用賀）、午後2時～4時まで（受付午後1時45分より）
講師：一般社団法人　日本食医食協会代表理事　神崎夢風

◆11月21日（土）19:00～　天空のコンサート （場所：SBSタワー23F）【1,000円・どなたでも】

2011年以来、毎年秋に行う本格的コンサート。今回は（株）東京組と第9支部との共催です。場所も用賀の
ランドマークSBSビルの23階ということで、玉川地区の素晴らしい夜景を見ながら、バイオリンなどの演奏
を楽しめるコンサートになりそうです。ぜひご参加ください。
会場：株式会社東京組ショールーム（SBSビル23階）、定員50名、午後6時30分開場、7時開演予定

マイナンバーセミナー 【参加無料・どなたでも】

10月14日（水）18:30～　研修委員会　マイナンバー知っ得！セミナー （玉川町会会館）
10月18日（日）14:30～　第3支部　マイナンバーセミナー （尾山台図書館　地下）
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●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…

ホームページワーキンググループからのお知らせ

玉川法人会 公式ホームページが便利です
イベント参加申し込み、会員方法変更届も可能です。
たまでんBOARD過去号もネットからご覧になれます。
税に関する最新情報や、玉川税務署からのお知らせ、事業の
最新スケジュールや、活動の報告、写真ギャラリー、お手元
に届く広報誌「たまでんBOARD」も、ネットで気軽にご覧い
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。

あるいは http://tamagawa.or.jp で検索してください

玉川法人会

納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

27年10月分の源泉所得税の納付期限

27年８月決算法人の確定申告期限・納付期限

28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

27年 11月 10日（火）

27年 11月 ２日（月）

27年 11月 ２日（月）

27年 11月 ２日（月）

27年11月決算法人の第3四半期分、28年２月決算法人の半期分・第2四半期分、28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。
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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。

＊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22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。
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