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　　　支部長会 18:30　自由が丘えん

４㈮　女性部会正副部会長会 11:00　玉川冷凍産業(株)

　　　女性部会班長会 12:00　青柚子
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22㈫　女性部会第11・12支部 10:00　上原様宅

　　　フラワーアレンジメント教室
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平成27年度　税を考える週間

記念講演「三橋貴明講演会」

日本経済ダメ論の嘘

日　時　11月11日㈬　18:00〜

場　所　駒澤大学深沢キャンパス

　　　　「120周年記念アカデミーホール」

出席者　308名

　11月11日、18:00より駒澤大学深沢キャンパ

ス「120周年記念アカデミーホール」において、 

テレビ等でおなじみの経済評論家の三橋貴明先

納税表彰式

日　時　11月18日㈬　15：45〜　

場　所　原宿 東郷記念館 ３階 オランジェール

　去る11月18日東郷記念館において、平成27年

度納税表彰式が挙行されました。玉川法人会で

は２名の方が受彰され、鍋島増男常任理事に署

長表彰状が、第１支部役員 松野順子さんに署長

感謝状が、若林税務署長より表彰されました。

生を、お迎えして税を

考える週間の記念講演

会 を 開 催 い た し ま し

た。演題は「日本経済

ダメ論の嘘」と題して

講演が行われました。

　講演の要旨はtama 

gawa公論46号に掲載

いたします。

　受彰された鍋島常任理事、松野さんには、心

よりお祝い申し上げます。

　　式次第

・開式のことば　　副署長　東山俊雄　様

・国歌斉唱

・玉川税務署長表彰状贈呈

　　常任理事　鍋島増男

・玉川税務署長感謝状贈呈

　　第１支部役員　松野順子

・東京国税局長表彰受彰者披露

・式辞　　　　　　　署長　若林　均　様

・来賓祝辞

・来賓紹介

・祝電披露

　局長「お祝いの言葉」披露

・受彰者代表のあいさつ

・中学生の作文表彰及び中学生税の作文朗読

・小学生の「税に関する絵はがきコンクール」の表彰

・閉式のことば　　副署長　嶋田栄一　様

　本年で４回目となる「税に関する絵はがきコ

ンクール」で下記の方たちが受賞されました。

【金賞】玉川法人会　会長賞

　中町小学校　　５年　矢島　久遠さん

【金賞】玉川法人会　女性部会長賞

　東玉川小学校　５年　吉本　りんさん

【金賞】玉川税務署長賞

　東京学芸大学附属世田谷小学校

　　　　　　　　６年　関根　みゆさん

【金賞】東京都世田谷都税事務所長賞

　桜町小学校　　４年　和田　美咲さん

の４名の方が選ばれ、他に銀賞３名、銅賞４名、

優秀賞20名の生徒さんが受賞されました。

　11月18日に行われた納税表彰式で代表の表彰

が行われ、11月25日には玉川税務署において、

盛大に入賞の受賞式が挙行されました。

　詳細はtamagawa公論46号でご紹介いたしま

す。

演台にたつ三橋貴明氏

受彰者を囲んで

税に関する絵はがきコンクール
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委員会・支部・部会 活動報告

社会貢献委員会

献血活動

日　時　11月16日㈪　10:00〜16:30

場　所　二子玉川ライズ・オークモール

出席者　116名

　晴天の11月16日「献血活動」を実施しました。

今回は東急電鉄様のご厚意で、二子玉川ライズ

オークモールにての開催です。場所や天候に恵

まれた本年は、社会貢献委員を中心に女性部

会・青年部会の応援をいただきながら献血の受

付等を行い、116名の申し込みの中から78名の

皆様に採血を行っていただくことができました。

　署からも、若林署長様や幹部の皆様を始め、

多くの署の方々が献血に駆けつけて下さり、近

隣の企業の皆様や、通行中にも関わらず、趣旨

に賛同して献血を行っていただいた皆様に心よ

り感謝申し上げます。

　また、場所を提供していただきました東急電

鉄様、店先でご迷惑をお掛けした商店街の皆様

方には心から御礼申し上げます。

　本年は道行く人からの献血割合が多く、心配

だった交通障害もなく、順調に献血活動を実施

することができました。ぜひ来期も引き続き、

この場所をご提供いただければと密かに期待し

ております。

　今回の事業の分析と反省を踏まえ、次回はよ

り良い対策を講じて多くの採血がいただけるよ

う努力する所存です。関係者含め皆様、ご協力

ありがとうございました。

（社会貢献委員会　委員長　鍋島増男）

こちらが献血会場です 役員の皆様お疲れ様でした

献血前の若林署長（左） 献血の申し込みをする東山副署長と若林署長（右）
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第１･２支部合同

日本文化に親しむ会

日　時　10月30日㈮　14:00

場　所　奥沢　源照寺

出席者　会員　20名

　　　　一般　18名

　今年は『お寺』で『落語』という、『日本文化

に親しむ会』にふさわしい催しを楽しみました。

　奥沢駅近くの曹洞宗源照寺さんのご厚意で本

堂を会場にさせていただき、春風亭正朝師匠と

春風亭正太郎さんの落語会と、出演者を囲んで

の茶話会です。

　お寺の本堂に高座をしつらえてあり、出囃子

が聞こえてきたら、もう寄席の雰囲気です。

　まずは正太郎さんの登場です。世間話のよう

な気やすい語りから徐々に知っておきたい落語

の約束事をさらりと披露。そして演目の『湯屋

番』を一席。大いに笑わせていただきました。

　そして真打登壇。春風亭正朝師匠も軽妙な掴

みから入り、演目は『目黒のさんま』。目黒で配

られるさんまのニュースは毎年恒例ですが、本

元の『目黒のさんま』を聞いたのは初めてでし

た。さすが、師匠の話は巧みで面白おかしく感

激しました。演芸場にも行ってみたくなりまし

た。　

　正朝師匠、正太郎さん、源照寺の坂下住職と、

お茶とお菓子をいただきながらの会話も楽しく、

参加された皆様にも満足していただけた会に

なったと思います。

　準備に奔走された皆様に感謝いたします。

（第１支部　広報委員　早川晴惠）

平成27年度　第１･２支部ゴルフコンペ

日　時　11月12日㈭　6:30〜

場　所　森永高滝カントリー倶楽部

出席者　18名（５組）

　昨年同様、森永高滝カントリー倶楽部を会場

として、標記コンペを開催いたしました。

　早朝６時半に奥沢・ハートランド前を出発、

貸切バスでゴルフ場へ。

　今年も天気予報を覆して良いお天気のゴルフ

場にて、ゆっくり朝食をいただいて、井上第１

支部長のご挨拶、各組方々の紹介後、気持ちよ

くプレーさせていただきました。

　表彰式は、これも昨年同様、奥沢駅北口アン

リーブルさんにて行いました。

　根来第２支部長はじめ、表彰式から参加の方

も多数あり、美味しいイ

タリアンをいただきなが

ら健闘を讃えあいました。

　優勝は、第１支部・安

田哲也氏。準優勝及び女

性優勝が、第１支部・早

川晴恵さん。第３位に、

第６支部・中村 茂氏。ベ

ストグロスの第４位に、

第２支部・荻野冨士雄氏

でした。

（第１支部　坂下康之）ベストグロス賞・ニアピン賞
の第２支部 荻野冨士雄さん

第３位の第６支部 中村茂さん準優勝・女性優勝の
第１支部 早川晴恵さん
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第９支部

食医食の料理教室

日　時　11月10日㈫　14:00〜16:00

場　所　シュクランキッチン

出席者　13名

　　　　（一般8名、法人会員1名、食医食4名）

　食医食としては１回目はセミナー、今回は２

回目になる料理教室を行いました。会場のシュ

クランキッチンさんも第９支部の法人会員で、

モロッコ料理のレストランとなっています。

　ご近所から集まった参加者の皆さんは、きの

こと具沢山のおこわと汁に挑戦、和食の基本で

ある出汁の大切さを学んでいました。指導にあ

たったのは食医食の藤本悦子教務主任。また料

理が出来上がるまでの時間には平井洋子師範に

よる食医食の理念のお話もあり、充実した内容

となりました。参加者からは「ご飯がとても美

味しかったです。」「早速、家でも作ってみたい

と思います。」などの感想をいただきました。

（第９支部　広報委員　松山ひとし）

熱心に受講する皆さん

税務研修講演会

日　時　11月５日㈭　18:00〜20:00

場　所　丸三証券二子玉川支店セミナールーム

　　　　（二子玉川ライズオフィス12階）

出席者　40名

　11月５日、丸三証券二子玉川支店セミナー

ルームにて第６･第７･第８支部の３支部合同税務

研修講演会が開催されました。多数の方々のご

参加ありがとうございました。

　講演会は、最初に「税金とマイナンバーにつ

いて」を講師の玉川税務署の木村審理担当上席

にお願いし、有意義な講演を行っていただきま

した。ご説明いただいた内容は、前回の講演か

ら更に詳しく説明していただき、支払調書や源

第６･７･８支部

泉徴収票の具体的な記載方法やどのような時期

に記載をするのか。また、マイナンバーの管理

責任者やマイナンバーに関する書類の保管の方

法や事務手続き等もそれぞれの会社で考慮の必

要性をご説明していただきました。

　つづいて「最新の医療事情」について、特定

非営利活動法人小児臨床研究支援センターの秋

元信吾氏に、癌の先進医療やそれに対する金銭

的な問題等についてご講演していただきました。

　講演会終了後は、玉川高島屋南館６階の一香

庵にて懇親会を行いました。皆様お時間の無い

中、講演会だけではなく懇親会にも多くの方々

がご参加くださり大変ありがとうございました。

（第６支部　広報委員　長崎多貴子）

講師の秋元さん合同講演会の様子
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女性部会

第１支部　料理教室

日　時　11月６日㈮　10:30〜13:30

場　所　田坂邸

参加者　11名（会員７名）

　仕事と家事で忙しい女性は食事の支度が大変

です。今回は忙しい女性のために、缶詰・ビン

詰・コンビニ惣菜を利用した簡単で見栄えが良

く美味しい、ホタテ

缶と梅干の入った炊

き込みご飯、ビン詰

のザーサイを使った

和え物など6品を教

えていただき、皆さ

んと情報交換をしな

がら楽しく調理する

ことができました。

試食の際には「美味

しい」とあちらこち

ら か ら 声 が あ り 、

「第2回もやって」

と要望もありました。

　最後は11月11日の三橋貴明先生の講演会のチ

ラシを配り参加のお願いをして、解散になりま

した。  （女性部会　第１支部班長　松野京子）

チャオチャオ児童館まつり

日　時　10月25日㈰　11:00〜14:00

場　所　玉川台区民センター

出席者　７名

　今年の児童館まつりのテーマは、ハロウィー

ンです。会場担当者や参加の子供達はハロ

ウィーンの服装やメイク等で仮装して会場を盛

り上げていました。

　私達玉川法人会第10支部の精鋭７名、佐藤支

部長、鈴木副支部長、山崎副支部長、大同生命

の三溝さんとお嬢さん、佐藤支部長の弟さん、

藤井広報委員が得意の小道具を身につけ飾りつ

け、法人会の広報活動の一環としてe-Taxの風船

200個と税金クイズを配布いたしました。例年で

すとヘリウムガスで膨らませていたのですが、

事故などの影響で使用できなくなったため、電

動の空気ポンプで空気を注入してゴム輪で結び

手渡しました。来場者数も1200名位でしたので、

ヘリウムガスで浮かばなくても風船をもらいに

来る子供達で、あっという間に風船が無くなり

今年のチャオチャオ児童館まつりは終了しまし

た。

　参加してくださった役員の皆様お疲れ様でし

た。　　　  （第10支部　広報委員　藤井悦男）

第10支部

風船を前にする子供達仮装した精鋭の役員の皆様

田坂美知子先生（左から４番目）と料理教室の皆さん

美味しい料理を作りましょう
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釣り同好会

釣り同好会

日　時　11月22日㈰　午前７:00出船

場　所　横須賀走水「教至丸」

参加者　８名

　晩秋にしては絶好の釣り日和となった日曜日、

釣り同好会メンバー８名が横須賀の走水港に集

合し、太刀魚とアジのリレー釣りに挑戦しまし

た。今回の釣り船には一般の釣り人８名も乗船

しており、合計16名で東京湾内海での釣りとな

りました。

　太刀魚釣りはなかなか難しいもので、船長も

太刀魚の漁場を探し、数度にわたり移動してく

れましたが、あたりも少なく釣果もあまり思わ

しくありませんでした。

　昼頃からアジ釣りへの挑戦となりました。絶

好の釣り場まで船を寄せてアジ釣りが始まりま

したが、入れ食い状態にヒットし休む暇もなく

釣り上げることとなりました。８名で釣果は30

センチクラスのアジが97匹と大漁でした。

　太刀魚の竿頭は、４匹釣り上げた第５支部の

中島食品(株)中島正二さん。アジの竿頭は第９支

部の(有)玉川ネームプレート山本裕明さんで24匹

の釣果でした。

　釣り同好会は、年６回奇数月に実施していま

す。会員の皆さんの参加をお待ちしていますの

で、ドシドシご参加ください。次回は１月を予

定しています。

（釣り同好会　幹事　第11支部　中山豪夫）

SKT女性部会

第18回女性部会SKT連絡協議会

日　時　10月21日㈬　11:15〜14:30

場　所　北沢法人会館・梅ヶ丘美登利寿司

参加者　５名（出澤女性部会長・松野副部会長・

　　　　神山副部会長･大塚顧問･鈴木事務局員）

　毎年3つの法人会（世田谷・北沢・玉川）で

様々な意見や情報交換を行っています。

　S・K・Tとは各法人会の頭文字で「SKT連絡

協議会」と称して女性部会又は青年部会が単会

ごとに持ち回りで当番に当たり、適宜に集い有

意義な意見交換を行っています。

　今回の女性部会SKT連絡協議会は北沢法人会

の当番で実施しました。第1部では近くの豪徳寺

にて会の発展と各自の健康の参拝から始まり、

その後法人会館でお互いの法人会の情報交換を

しました。第2部は梅ヶ丘の美登利寿司に場所を

移し、自己紹介・意見交換等とても楽しく有意

義な連絡協議会でした。

　玉川法人会の諸活動も、年間を通して楽しい

催しがたくさんありますが、時には他の会との

交流も新たな発見ができ、とても良いことだと

感じました。

　この連絡協議会は人数制限があり今回は５名

でした。これからも、連絡協議会に積極的にか

かわっていきたいと思います。

（女性部会　副部会長　神山典子）

SKT連絡協議会のようす
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第12支部

賛助会員：矢島　太三郎（ヤジマ　タイザブロウ）

　会員の皆様、はじめまして、全祉協（ぜんしきょ

う）推進担当の矢島です。

　唐突ですが、介護の過信５か条とやらをご存知で

すか？　それは…

　　１．私は介護にならない。

　　２．家族がいるから心配ない。

　　３．お金があるから大丈夫。

　　４．介護保険に入っている。

　　５．施設に入るから問題ない。

　寿命を全うするまで約10年の介護や看護が必要と

言われ、今や要介護認定者が580万人を超え、75歳

以上では３人に１人が要介護状態。また、介護施設

待機者52万人、認知症予備群を含め800万人、介護

離職・介護虐待などの介護問題が大きな社会問題に

なっています。

　あなたやあなたの家族が突然倒れたら、介護の備

え、大丈夫ですか？全祉協は、仲間の生活向上と社

会福祉向上に寄与する非営利の福祉事業団体です。

　そして「介護の時間サービス」が本人とご家族の

暮らしを守ります。いつかやってくるその日のため

に、最小限の負担で、最大限の安心を！

勤務先名：一般社団法人全国育児介護福祉協議会

勤務先所在地：新宿区西新宿6-16-6  タツミビル9階

電　　話：03-3340-8037

Ｆ Ａ Ｘ：03-3340-8032

E - m a i l：yajima@zenshikyo.com

ホームページ：http://zenshikyo.com

業務内容：介護

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。

青年部会

第29回法人会全国青年の集い　茨城大会

日　時　11月19日㈭～21日㈯　9:00～21:00

場　所　茨城県立県民文化センター

　　　　水戸プラザホテル

参加者　７名

　年に一度、全国の法人会青年部会員が一堂に

に会する、“全国青年の集い”に、我が玉川法

人会青年部会も、元気に参加してまいりました。

＜大会概要＞

租税教育活動プレゼンテーション、部会長

ウェルカムパーティ、部会長サミット、記

念講演、大会式典、懇親会、物産展、租税

教育活動パネル展示など。

　租税教育活動プレゼンテーションでは、全国

11局連から代表が集まりました。東京は芝法人

会。管轄となる伊豆諸島の小学校での租税教育

活動は、深く印象に残っています。部会長サ

ミットでは、「部会員の獲得と定着」をテーマに、

入会してよかったこと、なぜ会員を増やす必要

があるのか、その方法とは、どうすれば定着で

きるかなどを、全国の部会長の方々とともに

ディスカッションし、発表を行いました。これ

からの部会運営にも活かしていきたいと思います。

　毎年、地域は違えど、地域貢献、社会貢献に

取り組みながら、自身の会社や仕事を発展させ

るために必死で働く、同世代の仲間が全国から

数千人集まり交流できた、貴重な機会でした。

来年は旭川！多くのメンバー参加を期待してい

ます。　　　  （青年部会　部会長　中村匡秀）

青年部会メンバーも他団体と交流松浦東法連青連協会長も大活躍租税教育活動プレゼンテーションの様子
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玉川税務署からのお知らせ
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会員の皆さまへ
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。

納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

27年12月分の源泉所得税の納付期限

27年10月決算法人の確定申告期限・納付期限

28年４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

28年 １月 12日（火）

28年 １月 ４日（月）

28年 １月 ４日（月）

28年 １月 ４日（月）

28年１月決算法人の第3四半期分、28年４月決算法人の半期分・第2四半期分、28年７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。


	たまでんBOARD172号01-04カラー
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