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６月の行事予定 ７月の行事予定
５㈫　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

６㈬　ゴルフ同好会コンペ 08:00　レイクウッドゴルフクラブ

　　　★第３支部セミナー「どうなるニッポン」 18:00　玉川区民会館

12㈫　★普通救命講習会 13:30　玉川消防署

15㈮　【たまでんBOARD８月号原稿締切】

20㈬　広報委員会 18:00　法人会事務局

20㈬・21㈭　★第9･10支部サマーステージ28 17:00　けやき広場

22㈮・23㈯　★第６支部盆踊り 18:00　246号高架下ふれあい広場

８月の行事予定
４㈭　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

23㈫　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

6月･7月･8月の行事予定は５月20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

１㈬　総務委員会 18:00　ボランティアビューロー

２㈭　ICT利用促進協議会 10:30　玉川税務署

　　　★女性部会健康増進研修会 14:00　玉川区民会館

　　　★第6･8･9･10支部終活セミナー 17:00　東京組ショールーム

６㈪　絵はがきコンクール資料封入作業 10:00　玉川税務署

７㈫　第6回通常総会 17:30　駒澤大学記念講堂

　　　会員懇談会 18:45　駒澤大学迎賓館

８㈬　研修委員会 18:00　法人会事務局

９㈭　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　★第6･8･9･10支部経営者サポートセミナー 17:00　東京組ショールーム

　　　第11･12支部合同役員会 18:30　つがる

10㈮　★源泉部会研修会 15:00　玉川税務署

　　　★第11･12支部タブレット活用術研修会 18:00　ニッポンダイナミックシステムズ

11㈯　カラオケ同好会1泊旅行 13:00　伊東小涌園

14㈫　組織委員会正副委員長会議 17:00　法人会事務局

　　　組織委員会 18:00　法人会事務局

15㈬　【たまでんBOARD８月号（６月開催行事分）原稿締切】

21㈫　★第11･12支部観葉植物のアレンジメント研修 18:00　ユー花園

24㈮　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

30㈭　★女性部会健康増進研修会 14:00　玉川町会会館

納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

28年６月分の源泉所得税の納付期限

28年４月決算法人の確定申告期限・納付期限

28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

28年 ７月 11日（月）

28年 ６月 30日（木）

28年 ６月 30日（木）

28年 ６月 30日（木）

28年７月決算法人の第3四半期分、28年10月決算法人の半期分・第2四半期分、29年１月決算法人の第1四半期分

28年７月分の源泉所得税の納付期限

28年５月決算法人の確定申告期限・納付期限

28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

28年 ８月 10日（水）

28年 ８月 1日（月）

28年 ８月 1日（月）

28年 ８月 1日（月）

28年８月決算法人の第3四半期分、28年11月決算法人の半期分・第2四半期分、29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。
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日　時　４月21日㈭　15:00～17:00

場　所　玉川税務署　３階　会議室

参加者　52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27年度会員増強結果について

　（４）簡保決算について

　（５）公益事業ついて

　（６）その他

４．審議事項

　（１）第６回通常総会議案承認の件について

　　　①第１号議案　平成27年度事業報告承認

　　　　の件について

　　　②第２号議案　平成27年度収支決算承認

　　　　の件ついて

　（２）会員増強重点事項「平成28年度は理事

　　　　全員が会員獲得」について

　（３）平成28年度行事日程の変更等について

　　　①新春記念講演会・新年賀詞交歓会

　　　　…１月20日㈮に変更（1/18から）

　　　②第５回委員長・部会長会議

　　　　…１月18日㈬に変更（1/20から）

　　　③決算法人説明会

　　　　（６月開催分）

　　　　…６月９日㈭に変更（6/7から）

　　　　（３月開催分）

　　　　…３月22日㈬に変更（3/23から）

　　　④納税表彰式…11月9日㈬に決定

　（４）平成28年度同好会活動への補助金支

　　　　給について

平成28年度  第1回 理事会

理事会・委員会・支部 活動報告

第11回　法人会全国女性フォーラム　福島大会

日　時　４月14日㈭　14:00～

場　所　ビックパレットふくしま

参加者　４名

　平成28年4月14日、陸奥で初めて開催される

全国女性フォーラム福島大会に「心ひとつに　

伝えよう　繋ごう　創ろう　福島から」の大会

キャッチフレーズのもと、全国418法人会女性部

会1806名が集まりました。玉川法人会女性部会

は、4名参加してまいりました。

　大会日程は、第1部　記念講演、第2部　大会

式典、第3部　懇親会。

　記念講演は、フリーアナウンサー　大和田　

新（おおわだ　あきら）様の「伝える事の大切

さ、伝わることのすばらしさ」で、“東日本津波

原発事故大震災（大和田さんが名づけ親）”から

5年以上が過ぎた福島の現状をお話しいただきま

した。お話の中で、今でも震災関連で毎日10名

の方が亡くなられていると聞き、愕然としてし

まいました。被災者の皆様の心の痛みの大きさ

を知り、復興の難しさを痛感いたしました。

　そして、郡山のウイーン合唱団といわれてい

る郡山市立薫小学校特設合唱部の天使の歌声に

よる「花は咲く」を聞き、震災で亡くなられた

方々を偲び涙ぐんでしまいましたが、一生懸命

に歌っている少年、少女たちを見ていると、若

女性部会　全国大会

左より出澤さん・黒川さん・大塚さん・松野さん
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健康診断

日　時　３月27日㈰　午前９:00～

場　所　世田谷都税事務所

参加者　109名（一般参加含む）

　世田谷区玉川1-20-21の世田谷都税事務所にて

健康診断が朝9時より行われました。９時の開診

直前には30名程の行列ができていました。受付

から順次検診を各部屋にて行い、時おり機械ト

ラブル等ありましたが、全体的にはスムーズな

流れでスマートに健康診断を受診する事が出来

ました。

　レントゲンバスも駐車場に待機しており、広

い駐車場がある敷地と建物もプレハブではあり

ましたが、清潔で良い環境での受診で不安無く

終える事が出来ました。

（第12支部　厚生委員　日野直郷）

厚生委員会

い力、生命力を感じ、未来を担う子供たちに力

強く前向きに歩んでほしいと心から思いました。

　平成27年度「税に関する絵はがきコンクー

ル」は、393法人会が参加し、10万点余りの応

募作品がありました。会場には、全法連女連協

会長賞12作品の他、全国の作品が展示され、各

地域の租税教育活動として着実に定着しつつあ

ると実感いたしました。

　大会式典では、福島法人会女性部会の活動が

映像で紹介され、活発に活動されている女性部

会のパワーに圧倒されてしまいました。懇親会

では、おいしい福島のお料理を堪能させて頂き

ました。来年の大会は、鹿児島に決まりました。

　心を一つにして復興を願い、私たち女性部会

も互いの交流を深め、法人会活動を通じて更に

社会に貢献し、日本のより良い未来を切り開い

ていこうと決意した素晴らしい福島大会でした。

（女性部会長　出澤素賀子）

第14回　奥沢駅前音楽祭

日　時　５月22日㈰　10:00～

場　所　奥沢駅前広場

参加者　会員28名　一般195名

　今年も好天に恵まれ、第14回奥沢駅前音楽祭

が開催されました。第一支部は恒例のバザーと

税金クイズを実施しました。

　『バザー』は会員の皆様から献品の協力をい

ただき、売上金は社会福祉協議会に寄付をさせ

ていただきました。

第１･２支部

大好評の税金クイズ



Vol.177　通巻277号（5）平成28年６月１日 たまでんBOARD

社会科見学（横浜港デイナー＆クルーズ）

日　時　３月24日㈭　16:40～

場　所　横浜界隈

参加者　12名

　2016年３月24日、第５支部の社会科見学の一

環として、横浜港ディナー＆クルーズの研修を

行ってきました。

　午前中は大荒れのお天気でしたが、船の出港

時間になる頃には、曇り空へと天候も回復いた

しました。

　美味しい中華料理のバイキングをいただきな

がら、徐々に日が暮れていく中で、美しいサン

セットとライティングを見ることができ、横浜

の街を堪能いたしました。

（第５支部　副支部長　秋田満里）

税務研修会⑴

日　時　３月19日㈯　13:30～

場　所　上野毛地区会館

参加者　20名

　2016年３月19日、上野毛地区会館にて、税理

士　伊東大介様をお招きし、「知って得する皆

様のまわりの税金のお話」という内容の講演会

をお願いし、税務研修会を実施いたしました。

　東京税国税局に勤務されていたご経験を生か

し、税務調査やマイナス金利、一生のうちにか

かる税金についての講演をしていただきました。

　身近な講演内容だったので、参加者の皆様も

真剣な面持ちでした。

（第５支部　副支部長　秋田満里）

第５支部

税務研修会⑵

日　時　３月28日㈪　18:00～

場　所　みずほ銀行　上野毛支店　会議室

参加者　10名

　2016年３月28日（月）、みずほ銀行　上野毛支

店　会議室にて、あいおいニッセイ同和損保の

経営支援センター　課長　盛村様を講師にお招

きし、「経営者と労働者間の労務トラブル」に

関しての研修会を行いました。

　『クイズ』は「Ｑ．公立小学校

の生徒一人に年間に充てられる税

金の額は？」（Ａ．約85万円）

等、身近であって、考えたことが

なかった設問で、参加者には税金

に興味を持っていただけたと思い

ました。約200名の参加者への、

花鉢か会員手作りのキャンディの

レイのプレゼントも好評でした。

法人会の広報活動としての手応え

を感じられました。

（第１支部　広報委員　早川晴惠） 大鎌副会長　  いい音を出しますネ　  森下第1支部副支部長
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第31回砧地区緑化祭に参加して

日　時　５月15日㈰　10:30～

場　所　大蔵運動公園

参加者　12名

　晴天に恵まれた15日、新緑の木々の中で玉川

法人会として税金クイズのブースを出店しまし

た。約700人以上の方が足を止めてご協力くださ

いました。

　午前中だけで500人を超え、用意していたゴミ

袋は底をつき、代わりに折り紙とペンをお土産

にしました。 親子世帯の方が多かったためと思

いますが、お土産効果は絶大だったようです。

クイズについても、子供たちに「税金って

何？」と質問されることも度々あり、この機会

に会員と子供、親と子供が税金について語らう

場面が持てることができたと思います。

　アンケートに答えてもらうだけでなく、この

ように触れ合いながら法人会の活動を広めてい

くことを大切にしていきたいと思いました。

（第８支部　大原真由美）

第８支部

　会社を守る就業規則の見直しのポイントを実

例をあげてお話し下さり、とても分かりやすい

研修会でした。

（第５支部　副支部長　秋田満里）

事業報告会

日　時　４月13日㈬　18:00～

場　所　點心茶屋「維新號」

　　 　（玉川高島屋SC 南館6F）

参加者　23名

　４月13日、第６支部の事

業報告会を點心茶屋「維新

號」にて開催しました。27

年度事業報告承認の件、収

支決算報告書及び会計監査

報告承認の件、平成28年度

事業計画（案）承認の件、

収支予算（案）承認の件の

事業報告会を行った後に懇

親会を行いました。

　美味しい中華料理を頂きながら名刺交換やお

互いの近況報告等をし、親交を深め、更にこれ

からの法人会について等も話し合いました。

　多くの方々に集まって頂きありがとう御座い

ました。　（第６支部　広報委員　長崎多貴子）

第６支部
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税務研修会

日　時　４月20日㈬　14:10～15:00

場　所　玉川区民会館　4階（第１・２集会室）

演　題　「平成28年度税制改正のポイント」

講　師　玉川税務署　法人課税第一部門

　　　　審理担当上席　木村　宏　様

参加者　20名

　平成28年4月20日（水）、女性部会税務研修会

が行われました。

　玉川税務署法人課税第一部門審理担当上席 木

村 宏 様に平成28年度税制改正のポイントについ

てお話頂きました。

女性部会

事業報告会

日　時　４月13日㈬　18:30～19:00

場　所　フリースペース「一紀」

参加者　13名

　出席予定者の内、当日出席出来なかった方が

いる中、議題「27年度事業報告、28年度事業計

画ほか、収支予算案、28年度役員異動」と、役

員以外の久しぶりの方々との会話も弾み、和や

かな内に終了しました。

（第12支部　広報委員　末次顯子）

第12支部

平成27年度活動報告会・税務研修会

日　時　４月18日㈪　18:00～

場　所　玉川区民会館

参加者　38名

　平成27年度、玉川法人会青年部会の最終事業

として、親会、税務署、関連団体などのご来賓

をお招きし、1年間の活動報告会を行ないました。

ここでは、新年度に関する、活動体制、事業計

画などもあわせて報告いたしました。

　税務研修会は、玉川税務署 木村上席に「平成

28年度 税制改正について」と題して研修いただ

き、続く勉強会では、特定非営利活動法人マ

ザーリンクジャパン代表理事 寝占理絵様に「ま

だ終わっていない。子ども達の3.11」としてご

講演いただきました。

　平成27年度事業にあたり、大きな目標の一つ

として掲げていた「活動報告会参加者（部会

員）を増やす」ことについては、ある程度の結

果を残すことができたと思います。

　また、今回の準備、運営にご協力をいただい

た部会員のみなさん、大変お疲れ様でした。新

しいメンバーも参加してくれたことも、成果の

一つと言えると思います。

　まだまだ課題は数多くありますので、平成28

年度も、一つずつ着実に目標を達成できるよう、

邁進してまいります。

　今後ともご厚情を賜りますよう、宜しくお願

い申し上げます。　　（青年部会長　中村匡秀）

青年部会

税 長 部会長を ん
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第31回例会

日　時　４月20日㈬　18:30～　

場　所　無国籍ビストロ「錨屋」（桜新町）

参加者　26名

　「このワインはロックバンドのクィーンだ！」。

主人公の雫はシャトー・モン・ペラを一口飲む

と、おぉ、、、、。

　ワイン同好会は４月20日、第31回の例会を桜

新町の無国籍ビストロ「錨屋」で開催しました。

　テーマは「神の雫」が奏でる「フランスワイ

ンとイタリアワインの対決！」。神の雫は、

2004年から雑誌モーニングに掲載され、2014年

までに全44巻、国内で500万部、世界では1000

万部を突破したと言われた大ヒット漫画です。

ワイン評論家・神咲豊多香がこの世を去り、時

価20億円を超えるワインコレクションが遺され

た。その頂点に立つ最上の一本こそが『神の

雫』。漫画に登場するエノテカのワインとビス

トロ料理のマリアージュとなりました。26名の

ご参加、ありがとうございました。

　会は、猿渡代表の挨拶の後、セラ―・セレク

ションのスパークリングで乾杯。荒木ソムリエ

の大人気のミ

ニ講座「ワイ

ンの上手な頼

み 方 」 が ス

タート。実店

舗 と ネ ッ ト .

ショップ向け

に分けて丁寧

に説明して頂きました。

　続けて、エノテカ二子玉川の店長、鈴木茜さ

んが、神の雫の楽しいエピソードを交えてワイ

ンの説明をしてくださいました。店長自ら来て

頂き嬉しい限りで、大変興味深い話でした。

　二本目の白は、柑橘系のフレッシュな香りの、

ドメーヌ・バロン・ド・ロートシルトで、オー

ドブルやカツオとカンパチのカルパッチョに合

います。続くお料理は、ローストポークとタケ

ノコのサラダで、ワインは赤ヘと移り、サン

ジョヴェーゼ100%のイタリアのカザマッタ・

ロッソが登場しました。

　そして最後に、第１巻から登場する、フラン

スのボルドーのシャトー・モンペラは高級ワイ

ンと比べても引けをとらない美味しさ。お料理

も産地直送の食材で桜エビと春キャベツのパス

タ、牛ハラミのステーキと合って、なかなか美

味でした。モン・ペラは神の雫に掲載以降大人

気となり、しばらくは入手困難になるほどの人

気だったようです。お隣の韓国では、この漫画

はCEOの必読書と言われビジネスパーソンにも

大変なブームとなり、ワインの値段が高騰する

こともあったようです。実はこの漫画、原作者

の亜樹直は姉と弟のユニットのペンネーム、こ

の漫画はワインが大好きな姉弟のワインブログ

のようなもので、初心者より上級者向けと巷で

は言われています。こうしたワインの話を聞き

ワイン研究同好会

　平成28年度税制改正のポイントは、法人税率

の引下げで、法人税率23.4％、法人事業税所得

割3.6％、国・地方の法人実効税率29.97％と

20％台の実現と地方創生応援税制（企業版ふる

さと納税）の創設です。

　課税ベースの拡大は、①租税特別措置の見直

し、②減価償却の見直し、③欠損金繰越控除の

更なる見直しです。

　来年度実施予定の消費税率引き上げによる軽

減税率制度の概要について、詳しくご説明頂き

ました。

　毎年行われる税制改正について、わかりやす

くお話しいただける税務研修会は、法人会の大

きな魅力の一つですので、ぜひご出席下さい。

（女性部会長　出澤素賀子）
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第10支部

会 社 名：株式会社フリックプロ

代 表 者：本間 俊哉（ほんま としや）

会社所在地：世田谷区用賀2丁目31-6-104

電話/FAX：03-6447-9048／03-6447-9269

Ｅ-ma i l：office@flicpro.com

ホームページ：http://www.flicpro.com

　舞台音響、ホール劇場などの音響請負業務。お芝

居での雨や雷の音など効果音の作成とその音出し。

また、舞台上の役者さんの声、オーケストラの音な

どの拡声をサービスする会社です。生音を活かした

温かい音作りを目指しています。

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。

釣り同好会

日　時　４月29日（金･祝）　6:30～　

場　所　三浦半島　毘沙門

参加者　16名

　今回は産卵前の鯛釣りを企画しました、場所

は三浦半島の毘沙門というところで新店丸を仕

立てました。参加者は総勢16名です。私の知る

限りでは皆さん釣り好きでベテランがそろって

おります。船長は責任重大で、出船前から釣れ

なかった時のお土産を心配していました。

　朝６時30分出船です。皆さん期待とともに港

を離れました。当日はあいにくの強風で漁場に

着くまでに、左舷のほとんどの人がずぶ濡れに

なる始末です。さて釣果の方ですが、結果はさ

すが釣り同好会の会長中山豪夫さんが手のひら

サイズの鯛を釣って１匹で竿頭（船内トップ）

でした。外道でメジナを９匹も釣った方がいま

す。

　私の釣果は外道のメジナが４匹、カサゴが１

匹釣れました、カサゴは味噌汁で、メジナは湯

煎して煮つけでいただきました。旬のメジナは

脂がのっていて刺身でもいけるそうです。

（釣り同好会　第11支部　丸山正高）

釣り同好会

ながら、色んな方々

とワインの情報交換

をするのは楽しいも

のです。

　ワイン研究同好会

は、ワインを通して

人々に和みと潤いを

与える場を目指しています。ぜひ大勢の皆様の

ご参加をお待ちしています。

例会の１週間ほど前、熊本地震で被災された

方々にはお見舞いを申し上げます。一日も早く

収束しますように、心からお祈り致します。

（ワイン研究同好会　第３支部　羽田葉子）
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　大工の職場体験を受け入れて10年以上の月日

が経ちました。受け入れ発足当時は誰が面倒を

見るのか、何の利益が出るのか？と社内では評

判が悪かったのです。

　大工には丁稚（年季奉公）という考えがあり、

親方の手元になり面倒を見ます、大工の技術は

盗むものだと教わります。学校の勉強は教科書

があり先生が解説します。しかし、実力は自習

（実践）することで自分のものになり、応用力

が養われます。現場で養われた経験は将来の仕

事において役に立ちます。いい仕事を学べば、

いい仕事ができる、このような考えがあり中学

生を受け入れる判断をしました。

　裏を返せば丸山工務店の大工は先生でなけれ

ばならない、人に教えることのできる大工の集

団であるとの考えに至ります。人に教えること

の難しさを丸山工務店の社員大工も共に勉強し

ます。段取りのいい大工は仕事が早く、頭がよ

く、結果として腕がいいと評価されるように、

段取りのできる大工がいい仕事のできる大工と

評価されます。お客様の立場から見ても、大工

先生に仕事をしていただくことがベストなので

す。

　現在、丸山工務店には大工塾からの預かった

生徒が２人、ものづくり大学を卒業して社員に

なった大工、高校を卒業したばかりの新人大工

見習いが入社してきました。全員に担当棟梁が

付きます。これからが丸山工務店の大工（社

員）の育成にかかわる本当の事業が始まってい

ます。100年200年と続く企業とそこで働く人の

幸せをつかむために。

（株式会社丸山工務店　丸山正高）

中学生の職場体験3日間中学生の職場体験3日間中学生の職場体験3日間

職場体験受け入れで考えさせられること

　平成28年度世田谷区立中学生の職場体験事業について、世田谷区教育委員

会より玉川法人会に協力依頼がありました。

　当会では広く募集のお願いを行ったところ、数社の会員から快く承諾をいた

だき職場体験事業を受け入れることができました。　

　今回は毎年お引き受けいただいている株式会社丸山工務店様より、ご寄稿い

ただきましたのでここに掲載させていただきます。
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平成28年度「会員増強運動」のお知らせ

～目指せ！純増！！～
（28年度増強運動の標語）

皆様の仲間をお誘いください！

　組織委員会から、今年度の会員増強運動の概要のお知らせと、会員の皆様へのお願いです。

　まずは、報告です。

　　　○　今年度の標語：目指せ！純増！！

　　　○　今年度の年間増強目標数：100社

　　　○　会員増強調月間：10月から12月の3ヶ月間

　　　○　第１回理事会決議：理事・監事は一人一社の増強

　　　○　協働事業：保険各社（大同生命・AIU保険・アフラック）との

　　　　　「絆プロジェクト」のさらなる推進

　最近、会のHPを閲覧した方からの入会希望、あるいは会員の皆様からのお誘いによる入会希望が、

目に留まるようになりました。こうした傾向を受けて、先般の役員会において「理事・監事である以

上、最低1社の入会勧奨」を、単なるスローガンではなく、実施目標として決議しました。

　また「絆プロジェクト」は、会の福利厚生担当の保険各社と厚生・組織委員会とが協働して、３年

前から実施している活動です。

　そこで、会員の皆様にも「目指せ！純増！！」と「絆P」のためのお願いです。

　　　１．皆様の仲間、知り合い、同業の方等で、まだ法人会に入っていない方を

　　　　　法人会にお誘いください。

　　　２．「忙しくてさぁ」という場合は、お手数ですが支部長さん、

　　　　　もしくは事務局（TEL：3707-8668）まで、ご連絡ください。

　　　３．皆様の事業安定の基盤の一つに、大型保障制度をはじめ各種保険を

　　　　　ご検討いただき、あるいはご紹介いただける会員の方がいらっしゃれば、

　　　　　ぜひご紹介ください。これもお手数ですが支部長さん、事務局にご連絡ください。

　以上、まことにご厄介をお掛けいたしますが、何とぞよろしくお願いします。

　なお、入会のご紹介をいただいた方については、今年度の本紙各号に設ける「組織委員会の＜入会

勧奨報告＞のコーナー」にて、理事・監事の実績報告とともに掲載させていただきます。

組織委員会

【5月25日現在の勧奨実績】

上平第8支部長：1件

大嶽第9支部長：1件

（副会長　組織委員長　大鎌　博）

平成28年度「会員増強運動」のお知らせ

～目指せ！純増！！～
（28年度増強運動の標語）

皆様の仲間をお誘いください！
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