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平成28年

法人会の公益・共益事業には一般の方でもご参加できます。
（詳しくは行事予定をご覧下さい）

10月1日号
秋

平成28年5月以降、e-Taxの
受付日が拡大されました。

11月 26日（土）、
27日（日）に
e-Tax が利用できま
す。（受付時間　8時
30分～24時）

決算法人説明会開催中

10,11,12月は
会員増強月間
ぜひお知り合いの方に、お声掛けいただき「あ
なたが言うなら検討してもいいよ」という方
がいらっしゃる場合は、お手数ですが地域の
支部長もしくは事務局（☎3707-8668）ま
でご連絡いただければ、会活動等の説明や入
会手続の事務処理等をいたします。
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10月の行事予定 11月の行事予定
１㈫　★第1・2支部日本仏教と音楽 18:00　源照寺

８㈫　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　総務・研修合同委員会 18:00　玉川ボランティアビューロー

９㈬　納税表彰式 15:30　東郷記念館

10㈭　第30回青年部会SKT連絡会 　　　  京王プラザホテル 

11㈮　★税を考える週間講演会 18:00　駒澤大学深沢キャンパス 

13㈰　★第9支部食医食セミナー 14:00　シュクランキッチン

15㈫　　【たまでんBOARD12月号原稿締切】

16㈬　献血活動 9:00　ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ入口駐車場

　　　第1・2支部ゴルフコンペ 9:00　森永高滝ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

18㈮　委員長部会長会議 18:00　法人会事務局

21㈪　広報委員会 18:00　法人会事務局

22㈫　組織正副委員長会議 17:00　法人会事務局

　　　組織委員会 18:00　法人会事務局

24㈭　正副会長会議 13:00　法人会事務局

　　　常任理事会 14:00　玉川税務署

　　　第4回理事会 15:00　玉川税務署

30㈬　税に関する絵はがきコンクール表彰式 16:00　玉川税務署

12月の行事予定
２㈮　第11･12支部合同役員会･忘年会 18:00　神田屋

　　　税制委員会 18:30　華山

７㈬　女性部会役員会 11:30　木曽路等々力店

　　　女性部会班長会 12:00　木曽路等々力店

８㈭　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署  

16㈮　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署 

28㈬　官庁御用納め

29㈭　法人会・年末休み

30㈮　法人会・年末休み

10月･11月･12月の行事予定は９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

２㈰　★和太鼓コンサート 16:00　玉川区民会館ホール

４㈫　青年部会 東法連青連協連絡協議会 15:00　東京ドームホテル

５㈬　女性部会バス日帰り研修会 8:15　横須賀方面

７㈮　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　大型保障制度・会員増強キックオフ 18:00　二子玉川エクセルホテル東急

９㈰　つり同好会 7:00　横須賀市走水

11㈫　総務委員会 18:00　法人会事務局

12㈬　社会貢献委員会 13:00　法人会事務局

　　　青年部会SKTボウリング大会 17:30　オークラボウル

13㈭　第12支部女性部懇親会 12:00　チャイニーズティンバー

　　　税に関する絵はがきｺﾝｸｰﾙ選考会 13:00　玉川税務署

14㈮　青年部会全体会議・セミナー 18:30　丸三証券

15㈯　★第3支部尾山台フェスティバル 12:00　尾山台商店街

　　　★第9支部復興支援コンサート 14:00/17:00　ASA用賀

16㈰　★第3支部尾山台フェスティバル 12:00　尾山台商店街 

18㈫　★第1・2支部東京探訪 8:00　六義園ほか 

20㈭　税制改正要望全国大会 　　　  長崎県長崎市

　　　総務・研修正副委員長会議 18:00　法人会事務局

　　　★第11･12支部税務研修会 18:00　桜新町区民集会所

21㈮　税制改正要望全国大会 　　　  長崎県長崎市

　　　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

23㈰　★第10支部ﾁｬｵﾁｬｵ児童館まつり 10:00　玉川台区民センター

27㈭　監事による上半期監査 10:00－15:30　法人会事務局

28㈮　★源泉部会（年末調整説明会） 13:30　玉川税務署

納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

28年10月分の源泉所得税の納付期限

28年８月決算法人の確定申告期限・納付期限

29年２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 11月 10日（木）

28年 10月 31日（月）

28年 10月 31日（月）

28年 10月 31日（月）

28年11月決算法人の第3四半期分、29年２月決算法人の半期分・第2四半期分、29年５月決算法人の第1四半期分

28年11月分の源泉所得税の納付期限

28年９月決算法人の確定申告期限・納付期限

29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

28年 12月 12日（月）

28年 11月 30日（水）

28年 11月 30日（水）

28年 11月 30日（水）

28年12月決算法人の第3四半期分、29年３月決算法人の半期分・第2四半期分、29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。
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日　時　９月13日㈫　15:00～17:00

場　所　玉川税務署　３階　会議室

参加者　47名

次　第

１．会長より業務遂行状況の報告

２．税務署長挨拶

３．報告事項

　　法人会事業報告

　　（１）常設委員会、支部・部会報告

　　（２）総務委員会からの報告

　　（３）組織委員会からの報告

　　（４）社会貢献委員会からの報告

　　（５）財務委員会、公益事業推進委員会か

　　　　　らの報告

　　（６）会員管理システムのバージョンアッ

　　　　　プについて

　　（７）その他

４．審議事項

　　（１）平成28年度広報誌に係る事業費の公

　　　　　開入札について

　　（２）事業変更届について

平成28年度  第3回 理事会

理事会・委員会・支部 活動報告

理事･監事の会員増強ダービー速報

　
すでにご報告した通り今年度、理事会では会

員増強運動に関して「理事・監事の一人一社入

会勧奨」を決議しました。会員の皆様には、こ

の経過実績を「会員増強ダービー」として実況

します。９月16日現在、ちょうど第２コーナー

を廻り、向う正面のストレートに入ったところ

です。

トップ：大嶽常任理事（第９支部長）　＝４件

二番手：上平常任理事（第８支部長）　＝３件

　　　　清水常任理事（第５支部長）　＝３件

　　　　ホームページ　 　 　　　　　 ＝３件

五番手：事務局　　　　　　　　　　　＝２件

　　　　大鎌副会長（組織委員長）　　＝２件

七番手：阿部会長　　　　　　　　　　＝１件

　　　　鈴木常任理事（第６支部長）　＝１件

　　　　山﨑理事（第10支部副支部長）＝１件

　　　　小舘第９支部会員　　　　　　＝１件

　　　　豊島理事（第２支部副支部長）＝１件

　大嶽常任理事と上平･清水両常任理事が鼻の差

での一番手争い、トップ集団はその脇を離れる

ことなく、ほとんど団子状態で疾駆しておりま

す。阿部会長も率先垂範、虎視眈々と奪首のタ

イミングを計っています。　　

　特筆すべきは、第９支部会員の小舘さんが、

内側から上手く衝いていることです。また、異

色なところでは、最近ポツポツと目に付き始め

た「会のＨＰを見て」という入会です。ついに

会員増強の世界もＩＣＴ時代の扉が開かれたの

でしょうか。

　さて10月から12月までの３ヵ月間が今年度の

「会員増強月間」となります。皆様も見ている

だけじゃなく、どうぞ「会員増強ダービー」へ

のご参加をお願いします。ぜひお知り合いの方

に、お声掛けいただき「しょうがないなぁ、あ

なたが言うなら検討してもいいよ」という方が

いらっしゃいましたら、まことにお手数をお掛

けしますが各支部長もしくは事務局（☎

3707-8668）までご連絡いただきますよう。その

後の会活動等の説明や入会手続の事務処理等に

ついてはお任せください。

　なおこの期間は、同時に厚生委員会･福利厚生

担当会社（大同生命さん･AIUさん･アフラック

さん）が協働して「Tamagawa 絆 Project」（長

いので、今後「絆P」とします）を実施していま

す。これは、法人会ならではの大型保証制度を

はじめとして、会員の皆様の会社運営や人生設

計に欠くことのできない、様々な支援制度の紹

介運動の推進です。こちらについても、お知り

合いの方へのご紹介をよろしくお願いします。

　また、今年度の会員増強は「目指せ！純増」

ということで、増強の目標値もさることながら、

入会社数が退会社数を超えることを大きなテー

組織委員会
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上級救命講習会

日　時　９月13日㈫　午前９:00～16:30

場　所　玉川消防署地下

参加者　会　員　22名　　一　般　６名

　　　　講　師　３名　　消防団　５名

　あなたの大切な人を、そして誰かの大切な人

の命を救うために応急手当を学びました。

　今回は大人・幼児・赤ちゃんの心臓蘇生の実

施をしました。1分1秒でも早く行う事によって

救える可能性が高まる事を実感しました。

　また、三角巾が一枚あることでケガとか骨折

の応急手当に凄く役に立つことも学びました。

　これらの応急手当を学んだことで救急医療に

おける応急手当の大切さを感じました。今回も

筆記テストは全員合格でした。

（社会貢献委員会　副委員長　松野京子）

社会貢献委員会

献血のお願い

　いつも社会貢献活動にご協力いただき、大変

感謝申し上げます。

　さて「税を考える週間」に、法人会事業の一

環として11月16日に「献血事業」を実施ししま

す。

　輸血の必要な人達がたくさんいます。誰でも

いつそのようになるかもしれません。そうした

人を助けるため「献血」は大きな人助けです。

一人では微々たる力しか発揮できませんが、会

員の皆さんが協力して「献血」にご協力頂き、

毎年百人以上の貴重な血液を日赤に提供し感謝

され、期待もされています。採血場所が移動し、

ご迷惑をおかけいたしますが、綴込みの案内を

ご覧いただき、ぜひ沢山の会員のご協力をお願

いします。

（社会貢献委員会　委員長　鍋島増男）

応急手当の大切さを学ぶ 大事な手当の実地訓練

マとしています。皆様の絶大なるご支援をお願

いいたします。

　見ているだけじゃつまらない！！

～増強さえも　楽しんでこそ　法人会
（組織委員会　委員長　大鎌　博）

こ　れ

尾山台サマーナイトフェスティバル

日　時　８月28日㈰　13:30～

場　所　尾山台駅前

参加者　213名

　尾山台振興会商店街が主催するサマーナイト

フェスティバルに協賛し、会場に集まった一般

の方々を対象に、税の普及、法人会の事業活動

の紹介等を目的に、今年は8月28日（日曜日）尾

山台駅前で例年通り実施しました。

第４支部
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　今回は税金クイズに回答していただいた参加

者全員に、花火又は新潟県十日町の笹だんごを

差し上げました。昨年より多い200人分を用意し

ましたが、好評であっというまに、無くなって

しまいました。大勢の第４支部会員にお手伝い

していただき、また尾山台振興会商店街の副会

長をしている当支部の井出副支部長には、いつ

も一番駅に近い、人が集まりやすい場所を用意

していただき、感謝しています。

　10月2日に実施される恒例の和太鼓の宣伝もさ

せていただきました。今回は新会員の人達も参

加していただき、ありがとうございました。

（第４支部　支部長　石井伸二）

法人会は一番良い場所に いつも笑顔で

第６･７･８支部合同バス研修旅行

日　時　９月７日㈬　8:00～

場　所　ヤクルト工場、水郷佐原、香取神宮

参加者　32名

　昨年は台風で中止になったバス研修。今年は

雨も心配されましたが、予定通り行うことがで

きました。これまで仕事の都合でなかなか参加

できませんでしたが、支部長になった以上そん

なことは言ってられません！(笑)

　参加者は、会員以外の方５名を含み総勢32名。

車中ではさっそく鈴木第６支部長が用意した飲

み物とお菓子が配られ、自己紹介で和やかな雰

囲気づくり。その後上平第８支部長と江口研修

委員長の名司会で賞品付きの税金クイズを楽し

み、夕方戻ってくる頃には、カラオケで盛り上

がりました。

　訪れた観光スポット「ヤクルト工場、水郷佐

原、香取神宮」と昼食会場「吉庭（きって

い）」については、一般の参加者である吉原さ

んに感想をいただきました。

　毎年行っていると目新しくもなく参加者を集

めるのに苦労しますが、こうした親睦会は互い

の距離を縮め、交流を深めるために必要なこと

であると改めて感じました。

　末筆ながら、今回は企画から当日の添乗まで、

石井第４支部長（旅日本株式会社）さんにすっ

かりお世話になり、この場を借りてお礼申し上

げます。

　ご参加くださった皆さん、ありがとうござい

ました。

（第７支部　支部長　三條正人）

　９月７日（水）に第６･７･８支部合同のバスツ

アーに参加させていただきました。

　まず、千葉のヤクルト工場見学に行き、昼食

第６･７･８支部

雨の似合う景色
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は「吉庭」という、お庭の素敵な古民家で美味

しくいただきました。佐原では、小江戸の街並

みが続く川沿いを散策しました。香取神宮は

思っていたより広く立派な神社で、とても良い

気が流れていました。小雨交じりの１日ではあ

りましたが、傘を開くことはほとんどなく過ご

せました。

　行きのバスから楽しく和やかで、また機会が

あれば、是非参加させていただきたいと思いま

した。満足な１日でした。ありがとうございま

した。

（吉原ゆう子） 歴史の中を歩く

瀬田「納涼盆踊り大会・2016」

日　時　７月30日㈯～31日㈰

場　所　瀬田小学校　校庭

参加者　20余名

　第７支部会員20余名による協力のもと「地域

貢献活動」の一環として今年も瀬田納涼盆踊り

大会に、第7支部お得意のナガ～イ？行列の出来

る「瀬田名物？おいしいポップコーン」や「駄

菓子掴み取り放題のコイン落としゲーム」を行

い盆踊り大会に参加しました。

　また、e-Ｔaxのロゴ入りＰＲ風船を300個無料

配布し、多くの子供たちに喜んでいただきまし

た。

　幸い天候にも恵まれて、今年も多くの近隣の

方々が参加し、大いに地域との交流を深めるこ

とが出来ました。 

　　 （第７支部　笹藪恵介）

第７支部

第７支部　税務研修会

日　時　９月15日㈭　15:00～

場　所　玉川税務署

参加者　23名

　中秋の名月、９月15日（木）に玉川税務署で

税務研修会を開催し、「e-TAXの利便性向上と

マイナンバー制度の最新動向」というテーマで、

信江第一統括官に講師をお願いしました。

　データ送信による申告の具体的な方法につい

ては難しかったですが、参加された皆さんは、

お配りしたノートとペンでしっかりと学習され

たのではないでしょうか（笑）。

　今回第７支部単独で実施しましたが、会員13

名、非会員10名という予想を超える多くの方々

に参加いただき、本当にありがとうございまし

た。支部長の面目躍如（汗）。

（第７支部　支部長　三條正人）

e-Taxの風船は人気があります



Vol.179　通巻279号（7）平成28年10月１日 たまでんBOARD

その封筒、捨てるのチョット待った！

　　　第10支部では、

　　　消印(使用済)切手を集めています。

　玉川台区民センターや玉川ボランティア

ビューローでは、「視力」に障害を持った方を

支援する為に、使用済み切手を集めて地域の施

設へ送り、障害者の活動資金や施設の運営費に

役立てている様です。

　第10支部でもその活動に協賛し、まだ少ない

ですが使用済み切手を「玉川台区民センター」

及び「玉川ボランティアビューロー」へ届ける

活動を始めました。

　皆様のところに届いた「封筒」や「はがき」

に、切手が付いていましたら、封筒より「切

手」の部分を切り取り、20～30枚ほどが集まり

ましたら、頂きに伺いますので、是非、下記へ

お知らせ願います。

第10支部

第９･10支部　合同参加事業

用賀に夏が来た！「サマーステージ28」

日　時　第１日目　７月20日㈬　17:00～21:30

　　　　第２日目　７月21日㈭　17:00～21:10

場　所　用賀SBSビル裏「くすのき公園前」

参加者　延80名

　今年は、未だ梅雨も明けきらぬ７月20日及び

21日、用賀商店街振興組合主催で開催された

「サマーステージ28」に、我が玉川法人会、第

９支部・第10支部の有志及び関連会社の社員、

延べ約80名が参加して、会場を盛り上げました。

　毎年恒例の法人会によるブース、「４丁目の

夕日」では、「e-Taxの風船」や「税金の種類に

ついて」どの程度の知識があるかを聞いたり、

「くまもと震災」への義援金の為、100円のクー

ポン券を子供達やその親へ向けて配布しました。

　クーポン券をもらって、子供達は大喜びで支

部会員有志が出店している「金魚すくい」や

「ヨーヨー釣り」に興じ、大歓声を上げていま

した。子供達にとっては、楽しい夏休みの思い

出になる事、間違い無しだと思います。

　初日の20日は、うす曇りで、例年の様にはギ

ラギラとした天候ではなく、やや涼しく感じ取

れましたが、会場は熱狂を帯び大盛況でした。

第２日目の21日は、小雨の中で、来場者の出足

は余り振るいませんでしたが、「くまもと震

災」への義援金を提供したいと思った皆さんか

ら貴重な義援金をお預かりする事ができました。

ステージでは、大鎌副会長のバンド演奏、中学

生や高校生のダンス等があり、祭りも大いに盛

り上がりました。又、来場されました、玉川税

務署の木村上席、玉川法人会の松村事務局長の

応援、有難うございました。

　お手伝いに参加して頂きました両支部会員及

び関連会社の社員の皆様、大変お疲れ様でした。

（第10支部　広報委員　藤井悦男）

第９･10支部

子供が喜ぶ「e-Taxの風船配り」 皆さんお疲れさまでした
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桜新町商店街ねぶた祭り

日　時　９月10日㈯　19:00～

場　所　桜新町商店街

参加者　５名

　毎年9月の第２土曜日は桜新町商店街ねぶた祭

りが開催されます。地元法人会として毎年５万

人もの人が見学するねぶた祭りに参加していま

す。16時からねぶた祭りのための交通規制が始

まり、19時ねぶたがスタートします。その間を

利用して、プロの大道芸を呼んで３組が大道芸

をしました。大道芸のお手伝いに11支部中山、

丸山、石井、山澤、輿水の５名が大道芸の準備

と着付けのお手伝いをさせていただきました、

写真は着替えて跳人（はねと）25名が出陣前の

集合写真です。

　毎年多くの参加者があり、集会所で11支部の

鈴木さんが跳人衣装の着付けをお手伝いをして

います。

　跳人で参加が特等席です。

（第11支部支部長　丸山正高）

第11･12支部

企業訪問見学会

日　時　９月15日㈭　8:30～16:40

場　所　静岡油化工業株式会社

　　　　東海大学海洋科学博物館・三保の松原

参加者　23名

　毎年恒例の源泉部会主催「企業訪問見学会」

を９月15日に実施しました。８時30分、二子玉

川からバスに乗り込み出発する時には、朝方に

降っていた強い雨も上がり、晴天とはいきませ

んでしたが、天候はまずまず回復しておりまし

た。一路、新東名高速にて静岡インターを目指

し、車中にてビデオ聴講による研修会を実施し

ました。①社会保障・税番号制度（マイナン

バー）②医療費控除を受ける方　③見逃さない、

悪質な税金の滞納　の３本のビデオを見て勉強

しました。

　11時過ぎには、第一の見学場所である静岡油

化工業株式会社に到着しました。こちらの工場

では、天かす等の廃油からバイオ液体燃料を精

製する事業を行っています。原料の80％程度の

燃料が生成できると伺い、かなり効率が良いの

だと感心しました。ところが、この燃料は排ガ

ス規制をクリアしている新型には適さず、やや

古いディーゼルエンジンにしか使えないとの話

でした。それでも、工場内で使用している

フォークリフトやボイラー等の燃料として使用

しているとのことで、省エネに貢献しているの

だと感心しました。一方、燃料事業が芳しくな

いことから「オカラ」を原料として飼料や肥料

を精製する事業に力を入れていました。地元静

岡県だけでなく神奈川県、愛知県等から一日80t

の「オカラ」を集めて処理しているとのことで

した。大型の乾燥機でオカラを乾燥させるので

すが、工場内はとても暑く作業員は大変だろう

なと感じました。製品の中には「猫のトイレ

砂」（原料が植物なのでそのまま燃やせる）と

いったユニークなものもみられ、結構楽しめま

源泉部会

連絡先、電話番号：０３－５４９１－５２５１

　　　　Ｆ ａ ｘ：０３－５４９１－５２５２

　　　　e-ma i l： shinasia@isis.ocn.ne.jp

 　　　　　　 第10支部　担当者：佐藤

　皆様の善意に感謝致しております。

（第10支部　支部長　佐藤壽夫）
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した。

　昼食は、清水区のエスパルス ドリームプラザ

内の寿司店にて生シラス、桜えび、てんぷら付

の握り寿司をおいしくいただいたのち、土産物

屋にて思い思いに買い物を楽しみました。

　昼食後は、14時の津波模型の実験を見るべく

海洋博物館に向かいました。時間に間に合い外

洋から海岸線、港、住宅地を模した大型模型を

津波が襲う模様を見学しました。参加者からは、

もっと大規模な施設を想像していたのか、もっ

と大きな津波が起こると思っていたのか、物足

りないような声が漏れていました。その後、館

内を見学し、魚の泳いでいる水槽や、大きなク

ジラの骨格標本に見入っていました。「タカア

シガニ」を見て、東京の料亭の皿に乗ったら３

万円ぐらいかな？などとつぶやいているのも聞

こえました。それぞれが、それなりに楽しんで

いたようでした。１時間じゃ全部見られないと

おっしゃっていた方は、次の機会に一日かけて

ごゆっくりご覧ください。

　最後の立ち寄り先は名勝「三保の松原」、意

外にも初めての方が多いようで皆、喜んでいた

ようでした。世界遺産に登録されてからは、

「羽衣の松」の近くまではバスで乗り入れられ

なくなり、手前の駐車場にてバスを降り、御穂

神社の松並木の中、板張りの参道を10分強歩い

て「羽衣の松」に到着です。砂浜に出ると左右

に松林が広がり雄大な景色がみられました。曇

り空で駿河湾越しの霊峰富士が拝めなかったの

がいささか残念ではありました。

　16時前には三保を後にし、帰路につきました。

渋滞らしい渋滞もなく、18時40分ころに無事、

二子玉川に到着し、楽しい一日の旅を終えまし

た。

　一日バスを運行してくださった運転手さん、

車窓から見える様々な物事に解説してくださっ

た物知りなガイドさん、みんなの面倒を見てく

れた添乗員さん、ありがとうございました。ま

た、参加した皆様お疲れ様でした。来年も楽し

い企画を用意したいと考えています。

（源泉部会　副部会長　松永浩昌）

平成28年度　納涼家族会

日　時　８月27日㈯　10:00～15:00

場　所　多摩川（二子橋近く）

参加者　15名

　青年部会では毎年、夏と年末に、我々の法人

会活動を支えてくれる家族や友人を招いて、家

族会を企画しています。

　夏休み最後の土曜日となった８月27日。多摩

川河川敷にてバーベキューを行いました。参加

人数は、家族でご参加していただいた方もおり、

15名程度となりました。残念ながら天候は終日

雨となってしまいましたが、皆さん楽しんでい

ただけたかと思います。そして、イベントを

セッティングしてくれた青年部会会員交流グ

ループの皆さん、大変お疲れ様でした。

　来年は今年以上の人数がご参加いただけるよ

う企画していければと思います。

（青年部会　山崎武一郎）

青年部会

家族みんなで楽しみました！
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全国青年の集い北海道大会

日　時　９月８日㈭～９日㈮

場　所　旭川

参加者　４名（松浦、中村、兼益、天坂）

　今年の全国大会は例年11月開催でしたが、北

海道の旭川ということで寒さが厳しくなる前の

９月に開催となりました。８日は租税教育プレ

ゼンテーション、部会長ウェルカムパーティー

が行われました。小中学生を対象に全国９局連

10単位会の発表と特別参加枠で高校生対象の１

単位会の租税教育事例発表があり全国の部会長

441単位会の部会長が投票を行い、翌日の大会式

典にて最優秀賞が発表されました。今年の最優

秀賞は熊本局連鹿屋肝属法人会の【一緒に楽し

く学ぼう税（ぜい）！】に決まりました。

　９日は朝９時より部会長サミットで【税の使

途（社会保障制度）について考える】について

グループ会議を行いました。

　その後、大会式典、スキージャンプ葛西紀明

氏の記念講演、大懇親会、東法連ナイトと全国

の部会員の方々との交流、親睦を深めました。

大懇親会では北海道の素晴らしい海の幸やジン

ギスカン、旭川ラーメンなど満喫しました。

　同じ部会員でも全国各地の地域性などが有り、

自分の単位会だけでは知りえない事が多くあり

ました。今回経験したことを玉川法人会青年部

会に活かせるように頑張ります。

　来年は四国高知県にて開催されますが、ご一

緒させて頂いた全国の部会員の方々に再会出来

るのが楽しみです。

（青年部会　部会長　中村匡秀）

北の大地を踏みしめて 様々な成果が発表された会場

第32回例会

日　時　９月14日㈬　18:30～

場　所　青柚子　二子玉川店

参加者　29名

　現在から未来へ、時代の潮流は、ナチュラル

なワインを造る原点回帰…。

　第32回ワイン研究同好会は、夏が過ぎ去り

ふっと秋の風情を感じる、９月14日に青柚子、

二子玉川店で開催しました。テーマは、「皆さ

ん！体に優しい“美味しい”ワイン飲んでます

か？」。講師は、株式会社にっぱんのソムリエ、

荒木秀晴氏。保存版資料も大好評です。今回は

総勢29名もの方にご参加頂き、ありがとうござ

いました。

　猿渡代表幹事の挨拶で始まり、大原元代表が

司会。眼鏡をはずしイメチェン中（Ｗhy）の荒

木講師の講義がスタート。お話によると、「自

然派ワインとは無農薬・有機栽培などの自然農

法のブドウを人工的な添加物を極力使用せず自

然酵母で発酵させ、出来上がったワインを無濾

過、または軽い濾過で造り、土地特有の気候や

風土を伝えたワイン」だそうです。自然農法の

分類は１．ビオ・ロジックワイン（有機農法）。

２．ビオ・ディナミ（天体の運行まで利用した、

生態力学農法）。３．リュット・レゾネ（減農

薬農法）。

　最初に出てきたワインは、ポルトガルのヴィ

ニビオ ミカ、これはビオ・ディナミワインだそ

うですが、青みのある爽やかなパワーを感じる

ワインでした。

　お料理は、今回もマルチな小畑料理長が腕を

ワイン研究同好会
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振るってくれて、初秋の季節感あふれる野菜や

魚料理が多品種で続々登場。前菜には、サーモ

ンのタルタル、燻製ニシンのリエット、真鯛、

海老の手毬ずし、これを琴引きの塩と柚子で。

ちょっとぉ…このあたりがプロの技で料亭みた

いじゃないですか。その後秋鮭の竜田揚げ、秋

茄子のお浸し添えにロゼワイン。秋刀魚の香草

パン粉焼きとドイツのピノノワールの赤ワイン、

なるほどこうした組み合わせもなかなかお洒落

でした。梨のコンポート…とデザートワイン、

皆さん、大満足で笑みがポロリ。青柚子元店長

の本橋さんも来て頂き、プロのワインのサーブ

がかっこ良かった。

　「おいしいワインである前に、その土地固有

の繊細さを表現した本物のワインでなくてはな

らない」。これは、ビオ・ディナミ農法の第一

人者で、私も飲んで漲ってくるパワーに驚いた

ビオ・ディナミワインの伝道師と呼ばれたニコ

ラ・ジョリー氏の言葉です。魅力あるワインは、

星の数ほどあるかもしれませんが、ワインの会

で新たに出会う個性的なワイン（人も）はまた

格別です。坂東幹事の閉会の挨拶で、一本締め

で閉会。

　ご協力頂きました、皆さまには心からお礼を

申し上げます。また次回のご参加をお待ちして

おります。

（羽田葉子）

おいしいワインと楽しいおしゃべり 真剣にワインのお勉強です

●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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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10支部

会 員 名：濵田繁敏（ハマダシゲトシ）

勤務先名：株式会社　アップタウン

勤務先所在地：世田谷区用賀２－３４－１３

電　　話：０３－５７９７－１１０１

Ｆ Ａ Ｘ：０３－５７９７－１１０６

Ｅ-ma i l：info@uptown.co.jp

ホームページ：http://uptown.co.jp

業務内容：不動産の売買、仲介、コンサルティング

全般

　城南エリアでも世田谷区・目黒区・渋谷区を中心

に主に永住型の住まいをご提供いたしております。

エリアの情報に精通し、お客様の様々な「住まいへ

のこだわり」にお応えしたいと考えております。

第６支部

会 員 名：池本純人（イケモトスミヒト）

勤務先名：有限会社アッピィ

勤務先所在地：世田谷区玉川１－６－６－１０１

電話/FAX：０３－５４９１－４１６１

Ｅ-ma i l：ikemoto@appy.co.jp

ホームページ：http://www.rakuten.co.jp/appydog/

業務内容：犬猫用ベッド専門メーカー

　オリジナルのオーガニックコットン生地を使った

日本製のベッド専門メーカー＜appyｰdog＞。

　趣味は音楽鑑賞、アウトドア、磯釣り。

第２支部

会 員 名：辻堂克己（ツジドウカツミ）

勤務先名：株式会社　華兵衛

勤務先所在地：世田谷区奥沢４－２６－７

電　　話：０３－６４２５－６５３８

Ｅ-ma i l：info@kahee.net

ホームページ：http://kahee.net

　奥沢駅から徒歩１分の場所でプリザーブド・アー

ティフィシャルフラワー（造花）のショップ及び教

室『atelier華兵衛』を主宰しています。企業様ご贈

答向けアレンジも随時、承っております。

　プリザーブド・アーティフィシャルフラワーのア

レンジですと、他の生花が枯れた後も長くお飾り頂

けます。
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東京税理士会玉川支部は、日頃よりe-Taxの普及推進に努めております。

  この度、前回の「e-Tax 推進税理士事務所」を更新致しました
ので、法人会会員の皆様にご紹介致します。

　法人会会員の皆様が e-Tax により申告を行うに際してお困り
のことがございましたら、当該「e-Tax 推進税理士事務所」を
ご活用ください。

東京税理士会　玉川支部　「e-Tax推進税理士事務所」



Vol.179　通巻279号（18）平成28年10月１日 たまでんBOARD



Vol.179　通巻279号（19）平成28年10月１日 たまでんBOARD



Vol.179　通巻279号（20）平成28年10月１日 たまでんBOARD

会員の皆さまへ
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。

＊会費納付ご請求のお知らせ＊
玉川法人会の会費納付ご請求は4月及び10月の2回となっております。
10月24日㈪が口座引落日となりますので、よろしくお願い申しあげます。

※　ご指定の金融機関により口座引落日は異なる場合がございます。
※　年払いの会員様は4月のみお引き落としとなっております。
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