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日　時　7月18日㈭　17：30〜19：00

会　場　玉川町会会館

　48名の法人会役員・顧問・相談役が参加、玉

川税務署からは、今年度の人事異動で着任され

た太田律子署長、小竹法人課税第１統括官を始

め、昨年に引き続きご担当の高田副署長、藤田

上席にもご臨席をいただきました。

　阿部会長の挨拶の後、太田新署長からは、「皆

で力を併せて頑張ります」と決意溢れる着任の

ご挨拶をいただきました。

　参加者紹介の後、署の幹部の皆様と玉川法人

会役員とが名刺交換しながら、今後の会活動に

ついて活発に意見交換を行いました。

平成25年度新任幹部との名刺交換会

藤田上席、小竹第１統括官、高田副署長

着任のご挨拶　太田署長

開会あいさつの若山副会長

官　　　　職
新 旧

玉川署新旧幹部名簿（平成25年７月）

氏　名 氏　名旧所属 転出先

署　　　長

副署長（総務・個人課税・資産課税担当）

副署長（管理運営・徴収・法人課税担当）

特別国税調査官（法人）

総務課長

法人課税第１部門統括官

法人課税第２部門統括官

法人課税第３部門統括官

法人課税第４部門統括官

法人課税第１部門審理担当上席

東京国税局企画課長

名古屋局資産課税課補佐

留任

甲府署特別国税調査官（法人）

留任

鎌倉署法人課税部門統括官

中野署法人課税部門統括官

麹町署税務広報広聴官

留任

留任

退職

東京国税局査察統括官

退職

江東西署法人課税部門統括官

本郷署法人課税部門統括官

東京国税局調査第二部主査

太田　律子

北川　健司

高田　哲好

髙山　　昇

石井　　睦

小竹　宜節

佐戸　　奏

沼澤　千枝子

中神　博典

藤田　滋之

　オオタ　　リツコ

　キタガワ　　ケンジ

　タカタ　　ノリヨシ

　タカヤマ　　　ノボル

　イシイ　　　マコト

　オダケ　　ヨシノリ

　サド　　　　ススム

ヌマサワ　　チエコ

　ナカガミ　　ヒロノリ

　フジタ　　シゲユキ

金三津　小志郎

南部　琢二

安藤　智之

永田　恵子

小山　隆央

黒崎　浩孝

カネミツ　　　コシロウ

　ナンブ　　タクジ

　アンドウ　トモユキ

　ナガタ　　ケイコ

　コヤマ　　タカヒサ

　クロサキ　　ヒロタカ
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理事会・委員会・支部 活動報告

委員会

日　時　６月26日㈬　18：30〜20：00

場　所　法人会事務局会議室

出席者　12名

議　題　１．副委員長２名、書記１名選任

２．平成26年度税制改正要望

３．平成25年度税制委員会事業計画

４．その他

委員会

日　時　７月12日㈮　18：30〜20：00

場　所　法人会事務局会議室

出席者　９名

議　題　１．税制に関するアンケート

２．その他

税制委員会

委員会

日　時　５月27日㈪　18：00〜

場　所　玉川ボランティアビューロー

出席者　13名

議　題　１．出席者の確認及び出席者の自己紹介

２．前回、総務委員会議事録の確認

３．委員会役員の選出

４．税を考える週間の運営

５．新年賀詞交歓会の運営

６．第４回通常総会の運営

７．分科会の設置

８．その他

総務委員会

平成25年度　第３回　理事会

日　時　7月18日㈭　15：00～17：00

場　所　玉川税務署　３Ｆ　会議室

出席者　49名の理事が出席、玉川税務署からは

高田副署長、小竹法人課税第１統括

官、藤田審理担当上席にご臨席をいた

だきました。

　理事会は定刻の15時より阿部会長の挨拶から

始まり、高田副署長よりご挨拶をいただきまし

た。今回は、署の人事異動直後の理事会のため、

新体制の玉川税務署幹部のご紹介が行われまし

た。

報告事項　１．法人会事業、常設委員会、支部、

　部会報告

２．通常総会決算報告

３．絵はがきコンクールの進捗状況

４．普通救命救急講習会報告

５．税制改正要望全国大会参加予定者

６．その他

審議事項　１．会員増強運動の施策について

２．委員会委員追加について

３．新春講演会講師の依頼について

理事会

着任された小竹第１統括官 左より中神第４統括官、沼澤第３統括官、佐戸第２統括官ご挨拶の高田副署長挨拶する阿部会長
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委員会

日　時　６月28日㈮　18：00〜20：00

場　所　玉川区民会館　第６集会室

出席者　13名　受託保険会社５名

議　題　１．委員の自己紹介、委員会人事

厚生委員会

委員会

日　時　６月25日㈫　18：00〜

場　所　玉川ボランティアビューロー

出席者　11名

議　題　１．自己紹介

２．たまでんBOARD７月号校正

３．委員の担当役務

広報委員会

委員会

日　時　６月24日㈪　18：30〜

場　所　玉川ボランティアビューロー

出席者　15名

議　題　１．自己紹介

２．平成25年度事業計画

３．役員選出・役割分担

４．その他

研修委員会

臨時委員会

日　時　６月26日㈬　18：00〜

場　所　玉川ボランティアビューロー

出席者　９名

議　題　１．tamagawa公論41号の内容

２．その他

臨時委員会

日　時　７月16日㈫　18：00〜

場　所　法人会事務局

出席者　９名

議　題　１．tamagawa公論41号

２．今後の行事予定

　　大型保障制度推進会議

　　AED（自動体外式除細動器）の普

及促進

３．次回開催予定 ９月13日㈮18：00〜



普通救命救急講習会

日　時　６月27日㈭　13：30〜16：30

場　所　玉川消防署2階研修室

出席者　29名

　社会貢献委員会主催の「普通救命救急講習

会」は、「東京防災救急協会」の立石昭二氏を講

師とし、「玉川消防団」所属の指導員（花岡氏・

田中氏・西尾氏・河野氏）により心肺蘇生の実

習訓練、AEDと心肺蘇生を組み合わせた実習訓

練、気道異物除去法のダミーを使った実演、応

急手当の講習を受けた。参加者は29名全員１名

の脱落者もなく訓練を終了した。

　心肺蘇生は、１分間100回のペースで、胸骨圧

迫が出来る様に練習し、その後胸骨圧迫30回、

次に人工呼吸２回を３セット繰り返す実習を行

い、休憩後、AEDを使用する心肺蘇生を参加者

全員が実習した。

レポーターの感想：

　倒れている人を見つけてから救急隊に救護活

動を引きつぐまでは想像以上の体力を消耗する

大変な救急活動なので、一回の講習ではとても

現実の場では対処が難しいのでは、と思いまし

た。しかし、参加者全員が救急現場の状況を、

講習で多少は体験できたことは、大きな収穫で

あったと思います。

　この記事を読んだ方には、ぜひ一度この様な

講習会に参加し救急現場の模擬体験をお勧めし

たいと思っています。

（社会貢献委員　中山豪夫）

社会貢献委員会
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第１・２支部  合同税務研修会

第１・２支部合同税務研修会

日　時　７月５日㈮　18：30〜20：00

場　所　奥沢区民センター第１会議室

出席者　50名（講師２名含む）

内　容　第１部　

テーマ　「消費税法の改正について」

講　師　玉川税務署法人課税第１部門

　　　　　　審理担当上席　藤田滋之　様

　　　　第２部

テーマ　「税と世相」

　　　　　〜税は世につれ・余は税につれ〜

講　師　太田栄一税理士事務所

　　　　　　税理士　太田栄一　様

　恒例となりました第１・２支部合同の税務研

修会が７月５日に奥沢区民センターにて開催さ

れました。

　回を増すごと

に出席者が増え

て今回は何と50

名に達する規模

となりました。

　第１部はもう

既にお馴染みの

玉川税務署藤田上席様より税制抜本改革法の主

旨や税率等についてのお話をお聞かせいただ

き、いつもながら勉強になりました。

　途中５分間の休憩の後、第２部には税理士の

太田栄一様より、鎌倉時代や室町時代の課税方

法、秀吉が行った間口税や欧米の窓税のことな

どから始まって、税と世相についての大変面白

研修会の開始を待つ出席者の皆さん
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挨拶をする井上支部長

第４支部

第１回役員会

日　時　7月17日㈬　10：00〜12：00

場　所　平和食品工業㈱　会議室

出席者　８名

　鍋島支部長を中心に、宮崎担当副会長にも参

加をいただいて、第１回支部役員会を８名の出

席者で会議を行い、下記の通り原案として決定

いたしました。

①田植え・稲刈りの体験学習も満10年の節目を

迎えたことにより、今後の実施可否について

検討しました。会議の結果、来年からも無事

故を期して、新たな気持ちで取組んで行こう

と決議。

②サマーフェスティバルは、8月25日午後１時

30分より尾山台駅前において支部ブースを設

け、税金クイズの実施で協賛して行く。

③女性部・青年部共催支部事業として、明年２

月11日東京スカイツリーの見学会を計画し、

バスをチャーターして実施する予定。

　上記の通りの取り決めを行い支部会員に諮り

ながら、進めて行こうとの話し合いを行いまし

た。　 　　　（第４支部　広報委員　鈴木健二）

第３支部

税務研修会　意見交換会

日　時　７月３日㈬　18：00〜

場　所　玉川区民会館　４階　第１集会室

講　師　秋山税理士事務所

　　　　　　　秋山眞一郎様　中舘常章様

出席者　30名

　平成25年１月24日に平成25年度（2013年

度）税制改正大綱が決定、公表され、連日、テ

レビや週刊誌などで特集されています。そんな

中、第３支部でも「聞いて得する、かしこい税

の知識　〜今年の税制改正、相続税、贈与税を

中心に〜」と題し、税務研修会を開催しまし

た。税制改正という難しいテーマでしたが、一

般の方も多数出席頂き、相続税額のシミュレー

ションや小規模宅地等の特例、相続対策など具

体的な講話もあり、皆さま熱心に勉強されてい

ました。

　第２部　意見交換会では、トラットリア･ロア

ジへ場所を変え、活発な意見交換が行われまし

た。トラットリア･ロアジの季節感たっぷりで彩

り豊かなおいしい料理を頂きながら、第３支部

ならではの雰囲気は変わらず、有意義な時間を

過ごすことが出来ました。

（第３支部　広報委員　中岡正裕）

司会の松野副支部長 第１部講師の玉川税務署 藤田上席 第２部講師の太田税理士

講師の秋山眞一郎様（左）と中舘常章様（右）

く、ためになるお話をお聞かせいただきまし

た。そして今回もアッという間に終了時間とな

りました。次回がとても楽しみです。

（第１支部　広報委員　船本貴一）
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第６支部

女性部会研修

国立劇場　歌舞伎鑑賞教室「芦屋道満大内鑑」

（あしやどうまんおおうちかがみ）

日　時　7月４日㈭　14：30〜

場　所　国立劇場

出席者　14名

　第６支部女性部会の研修で、平成25年７月４

日㈭国立劇場７月歌舞伎鑑賞教室「芦屋道満大

内鑑」午後２時30分の回を、支部会員14名ほど

で鑑賞しました。

　歌舞伎鑑賞教室には、初心者にもわかりやす

い解説があり、担当してくださったのは、若手

歌舞伎役者のホープである中村萬太郎さんで

す。萬太郎さんの解説の一部をご紹介しますと‥

「花道の奥の揚幕（あげまく）が揚がるとき

は、シャンシャンと音がします。その音を聴い

たら、花道に目を向けて、役者さんが登場する

のを観ましょう。」「回り舞台は、江戸時代に日

本が先駆けて開発したもので、今では世界中の

演劇に欠かせない装置です。」など、なるほど！

と納得するものばかりでした。

　さて、「芦屋道満大内鑑」は、陰陽師・安部晴

明の母親が白狐であったという伝説を元につく

られた名作です。安部晴明を演ずるのは、ベテ

ランの中村時蔵さんで、装束の早変わりや変わ

り筆遣いなどアクロバティックな見物も満載。

歌舞伎ビギナーにも分かりやすい楽しめる内容

でした。　　 （第６支部　広報委員　江口響子）

第10支部

国立劇場ロビーにて

女性部新旧交流会

『第２回紫陽会』築地すしざんまい別館訪問

日　時　６月30日㈰　

場　所　築地すしざんまい別館

出席者　11名

　街並みに紫陽花が美しい６月30日、初めて

「紫陽会」に参加させて頂きました。総勢11

名、先輩方に付いて用賀から電車を乗り継ぎい

ざ築地へ。

　朝市の雰囲気が残る築地市場は、ぶらぶら散

策や美味しい海鮮と御味噌汁を頂くだけで十分

歴史を感じることができました。特にマグロは

築地ならではの絶品で口の中でとろける美味し

さに、「さすが、すしざんまい別館！」と久しぶ

りの口福を実感しました。皆さん買い物を楽し

み満足されていた様子です。次に機会があれ

ば、すぐ近くの新歌舞伎座に移動し観劇するの

も楽しいと思います。

　都内には伝統と現代がミックスした粋なスポ

ットが沢山あります。例えば、浅草寺参拝のあ

と、老舗駒形どぜうからスカイツリーに上り、

大東京を俯瞰するのも楽しいかと思います。ま

た、等々力渓谷は私達世田谷区民が誇れる身近

な癒しのスポットですが、深緑の中で味わう

OTTOや滝修行の不動尊の伝統を思い起こすな

ど、忙しい日常からちょっと横道を散策する楽

しみを持ちたいものです。

　私は４月から玉川法人会に入会させて頂きま

した。今後会員の方々と御縁を大切にして頑張

りますので宜しくお願いいたします。

（第10支部　白戸雅子）
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第12支部

初夏の花をいける会に参加して

日　時　６月21日㈮　

場　所　上原宅

出席者　10名

　私は、ガーデニングに興味があり、近い将来

自分でデザインした庭を造園したいという願望

が、仕事でデザイン制作をしている性分からあ

ります。（造園界には、そのようなコンテストが

ありますので参加するようにしています。）

　その願望へ近づく一歩として今回「初夏の花

をいける会」へ初心者ながらに参加させて頂き

ました。会の皆様は他全員が女性でしたが、と

ても優しく楽しい方々ばかりでしたので、リラ

ックスして会に取り組むことができました。

　まず、お花屋さんから頂いた花材を調度良い

長さで切るという、大変決断力のいる作業から

始めることとなりました。切る長さというもの

は「真」によって「添え」「受け」へと関連する

ので、全体を最初から意識することによってバ

ランスが取りやすく、自然と自分が形づくりた

い細部も見られ、結果、作業がやりやすかっ

た、そのような印象を持ちました。

　骨組みが完了すれば自分好みの花を好きな所へ

生け、自分らしさを表現しようと作業に没頭しま

した。モノを造り上げる楽しさを、新しい面から

感じることができ「これは私に合っているなぁ」

と最初から最後まで飽きることがありませんでし

た。最後に末次先生にご指導を頂き、生け花が何

たるかを少し感じ取ることができた（！？）と思い

ます。

　これからも日頃から生け花に取り組み、目標

を達成していこうと思います。

　最後にご自宅を提供して下さった上原様、会

の皆様誠にありがとうございました。

（第12支部　日野直郷）

青年部会

全体会議

日　時　７月９日㈫　19：00〜

場　所　玉川ボランティアビューロー

出席者　19名

議　題　１．絵はがきコンクール

２．納涼家族会（8/17)

３．未来博

４．和太鼓コンサート

５．SKT協働事業

６．その他（11月全国大会、各委員会

出席者からの報告）

　青年部会ではfacebookで活動などをご紹介し

ていますので、ぜひご覧下さい。

https://www.facebook.com/tamagawa.seinen

（青年部会　広報委員　上田恭子）

セミナー「仏教の『もの』の見方考え方」

日　時　６月28日㈮　18：30〜20：00

場　所　玉川区民会館４階第３集会室

出席者　12名

テーマ　仏教の『もの』の見方・考え方

講　師　浄土真宗本願寺派（西）慈船寺

　　　　　住職　鈴木　昭海  様

（第12支部長　安永きみ子）
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女性部会

健康増進研究会

日　時　５月15日㈬・６月６日㈭・７月11日㈭

場　所　玉川町会会館

　5月15日・６月６日・７月11日と３回、昨

年、大好評だった中尾和子先生のボールエクサ

サイズの健康増進研究会が今年も開かれまし

た。文字通り、ボールを使っての体操ですが、

まずは、力を抜く事を覚えます。激しくないの

にじっくり体に効く無理のないエクササイズ

は、年齢に関係なく、緊張や疲れ、ストレスで

固くなった体をゆっくりほぐして行きます。し

かし、この力を抜くのが難しいのです！

　去年このエクササイズを学び、腰痛で悩んで

いた方、肩こりが辛かった方などが、一年続け

てよくなったと喜ばれていました。先生は、こ

の法人会の女性の皆さんは、仕事で頑張ってい

るから、なかなか力が抜けないとおっしゃって

いましたが、今年は相当力が抜けてきたと言わ

れていました。なんでも継続が力なんですね。

　女性部会はこれで益々元気です！中尾先生ま

たよろしくお願いいたします。

（第６支部　女性部会　広報委員　廣部雅子）

ワイン研究同好会

ワイン研究同好会

第９回通常総会・第23回例会

「冷えたシャンパン・スパークリングと

赤ワインの飲み比べ」

日　時　７月19日㈮　

場　所　ナチュラルダイニング「YAMASHITA」

出席者　30名

　「いちごを食べてシャンパンを飲んでごら

ん・・・」このセリフは、1990年代に大ヒットし

たジュリア・ロバーツ、リチャード・ギア出演の

「プリティ・ウーマン」の恋の殺し文句。シャン

パングラスにキラキラ立ち上る泡、グラスの縁の

「真珠の首

飾り」を見

ていると、

つい華やか

な気分にな

ります。

　さて、ワ

イン研究同

好会の第９

回通常総会＆第23回例会は、７月19日に桜新町

のナチュラルダイニング「YAMASHITA」で開

催されました。30人近くの方にご参加を頂き、

本当にありがとうございました。

　今回は、総会も兼ねており、第１部の司会を

佐藤幹事。大原代表幹事の挨拶の後、猿渡幹事

から議案の報告。第二部は私の司会で、大人気

のソムリエ、池田美貴さん（エノテカ二子玉川

東急フードショー店）に“冷えたシャンパン・

スパークリングワインと赤ワインの飲み比べ”

というテーマで講義をして頂きました。

（エノテカの山崎さんのお手伝いもありがとう

ございました。）

　まず、スパークリングワインとは？池田ソム

リエの話では、スパークリングワインの定義と

は「気温20℃で３気圧以上のガス圧をもった発

泡性ワイン」のことを一般的にスパークリング

ワインと呼ぶそうです。それに満たないガス圧

のワインは、弱発泡性、または微発泡性ワイン

に分類されるそうです。中でもシャンパンは厳

しい法律をクリアしたモノだけを呼ぶとか。
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東京湾久里浜沖鯵釣り

日　時　７月７日㈰　

場　所　久里浜「鈴福丸」（鯵ビシ専門）

出席者　10名

　つり同好会では、抱卵中でうまい大アジを、

釣りのビギナーの方にも楽しく釣ってほしいと

考え、梅雨明け前の時期に計画しました。

　しかし、今年の梅雨は意外にもあっさりと明

けてしまい、梅雨前線が日本海側にあるため、

太平洋から強い南風が吹きつけ、普段波静かな

東京湾も強風にあおられた小さな三角波で、船

は大揺れで、参加者10名のうち１名が、船酔い

でぐったりとなってしまいました。

　７時半ごろから釣りを開始、最初はポツポツ

とヒットしていたのが、中ごろから、入れ食い

状態となり14時半ごろ早上がりとなりました。

　竿頭は、鍋島さんが35匹、ほとんどの参加者

が15匹～20匹のお土産を確保できました。

　私も24匹で15匹くらいは30㎝超で残りは20㎝

くらいの小鯵でした。

　秋口にまた企画しますので、ぜひ参加してく

ださい。　　　　　　　 （第11支部　中山豪夫）

つり同好会

　岡村さんの乾杯の音頭で、会がスタート。女性

に人気のクリスタルで有名なスワロフスキーが所

有するワイナリーのスパークリング、「コセチャ

NV」で乾杯。ボトルがスワロフスキーらしくか

なり素敵で、味も繊細で雑誌anan1618号で紹介

されたように、コスパの良さにびっくり。お店の

お料理も前菜、お魚のマリネなど出てきて…

　次は、今年のアカデミー賞受賞のレセプショ

ンで使われ、シャンパン界に激震を走らせたと

言われる（いつものモエではなく）「ティエノ・

ブリュットNV」。家族経営の比較的若い会社の

シャンパンが、バリューが高いと選ばれまし

た。さすが大量生産のシャンパンとは違い、古

典的な造りで美味しさが尾を引きました。元銀

行家が作ったメゾンで、息子さんがワイン造

り、美人のお嬢さんがマーケ担当だそうです。

なるほど強いわけです。

　そして、シャンパンの老舗がカリフォルニア

で造っているスパークリング、「ロデレール・エ

ステート　カルテット・ロゼNV」。キレイなロ

ゼで、最近の米国ワインのレベルの高さを思い

知る１本でした。

　あらぁ・・・だんだん酔いが回ってきて、美

味しい食事もすすんだところで、ニュージーラ

ンドの野趣に富んだ味わいの「セラー・セレク

ション・スパークリング・メルローNV」。明る

いルビー色。以前飲んだセクシーな唇のラベル

が印象的な、中田英寿氏セレクション・イタリ

アの微発泡ワインのランブルスコに味が似てい

ました。ニューワールドのワインは冒険してい

るな、という印象を持ちました。

　最後は、フェラガモが手がけるトスカーナの

赤ワイン。「アルパ・キャンティ2011」、さすが

ブランドの力を感じるセンスある味わいでし

た。中締めは坂東幹事の挨拶で、名残惜しく閉

会。みなさん、足元大丈夫でしたでしょうか。

　これだけ色々な種類の美味しい泡モノを堪能

できるのも、この会ならでは。私自身、ワイン

研究同好会では前身から10年以上楽しませて頂

いておりますが、これも基礎を作って頂いた東

京小売酒販組合玉川支部の支部長、根岸氏のお

かげだと、一会員として感謝しております。

　では、またワイン好きな方とお会いできるのを

楽しみにしています。ぜひ次回ご参加ください。

（写真は佐藤鷹堂幹事提供）

（第３支部　羽田葉子）
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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12支部

会 社 名：株式会社アクエリア

代 表 者：日野　直郷（ヒノ　ナオサト）

会社住所：世田谷区深沢2-1-11 L-704

電　　話：080-6544-0952

Ｆ Ａ Ｘ：03-3725-8010

E - m a i l ：naosato.hino@aquaria-design.net

ホームページ：http://aquaria-design.net

業務内容：グラフィックデザイナー

　　　　　Web制作、カタログ、パンフレッ

ト、会社案内、チラシ、ポスター、

メニュー表、看板、イラスト、筆文

字、等デザイン制作しています。見

て、読んで心地が良くなるデザイン

作りをモットーに愛着の持たれる作

品を作って参ります。

　　　　　　クライアント様

が何を求め、発し

たい方向性を理解

し、それ以上のモ

ノを仕上げる姿勢

で必要不可欠な一

緒に成長し続ける

パートナーを目指

します。

　　　　　　法学部出身、新卒は商社畑で働い

た経験を持つデザイナーということ

で異色ですが、ベースはしっかりと

した他とは違うデザインを作って参

ります。集客を求める販売促進のお

供にアクエリアを今後とも何卒よろ

しくお願い申し上げます。

第11支部

会 社 名：ファインシュメッカーサイトウ

代 表 者：齋藤　裕司（サイトウ　ユウジ）

会社住所：世田谷区新町2-5-15  内田ビル１Ｆ

電　　話：03-5450-0505

Ｆ Ａ Ｘ：03-5450-0505

ホームページ

http://www.feinschmecker-saitou.com/

フェイスブック

https://www.facebook.com/Feinschmecker.Saito

業務内容：1990年 渡独 デュッセルドルフ勤務

　　　　　1992年 10月 ドイツ南西部ザール

ブリュッケン勤務

　　　　　1994年 帰国

　　　　　1999年 ７月　ハンスホールベック

有限会社入社　ドイツ食肉マイス

ター小島豊氏に弟子入り以後、店

長、製造責任者兼任

　　　　　2012年 10月 桜新町にてファインシ

ュメッカー サイトウを開店

　　　　　本場ドイツ仕込みのハム・ソーセー

ジを歴史あるレシピーを忠実に守っ

て毎日手作りしています。新鮮な国

産豚とオーストラリアの牛肉を厳

選、冷凍肉は使いませんので添加物

も必要最低限の量で抑えられます。

大豆タンパク、卵、小麦粉などの増

量やつなぎは一切使っておりませ

ん。製法は赤身肉やばら肉のバラン

スを考えられたレシピー通りに作り

ますので、味の特徴や歯ごたえの違

いをお分かりいただけると思いま

す。香辛料も、世界最高品質のドイ

ツ産、香り高い実と葉を使用してい

ます。



Vol.144　 通巻 244号（12）平成25年８月１日 たまでんBOARD

納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

25年８月分の源泉所得税の納付期限

25年６月決算法人の確定申告期限・納付期限

25年12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 ９月 10日（火）

25年 ９月 ２日（月）

25年 ９月 ２日（月）

25年 ９月 ２日（月）

25年9月決算法人の第3四半期分、25年12月決算法人の半期分・第2四半期分、26年3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

7月20日現在、第3回通常総会の議案書をご覧いただけます。

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。


