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８月の行事予定 10月の行事予定
４㈬　ICTｵﾝﾗｲﾝ体験会 10:00　玉川税務署

６㈮　研修委員会 18:00　法人会事務局

11㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　絵はがきｺﾝｸｰﾙ選考会 13:30　玉川町会会館

15㈰　★第9支部用賀ﾑｰﾝﾗｲﾄｺﾝｻｰﾄ 18:30　上用賀ｱｰﾄﾎｰﾙ

26㈭　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

28㈯　★せたがや産業ﾌｪｽﾀ 10:00　世田谷区民会館

8月･9月･10月の行事予定は７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㈬　女性部会役員会 11:00　玉川区民会館

　　　女性部会幹事会 13:30　玉川区民会館

　　　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

４㈮　税制委員会 18:30　昇八

５㈯　★第5支部上野毛ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 15:00　上野毛商店街

10㈭　★第12支部夏季会員交流会 18:30　藍屋上野毛店

15㈫　たまでんBOARD10月号前半分　原稿締切

19㈯　★世田谷区たまがわ花火大会 19:00　二子玉川

20㈰　★青年部会和太鼓コンサート 15:00　玉川区民会館ホール

21㈪　広報委員会 18:00　法人会事務局

24㈭　源泉部会役員会 16:00　法人会事務局

25㈮　★新設法人説明会 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。

29年10月決算法人の第3四半期分、30年１月決算法人の半期分・第2四半期分、30年４月決算法人の第1四半期分
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９月の行事予定
５㈫　組織委員会正副委員長会議 17:30　法人会事務局

　　　組織委員会 18:00　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾋﾞｭｰﾛｰ

６㈬　★決算法人説明会 13:30　玉川町会会館

７㈭　第1･4･6･7･8支部合同研修会 18:00　屋形船 船清 品川

11㈪　研修委員会ﾗﾝﾁﾀｲﾑｾﾐﾅｰ 12:00　未定

13㈬　正副会長会議 14:00　いであ㈱

　　　理事会 15:00　いであ㈱

14㈭　★源泉部会企業訪問見学会 08:30　都留市
15㈮　たまでんBOARD10月号　原稿締切

20㈬　広報委員会 18:00　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾋﾞｭｰﾛｰ

25㈪　青年部会全体会議 19:00　玉川町会会館

29年８月分の源泉所得税の納付期限

29年６月決算法人の確定申告期限・納付期限

29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
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29年９月分の源泉所得税の納付期限

29年７月決算法人の確定申告期限・納付期限

30年１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

29年９月決算法人の第3四半期分、29年12月決算法人の半期分・第2四半期分、30年３月決算法人の第1四半期分



　この度の人事異動により、東京国税局課税第一

部資産評価官から転任してまいりました小原でご

ざいます。前任の秋元同様、よろしくお願いいた

します。

　阿部会長をはじめ公益社団法人玉川法人会の役

員並びに会員の皆様には、税務行政に対し常日頃

から深いご理解と格別のご支援、ご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。

　玉川法人会は、昭和25年の創立以来60年以上

の長きにわたり、正しい税知識の普及と納税意識

の高揚、地域企業の健全な発展に資する事業など

を展開されるとともに、地域社会への貢献活動に

も積極的に取り組んでこられたものと承知してお

ります。

　このような取組活動は、我々税務行政の円滑な

運営に欠くことのできない大きな役割を果たすも

のであり、深く感謝申し上げますとともに、改め

て敬意を表するところです。

　法人税をはじめ国税の多くは、納税者自らが申

告を行い、税額を確定させ、自らが納付するとい

う申告納税制度を採用していることから、納税者

が高い納税意識を持ち、法律に定める納税義務を

自発的かつ適正に履行することが必要です。

　こうした中、我々国税当局は、租税の意義と役

割、租税の仕組み等に係る広報活動、租税教育、

法令解釈等の明確化、税務相談などの様々な取組

を行っておりますが、法人会の皆様のご協力に

よって、税に関する情報等が直接納税者に伝わる

ことが非常に重要であると認識しております。

　さて、平成31年10月から消費税率の引き上げ

と、軽減税率制度が導入されます。9月には世田

谷区役所の協力のもと世田谷署、北沢署と合同で

軽減税率制度の円滑な導入に向けた説明会を実施

いたしますが、多くの事業者にご参加いただける

よう、広報周知にご協力お願い申し上げるととも

に、会員の皆様方もご準備をすすめていただきま

すよう、重ねてお願い申し上げます。

　社会・経済情勢が大きく変化する中、玉川法人

会は、公益社団法人として様々な課題に取り組ま

れておられると承知しております。我々職員も、

これまで長年にわたり培ってきた皆様との信頼関

係を大切にし、引き続き緊密な協調関係を築いて

まいりたいと考えておりますのでよろしくお願い

いたします。

　結びにあたり、玉川法人会の益々のご発展と会

員の皆様方のご健勝並びにご事業のご繁栄を心か

ら祈念申し上げまして、着任の挨拶とさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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玉川署新幹部名簿（平成29年７月）
官　　職 氏　名 旧　所　属

署　　　長

副署長（管理運営･
徴収･法人担当）

副署長（総務･個人･
資産担当）

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
上席調査官

局  課税一部
資産評価官

留任

金沢局  福井署
総務課長

横須賀署
特別国税調査官（法人）

雪谷署
総務課長

留任

留任

川崎北署
法人連絡調整官

留任

練馬東署
法人審理担当上席

小原　清志

木村美由紀

小川　秀樹

緒方　博之

佐藤　康久

信江　　誠

濱田　　浩

平子　健一

太田　健朗

大髙　　将

　
　こ　はら　　きよ　し

　き　むら　み　ゆ　き

　お　がわ　　ひで　き

　お　かた　　ひろゆき

　さ　とう　　やすひさ

のぶ　え　　　　まこと

はま　だ　　　　ひろし

ひら　こ　　　けんいち

おお　た　　　たけ　お

おおたか　　　　まさる

小原新署長　着任のご挨拶

玉川税務署
署長

小原　清志
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平成29年度　玉川税務署主要幹部プロフィール

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

署長
　こ　　　はら　　きよ　　　し

小　原　清　志
丑
Ｂ型
東京都
ランニング
自問自答を忘れずに

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

副署長（総務・個人課税・資産課税担当）
　お　　　がわ　　ひで　　　き

小　川　秀　樹
未
Ｂ型
福井県
読書、音楽鑑賞
何事にも一生懸命

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

総務課長　
　さ　　　とう　　やす　　ひさ

佐　藤　康　久
巳
Ｂ型
宮崎県（島浦町）
釣り、クワガタ飼育
ワークライフバランス推進

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

法人課税第２部門  統括官
はま　　　だ　　　　　　ひろし

濱　田　　　浩
戌
Ａ型
鹿児島県日置市
旅行（ドライブ）
メリハリ

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

法人課税第４部門  統括官
おお　　　た　　　たけ　　　お

太　田　健　朗
酉
Ｏ型
京都府舞鶴市
読書・ロックミュージック
自然体で

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

副署長（管理運営・徴収・法人課税担当）
　き　　　むら　　  み　ゆ　き

木　村　美由紀
巳
Ａ型
千葉県
旅行（四国お遍路）
玉川署二年目、一期一会の精神で頑張ります

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

特別国税調査官（法人）
　お　　　かた　　ひろ　　ゆき

緒　方　博　之
戌
Ｏ型
生まれは福岡、育ちは三多摩
ウォーキング、弱小球団の応援
基本に忠実に

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

法人課税第１部門  統括官
のぶ　　　え　　　　　　まこと

信　江　　　誠
辰
Ａ型
新潟県
高校野球観戦
引き続きよろしくお願いします。

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

法人課税第３部門  統括官
ひら　　　こ　　　けん　　いち

平　子　健　一
亥
Ａ型
東京都
子供と遊ぶ
前向きに

役　職

氏　名
干　支
血液型
出身地
趣　味
モットー

法人課税第１部門  上席調査官
おお　　たか　　　　　　まさる

大　髙　　　将
子
Ａ型
香川県
子供の出るサッカーの試合を観ること
真理・誠実・感謝
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理事会･委員会･支部 活動報告

ビジネス研修会

日　時　３月27日㈪　18:30～20:00
場　所　丸三証券㈱
　　　　二子玉川支店　セミナールーム
講　師　池田　　洋 先生（ＮＰＯ法人　代表）
　　　　太田耕一郎 先生
　　　　　　　（助成金コンサル会社　代表）
　　　　神尾　信也 先生
　　　　　　　（医療サポート会社　課長）
参加数　36名

　研修委員会では、経営の道標になるサポート
サービスについて、ビジネスセミナーを開催しま
した。 

（１）返済が不要な助成金申請サポート 
助成金申請は、どの助成金が有益か悩ましいとこ
ろがありますが、助成金そのものの仕組みなどを、
社労士200名が登録するネットワークを使い短時
間でどの助成金がより望ましいかを識別してくれ

研修委員会

講師の池田先生、太田先生、神尾先生

普通救急救命講習会

日　時　６月26日㈪　9:00～12:00
場　所　玉川消防署
参加数　30名

　普通救急救命講習会６月26日、玉川消防署のご
協力をいただき消防署の地下集会場で開催いたし
ました。今回の講習会も「大切な人の命を救いた
い」というテーマを引きつぎ実施しました。実は
この講習を受けたことにより、実際に「大切な人
の命を救えた」というお話を伺いました。本当に
価値ある大事な講習ということを実感いたしまし
た。
　「AED（自動体外式除細動器）の使い方」及
び「心臓蘇生の方法」はもとより、子どもが異物
を飲み込んだときの吐き出させ
方についても、専門の方に丁寧
に教えていただき、しっかりと
学ぶことができました。
　次回の講習会は上級者編とし
て、９月12日（火）の９時から17
時を予定しております。内容は
今回のテーマに加え疾病者管
理・外傷の応急手当、そして怪
我人の搬送方法等を学ぶことと

なっています。
　参加費は社会貢献活動の一環として法人会が負
担いたしますので、皆様は無料（軽食付）で講習
を受けることができる良いチャンスです。どうぞ
この機会に参加していただき、役に立つ救命救急
の講習を是非受けて下さい。よろしくお願いいた
します。なお、会場の都合で定員は15名と限りが
有りますので、申し込みは先着順とさせていただ
きます。
　玉川法人会では、このような講習会を定期的に
開催しております。会員の皆さんは勿論ですが、
未加入の方も一般の方も参加できます。皆様お誘
い合わせの上ご参加下さいますようご案内いたし
ます。  （社会貢献委員会　委員長　廣部  雅子）

社会貢献委員会

AEDの使い方と心臓蘇生の方法
真剣に学びました

開始前の会場風景　皆さん緊張しています
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おもてなし英会話教室

日　時　第１回　６月29日㈭　18:30～20:30
　　　　第２回　７月６日㈭　18:30～20:30
場　所　丸三証券㈱
　　　　二子玉川支店　セミナールーム
参加数　第１回14名、第２回16名

　第２支部主催による
「おもてなし英会話教
室」を６月29日、７月
６日に開催いたしまし
た。「英語は度胸」を
モットーに、学ぶより
も慣れることを目的と
した教室で、参加者同
士ペアを組んでの実践的練習をメインに据えたカ
リキュラムです。
　まずは、参加者の自己紹介から。
『Ｍy name is（あなたの名前）』→『Please call 
me（あなたの、ニックネーム）』→『I’m from（お
住いの地名）』→『I’m（あなた
の職業）』など。
　その後は２人一組となり、
『Favorite things～（お気に入
りを紹介）』→『I recommend 
you～（お勧め紹介）』、感嘆詞
（Wow! Wonderful!）などの相づ
ちを入れながら、次の会話に

繋げるための、会話テク
ニックを学びました。皆
さん楽しそうにカリキュ
ラムをこなしていらっ
しゃいました。
　今年度より、“会員のた
めの共益事業”としたた
めに、第２支部会員以外
のすべての支部会員へも開放することを支部長を
通してお知らせいたしました。
　今回は、石井支部長、三條支部長、佐藤支部長、
橋本支部長の４名の参加をいただき、積極的に英
会話をお楽しみいただけたようです。
 レッスンは、毎回、１回完結型の実践的な内容
でカリキュラムを構成しています。次回は、10月
に２回の教室を予定しておりますが、その折には
各支部長よりそれぞれの支部会員へのさらなる広
がりが出るのではと、楽しみにしております。
　最後に一言、英語は場数です。皆様ぜひご参加
を！　　（第２支部　出澤  素賀子・根来  俊彦）

第２支部

冒頭のお話は丸三証券二子玉川店平井支店長 がん診断サポートサービスについて説明する神尾信也先生

まずは、自己紹介から

2人一組になって・・・

ご自身の自己紹介の内容を検討中 お仕事内容を英語で話してみましょう！

る仕組みをわかりやすく説明してくださいました。 
（２）従業員が万が一、ガンに罹患した場合は、
自社にとっても貴重な人材が失われるリスクであ
り、従業員本人にとっても生活の質を維持してい
きたいという切実なニーズがあります。ガンは早
期発見、治療がとにかく重要であるため、福利厚

生制度の充実で従業員は安心して就業できると思
われます。こうしたことを踏まえ、自社で従業員
のリスク回避を図ることが自社の安定雇用に結び
つくことをご教示くださいました。

（研修委員会　委員長　江口  響子）



14回目を迎えた体験学習です 日本一おいしいコシヒカリの田植えです
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歌舞伎観劇会

日　時　７月11日㈫　11:00～15:00
場　所　歌舞伎座
参加数　15名

　第６支部恒例の観劇会、今年は「７月大歌舞
伎」に行ってまいりました。
　市川海老蔵さんや市川中車さん、坂東巳之助さ
んと、人気の役者さんの出演で毎日満員の歌舞伎
座は大変賑わっていました。
　「矢の根」では、右團治さんの華やかな衣装と
隈取は、歌舞伎らしい華やかな雰囲気を楽しみ、
次の「加賀鳶」は、海老蔵さんが、珍しい悪役で
したが、おちゃめな演技もあり、とてもチャーミ
ングな一面を見ることができました。3つ目の演
目「連獅子」は、若い巳之助さんの元気のいい獅
子と、落ち着いた海老蔵さんの親獅子の舞が勇壮
で、ワクワクしました。
　３階の席でしたが、芝居の迫力はそのまま伝
わって来ます。さすがに歌舞伎の役者さんは違い
ますね！　そして、この３階には歌舞伎見物のプ
ロ、役者さんに声をかける大向（おおむこう）さ

んもいて、いい場面で気持ち良く、声がかかりま
す。また、広い舞台を上から見渡せるので、「加
賀鳶」の最後の捕物の場面は、それぞれの動きが
見え、１階では味わうことのできない、楽しさが
ありました。
　オペラグラスをお持ちになった方は、思う存分、
海老蔵さんの顔をご覧になったのではないでしょ
うか？
　暑さを忘れて、歌舞伎座の豪華な雰囲気を楽し
んで頂けたと思います。
　今回は定員以上の応募があり、ご希望に添えな
い方もいらっしゃいましたが、
　次回はより多くの方と、楽しめたらと思います。

（第６支部　　田村  尚美）

第６支部

見栄をきった役者さんよりステキですヨ

社会科体験学習で恒例の田植えを実施

日　時　５月20日㈯　7:00～
場　所　新潟県魚沼市
参加数　会員９名　一般44名

　玉川法人会第４支部では、今年で14回目を迎え
る田植え体験学習を、地元等々力小学校の子ども
たちとともに実施。早朝７時に玉川神社脇に集合
し、世界一の米の名産地、新潟は魚沼へ向けて
チャーター便のバスで出発しました。
　道中順調な行程で、あっという間に現地魚沼市
へ到着。ちょうど近くでは芝桜まつりも開催され
ていて、満開の芝桜を眺めることもできました。
　地元の市長様、
ＪＡの方々のご挨
拶のセレモニーを
いただいたのち、
いよいよ田植えで
す。経験のある子
は自らすすんで田

んぼへ入り、初めての子もすぐにコツを掴んでど
んどん苗を植えていきます。それぞれが思いを込
めて植えた苗は、秋にはおいしいお米になって私
たちを待っていてくれることでしょう。
　泥んこになった後は温泉へ行き、眼下に魚野川
（信濃川の支流）を見下ろす露天風呂を楽しみ、
税金クイズをやりました。大人の皆さんのほうが
少し難しかったらしく、かなり頭を悩ませていま
した。
　田植えが終わったばかりなのに、今から収穫が
楽しみです。　　　　 （第４支部　和田  敦思）

第４支部
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合同研修会

日　時　６月16日㈮　18:00～21:00
場　所　丸三証券㈱
　　　　二子玉川支店　セミナールーム
講　師　松岡　宏治 先生
　　　　秋元　信吾 先生
参加数　23名

　毎年行われてい
る合同研修会です
が、今回は少し趣
向を変えて２部構
成にて行い、助成

金についての知識を深める第１部と最新医療事情
を説明いただく第２部の構成とし、会員の知識向
上を図るとともに、外部の講師をお招きすること
で法人会の認知度向上の一石二鳥を図ったものと
しました。題して「きっかけはココから！～助成
金・補助金の活用方法イチから教えます」「いま
の医療はこれだ！～最新医療事情をわかりやすく
解説」としました。
　今回は専用のチラシを作成し、早い段階で配布

を行い、多くの方に参加いた
だくようお声がけもさせてい
ただきました。その甲斐もあ
り、普段はお会いする機会が
あまりない他支部の会員さん
のご参加もあり、交流ができ、
有意義な研修会となりました。
　研修会後の懇親会では、講
師の方を囲んで、研修時には

わからなかった部分の質問や講師の方のプライ
ベートな部分についても質問が飛び出し、和気
藹々とした雰囲気の中で知識と認知度を上げるこ
とができました。次回は来年となります。またの
ご参加、お待ちしております。
（第８支部　
　広報委員　廣瀬  幸子）

第６･８支部

苔玉教室

日　時　５月20日㈯　10:00～
場　所　瀬田フラワーランド
参加数　会員12名　一般40名

　５月20日（土）瀬田フラワーランドにおいて、
恒例の苔玉教室を開催しました。今年は諸般の事
情により１日だけの開催となりましたが、天気に

も恵まれ、用意した30名分の苔と苗木は全て完売
となりました。教室という名称ですが、講師の中
村先生にほとんど作っていただき、中にはお金だ
け置いて「後で取りに来るから作っておいて！」
という強者も！さすがに来年は、こういう方はお
断りすることにして、参加者が自分で作る楽しみ
を提供していきたいと思います。

（第７支部　支部長　三條  正人）

第７支部

苔玉教室は人気がありました このほうがきれいになるヨ
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料理教室

日　時　６月16日㈮　18:00～
場　所　桜新町フランス料理「ラクレ」
参加数　19名

　第11支部では地元企業の方に講師をお願いし、
地域に貢献をしていただく活動を年2回実施して
います。今回は桜新町にある、フランス料理「ラ
クレ」のオーナーシェフの奈良芳信さんに講師に
なっていただき、ミシュラン掲載のお店のレシピ
を公開していただきました。
　奈良さんはヨーロッパにおいて一つ星・二つ
星・三つ星レストランで修業をされ、桜新町で開

業、「ラクレ」は2015－2016年ミシュラン東京
版に掲載されたお店です。今回は特別価格で材料
を提供していただきありがとうございました。ラ
クトン化学の三橋社長がフランス語で解説してい
ただき、さらに盛り上げて下さいました。ありが
とうございました。とてもおいしかったのでラン
チを食べに行きたいと思います。是非ご家族や仕
事仲間の皆さんとお出かけ下さい。
　玉川地区管内は優良企業の宝庫です。
フランス料理「La Clef」
世田谷区桜新町2-26-1スカイハイツ広沢1階　
☎03-5799-7800　月曜日定休

（第11支部　支部長　丸山  正高）

第11支部

フランス語を交えての説明にウットリ？！ミシュランで紹介されたお店「ラクレ」の奈良シェフ 美味しい料理に至福のひととき

せたがやガーデニングフェア

日　時　５月27日㈯･28日㈰　10:00～16:00
場　所　けやき通り
　　　　（馬事公苑正門と世田谷通りの間）
参加数　９名（来場者数：約13,000名）

　風薫る５月、今年も好天に恵まれ、27日と28日
の２日間、午前10時より午後４時まで、「せたが
やガーデニングフェア」（主催：世田谷区）に参
加しました。玉川税務署より配布用に頂きました
「マイナンバー」のリーフレット２枚と玉川法人
会の広報誌「tamagawa公論」と全法連の小冊子
「ほうじん」（ともに若干数）に「花の種」をポ
リ袋に詰めて１セットにし、来場の皆様へ500
セットほど配布いたしました。配布中に「マイナ
ンバーカードもご利用願います」と声がけしたと
ころ、「既に取得し、利用しているよ」という返
事もちらほら聞こえました。お子様連れの方には、
「イータ君風船」を膨らませて渡すと、皆さん大
喜びで５月の清々しい季節の大イベントを楽しん
でおられた様子でした。
　「イータ君風船」は、約200個配布しましたが、

終了しても、「風船」下さいと来られたお子さん
も何人かおりましたので、来年は、もう少し余分
に持参しようと思いました。世田谷区の発表では、
27日（土）の来場者数は、約5,000人、28日（日）は約
8,000人、両日の合計で、約13,000人であったとの
報告でした。
　お手伝いにご協力頂きました支部会員の皆さん、
大変有難うございました。
　こうした法人会の支部活動も、正しい税務知識
の普及と納税意識の高揚につとめていく大切な事
業ですので、今回参加頂けなかった方にも、来年
は是非ご参加頂き共に活動して下さいますようよ
うお願いいたします。

（第10支部長　支部長　佐藤  壽夫）

第10支部

盛況だった「ガーデニングフェア」
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健康増進研修会

日　時　６月29日㈭　13:00～16:30
場　所　玉川町会会館
講　師　中尾  和子先生
参加数　会員17名　一般２名　計19名

　恒例の「健康増進研修会」を玉川町会会館をお
借りして、中尾和子先生に講師をお願いして開催
しました。例年では年２回の研修会でしたが、今
年は１回だけにしましたので、特に念入りに教え
て頂きました。
　日頃忙しくしている私たちは、関節・筋肉が固
くなっており、思うように上手く動かなくなり、
歪みが出てしまっていると講師の中尾先生に言わ
れました。

　最初に1時間かけて骨と筋肉の仕組みの勉強を
し、その後の2時間ミッチリと実習を受けました。
初めはどこもかしこも固く滑らかに動かず、先生
に「力を抜いて」と言われても上手くできません
でした。ですが、続けていくうちに少しずつ固
まっていた筋肉や関節がほぐれてきたのか、だん
だん上手く動かすことができるようになり、体も
軽くなってきてきました。最後には横になった途
端に、思わず眠くなってきたと口々に言ってしま
うほどリラックスしていました。
　こうした健康増進の研修会をこれからも女性部
会として行っていきますので、ドシドシご参加下
さいますようお願いいたします。

（女性部会　部会長　松野  京子）

女性部会

研修会

日　時　６月14日㈬　19:00～
場　所　玉川区民会館　第５集会室
参加数　20名

　６月14日（水）玉川区民会館第５会議室にて20
名の出席者の中、元検事　市川寛弁護士による
「検事のリアルな話」を開催しました。
　約１時間の講演の中で、検事の勤務体制・組織、
といった基本事項から検事時代に経験した取り調
べの実体験、はたまた検事の問題点を赤裸々に
語っていただきました。
　新潮文庫による著書「検事失格」にもないお話
が出て、笑いありの楽しい時間でした。懇親会で
も様々な質問により市川弁護士と交えたことで部
会員の皆様も有意義な時間を過ごされたのではな
いかと思っております。

　今回は、他支部からの参加もいただき支部を超
えた交流もできたことも収穫でした。
　この場を借りましてご出席賜りました皆様にお
礼申し上げます。ありがとうございました。

（第12支部　支部長　橋本  文子）

第12支部

真剣に受講する皆さん 硬い身体をほぐしつつ

「検事のリアルな話」を講演する市川寛弁護士
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第41回  わんぱく相撲世田谷大会

日　時　５月28日㈯　10:00～
場　所　世田谷区立総合運動場体育館
参加数　会員10名　一般1839名

　平成29年度最初の公益事業は、（公社）東京青
年会議所世田谷区委員会の支援として、同大会に
参加いたしました。
　今年は、大会に参加されるお子さん連れのご家
族などに向けて、“ダンボールオーナメント”づ

くりを開催。当日は、ダンボールアーティストと
してご活躍されている「Moco-ya」の山田素子さ
んに、オーナメントづくりの指導をお手伝いいた
だきました。
　同じ世田谷区内で活動するSKT（世田谷・北
沢・玉川）の仲間、世田谷法人会青年部会さん、
北沢法人会青年部会さんと一緒に、晴れ渡る空の
下、歴史ある大会のお手伝いをすることができま
した。

（青年部会　部会長　兼益  宏行）

全体会議

日　時　６月19日㈪　19:00～21:00
場　所　全体会議：玉川区民会館 4F
　　　　懇 親 会：とどろき二丁目バル
参加数　35名

　平成29年度最初の青年部会事業として、“第一
回全体会議”を開催し、35名の部会員が集まって
くれました。

　私自身の所信表明をはじめ、室長（上田恭子、
豊嶋啓聡、明石康彦、天坂晴美）の４名と幹事
（永田登一、平澤一馬、角田憲、天沼尚之）４名、
計８名の新執行部役員体制も発表することができ、
新しい船出に相応しい事業となりました。
　また、会議後の懇親会はうって変わって、青年
部会の仲間と一緒に和やかで賑やかな時間を過す
ことができました。

（青年部会　部会長　兼益  宏行）

青年部会

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

子どもたちに大好評！

山田さんありがとうございました

全員集合写真 真剣に耳を傾けます



たくさんの皆さんが参加しました
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第２回研修会

日　時　６月15日㈭　15:00～16:00
場　所　玉川税務署　会議室
参加数　20名

　講師に玉川税務署法人課税第１部門上席調査官、
森下美子様を迎え、「報酬料金からの源泉徴収」
と題して、講習を受講しました。事例を踏まえた
わかりやすい講義に有益な知識を得られたことと

感じました。
　年末調整の研修には、例年50名近くの参加をい
ただいていますが、今回の様な研修は今まで10名
前後の参加で寂しいことが多かったのですが、今
回は、やや盛況でした。実施してほしい研修テー
マについてアンケートを実施しましたので、今後、
多くの方が興味を持てる研修を開催していきたい
と思います。

（源泉部会　部会長　松永  浩昌）

源泉部会

ゴルフ同好会ゴルフコンペ

日　時　７月５日㈬　8:00～
場　所　レイクウッドゴルフクラブ（西コース）
参加数　42名

　突然発生した台風３号の襲来に見舞われ開催が
危ぶまれた中、７月５日（水）レイクウッドゴルフ
クラブ（西コース）にて、無事ゴルフ同好会のコ
ンペが行われました。悪天候の為、急遽のキャン
セルもありましたが、OUT６組、IN６組の12組
にて、午前8:00より爽快にスタート。
　スタート直前に雨は上がったものの、ラウンド
中は濡れた芝から水蒸気がジワジワ上がってきた
のと、午前中でも30度を超える熱気と相まって、
熱中症で倒れる参加者もでるほどの猛暑となりま
した。教訓！水分補給を忘れずに！！
　総合優勝された塩谷さんのスピーチは「定年退
職後、起業され最初の５年間は何をやってもうま
くいかなかったこと。試行錯誤を繰り返しチャレ

ンジし続け事業を軌道に乗せることができたこと。
そして、余裕も生まれ、本日栄えある優勝を手で
きたこと。」というお話しをされていました。
　ゴルフは「人生の縮図」。長い人生、ゴルフも
18ホール。山あり谷あり苦楽があるからこその醍
醐味。今日のこの苦難も次へのステップアップ！
モチベーションがアップしました。
　総合優勝　第３支部　塩谷　卓二　さま
　準 優 勝　第10支部　星谷　光男　さま　
　第 ３ 位　第５支部　清水　明洋　さま
　ベスグロ　第６支部　西尾　守正　さま
　40インチ液晶ＴＶ、一眼レフカメラ、タブレッ
トなど、たくさん豪華な賞品をご用意ご提供くだ
さったゴルフ同好会　鈴木準之助代表幹事、鈴木
康二幹事、準備にご協力頂いた皆様、本当にあり
がとうございました。
　次回も皆さまの奮ってのご参加をお待ちしてお
ります。

（第６支部　広報委員　守永  文子）

ゴルフ同好会

豪華景品の数々

総合優勝の第３支部塩谷卓二様（左）
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アジ釣りに行ってきました

日　時　７月17日（月祝）　7:00～
場　所　三浦半島走水「教至丸」
参加数　10名

　場所は走水港、教至丸（のりゆきまる）です、
竿頭は60尾近く釣っていました。私の釣果は外道
のサバ２尾、中アジ33尾、大アジ５尾でした。大
アジは35センチ級です。
　外道のサバは醤油で甘辛煮にしました。中アジ
17尾は開いて塩水に30分～１時間ほどつけて６時
間ほど干し、朝には出来上がっていました。
　10尾分大アジと中アジはアジフライ用に加工で
す、専用小骨をとるピンセットで娘が手伝ってく
れました。残りの中アジ11尾はネギ２本、八丈醤
油（辛い）、生姜、ニンニクを混ぜてかき回すと

なめろうです。ご飯にかけていただきます。２～
３日後はアジのハンバーグになる予定です。加工
には夜の８時から12時まで４時間かかりました。
その日のうちに40尾加工いたしました。
　釣り同好会参加者募集中です。　
（第11支部長　釣り同好会　幹事　丸山  正高）

釣り同好会

第10支部

会 社 名：有限会社パークセブン

代 表 者：鈴木　清一郎（すずき　せいいちろう）

会社所在地：世田谷区玉川台2丁目21-16

電話/FAX：03-3700-5659

業 　 種：不動産、賃貸

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。

● 広報誌の記事を募集しています
　広報委員会では、各委員会・支部・部会・同好
会の諸活動をご紹介するため、広報誌（たまでん
BOARD・tamagawa公論）に掲載用の記事を募
集しています。

　お知らせしたい行事やご案内等がございまし
たら、毎月15日までに支部広報委員または広報
委員会までメールにてご連絡ください。
広報委員会  E-mail: meibun@poem.ocn.ne.jp

（有限会社 明文社 内）
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