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12月 の 行 事 予 定

２㈫　第7回総務委員会 18:30　玉川ボランティアビューロー

３㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　福利厚生制度連絡協議会　　時間未定　南国飯店）

５㈮　第11・12支部地域法人交流会 18:30　神田屋3F会議室キャノン

10㈬　ｅ－Ｔａｘ普及推進協議会 15:30　玉川税務署

15㈪　　【たまでんBOARD１月号原稿締切】

16㈫　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

18㈭　広報委員会 18:00　二子玉川近辺

11月・12月の行事予定は10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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４㈫　総務・研修合同委員会 18:30　玉川ボランティアビューロー
５㈬　★「絵はがきコンクール」パネル展示　

　　　　　　　玉川高島屋～ライズ地下通路
17㈪　
６㈭　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署
　　　★第6・7・8支部合同税務研修講演会 18:00　玉川町会会館
７㈮　絆プロジェクト 18:00　玉川ボランティアビューロー
11㈫　ＡＥＤワーキンググループ 10:00　法人会事務局
　　　★税を考える週間講演会 18:00　駒澤大学深沢キャンパス
12㈬　納税表彰式 15:45　東郷記念館
13㈭　青年部会SKT講演会打合せ 18:00　玉川ボランティアビューロー
　　　★第９支部食医食の料理教室 14:00　シュクランキッチン
14㈮　★献血活動・障害者支援活動 10:00　二子玉川東第二地区

市街地再開発組合・ｶﾞﾚﾘｱ
　　　第11・12支部役員会 12:00　神田屋1Fキャノンホール会議室
18㈫　第１・２支部ゴルフコンペ 9:00　森永髙滝カントリー倶楽部
　　　★青年部会ＳＫＴ連絡会　記念講演会 18:00　駒澤大学深沢キャンパス
19㈬　委員長・部会長会議 18:30　玉川ボランティアビューロー
　　　総務委員会賀詞交歓会分科会 14:00　法人会事務局
20㈭　　【たまでんBOARD12月号原稿締切】
21㈮　青年部会全国青年の集い秋田大会 13:15　秋田県民会館
　　　★第４支部税務研修会 18:30　玉川総合支所

25㈫　広報委員会 18:00　法人会事務局
26㈬　絵はがきコンクール表彰式 16:00　場所未定
27㈭　正副会長会議 16:00　玉川区民会館
　　　常任理事会 17:00　玉川区民会館
　　　理事会 18:00　玉川区民会館
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法人会全国大会(栃木大会)

第５回  和太鼓コンサート

日　時　10月16日㈭　

場　所　栃木県宇都宮市

出席者　玉川法人会から９名参加

　平成26年10月16日㈭、全国大会に参加しま

した。

　場所は栃木県宇都宮市。玉川法人会からは阿

部会長・森副会長・大島税制委員長、清田監事

ほか総勢９名が参加しました。大会主催者の発

表によれば全国から約1,900人の方々が参加され

たとのことでした。

　第１部の記念講演は杉尾秀哉氏の〔日本の行方

～政治と経済の現状分析と展望〕でした。安倍政

権が正念場にあることや経済にも少子高齢化や人

口減少が影を落とすことから、女性が継続して活

躍できる社会にすることが重要であり、これらの

事象にAgile（機敏）に対処し乗り越えなければ

なりません。世界は戦後の復興・オイルショック

の克服などの事例で我が国がAgile（機敏）に対

処できることを認めています。日本なら必ずでき

る、との話でした。講演会の経験を積まれたせい

でしょうか、玉川法人会で講演された時よりも、

分かりやすくいいお話でした。

　第２部、式典には国税庁長官の林信光氏他多

数の来賓がご出席された中、平成27年度税制改

正に関する提言が発表され、大会宣言が行われ

ました。

　第３部懇親会は約1,900人の方々が一堂に会す

る事が出来ず、会場がいくつにも分散され、通

路や外におられる方もいてちょっと残念でした

が、主催者の方々のご苦労が拝察されました。

　平成27年は10月８日に徳島市で開催される予

定とのことです。

（女性部会　副部会長　松野京子）

日　時　10月５日㈰　

場　所　玉川区民会館ホール

参加者　350名

　台風18号が接近し、会場の外は大雨と強風で
木々が揺れ、道を歩く人は両手で傘を持ち、風

上へ重心を傾け耐えるように歩く。そんな外の

状況とは違い、第５回和太鼓コンサートを開催

した玉川区民会館ホールのステージ上には、演

技を終えた出演者に対し客席から惜しみない拍

手が贈られていました。

　舞台の中心には病院より駆けつけた高橋進さ

んの姿がありました。出演者の子供達より花束

を笑顔で受け取り、

観客へ力強く挨拶す

る姿は日本の伝統芸

能を守る一人の男と

しての執念を感じ、

出演者と観客が一体

となり作り出した感

動的なステージは、

誰もが笑顔で暖かい気持ちになる一つの作品の

完成を感じさせました。

　今回高橋さんの出演判断はギリギリまで本人と

関係者に委ねられ、我々運営側は参加をできない

と考える側と、本人が出演を希望する限り参加を

前提にすると考える側とで意見が分かれ、準備会

議では積極的な議論が行われました。運営側の事

情と師匠の出演を願う出演者側の気持ち。この２

つの気持ちをひとつにする事はどんな小さなイベ

ントであっても容易ではない事、特に伝統芸能で

の師匠という存在は我々の認識よりも関係が深く

大切な存在であること。そして観客の利益を最優

先に考えるべき今回のようなイベントの場合、運

営者側のエゴはイベントの価値を下げかねない事

を実感しました。

　例年満席を続ける和太鼓コンサートにとっ

て、今年の天候は最悪と言っていい状況。そん

な悲観的な状況でも、女性部会、第４支部、社

会貢献委員会、青年部会の有志の皆さんはパン

フレットの製作、ポスターの貼り付け、会場誘挨拶する髙藤署長とイータ君
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髙藤署長を講師に招いて

素晴らしい演奏が披露されました

理事会・委員会・支部 活動報告

税務研修会

日　時　９月30日㈫　18：00〜

場　所　玉川区民会館　４階第１集会室

出席者　45名

演　題　「国税庁レポートを読む

　　　　　〜税務行政の現状と課題〜」

講　師　玉川税務署長　髙藤一夫　様

研修委員会

導の準備、出演者へのケアなど例年通り積極的

にサポートしていただけました。

　開場まで１時間を切った頃になると風雨で荒

れた屋外にはすでに数十人の方が待っていたた

め、風雨を避けるために会場内に入っていただ

き開演まで待っていただくことにしました。入

場されるお客様の笑顔を拝見した時、悪天候の

中でご来場いただいたお客様への感謝の気持ち

が溢れました。また、第１部終了後の休憩時間

に行われた社会貢献委員会による募金活動で

は、ご協力をいただいた多くの方々に心から感

謝したいと思います。

　レポート冒頭で紹介した感動的なシーンは、

熱心にイベントを準備していただいた実行委員

会のメンバーやアドバイザーの皆さん、日々の

努力を惜しまず最高の演技をしてくれた鼓遊、

鼓桜、こざくら、鼓粋の皆さん。体調が万全で

はない状態でも出演していただいた高橋進さ

ん、そして何より悪天候の中ご来場いただいた

お客様の全てが作り出した「誰もが笑顔になれ

た最高のエンディング」だったと思います。

（第９支部　青年部会　斎藤梨生希）

上級救命講習会

日　時　10月７日㈫　9：00〜17：00

場　所　玉川消防署

出席者　27名

　初めての上級救命講習会を開催しました。予

想を上回る応募があり、キャンセル待ちが出る

ほどでした。

　心肺蘇生と

A E D の 使 用

法・止血法・

外傷の応急手

当等８時間の

講習を受け、

何か自分の周

りで起きた時

の手助けにな

ればとの気持

ちで皆さん真

剣に勉強して

いました。午

前の最後に実

技テストと午

後の最後に筆

記テストがあり80点以上で合格との事でした

が、見事27名が全員合格しました。

　技能認定証有効期限は３年間です。継続は３

年以内に３時間の講習を受ければ更新が出来る

との事です。　　　 （社会貢献委員　松野京子）

社会貢献委員会
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第３支部

社会貢献活動　in　尾山台フェスティバル 

日　時　10月18日㈯・19日㈬

場　所　尾山台 

参加者　25名

　秋晴れの青空の中、10月18、19日、第27回目

の尾山台フェスティバルを迎えることができま

した。

　今年のイベントもなかなかユニークでハッ

ピーロード尾山台に隠された謎を解き明かす

「尾山台フェスティバル事件簿2014」、パ

フォーマンスショー「超人祭」など…。わが法

人会のブースは、今年はデザイナーの新人会員

さんの手で、お洒落なデザイナーズブースと様

変わり。

　フランクフルト、ビール、日本酒も、私が企

画した北海道からお取り寄せのハッピーな甘い

桃の香りの“桃ワイン”も大人気ですべて完

売！税理士や社会保険労務士の先生方の無料相

談の場所、また税金クイズもあり、充実した

ブースとなり人が絶えませんでした。

　昼下がり、税務署の髙藤署長をはじめとする

幹部の方々や、法人会の阿部会長、松村事務局

長等、多くの方々にお越し頂きました。お忙し

い中、本当にありがとうございました。色あざ

やかになった緑のイータ君も登場し、ゆるキャ

ラ独り占めの人気。しかし、尾山台は今年マス

コットキャラクターを募集して、コンテストを

行っているんです。えっ、ということは、来年

はイータ君は尾山台のゆるキャラと対決？。乞

うご期待です。

　今年は開始時間も早かったのですが、私ども

は美宝堂の安藤様の手料理や、ベーカリーミミ

の秋山様のおふくろの味のカレーに癒しを味わ

いながら頑張りました。それに玉こんにゃく、

ビールも…ありがとうございました。　

（第３支部　女性部会　羽田葉子）

e-Taxのシンボル・大人気のイータ君 今年もブースを設けて頑張りました 署長と会長を囲んで

第８支部

第８支部砧クリーン作戦任務完了

日　時　９月28日㈰　10：00

場　所　砧公園

参加者　14名 

　皆様お疲れ様でした。

　９月28日㈰、見事な快晴の中で公益事業であ

る『砧公園クリーン作戦』が行われました。

　秋晴れの日曜日ということもあって、砧公園

には大勢の人が来ていました。

　野球などのスポーツやピクニック、犬の散歩

やマラソン、美術館

のレストランと。庭

園では結婚式が行わ

れていました。

　第８支部では会員

のご家族などの協力

もあって約14名の参

加となりました。約２時間にわたって広い公園

の中でゴミを拾いました。

　比較的ゴミの少ない公園ですが、それでもバ

ス停付近や公園出入り口の信号付近にはゴミが

目立ちました。

　ゴミ拾いをしていると、遊びに来ていた子供

達が『ここにもあるよ〜』などと手伝ってくれ

て、『こんな所に捨てちゃダメだよね〜』と言っ

てくれました。

　地味な活動ながら、このような言葉をかけら

れると、公園を利用している人にゴミを拾う姿

を見せるだけでも、役に立てているんだなと思

えました。

　森林浴をしつつ、結婚式を見てホッコリし、

人の役に立つ活動をして、とても気持ちよく休

日を過ごす事ができました。

(第８支部　支部長　上平　亮)
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第９支部

第3回　東日本大震災支援

チャリティーコンサートin用賀

日　時　10月19日㈰　14：00～15：00

場　所　ASA用賀　2F多目的ホール

出席者　43名

　今年で３回目となる第９支部主催『東日本大

震災支援チャリティーコンサートｉｎ用賀』。

　昨年、一昨年と欠かさずご参加いただいてい

るお顔もちらほらお見かけできました。

　今年度の演奏者はなんとあの「日本フィル

ハーモニー交響楽団・弦楽四重奏団」の皆さ

ん。開演前にはほぼ席も埋まり、コンサートの

期待感も高まります。

　大嶽支部長からは挨拶に続き、法人会の活動

内容をわかりやすくアピールしていただき、演

奏がスタートしました。第1ヴァイオリン（太田

麻衣さん）、第2ヴァイオリン（大貫聖子さん）、

ヴィオラ（中川裕美子さん）、チェロ（久保公人

さん）の演奏は迫力満点。１曲目はモーツァル

トの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」。ヨ

ハン・パッヘルベル「カノン」など、有名な曲

が美しい音色で奏でられます。途中には楽器が

何でできているかなどの説明などもあり、1時間

があっという間に過ぎていきました。「川の流れ

のように」、「アナと雪の女王」などの身近な

曲、最後は復興支援ソング「花は咲く」、「ふる

さと」を全員で合唱。会場が一つになった感動

的なシーンでした。

　日本フィルハーモニー交響楽団は、大ホール

での演奏会はもちろん“リージョナル・アク

ティビティ”（地域活動）としての一つとして

「被災地へ音楽を」と題し、メンバーが被災地

に赴き、ボランティアで演奏する活動を継続さ

れています。活動の記録はこちらから。

http://www.japanphil.or.jp/community/volunteer/

　私たちもあの震災を忘れることなく、さまざ

まな形で応援し続けることが大切だと、改めて

考えることができました。

　受付担当の大同生命吉田さん、司会進行をつ

とめた阿部副支部長、その他みなさんご協力あ

りがとうございました。来年も皆様のご参加を

お待ちしています！ 

（第９支部　広報委員　上田恭子）

第９・10支部  合同

第９・10支部秋季合同税務研修会

日　時　10月１日㈬　18：00〜21：00

場　所　用賀出張所活動フロアー

参加者　38名（第９支部20名、第10支部12名、その他６名）

　第９・10支部合同主催による税務研修会が行

われました。開会に際しては、佐藤第10支部長

の司会、大嶽第９支部長の挨拶、玉川税務署山

下彰彦第１統括官の来賓挨拶と続きました。

　今回のテーマは「相続税」ということで最初

は玉川税務署木村宏審理担当上席から平成27年

の相続税、贈与税改正について、数字を交えた

具体的な説明が行われました。今まであまり関

係なかった人もこれからは相続税の対象となる

ことが良くわかりました。

　２人目の講師は株式会社清水商店の清水敬哲

社長より、葬儀についてのお話でした。これま

で身内や知人の葬儀に何度も出ていたにもかか

わらず、清水社長の整然と順序だてたお話をう

かがうと、あらためて葬儀とは何かを考える良

い機会となりました。

演奏が絶賛された日本フィルハーモニーの皆さん楽器との距離が近く、迫力満点
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第12支部

研修会 

日　時　９月17日㈬　18：30〜20：30 

場　所　玉川区民会館　４Ｆ 

参加者　25名

講　師　久松社会保険労務士　久松　徹雄 氏

　〝知って得する、知らないと損する助成金〟 

　経済環境のみならず社会環境においても過去

に例を見ないスピードで進んでおり、人口構成

の高齢化、少子化等が進んでおります。この現

状の中でさまざまな課題を克服し、それに対す

る支援策として厚生労働省においては、各種の

助成金制度が整備されました。

助成金のメリット

①融資と異なり返済が不安な資金

②事業計画を見直す機会となる

③会社の制度の見直しや帳簿が整う。

丸枠は上から木村上席、清水社長、落合税理士の各講師
下は左から山下第１統括、小林理事長、大嶽支部長、佐藤支部長

第11支部

桜新町　ねぶた祭 

日　時　９月13日㈯　16：00〜21：00 

場　所　桜新町商店街 

参加者　４名

　ねぶた開催当日は夕方16時から道路が歩行者

天国になり大道芸が開催されます。

　法人会のお手伝いは、ねぶたの衣装の着付け

と大道芸の手元と2カ所に分かれて、本番までの

余興および準備として参加させていただきまし

た。

　大道芸にはピエロ風で３組の方が来てくれ、

ねぶたに参加する前の子供たちを楽しませてく

れました。大道芸のための資材運びは結構準備

の仕事があるので、さすがに演者さん１人では

大変と痛感させられました。

　暗くなってきてから、保坂世田谷区長も来場

し、ねぶたが始まりました。丸山工務店もねぶ

た本体の組み立て・解体のお手伝いを夜遅くま

でさせていただきました。

　参加された方々お疲れ様でした。

（第11支部　支部長　丸山正高）

　最後は落合会計事務所の落合孝裕税理士によ

る相続税の講義で、税務署とはまた違った視点

からの相続税の解説となりました。

　充実の３時間は中身も濃く、まさに時間を忘

れる内容となりました。最後にもう一つの共催

者である用賀商店街振興組合の小林理事長か

ら、この企画を来年も続けていきたいとの決意

表明が終わる頃には、終会予定の９時をだいぶ

過ぎていました。

（第９支部　広報委員　松山ひとし）

ねぶたの着付を手伝いました 楽しいねぶた祭になりました
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女性部会

SKT連絡協議会

日　時　９月24日㈬　

場　所　丸の内　タニタ食堂

参加者　９名

　今年の２月に玉川法人会主催の記憶がまだ新

しい女性部会SKT連絡協議会ですが、今年度は

９月24日に世田谷法人会主催で開催されまし

た。

　今回は、体重計など計測器の大手メーカーと

して有名な㈱タニタが運営し話題になった『丸

の内タニタ食堂』において講演とタニタ食堂定

食の体験という珍しい企画でした。

　丸の内タニタ食堂は定員50名程度でテレビな

どで見るよりスペースは狭く感じました。

　講演は㈱タニタNS事業部部長南修二様による

『タニタ食堂が提案する食と健康』というテー

マで㈱タニタの紹介と理想的なウエイトダウン

のペースやヘルシーレシピのコツなど健康を気

にされている方には耳寄りな内容でした。

　タニタ食堂定食は一食500kcal、塩３g、野菜

たっぷりで、やはり家庭料理や市販の惣菜、お

店で食べる料理とはだいぶ違い大変勉強になり

ました。

　今回は世田谷法人会から18名、北沢法人会か

ら13名、玉川法人会からは９名の参加でした。

（女性部会　副部会長　岡村くみ子）

バス研修会

日　時　10月３日㈮　

場　所　静岡県三島　三嶋大社参拝・韮山

参加者　35名

　10/３㈮に女性部会バス日帰り研修会が実施さ

れました。

　今回は昨年より少し足を伸ばして静岡県三島

の三嶋大社参拝・韮山でお茶摘み体験・沼津で

うなぎの昼食という企画でした。

　当日は大変天気も良く少し暑い位でした。7時

30分と早めの集合でしたがほぼ定刻に出発でき

ました。正副部会長、大塚相談役、清田相談

役、星谷顧問をはじめ総勢35名の参加でした。

　三嶋大社は社名の「三嶋」が地名ともなった

東海随一の神格の神社で、多くの参拝客でにぎ

わっているそうです。

　境内には樹齢1200年の天然記念物に指定され

ている金木犀の大樹がありました。

　参拝の後、各自おみくじや参拝土産など楽し

いひと時を過ごしました。

　お待ちかねの昼食は割烹沼津ぼんどーるで美

集合写真

奨励金の種類

イ、若年者雇用促進特別奨励金

ロ、トライアル雇用促進奨励金（世田谷区）

ハ、正規雇用促進特別奨励金（世田谷区）

ニ、中小企業緊急雇用安定助成金

ホ、派遣労働者雇用安定化特別奨励金

ヘ、定年引上げ等奨励金

ト、中小企業雇用安定奨励金

（但し、若年者とは20才〜40才未満のトライア

ル雇用場合の対象者である。）

　上記のように世田谷区在住者のみの助成金も

ありますが、それ以外のものは、一般に該当す

るものですので、経営者は概要を良く把握して

有意義に利用したいものです。

（第12支部　広報委員　末次顕子）
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納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

26年11月分の源泉所得税の納付期限

26年９月決算法人の確定申告期限・納付期限

27年３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

26年 12月 10日（水）

26年 12月 １日（月）

26年 12月 １日（月）

26年 12月 １日（月）

26年12月決算法人の第3四半期分、27年3月決算法人の半期分・第2四半期分、27年6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

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５支部

会 社 名：有限会社丸田測量企画
代 表 者：丸田　　稔（マルタ　ミノル）
会社住所：世田谷区中町5-31-1　船橋ビル201
電　　話：03-3701-0505
Ｆ Ａ Ｘ：03-3701-0504

業務内容：土地家屋の調査、測量、登記全般を扱っ
て居ます。この仕事に就き30年になりました。宜し
くお願い申し上げます。

御茶摘み風景茶摘み美人の４人です

味しいうな重を頂きました。

午後は韮崎の蔵屋鳴沢で茶摘娘に変身し新茶摘

み体験をしました。

　かすりの着物・たすき・姉さんかぶりは少し

暑かったのですが、新茶の緑が美しい茶畑での

お茶摘みはなかなか無い体験でした。茶摘みの

後は、茶屋で美味しい新茶を頂きました。

　最後のお楽しみはジャンボひものセンターで

のお買い物。干物や海産物などたくさんで、さ

すが海産物が豊富な静岡県と言える品揃えでし

た。

　帰りは夕方の渋滞の前に東名高速を出られた

ので予定よりずっと早い５時過ぎに二子玉川に

到着出来ました。

　トラブルも無く楽しい秋の一日が過ごせて良

かったです。（女性部会　副部会長　岡村くみ子）


