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１月の行事予定 ３月の行事予定
４㈰　★生活習慣病健診 　  　　玉川区民会館二子玉川仮設庁舎

５㈪　女性部会役員会 13:00 　玉川町会会館

　　　幹事会 13:30　玉川町会会館

15㈭　【たまでんBOARD原稿締切】

20㈫　青年部会全体会議 　  　　玉川区民会館二子玉川仮設庁舎

　　　広報委員会 18:00　法人会事務局

22㈭　★決算法人説明会 13:30　未定

25㈰　★生活習慣病健診 　  　　玉川区民会館二子玉川仮設庁舎

28㈬　★国税庁消費税軽減税率  講演会 13:30　玉川町会会館

1月･2月･3月の行事予定は12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

10㈬　第6支部役員会 12:00　ﾋﾞｽﾄﾛます家

　　　第12支部役員会 18:30　つがる

11㈭　第3・10支部新年会 18:30　ﾌﾞｯﾌｪ・ｻﾞ・ｳﾞｨﾗ

17㈬　★新春記念講演会 17:30　ｾﾙﾘｱﾝﾀﾜｰ東急ﾎﾃﾙ

　　　新年賀詞交歓会 19:00　同所

18㈭　財務委員会 13:00　法人会事務局

　　　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

19㈮　社会貢献委員会 14:00　法人会事務局

　　　広報委員会 18:00　ｱｼﾞｱﾝﾋﾞｽﾄﾛDai

22㈪　委員長・部会長会議 18:00　法人会事務局

25㈭　正副会長会議 14:00　玉川税務署

　　　第5回理事会 15:00　玉川税務署

26㈮　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

　　　公益事業推進委員会 15:00　法人会事務局

納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

30年４月決算法人の第3四半期分、30年７月決算法人の半期分・第2四半期分、30年10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。

２月の行事予定
１㈭　第9支部ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会 17:45　世田谷ｵｰｸﾗﾎﾞｳﾙ

　　　第9支部新年会 19:30　未定

２㈮　第4支部新年懇親会 18:30　ﾄﾗｯﾄﾘｱ ﾛｱｼﾞ

７㈬　絵はがきｺﾝｸｰﾙ反省会 12:30　玉川町会会館

　　　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

９㈮　★第２支部　異業種交流会 19:00　上野毛いなだ

14㈬　税制委員会 18:30　法人会事務局

15㈭　支部長会 18:00　場所未定

　　　【たまでんBOARD原稿締切】

17㈯　第3・4・12支部合同バス研修会 08:30　寒川神社ほか

20㈫　広報委員会 18:00　法人会事務局

21㈬　★第2支部おもてなし英会話教室 18:30　丸三証券会議室　

22㈭　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

28㈬　★第2支部おもてなし英会話教室 18:30　丸三証券会議室　

30年２月分の源泉所得税の納付期限

29年12月決算法人の確定申告期限・納付期限

30年６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

30年 ３月 12日（月）

30年 ２月 28日（水）

30年 ２月 28日（水）

30年 ２月 28日（水）

30年 ４月 10日（火）

30年 ４月 ２日（月）

30年 ４月 ２日（月）

30年 ４月 ２日（月）

30年３月分の源泉所得税の納付期限

30年１月決算法人の確定申告期限・納付期限

30年７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

30年３月決算法人の第3四半期分、30年６月決算法人の半期分・第2四半期分、30年９月決算法人の第1四半期分
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　玉川法人会女性部会は本年９月で、設立40周

年の佳節を迎えることとなりました。この40年

間女性部会は玉川法人会の機動力として会をささ

え、また玉川税務署の円滑な税務行政を推進する

応援団として、様々なイベントや行事に惜しみな

く力を発揮してまいりました。

　このたび40周年を迎えるにあたり、先頭に

立って玉川法人会を牽引してこられた歴代女性部

会長の皆様方よりご挨拶をよせていただきました

のでご紹介いたします。

玉川法人会　女性部会設立40周年記念

歴代女性部会長の挨拶歴代女性部会長の挨拶

第10代部会長　松野　京子
（平成29年4月～　）

　女性部会は今年、創立40周年を迎えることと

なりました。1978年９月26日に設立総会を開催

し誕生した女性部会は、当初婦人部会として産声

を上げました。さらに17年後の1995年の総会か

ら女性部会と改名し今日まで続いております。

　活動指針としては、初代永谷智寿子部会長以来

の目的である、「女性部会活動の基本、法人会の

置かれた立場、円滑な税務行政の確立を支援し、

地域社会における部会員相互の親睦を増進し、経

営の発展、教養の研鑽に努めるとともに、法人会

の更なる発展に寄与する」を目標に定め、今日ま

で活動を進めてまいりました。

　このような40年の佳節を迎えられましたこと

は、歴代の部会長を初めとし役員の皆様のご努

力・ご労苦、そして本部役員・支部・委員会・部

会の皆様のご支援、ご協力の賜であり、さらには

事務局のご尽力、歴代の署長初め幹部の皆様の適

切なご指導の賜であると、女性部会員一同心より

感謝を申し上げております。これからも女性部会

設立50周年、法人会創立70周年に向かって更な

るパワーアップを図り、会の発展に尽くし女性の

地位向上に努めてまいりますので、一層のお力添

えを賜りますようお願いいたします。

第５代部会長　大塚　澄子
（平成9年4月～平成15年3月）

　光陰矢の如し、月日の経つのは早いもので私が

中島部会長から引受けて20年の歳月が流れまし

た。その頃の行事は署の裏通り300m祭に商店街

の仲間入りし、バザーにお花をだしました。11

月の「税を知る週間」（現在の税を考える週間）

では著名人の参加のもと、街頭でチラシ配りをし

て署に協力しました。12月には青年部会合同の

ボウリング大会、１月の新年会は富士観会館で、

閉館後は目黒雅叙園で130名以上の参加のもと開

催しました。福引が好評でした。平成15年創立

25周年には、行事の一環として川田正子様をお

招きし講演会開催。また長年待望の女性部会名簿

を作成し配布しました。当時の会員数は415名で

した。またテーブルマナーを椿山荘とプリンスホ

テルで学んだことが思い出します。それぞれ当時

の行事や思い出が走馬燈の様に蘇って参ります。

残された人生を人に迷惑をかけぬよう元気で法人

会にも参加し楽しんでいきたいと思っています。

最後に女性部会の益々の発展をお祈りしています。

第６代部会長　清田　礼子
（平成15年4月～平成19年3月）

　月日が経つのも早いもので、私が部会長の時に

女性部会30周年記念を迎えてから10年が経ちま

した。

　周年行事当日に、全法連女性部会全国大会(九

州)と女性部会29回総会がありました。女性部会

29回総会は阿部会長に背中を押され、また女性

部会の多くの会員の皆様のご支援を賜ることがで

きました。記念式典は目黒雅叙苑にて執り行われ

アナウンサー露木茂様の記念講演を行いました。

歴代の部会長にも御参加いただき盛大に拳行され

ました。また記念誌も事務局のお力添えをいただ

き無事発行することが出来ました。すべての行事

をこなせた事はいま考えても感無量です。

　これからも公益社団法人玉川法人会の女性部会

として「怒るな威張るな笑顔でありがとう」を常

に忘れずに、女性部会のますますの発展を願って

おります。

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

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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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後列左より神山副部会長、出澤9代部会長、松野10代現部会長、事務局鈴木さん、黒川副部会長
前列左より山本7代部会長、大塚5代部会長、清田6代部会長、星谷8代部会長

第７代部会長　星谷　悦子
（平成19年4月～平成25年3月）

　女性部会40周年に当たり７代目部会長として

心に残った事を列拳してみました。

１．平成20年４月10日　全国女性部会フォーラ

ム東京大会がグランドプリンスホテルで開催

されました。

２．平成22年４月16日　社団法人として最後の

第33回女性部会総会が開催されました。

３．平成23年３月11日　東日本大震災のため全

国女性部会フォーラム宮城大会が中止になり

ました。

４．平成23年４月12日　公益社団法人として第

１回女性部会活動報告会（旧総会）が開催さ

れました。

　これらの大行事が無事に行われたのは皆様の強

い絆によるものと感謝しております。

第８代部会長　山本　初枝
（平成25年4月～平成27年3月）

　女性部会40周年を迎えるに当たり、私の心の

中に多くの思い出が浮かんでまいりました。初代

部会長から現部会長までの間、さまざまな活動を

ご一緒した事は数えきれません。その中でも全国

的に展開されている税を考える週間での一つ「税

に関する絵はがきコンクール」は、小学校４年生

～６年生を対象に実施しているものです。私が部

会長を務めさせていただいた折に、玉川法人会の

選出作品が全国最優秀賞の栄に輝いた事が忘れら

れない思い出となりました。

　今後も先輩部会長の方々から受け継いだ元気・

笑顔・感謝の気持ちを大切にし、地域の中に溶け

込んだ活動を願っていると共に、陰ながら応援し

ていきたいと思っています。

第９代部会長　出澤　素賀子
（平成27年4月～平成29年3月）

　私の一番の思い出は、20年に一度のお当番で

ある東京法人会連合会女性部会連絡会協議会副会

長（玉川法人会は10単位会のある第３ブロック

に所属）として2年間お仕事をしたことです。玉

川法人会女性部会の代表としてのこのお仕事は貴

重な体験であり、大きな視野での女性部会長の役

割を学ばせていただくと同時に女性部会のパワー

を体感いたしました。また、「税に関する絵はが

きコンクール」で受賞された生徒さん達の笑顔は

とても心に残っています。

　２年間の短い間でしたが、部会の皆様の笑顔の

ために微力ですが務めさせていただきました。こ

の経験を第２支部長としての今後の活動に生かし

ていきたいと思います。

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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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理事会･委員会･支部 活動報告

『クリスマスリース・レッスン』

日　時　11月14日㈫　18:00～19:45

場　所　あおぞら銀行フィナンシャルオアシス自由が丘

参加数　14名

　第２支部女性部会では懇親・研修を目的とした、

『クリスマスリース・レッスン』を開催しました。

辻堂克己さん(atelier華兵衛)を講師に、皆さま真

剣な表情でお悩みいただきながらも、少しずつ個

性のある素敵なリースが完成しました。

　今回は幅広い年齢層の方にご参加いただき、和

気あいあいとした楽しい時間を過ごすことができ

ました。次回の懇親・研修会も、楽しい時間を過

ごせるよう企画いたしますので皆さまのご参加を

お待ちしています。

　（第２支部　女性部会班長　白川 みち子）

第２支部

『日本文化に触れる会』

日　時　11月30日㈫　18:00～19:45

場　所　奥沢地区会館

参加数　23名（会員18名　一般５名）

　今年は「食」の切り口か

ら日本文化についての講演

をタド･ジュンコ先生にお願

いしました。タド先生は奥

沢・東玉川地域のご出身で、

子育てもしながら地域密着

で活躍されているかたです。

　「あなたの力を引き出す

食事」というタイトルで、

意識的に摂るべき栄養素や

食習慣で気を付けること、食事を通しての愛情の

やり取りなどについてお話を伺いました。

　お話が進むにつれて、高度経済成長期以前の日

本の食生活が、人の心と身体のためにはどんなに

素晴らしいものであったかを思い起こさせられま

した。割烹着姿のお母さん方が、家族のために豆

や野菜を煮てお味噌汁を必ずつけてくれていた、

あの食生活です。コンビニのお弁当を買うのでは

なく、お母さん方が作るおにぎりのお弁当が、そ

の手の温もりを通して家族の精神も安定させるの

だということでした。

　食においても、豊かさの象徴の欧米化や便利さ

の追求の果てに日本文化の本当の豊かさを再認識

することができました。

　　　  　　（第１支部　広報委員　早川 晴惠）

第１支部

バス研修会

日　時　11月22日㈬　７:00～11:00

場　所　川崎市中央卸売市場　北部市場

参加数　11名

　平成29年11月22日　第５支部の研修会は早朝

7:00に集合し、川崎北部市場への見学バスツアー

を行いました。

　川崎北部市場は正式名称を川崎市中央卸売市場

北部市場といい、田園都市線たまプラーザ駅が最

寄り駅で、東名高速川崎インターから1.5㎞のと

ころにあり、全国から新鮮な食材の集散に適した

立地条件のよい場所にあります。川崎市と横浜市

を供給圏にしている水産（魚介類）、青果、花き

（観賞用植物）の中央卸売市場で、食のプロが仕

入れをしているとても重要な市場だそうです。

第５支部

完成したリースを持って記念撮影♪

講師のタド・ジュンコ先生
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年末懇親会

日　時　12月６日㈬　12:00～13:30

場　所　ＡＳＯ（玉川髙島屋南館11階）

参加数　12名

　12月６日、第６支部役員、新規会員にお集ま

りいただき年末懇親会を「ＡＳＯ」にて開催いた

しました。

　お料理のおいしさに加えて、師走の慌ただしさ

を忘れさせてくれる和やかな雰囲気の中、鈴木支

部長から、一人一会員確保という厳しいノルマと、

会員の退会防止に努めるようゲキが飛びました。

　また、皆さまからは来年度の新行事として話題

性のあるセミナーや女性部会の開催など会員増強

運動の具体案がでるなど、とても有意義な時間を

共有できました。

　2018年も多くの会員が集まり更なる地域活性

化につながる活動ができるよう努めますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

（第６支部　広報委員　守永 文子）

第６支部

おもしろセミナー

日　時　11月８日㈬　18:00～

場　所　ボランティアビューロー

参加数　21名

　支部単独で開催する事業は、人集めに苦労する

ということを重々承知の上、敢えて挑戦した第７

支部主催の「おもしろセミナー」。案の定、２日

前になっても出席者は少なく、前日は仕事を放り

出して片っ端から電話をかけまくる始末。何とか

21名の方々から温かいご協力をいただき、11月

８日（水）の当日を迎えました。場所はボランティ

アビューロー、講師は何と！阿部友太郎会長で

す！！ご紹介するまでもありませんが、東法連で

副会長、全法連で副会長および厚生委員長を務め

られています。

　講師として阿部会長をお呼びする講演会は、恐

らく第7支部が初めてではないでしょうか。「法

人会を取り巻く環境」というどんな話でも当ては

まる、ゆるいテーマで１時間半お話いただきまし

た。法人会の歴史、SKT立ち上げ時の苦労話、

東法連・全法連での精力的な活動、これからの玉

川法人会、税務署とのかかわり、消費税10％に

伴う軽減税率、海外の政治経済状況などなど、多

第７支部

来年も会員拡大にガンバロー

阿部会長が講師に／貴重な話が聞けたセミナー

　一般客でもいつでも市場内に入れて、朝食やラ

ンチができたり、買い物もできるとても良い場所

ですので、私たち一行も鮮魚、お肉、野菜の市場

を見学し買い物を楽しんだ後、おいしい朝ごはん

をいただきました。

　午前中にバスツアーを終えて午後からはそれぞ

れ仕事へ戻り、有意義な一日を過ごすことができ

ました。　  （第５支部　広報委員　秋田 満里）
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第７支部　女性部会

「おもてなしの　クリスマス　アレンジメント」

日　時　11月24日㈮　10:00～

場　所　シャイン

参加数　６名

　11月24日、丹野文子先生のご指導でバスケッ

トを花器にクリスマス　アレンジメントを行いま

した。沢山の花の中でも珍しい花、やしゃぶし・

リューカデンドロン・コチア等々の花が準備され

ていました。生ける前に先生からお話があり、ま

ず中心になる花を選び、のびのびと生け、華やか

さがでるようにと説明をいただきました。

　約１時間で生けおわった皆さんのアレンジメン

トは、バランス良く個性豊かにでき、クリスマス

ツリーを感じられる華やかなアレンジメントにな

りました。（お見事！！……）

　おもてなしの花遊び、久しぶりに花の香りの中

にいたので、心も安らぎ楽しい一時を過ごす事が

できました。　　　　  （第７支部　有原 光子）

チャオチャオ児童館まつり

日　時　12月３日㈰　11:00～14:30

場　所　玉川台区民センター

参加数　４名（来場数1500人位）

　衆院選の投票日のため延期になっていた「チャ

オチャオ児童館まつり」を12月3日(日)に賑やか

に開催いたしました。

　子どもや大人の運営スタッフが、今年のテーマ

の妖怪のコスプレで登場すると、子ども達も大い

にはしゃぎ、祭りをにぎわしていました。

　我々法人会第10支部では、「マイナンバー、

e-Tax、税金クイズ」等の税務資料及び全法連か

ら提供された「法人会」の宣伝資料を、付き添い

でこられた皆様方に300部配布いたしました。子

ども達には人気のイータ君風船を500個配布いた

しました。

　参加者の方々お疲れ様でした。

（第10支部　広報委員　藤井 悦男）

年末懇親会

日　時　12月７日㈭　18:30～20:30

場　所　用賀「百楽門酒家」

参加数　16名

　年末懇親会を中華料理「百楽門酒家」で、今年

の反省と来年の抱負を語る夕べを、支部会員の皆

さんと開催しました。

　明年も結束を計り、退会防止に努めようと決意

も新たに、２時間という短い時間でしたが、有意

義に談笑することができ、楽しいひと時を過ごす

事が出来ました。

（第10支部　支部長　佐藤 壽夫）

第10支部

岐に亘る話を興味深く聞かせていただきました。

　様々な会合の冒頭挨拶で、阿部会長の話を聞く

機会は多いのですが、このように講演会として聞

くことはまれであり、出席者からも貴重な話が聞

けて良かったと大変好評でした。

（第７支部長　三條 正人）
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第７支部

会 社 名：株式会社ラボラトリアン

代 表 者：手塚　吉昌（てづか　よしあき）

会社所在地：世田谷区瀬田4-29-11-833ビル2F

電　　話：03-6411-7522

Ｆ Ａ Ｘ：03-5491-7016

Ｅ- m a i l ：ezuka@laboratorian.jp

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www. laboratorian.jp

業 　 種：経営コンサルタント

　ブランド開発のコンサルティングを行っていま

す。経営とデザインを繋ぎ、社会にとって意味の

あるサービス設計と機能するデザインをご提供し

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。

平成29年分確定申告期における税務署等の閉庁日対応の実施について

　玉川税務署より平成29年分の確定申告期における税務署等の閉庁日対応について、
下記の通り実施する旨、連絡がありましたのでご案内いたします。
　１　玉川税務署が閉庁日対応を行う合同会場　
　　　　ベルサール渋谷ファースト
　　　　渋谷区東1-2-20　住友不動産渋谷ファーストタワー　2F（渋谷駅より徒歩8分）
　２　閉庁日対応の実施日
　　　　平成30年2月18日㈰及び2月25日㈰
　３　対応業務
　　　　確定申告用紙の配付、申告相談、確定申告書の収受及び納付相談

●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80万社、東京都内に48

の単位会、13万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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駐車場の整備、舗装工事、宅地の造成工事、
私道整備工事、コンクリート擁壁、石積擁壁工事等の
土木工事がございましたら、御相談ください。

　私共の会社は、東京都におきましても、世田谷区役所においても、土木Ａランクの業者

です。野川、仙川の河川整備工事や世田谷区内の都道・区道の舗装工事、橋梁工事等多数

手掛けています。

　又、大手ゼネコンの協力会社としても、玉川管内において二子玉川駅の改良工事、瀬田

交差点の立体工事、田園都市線用賀～桜新町間の地下鉄工事等も施工しております。

　尚、建築工事におきましても当社がお付き合いしております大手ゼネコンを紹介するこ

とができます

〒158-0097
東京都世田谷区用賀３丁目18番14号
TEL.03（3707）3951  FAX.03（3707）2533森建設株式会社
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