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４月・５月の行事予定は３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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日　時　３月18日㈮　18:00～20:00

場　所　玉川区民会館　４階　集会室

出席者　44名

次　第

１．会長挨拶

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）平成28年度区立中学生の職場体験事業

　　　　について

　（４）会員増強進捗状況について

　（５）平成29年度税制改正に関するアンケー

　　　　トについて

　（６）平成28年度支部・部会支給金等明細に

　　　　ついて

　　　　平成27年度事業報告書について

　（７）その他

４．審議事項

　（１）平成28年度事業計画承認について

　（２）平成28年度収支予算承認について

　（３）執行部役員の人事異動（宮﨑常任理事

　　　　の副会長就任）について

平成27年度  第6回 理事会

女性部会　研修＆懇親会

日　時　２月19日㈮　18:30～21:30

場　所　依田 友子 宅

参加者　８名

テーマ　エンディングノートの書き方と活用の

　　　　仕方

講　師　出澤素賀子

　　　　（CFPファイナンシャルプランナー）

　立春も過ぎたとはいえ、まだまだ寒い折、体

調を崩されている会員さまも多く８名の参加で

したが、研修内容が年を重ねてきた我々には最

も身近な題材で、出澤さんのわかりやすいお話

を大変興味深くうかがいました。暗くなりがち

なテーマも笑顔で納得できるような清々しい気

持ちであっという間に一時間半が過ぎ、エン

ディングノートの重要さ、今我々がやらねばな

らぬことを痛感いたしました。

　早速頂いたエンディングノートを手始めに

「終活」で老支度をと考えております。

　その後の懇親会では和気あいあい、飲んで、

食べて、楽しいひと時でした。

（女性部会　班長　依田友子）

第２支部

第6･8支部　合同新年会

日　時　２月10日㈬　18:30～20:30

場　所　ヴェルデスパ（玉川髙島屋S･C南館6F）

参加者　22名

　２月10日、玉川髙島屋南館6Fのヴェルデスパ

にて、第６支部と第８支部で交流を兼ねた新年

第6･8支部

会を行いました。支部が違うので初めてお会い

する方も多く、交流を目的とした会でもありま

したので、席順はくじ引きで行い普段お会いし

ていない方達とも話すことのできるようにしま

した。最初は名刺交換から始まりましたが、料

理の美味しさも有ってか会の半ばには皆様のお

話も大いに盛り上がり、「また交流会をして欲

しい」「楽しかったよ」という感想も頂きまし

た。機会が有りましたら交流を兼ねた会を行い

たいと思います。

（第６支部　広報委員　長崎多貴子）

理事会・委員会・支部 活動報告
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第6･8支部　合同新年会

日　時　２月10日㈬　18:30～20:30

場　所　ヴェルデスパ（玉川髙島屋S･C南館6F）

参加者　22名

　２月10日、玉川髙島屋南館6Fのヴェルデスパ

にて、第６支部と第８支部で交流を兼ねた新年

女性部会　講演会

日　時　３月７日㈪　14:00～

場　所　玉川区民会館　第２集会室

参加者　49名

演　題　福祉の仕組みと現状

講　師　社会福祉法人はる

　　　　　統括責任者　鹿島 法博  様

　障害制度には、身体・知的・精神・発達障害

があり、今回の講演はおもに精神障害について

の講演でした。私たちにはあまり知られていな

いことでしたので、皆さま真剣に聞かれており

ました。

　精神障害とは脳の機能の変化・病気や心理的

なストレスが起因とのことでしたが、そのよう

なストレスは誰

でも多少は持っ

ているものだと

感じました。

　精神障害を克

服するには、治

療は勿論ですが、

家族を始め人と

良きコミュニケーションを図ることが大切だそ

うです。障害の状態を知れば克服する方法は幾

らでもあるし、誰でも疾病する可能性はあるの

で、日頃から人との繋がりを大事にしたり社会

に馴染めるよう図っていくことが大切なことで

すと教わりました。

（女性部会　副部会長　松野京子）

会を行いました。支部が違うので初めてお会い

する方も多く、交流を目的とした会でもありま

したので、席順はくじ引きで行い普段お会いし

ていない方達とも話すことのできるようにしま

した。最初は名刺交換から始まりましたが、料

理の美味しさも有ってか会の半ばには皆様のお

話も大いに盛り上がり、「また交流会をして欲

しい」「楽しかったよ」という感想も頂きまし

た。機会が有りましたら交流を兼ねた会を行い

たいと思います。

（第６支部　広報委員　長崎多貴子）

女性部会

話し方研修会

日　時　２月18日㈮　18:00～20:00

場　所　丸山工務店ビル  ３F

参加者　15名

　当日、先生の村上さんを含め、15名で研修を

いたしました。

　内容は、「一人で3分間スピーチをする」の

テーマで研修しました。

　丸山支部長が1番に指名され、過去10年間の研

修の成果を披露しましたら、先生から「素晴ら

しい」と賞賛の評価をうけました。2番手は、私

中山がへたくそな話し方ぶりを披露しましたが、

「まあ前よりは多少うまくなったかな」という

評価をうけました。

　参加されたみなさん全員がスピーチを行い、

それぞれ、評価をしていただき、全員がうまく

スピーチができるようになったと実感すること

のできた講習会でした。こうした好評価がいた

だけたことは、講師の村上先生が10年間の長き

に渡って情熱を注いでこられた研修会も今回が

最後となり、生徒14名はこれからも、研修があ

ればよいのに…と、思いつつお開きとなりまし

た。　　　　　　　　  （第11支部　中山豪夫）

第11支部
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03-3707-8668

玉川　太郎

たまがわ　たろう

世田谷区玉川２−１−１５

158-0094
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第10支部

会 社 名：株式会社 BEAM. I

代 表 者：吉川 光子（よしかわ ひかりこ）

会社所在地：世田谷区玉川台1丁目14-16-801

電話/FAX：050-5538-2999／03-3707-2315

Ｅ-ma i l：info@beam-i.com

ホームページ：http://www.beam-i.com

　　　　　　　https://www.hakencan.com

　株式会社BEAM. Iでは、「個人事業主様から中小

企業様の「思い」を「形」に。」をテーマとし、お

客様の会社や店舗の中にある様々な問題や課題を共

有し、解決方法を共に考え、作業を実行していきま

す。

　ホームページ制作から始まり、インターネットを

ツールとした総合的なプロデュース、イベントに至

るまで、その目的や対象を考慮して根本的な問題か

ら検討し、それに相応しい企画をご提案させて頂け

ればと思います。

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。

●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…

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
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納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

28年４月分の源泉所得税の納付期限

28年２月決算法人の確定申告期限・納付期限

28年８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 ５月 10日（火）

28年 ５月 2日（月）

28年 ５月 2日（月）

28年 ５月 2日（月）

28年５月決算法人の第3四半期分、28年８月決算法人の半期分・第2四半期分、28年11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。

＊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。
4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。

たまでんBOARDが
隔月発刊となります

毎月発行しておりました、たまでんBOARDは、
28年4月号より偶数月、年6回の発行となります。

なお、原稿の締め切りは毎月15日となりますので、どしどし
ご寄稿下さいますよう、よろしくお願いします。

tamagawa公論との合併号は、8月号と2月号を予定しています。
発刊回数は少なくなりますが、より充実した誌面づくりをめざして
まいりますのでよろしくお願いします。
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