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７月 の 行 事 予 定

１㈬　ゴルフ同好会 8:00　レイクウッドGC

　　　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

10㈮　臨時広報委員会 17:00　法人会事務局

16㈭　青年部会全体会議 18:30　瀬田周辺

21㈫　　　【たまでんＢＯＡＲＤ８月号原稿締切】

22㈬　★女性部会健康セミナー 14:30　玉川町会会館

　　　★第９・10支部合同サマーステージ用賀 15:00 くすのき公園 

23㈭　★第９・10支部合同サマーステージ用賀 15:00 くすのき公園

６月・７月の行事予定は５月22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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２㈫　第９支部拡大委員会 18:00　フィールドエコ

３㈬　ｅ－Ｔａｘ普及推進協議会 10:30　玉川税務署

　　　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

４㈭　第２回総務委員会 18:30　法人会事務局

５㈮　青年部会主催研修会 19:00　DiningSpace  ONE  PEACE

９㈫　絵はがきコンクール応募資料封入作業 13:00　玉川税務署

10㈬　第５回通常総会、臨時理事会 17:00　セルリアンタワー東急ホテル

　　　第12支部日帰り研修会 10:00　等々力集合 成田山新勝寺

11㈭　絵はがきコンクール応募資料封入作業 13:00　玉川税務署

12㈮　源泉部会役員会 14:30　玉川税務署

　　　★源泉部会研修会 15:00　玉川税務署

　　　第11支部役員会 18:30　丸山工務店

16㈫　第２回組織委員会 18:30　法人会事務局

17㈬　★第６・７・８支部合同税務研修会 18:00　丸三証券二子玉川セミナールーム

18㈭　★第１回目マイナンバー研修会（満席） 13:15　玉川税務署

19㈮　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　★第11・12支部合同講習会 18:00　玉川区民会館

　　　【たまでんＢＯＡＲＤ７月号原稿締切】

22㈪　★第９支部マイナンバー対応研修会 18:00　用賀出張所

　　　青年部会全体会議 18:30　鉄板串焼「嵐」

23㈫　第９支部拡大役員会 18:00　フィールドエコ

24㈬　★女性部会健康セミナー 14:00　玉川町会会館

　　　★第２回目マイナンバー研修会 18:30　玉川町会会館

25㈭　正副会長会議 15:00　法人会事務局

　　　臨時理事会 16:00　玉川税務署

　　　役員研修会 18:00　南国飯店

　　　★第10支部マイナンバー制度研修会 18:10　森建設(株)

26㈮　広報委員会 17:00　法人会事務局

★第４支部税務研修会 18:30　玉川区民会館
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理事会・委員会・支部・部会 活動報告

平成27年度 第１回 理事会

日　時　４月21日㈫　15：00～17：00

場　所　玉川税務署　３階　会議室

出席者　40名

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26年度支部・部会公益比率

４．組織委員会報告

５．ホームページ（及びホームページ

ワーキンググループ）

６．簡易保険決算

７．その他

審議事項　１．第５回通常総会議案承認の件

①第１議案

平成26年度事業報告承認

②第２議案

平成26年度収支決算承認

③第５議案

任期満了に伴う理事・監事選任

④第６議案

会費規程改訂承認

２．平成27－28年度顧問相談役推薦

３．「役員の選任及び退任に関する規程」

改訂承認

４．世田谷アプリ

Tamagawa 絆 Project

会員増強並びに大型保証保障制度功労者懇談会

日　時　5月21日㈭　18：30～

場　所　鎌倉山　玉川店

出席者　40名

　今回で3回目となる厚生委員会と組織委員会の

合同で開催のTamagawa絆 Project（TKP）が、

玉川高島屋SC南館にある鎌倉山玉川店で、５月

21日㈭に18：30より盛大に開催されました。

　今回の懇談会は、平成26年度において会員増

強並びに、大型保障制度の向上にとりわけご尽

力をいただいた、功労の皆様40名をお招きして

の開催です。

　会は齊藤厚生委員会副委員長の司会で始まり

大鎌組織委員長（副会長）から開会ご挨拶、続

いて阿部会長よりご

挨拶をいただいた

後、大同生命保険会

社の平野支社長より

乾杯を行っていただ

きました。

　自由討論の懇談も

佳境に入り、なんと

いってもこの会の主

役である「TKP」

を牽引している理事

と保険会社の推進員の皆さんに、玉川法人会並

びに受託保険会社より感謝の意をこめて、プレ

ゼントの贈呈が行われました。

開会のご挨拶。大鎌副会長

鈴木第６支部長兼子第３支部長乾杯のご発声の大同生命平野支社長

会員増強功労者記念品贈呈
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第１支部

奥沢駅前音楽祭2015へ参加協賛

日　時　５月17日㈰　11：00頃〜16：00頃

場　所　世田谷区奥沢、東急奥沢駅付近

参加者　30名

　毎年５月下旬に開催されている奥沢駅前音楽祭

が今年は少し早目の５月17日に開催されました。

　新緑の木々を渡る風もひときわ爽やかな五月

晴れの空の下、今回の法人会スペースにおいて

は、風船の配布やチャリティー募金はおこなわ

ず、代わりに税金クイズを開催しました。

　先着100個限定でお花の植木がプレゼントされ 参加した支部会員の皆さん

挨拶する阿部会長

日　時　５月22日㈮　18：00〜

場　所　法人会事務局

参加者　７名

議　題　１．たまでんBOARD６月号校正

　　　　２．玉川公論とたまでんBOARD合併号

　　　　　　の検討

広報委員会

　会員増強功労者は、兼子第３支部長、鈴木第

６支部長に、受託保険会社推進員功労者には4名

の保険会社推進員の方々、大型保障制度加入功

労者として、平和食品工業株

式会社様と株式会社世田谷製

作所様にそれぞれ玉川法人会

から記念品が贈られました。

　また、永年ご尽力をいただ

いた若山副会長と宮﨑副会長

には保険会社様より記念品が

贈られるというサプライズも

あり、参加者も和やかな中

に、大変盛り上った有意義な

会となりました。

　最後に、宮﨑厚生委員長（副会長）に中締め

のご挨拶をいただき、全員の三本締めで散会と

なりました。　　　　（広報委員　鈴木　健二）

平和食品工業㈱様 ㈱世田谷製作所様

若山副会長 宮﨑副会長

大型保障制度加入功労者記念品贈呈

永年のご尽力に感謝申し上げます。
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クイズ解答者にお花をプレゼント中

足がなかなか抜けないヨ〜

今年で田植えも12回目を迎えました一列にならんで前に向かっての田植えです

第４支部

27年度 田植え体験学習を終え

日　時　５月23日㈰　AM ７：00〜

場　所　新潟県魚沼市

参加者　49名

　さわやかに晴れ渡る絶好の田植え日和に、

等々力小の児童を含め49名が朝７時に東京を出

発。今年で12回目の田植えも約半数は体験者で

した。往路のバスでは今回初めて髙藤署長の

メッセージが流れ一同ビックリ。租税教育のＤ

ＶＤや巧妙な話術のガイドさんが、飽きさせる

ことなく順調に新潟魚沼に直行。現地で市長さ

んを始め地元農家の皆さんやＪＡの方々から歓

待を受けました。

　おいしい塩結びをかかえ、いざ田んぼへ、一

斉に揃っての田植えです。呑み込みが早くフッ

トワークが早いのも子供たち。１時間余りで田

植えが終わりました。

　私たちは苗を植えるだけですが、それまでの

準備や管理は農家の方にお願いしています。今

年も200㎏の収穫もありそうなので、参加者の皆

様にお配りできることと思います。その後温泉

につかり帰路につきました。帰りのバスでは副

署長のメッセージもあり満足な一日でした。

（第４支部長　鍋島　増男）

るとあって、大人から子供まで大勢が興味を

持ってご来場し、大人気のうちに終了いたしま

した。また、クイズの内容もとてもユニークな

税金クイズの宣伝をする井部前支部長

出題でしたので、回答者の方には税についての

知識を少しだけ増やして頂けたようでした。

（第１支部　広報委員　船本　貴一）
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スタッフ力を合わせてバルーン作り スタッフみんなも楽しく交流できました

看板もバルーンで手作りしました

第39回　わんぱく相撲世田谷区大会

日　時　５月24日㈰　10：00〜15：00

場　所　世田谷区立総合運動場体育館及びその周辺

出席者   ６名

　雨の予報を覆す晴天の中、「第39回　わんぱく

相撲世田谷区大会」に、場内イベントの一つと

して、今年も青年部会メンバーが参加いたしま

した。

　今年の玉川法人会青年部会は、スタンプラ

リーの1か所として“バルーンアート”を開催

し、わんぱく相撲と来場者の皆様を盛り上げま

した。

　青年部会メンバーも子供たちと一緒に、様々

な色のバルーンを膨らませたりねじったりし

て、バルーンアートに挑戦。

　特に、第６支部の足立さんは、バルーンアー

ティスト顔負けの技で頑張ってくれました。我

がブースは終日、子供たちの輪が絶えないほど

の人気ぶり。

　会場内の相撲の熱気に負けないぐらい、来場者

の皆さんと盛り上がることができた１日でした。

（青年部会　兼益　宏行）

青年部会

今年もわんぱく相撲は大盛況

●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…
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第４支部 主催

日　時：平成27年６月26日㈮

　　　　18：30〜（18：00受付）

会　場：玉川区民会館　４階第５集会室

講　師：玉川税務署幹部職員　

対　象：支部会員および一般

　　　　（未加入法人の方もお誘い下さい）

参加費：無　料

　　　（資料・軽食・飲み物をご用意致します）

【第一回目】

　満員御礼（締め切りました）

【第二回目】（残席わずかです）
日　時：平成27年６月24日㈭

　　　　18：00〜20：00

会　場：玉川町会会館

　　　（玉川２-２-１ 二子玉川ライズバーズモール2F）

参加費：無　料

申込み：６月５日㈮迄　法人会事務局へ

研修委員会 主催

　2016年１月より運用が開始される「マイナンバー制度」について、備えは大丈夫でしょうか？　

何となく「まだ先のこと」と思っていたら、アッという間に時が来てしまいます。

　玉川法人会では、来年１月１日の施行を踏まえて、玉川税務署の絶大なるご協力をいただき、この

たび緊急セミナー「マイナンバー研修会」を下記の予定で実施することとなりました。多くの会員の

皆様に是非ご参加いただき、今から準備万端を整え事業に支障をきたさないためにも、最善の策を講

じていきたいと思いますので、奮ってご参加下さい。

　なお、いずれの研修会も内容は同じで所属支部以外の方や未入会員の方も下記のどの研修会にも参

加できますので、希望日を選んで早めにFAXにて事務局までお申し込み下さい。

マイナンバー研修会

お問い合わせは　公益社団法人玉川法人会　事務局迄に

　Tel:3707－8668　Fax:3707－4992

インフォメーションインフォメーション

定数に限りのある催しは、定員になり次第締め切らせていただきます。

第６・７・８支部合同 主催

日　時：平成27年6月17日㈬　18：00〜20：45

会　場：ライズオフィス１２階

　　　　丸三証券二子玉川セミナールーム

　　　（世田谷区玉川2-21-1）

参加費：無　料

申込み：６月15日㈪迄　法人会事務局へ
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日　時：平成27年6月22日㈪　18：00〜20：00

会　場：用賀出張所3階活動フロア

　　　（世田谷区用賀２-29-22）

講　師：玉川税務署　法人課税第１部門

　　　　統括国税調査官　山下　彰彦  様

後　援：用賀商店街振興組合

参加費：無　料

申込み：６月15日㈪迄　法人会事務局へ

第９支部 主催

第10支部 主催

日　時：平成27年６月25日㈭

受　付：17：45〜

　　　　開　始：18：00〜19：15頃まで

会　場：森建設㈱　１階会議室（用賀３〜18〜14）

　　　　電話　０３－３７０７－３９５１

懇親会：講習終了後８時15分頃まで

参加費：無　料

申込み：６月18日㈭午前中迄　法人会事務局へ

第11・12支部合同 主催

日　時：平成27年６月19日㈮　18：00〜

会　場：玉川区民会館　4階　会議室

　　　　（世田谷区等々力3-4-1）

参加費：無　料　

法人会員および経理担当　一般の皆様　

当日はお弁当を用意します

申込み：６月17日㈬迄　法人会事務局へ

源泉部会 主催

日　時：平成27年６月12日㈮　15：00〜16：30

会　場：玉川税務署　３階　会議室

講　師：玉川税務署　法人課税第１部門

　　　　統括国税調査官　山下　彰彦  様

参加費：無　料

申込み：６月５日㈮迄　法人会事務局へ

女性部会健康増進研修会のご案内

　女性部会では、好評いただいている健康増進

研修会を下記の日程にて開催致します。

　日頃、足・腰など痛みのある方、運動不足の

方でも大丈夫。ボールを使用する簡単エクササ

イズです。公益事業ですので、ご友人など誘っ

てお気軽にご参加ください。

記

日　時：第１回目　６月24日㈬　午後２時

　　　　第２回目　７月22日㈬　午後２時30分

　　　　　　　　　　　　　　　から

場　所：玉川町会会館（TEL 03-3700-0905）

　　　　世田谷区玉川2-2-1-209

　　　　（二子玉川ライズ　バーズモール　2F）

講　座：『10歳若返る呼吸運動』

講　師：中尾 和子 先生

　　　　(厚生労働省 健康大使に任命)

会　費：各回500円 (当日受付にて頂戴致します)

定　員：30名 

※ヨガマットまたはバスタオル・ボールをお持

ちの方はご持参下さい。(運動しやすい服装で)

※汗拭きシート・お水は用意してあります。

※出席頂けます方は６月10日までに下記法人会

事務局までご連絡をお願いいたします。

法人会事務局　ＦＡＸ　3707-4992

　　　　　　　ＴＥＬ　3707-8668

女性部会

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。

27年６月分の源泉所得税の納付期限

27年４月決算法人の確定申告期限・納付期限

27年10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

27年 ７月 10日（金）

27年 ６月 30日（火）

27年 ６月 30日（火）

27年 ６月 30日（火）

27年7月決算法人の第3四半期分、27年10月決算法人の半期分・第2四半期分、28年1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。

「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

E-mail：tamagawa@blue.ocn.ne.jp

会員の皆さまへ
会社所在地や資本金等の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。


