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26㈮　女性部会役員会 10:00　法人会事務局

　　　女性部会幹事会 13:30　玉川税務署
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日　時　６月12日㈬　17：00〜20：30 

場　所　セルリアンタワー東急ホテル　

　公益社団法人玉川法人会の第３回通常総会が、玉川税務署の金三津小志郎署長をはじめ多数のご来

賓ご臨席のもと、去る６月12日㈭午後５時よりセルリアンタワー東急ホテル Ｂ２ボールルームにお

いて盛大に開催されました。

　総会は、会員総数1,601名の過半数を越える833名（委任状含む）の賛同を得て、各号議案の審議

に入り、参加者の全会一致をもって全ての議事は採択されました。

　特に本年は、役員改選の年にあたり、任期満了に伴う理事及び幹事選任の議案が上程され、新役員

候補の一人ひとりについて審議が行われました。

　続いて、会員増強功労等に対する表彰状・感謝状の贈呈が行われました。

　第２部の懇談会では、リラックスした雰囲気の中で行われ、親しく懇談できる楽しい会となりました。

式次第

第１部　総会　　午後５時〜６時50分

　　　　　　　　　　　　司会　松浦　政幸

１．開会のことば

２．会長挨拶

３．議長選出

４．議事録署名人選出

５．議題

　　第１号議案　平成24年度事業報告承認の件

　　第２号議案　平成24年度収支決算報告及び

　　　　　　　　監査報告承認の件

　　第３号議案　平成25年度事業計画承認の件

　　第４号議案　平成25年度収支予算承認の件

　　第５号議案　任期満了に伴う理事及び監事

　　　　　　　　選任の件

《通常総会を終了、休憩》→《臨時理事会の開催》

公益社団法人玉川法人会　第３回通常総会を開催

祝辞の金三津署長 挨拶する阿部会長

６．新年度執行部役員の紹介

７．新年度役員代表の挨拶　　　　阿部会長

８．表彰状・感謝状の贈呈

　　⑴永年勤続役職員に対する感謝状及び記念

　　　品の贈呈

　　⑵会員増強功労に対する表彰状・感謝状及

　　　び記念品の贈呈

　　⑶平成24年納税表彰式における受賞者への

　　　記念品の贈呈

　　⑷協力団体・協力企業に対する感謝状の贈呈

９．来賓祝辞　

　　　　　　　玉川税務署長　金三津小志郎　様

10．閉会の挨拶　　　　　副会長　若山　晶
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◆（公社）玉川法人会　表彰状・感謝状受賞者

（以下　敬称略、順不同）

１．会員増強功労に対する表彰状・感謝状及び

　　記念品の受賞者

　　・表彰状の部（５社以上）２名

　　　井上俊治・藤井悦男

　　・感謝状の部（２社以上）13名

　　　兼子成昭・鍋島増男・大島光隆・大鎌　博

　　　久松徹雄・藤原えみ・宮﨑　巖・清水明洋

　　　松浦政幸・阿部仁一・森　　栄・太田正伊

　　　若山　晶

２．受託保険会社推進員による会員増強に対する

　　・特別功労者

　　浅海尚美（８社）・高山玲子（６社）

◆退任役員に対する表彰状・感謝状及び記念品の受賞者

　・表彰状の部　３名

　　森脇　聡・太田正伊・猿渡順一

　・感謝状の部　６名

　　田川幸平・星谷照子・井山利一

　　中野渡聡一郎・松田大策・佐々木守

◆協力団体・協力企業に対する感謝状

　ＡＩＵ損害保険株式会社

　（玉川法人会事務局の環境改善に貢献）

　大同生命保険株式会社

　（福利厚生制度並びに会員増強に貢献）

◆平成24年度納税表彰式に於ける受賞者披露

１．玉川税務署長表彰状受賞　丸山正高

２．玉川税務署長感謝状受賞　上平　亮

　　　　　　　　　　　　　　佐藤壽夫

◆（公財）全国法人会連合会・（社）東京法人会連合会

表彰受賞者披露

１．（公財）全国法人会総連合　功労者表彰

　　永島重利

２．（社）東京法人会連合会　功労者表彰

　　兼子成昭・根来俊彦・草野　力・清水明洋

　　中山豪夫・安永きみ子

３．（社）東京法人会連合会会員増強表彰

　　井上俊治・藤井悦男・兼子成昭・鍋島増男

　　大島光隆　

会員増強特別功労者の大同生命㈱  浅海尚美さん

退任役員表彰状授与の太田前第12支部長

事務局の環境改善に貢献のAIU損害保険株式会社様福利厚生・会員増強に貢献の大同生命保険株式会社様

会員増強功労の表彰状を授与する井上第１支部長 会員増強功労の感謝状を授与する兼子第３支部長
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新執行部役員の方々

平成25−26年度執行部役員名簿
職　位 担当部門 役　職 氏　名 備　考

代 表 理 事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

業務執行理事

監　　　　事

監　　　　事

会　　長

副 会 長

副 会 長

副 会 長

副 会 長

副 会 長

副 会 長

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

阿部友太郎

坂東　義治

若山　　晶

森　　　栄

宮﨑　　巖

大鎌　　博

大塚　繁夫

大島　光隆

松浦　政幸

井上　俊治

根来　俊彦

兼子　成昭

鍋島　増男

清水　明洋

鈴木準之助

草野　　力

上平　　亮

大嶽　公彦

佐藤　壽夫

丸山　正高

安永きみ子

中村　匡秀

山本　初枝

市川　光昭

清田　礼子

土屋　明人

（重任）

（重任）

（重任）

（重任）

（重任）

（重任）

（新任）

（重任）

（新任）

（重任）

（重任）

（重任）

（重任）

（重任）

（重任）

（重任）

（重任）

（新任）

（重任）

（新任）

（新任）

（新任）

（新任）

（重任）

（重任）

（新任）

委員長

委員長

委員長

委員長

委員長

委員長

委員長

委員長

支部長

支部長

支部長

支部長

支部長

支部長

支部長

支部長

支部長

支部長

支部長

支部長

部会長

部会長

部会長

総務委員会

会館建設実行委員会

社会貢献委員会

広報委員会

厚生委員会

（公益事業推進担当）

組織委員会

e-Tax推進委員会

財務委員会

税制委員会

研修委員会

第１支部

第２支部

第３支部

第４支部

第５支部

第６支部

第７支部

第８支部

第９支部

第10支部

第11支部

第12支部

青年部会

女性部会

源泉部会

第２部　懇談会　　午後７時〜８時30分

　　　　　　　　　　　　司会　中村　匡秀

　　　　　　　　　　　　　　　霜島　友子

１．開会のことば　　　　　　　大鎌　　博

２．会長挨拶　　　　　　　　　阿部友太郎

３．来賓祝辞　

　　　　　玉川税務署　副署長　高田　哲好　様

　　　　　　　　　世田谷区長　保坂　展人　様

４．来賓紹介　　　　　　　　　宮崎　　厳

５．乾杯　　　　　　　　　　　田畑日出男

６．中締　　　　　　　　　　　土屋　明人

７．閉会のことば　　　　　　　坂東　義治



理事会・委員会・支部 活動報告

平成25年度組織・厚生委員会合同懇談会

日　時　５月30日㈭　18：30〜

場　所　玉川高島屋店南館11階

　　　　たん熊北店　二子玉川店

出席者　35名

　京都の有名料理店「たん熊北店」の二子玉川

店において、組織委員会と厚生委員会の合同開

催による懇談会が開催され、会員増強並びに大

型保障制度加入勧奨における各功労者が招待さ

れて阿部会長より記念品を授与されました。

　また、特に大型保障制度の加入に関しては、

東京都から表彰されるという優秀な成績を収め

ることができ、大同生命の担当者の皆さんが紹

介されました。

　近年まで、会員数の減少と大型保障制度の加

入者数が減少を続けていましたが、やっとこの

ところ、下げ止まりの様子が見えはじめ、減少

に歯止めがかかりそうです。

　これはひとえに日々地道な活動を行っている

支部役員の皆さんの努力の成果です。

　今後も一層会員増強には力を入れて、益々会

の運営がスムーズに運びますよう出席者一同、

決意を新たに美味しい料理を堪能しました。

（第１支部広報委員　船本貴一）

組織・厚生委員会
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会員増強功労で第１位の井上第１支部長（左）第２位の藤井第10副支部長（中）第３位の鍋島第４支部長（右）

支部で第1位になった第１支部の皆さんと阿部会長 出席者全員集合



委員会

日　時　４月12日㈮　18：30〜20：00

場　所　法人会事務局

出席者　８名

議　題　１．平成26年度税制改正に関するアン

ケート調査

２．その他

委員会

日　時　５月10日㈮　18：30〜20：30

場　所　法人会事務局

出席者　７名

議　題　１．平成26年度税制改正要望

２．その他

税制委員会

委員会

日　時　５月27日㈪　18：00〜

場　所　ボランティアビューロー

出席者　14名

議　題　１．たまでんBOARD６月号校正

２．たまがわ公論41号編集打合せ

広報委員会

委員会

日　時　６月18日㈫　18：30〜

場　所　法人会事務局

出席者　12名

議　題　１．普通救命救急講習会

２．年間予定

３．その他

社会貢献委員会
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受託保険会社の大同生命の皆さん 阿部会長と会員増強の功労者の皆さん
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第１支部

奥沢駅前音楽祭2013　活動報告

日　時　５月26日㈰　13：00〜16：00

場　所　奥沢駅付近

　５月26日奥沢駅前音楽祭に例年通り第１支部

はチャリティーバザーを開催いたしました。

　今回は天候にも恵まれ、青空の下（少し暑くて

バテ気味でしたが）お花の販売とチャリティー

バザーを実施しました。会員の方々にたくさん

献品していただいた品物も格安の値段で販売

し、お陰様で完売したお花と献品の販売分を合

わせてチャリティーに協力したり、東日本震災

復興支援にも募金させていただきました。

　このように地域と密着した活動を今後も続け

ていけたらと願っています。皆様ご協力ありが

とうございました。

（第１支部女性部会副支部長　田坂美知子）

チャリティー募金箱 花の販売

チャリティーバザー 全員集合

子供に人気のe-Tax風船 家族で参加
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第４支部

今年も田植え体験学習を実施しました

日　時　５月25日㈯

場　所　新潟県魚沼市

出席者　48名

　去る５月25日に等々力小学校の皆様35名、会

員と家族13名が新潟県魚沼市で本場コシヒカリ

の苗を植えてきました。

　朝は肌寒い曇りの空模様でしたが、発車10分

前には全員バスに乗りスタンバイＯＫ、参加し

た子供達の熱気に圧倒され、スタッフは少々押

されぎみながらバスは出発。

　環八が渋滞しており到着時間が心配でした

が、関越自動車道に入るとバスは順調に走りだ

し、車中で朝食、税金のビデオ鑑賞、ガイドさ

んのクイズや案内など退屈する間もなく谷川岳

PAで小休止、冷たい湧水を汲んで国境の長いト

ンネルを抜けると、そこは雲一つ無い爽やかな

青空でした。

　予想に反し少し早めに到着、現地では20名近

い皆さんから歓迎を受け、用意して頂いたおい

しいコシヒカリの塩むすびと豚汁で昼食を済ま

せたあと、農家の方に手ほどきを受けながら早

苗を全員で手植えをしました。児童、保護者や

先生は素足で泥だらけになり尻餅をついたり、

腰を伸ばしたりワイワイ楽しんで１時間ほどで

一枚の田んぼを植え終わりました。

　田植えの後は、芝桜の綺麗な公園や、雪の越

後三山を眺めながら温泉に移動、体を癒し心身

共に温まって頂き、保護者の方を含めみんなに

感想文を書いて頂きました。これが今日一番の

苦労だったようでした。

　温泉を出発し、近くの道の駅で越後土産を仕

入れ、17時前に帰路につきました。車中では夕

食をとったあと感想文を発表しました。短時間

での評価の難しい中で、多くの皆さんを表彰し

景品のお菓子を配りました。

　途中でトイレ休憩をはさみ税金のビデオ鑑賞

し、20時過ぎに等々力小学校に無事に到着しま

した。

　次回は田植えをした苗が育って黄金色の稲を

収穫する「稲刈り体験」を実施します。ご案内

は８月末の予定です。稲刈りとあわせ枝豆・切

り花の取り放題イベントも計画しております。

（第４支部長　鍋島増男）
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研修会に参加して頂いた皆さん

第６・８支部  合同

第６・第８支部合同　税務研修講演会

日　時　６月７日㈮　18：00〜20：00

場　所　二子玉川ライズバーズモールレジデンス

　　　　玉川町会会館

出席者　一般の方含め23名

　すっかり恒例となりました、第６・第８支部

合同の税務研修講演会が開催されました。

　まずは第８支部の

上平亮支部長と第６

支部の鈴木準之助支

部長による挨拶の

後、玉川税務署法人

課税第１部門統括官

の永田恵子氏からご

挨拶を頂き、審理担

当上席の藤田滋之氏

による『税に関する

講演』が行われまし

た。財務省が平成

25年５月に発行した税制改正のパンフレットに

基き、要点を分り易く説明して頂きました。

　次に『なるほど！

FP豆知識』（FP=フ

ァイナンシャルプラ

ンナー）と題して、

大同生命保険㈱業務

部部付課長の渡邉完

氏による講演が行わ

れ、社長借入金の注

意点と相続税に関す

る課税の流れの概要

についてお話をして

頂きました。

　続いて『AEDについて』と題して、キャノン

マーケティングジャパン㈱の富垣雄一氏と牛尾

尚基氏により、AEDとは何かについてパンフレ

ットと実物を用いた解説をして頂きました。ち

なみに玉川法人会AEDプロジェクトのパンフレ

ットのデザインは、第６支部の江口響子さんの

作品です。

　そして法人会の福

利 厚 生 制 度 に つ い

て、㈱シースリーの

瀧澤浩氏より、制度

の利用に関してのお

話 を し て 頂 き ま し

た。

　最後に坂東副会長

よ り ご 挨 拶 を 頂 い

て、講演会は終了と

なりました。

　研修の後は場所を玉川高島屋南館６階の一香

庵に移して交流会が催され、大いに盛り上がり

ました。

　ご参加頂きました皆様方、どうもありがとう

ございました。そして講演を行って下さった講

師の皆様には、この場をお借り致しまして厚く

御礼申し上げます。またどうぞ宜しくお願い致

します。　　　  （第６支部広報委員　片桐博子）

大同生命保険㈱　業務部部付課長　渡邉　完氏

江口さんデザインのパンフレット

㈱シースリー　瀧澤　浩氏

審理担当上席　藤田滋之氏



Vol.143　 通巻 243号（10）平成25年７月１日 たまでんBOARD

第12支部

委員会

日　時　５月24日㈮　18：30〜20：00

場　所　玉川区民会館

出席者　12名

議　題　１．新支部長（予定）挨拶

　　　　　　新役員（予定）紹介

２．セミナー

　　・仏教の「もの」の見方・考え方　

　6/28㈮開催

　　・９月予定の「パソコンセミナー」

　を「防災セミナー」に変更

３．女性部会案内・役員名簿確認

４．その他

第９・10支部  合同

合同支部役員会

日　時　６月18日㈭　18：00〜20：00

場　所　森建設会議室

出席者　21名

議　題　１．サマーステージ25ようが

　気温と湿度が高く不快な天気が続きますが、

いよいよやってくる夏のイベントについて、第

９、10支部合同による役員会が開かれました。

　会場となった森建設の会議室もほぼ満席とな

り、出席者の意気込みが伝わってきそうです。

　第９支部は大嶽新支部長のもとに新たな体制

で臨むことになり

ましたが、前任の

大鎌支部長（現法

人会副会長）も参

加 し て 、 佐 藤 第

10支部長の司会

進行で進められま

した。

　前回好評の

イータ君風船

の 配 布 と

e-Taxアンケ

ート、資料配

布等はすんな

りと決まりま

したが、風船を膨らませるヘリウムガスが、値

上がりしているということで、円安の影響がこ

んなところにも出ているのがわかりました。

　その他については、昨年の評判やスタッフの

負担なども勘案し、色々なアイデアがでまし

た。最終的には実行委員としてそれぞれ支部か

ら数名ずつ出て、委員会として細部を詰めてい

くことになりました。７月のはじめに予定され

る実行委員会で、詳しい内容が決まると思われ

ます。　　　　 （第９支部広報委員　松山　仁） 

第11支部

第11支部話し方研修会

日　時　６月５日㈬　18：00〜20：00

場　所　ピラタス

出席者　21名

　話し方研修会は６月５日午後6時より8時まで

桜新町の会議室「ピラタス」で講師の村上さん

を含み会員19名、未加入会員2名の計21名で行

われました。

　研修会では定例となった「発声練習」をした

後、新しい参加者が多かったので、それぞれ自

分の生まれ故郷を紹介した1分間自己紹介を実施

しました。各自の自己紹介毎に村上さんからの

アドバイスを

受け、もう一

度自己紹介を

する訓練を行

いました。滑

舌を改善する

ために、新し

い教材を使い

訓練も実施しましたら、参加者の話し方の向上

が見られました。

　興味のある方の参加をお待ちしております。

（第11支部長　中山豪夫）

大鎌副会長（左）・佐藤第10支部長（中）・大嶽第９支部長（右）
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女性部会

絵はがきコンクール応募用紙封入作業

日　時　６月17日㈪　10：00〜

場　所　玉川税務署

出席者　18名

　社会貢献委員会・女性部会・青年部会合同で

作業を行いました。

第５支部

会 社 名：株式会社　アローズ

代 表 者：佐藤　　大（サトウ　マサル）

会社住所：東京都世田谷区野毛2-30-11-405

電　　話：03-5752-1070

Ｆ Ａ Ｘ：03-5752-1071

E - m a i l ：smasaru@arrows-consulting.jp

ホームページ：http://www.arrows-consul.jp/

業務内容：経営コンサルタント

　　　　　パートナーの「売上拡大」、「利益

確保」を実現するために、①戦略

立案②収益構造改革③組織活性化

の三本の矢で企業支援を行ってい

ます。“部分的な会社機能の高度化

は、業績改善に対してほぼ役に立

たない”という考えの基に“企業

を頭から丸かじり

する”ことによる

抜本的な問題・課

題解決を信条とし

ています。当社の

弱みは、規模が小

さいために一度に

支援できるパート

ナーの数に限界があること。しかし

それ故に、従業員意識調査を始めと

する“完全オーダーメイド”の企業

支援が可能となり、真の業績改善を

実現してきたと考えています。これ

からも“頑張る会社の一歩先の未来

を創造する良きパートナー”として

歩み続けていきたいと思います。

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。

役員会

日　時　６月13日㈭　14：30〜

場　所　玉川税務署

出席者　９名

議　題　１．前回議事録確認

２．平成25年度事業計画

３．企業訪問見学会

４．その他（法人会理事会報告等）

５．署からの連絡事項

研修会

日　時　６月13日㈭　15：30〜

場　所　玉川税務署

出席者　10名

テーマ　『特定役員退職手当　等』

講　師　玉川税務署　法人課税第１部門上席

　　　　川越　純子様

源泉部会

青年部会

全体会議

日　時　６月11日㈫　19：00〜

場　所　ボランティアビューロー

出席者　15名

議　題　１．わんぱく相撲　開催報告

２．絵はがきコンクール

３．和太鼓コンサート

４．夏の異業種交流会

５．その他
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納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

25年７月分の源泉所得税の納付期限

25年５月決算法人の確定申告期限・納付期限

25年11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 ８月 12日（月）

25年 ７月 31日（水）

25年 ７月 31日（水）

25年 ７月 31日（水）

25年8月決算法人の第3四半期分、25年11月決算法人の半期分・第2四半期分、26年2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

②会員専用ページの入口
のページです。

　より詳細な内容を確認
するには、下の「会員
ページへ」のボタンを
押して次のページに進
みます。

③小さなウインドウに
「ＩＤ」と「パスワード」
の２つを入力してくだ
さい。

※セキュリティの都合で、
ＩＤとパスワードは変更
の都度、事務局からご案
内しております。
　ご不明な方は、お問い合
わせください。


