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平成30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）

9月
初秋

2018年9月1日発行

平成 30年度　玉川法人会スローガン

上級救急講習会（7月17日実施）上級救急講習会（7月17日実施）

第9回和太鼓コンサート（8月19日開催）第9回和太鼓コンサート（8月19日開催）

税を考える週間
税に関する絵はがきコンクール

玉川髙島屋S･C西館１階アレーナホール

これでわかる !AI「基本のき」と最新ビジネス

午後６時～午後８時
平成30年 11月 13日（火）

消費税
軽減税率制度

平成31年 10月から実施

スケジュールは玉川法人会HPで



（2）平成30年９月１日 たまでんBOARD

9月の行事予定 10月の行事予定
１㈪　第2支部役員会 19:00　豊島工務店

５㈮　女性部会ﾊﾞｽ日帰り研修会 08:00　酪農王国オラッチェ
 　　　  沼津御用邸記念公園

10㈬　絵はがきｺﾝｸｰﾙ審査会　 13:00　玉川税務署

11㈭　★決算法人説明会　 13:30　玉川税務署

　　　法人会全国大会鳥取大会　 14:00　とりぎん文化会館

15㈪　【たまでんBOARD（11月号）原稿締切】

18㈭　★1･2支部合同ﾊﾞｽ研修会

19㈮　広報委員会　 18:00　法人会事務局

20㈯　★第10支部　ﾁｬｵﾁｬｵ児童館祭 10:15　玉川台区民ｾﾝﾀｰ

20㈯･21㈰　★第3支部　尾山台ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　　　　　ハッピーロード

21㈰　★第6支部二子玉川祭礼 10:00　二子玉川商店街

　　　★第9支部　用賀秋の日ｺﾝｻｰﾄ 13:30　上用賀ｱｰﾄﾎｰﾙ

24㈬　★第6支部健康増進研究会 14:00　玉川町会会館

26㈮　★新設法人説明会　 13:30　玉川税務署

27㈯　★せたがや産業フェスタ　 10:00　世田谷区役所中庭＆その周辺

30㈫　★年末調整等説明会　 13:00　二子玉川庁舎内　玉川区民会館

11月の行事予定
２㈮　第6･8支部合同研修会 　　　  丸三証券会議室

５㈪　第5支部役員会　 12:00　清水呉服店

７㈬　★決算法人説明会　 13:30　玉川税務署

　　　★税制研究会　 17:30　玉川町会会館

９㈮　全国青年の集い岐阜大会 14:00　長良川国際会議場

13㈫　税を考える週間記念講演会　 18:00　玉川高島屋ｱﾚｰﾅﾎｰﾙ

14㈬　納税表彰式　 15:00　東郷記念館

　　　第6支部　役員会　 12:00　Kitchen & Bar まるうめ

15㈭　【たまでんBOARD（11月分）原稿締切】

20㈫　広報委員会　 18:00　法人会事務局

28㈬　税に関する絵はがきｺﾝｸｰﾙ表彰式 16:00　玉川税務署

30㈮　第5支部　忘年会　 未定　  用賀倶楽部

9月･10月･11月の行事予定は８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

お問い合わせは玉川法人会事務局まで

３㈪　社会貢献委員会 18:00　法人会事務局　

　　　第５支部役員会　 12:00　清水呉服店

４㈫　組織員会　　　　 17:30　法人会事務局

５㈬　委員長･部会長･代表支部長会議 18:00　法人会事務局

６㈭　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　第1･4･6･7･8支部合同研修会 18:00　品川区　屋形船　船清

　　　第10支部会議　 18:00　森建設㈱

10㈪　ICT利用推進協議会　 11:00　玉川税務署

11㈫　★上級救命講習会　 09:00　玉川消防署

12㈬　税制委員会　 18:30　法人会事務局

13㈭　理事会　 15:00　二子玉川庁舎内　玉川区民会館

14㈮　★第6･8支部ｺﾞﾙﾌ森守洋ﾌﾟﾛ講演会  18:00　丸三証券二子玉川ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

　　　★第11支部スマホ研修会 18:00　㈱ﾆｯﾎﾟﾝﾀﾞｲﾅﾐｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ

15㈯　【たまでんBOARD（11月号前半分）原稿締切】

19㈬　★源泉部会 企業訪問見学会 08:30　ベジタファーム羽田
 　　　  茨城県栽培漁業ｾﾝﾀｰ

20㈭　広報委員会　 18:00　法人会事務局

　　　6支部合同異業種交流会 18:30　ﾌﾞﾙｰﾌﾞｯｸｽｶﾌｪ

21㈮　会員増強ｷｯｸ･ｵﾌ並びに大型保障制度推進会議 18:00　二子玉川ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急30F
　　　TAMAGAWA絆PROJECT

23㈰　★砧クリーン作戦 　　　　砧公園周辺

25㈫　青年部会全体連絡会　 19:00　玉川町会会館

27㈭　第9支部全体会議　 18:00　ﾌｨｰﾙﾄﾞｴｺ（ASA用賀）

納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

30年９月分の源泉所得税の納付期限

30年７月決算法人の確定申告期限・納付期限

31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

30年 10月 10日（水）

30年 10月 １日（月）

30年 10月 １日（月）

30年 10月 １日（月）

30年10月決算法人の第3四半期分、31年１月決算法人の半期分・第2四半期分、31年４月決算法人の第1四半期分

30年10月分の源泉所得税の納付期限

30年８月決算法人の確定申告期限・納付期限

31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

30年 11月 12日（月）

30年 10月 31日（水）

30年 10月 31日（水）

30年 10月 31日（水）

30年11月決算法人の第3四半期分、31年２月決算法人の半期分・第2四半期分、31年５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。

Vol.191　通巻291号
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この度の人事異動により、東京国税局調査第三
部調査第32部門統括国税調査官から転任してまい
りました高杉でございます。前任の小原同様、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。

この機会をお借りいたしまして、簡単な自己紹
介をさせていただきますと、出身は静岡県浜松市、
現在は神奈川県川崎市に住んでおります。

昭和61年に名古屋国税局に採用され、その後は、
主に国税庁において相続税、贈与税や土地等の譲
渡所得などの資産税の審理事務に従事したほか、
東京地方裁判所への出向、更には国税不服審判所
において審査請求への対応に従事し、昨年は調査
第三部において、大法人を対象とした法人税等の
調査を担当してまいりました。目黒税務署勤務以
来、五年ぶりに税務の第一線での仕事になります
ので、玉川法人会の皆様にはご指導のほどよろし
くお願い申し上げます

さて、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ところ、制度周
知を行うため各種広報施策をすすめているところ
であります。9月と10月には、商工会議所と共催
で、世田谷区の３税務署合同での説明会、10月に
は、玉川税務懇話会と共催で、食料品及び新聞を
扱います事業者の方々を中心とした説明会を実施
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、公益社団法人玉川法人会の益々
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。

玉川署新幹部名簿（平成30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

局調三　調査 32
統括官

熊本審判所
副審判官

留任

留任

局総務
立川派遣支援官

新宿　法人３
統括官

銚子　法人２
統括官

留任

局調四　調査 51
主査

留任

高杉　尚志

野田真一郎

小川　秀樹

緒方　博之

津田　順子

西村　貴孝

榊原　　巧

平子　健一

青山　誠司

大髙　　将

たかすぎ　　ひさ　し

　の　　だ　しんいちろう

　お　がわ　　ひで　き

　お　かた　　ひろゆき

　つ　　だ　　じゅんこ

にしむら　　よしのり

さかきばら　　　たくみ

ひら　こ　　　けんいち

あおやま　　せい　じ

おおたか　　　　まさる

高杉新署長　着任のご挨拶

玉川税務署
署長

高杉　尚志
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平成30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
たか　　すぎ　　ひさ　　　し

高　杉　尚　志
寅
Ａ型
静岡県浜松市
体を動かすこと（ジム、水泳）
チャレンジスピリット。常に一歩前へ。

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
音楽鑑賞、読書
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　
　つ　　　だ　　じゅん　　こ

津　田　順　子
未
ＡＢ型
山梨県甲府市
かき氷の食べ歩き、ヨガ
いてもらいたい人になる（職場でも家庭でも）

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）
　の　　　だ　　　しんいちろう

野　田　真一郎
辰
Ｏ型
福岡県
ウオーキング
思いやりの心を持つ

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
にし　　むら　　よし　　のり

西　村　貴　孝
未
Ａ型
山口県
読書（特に推理小説）
明るく楽しく

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
香川県高松市
次男のサッカーチームの試合観戦
真理・誠実・感謝



理事会の様子

満員御礼となった歴史セミナー

平成30年９月１日 たまでんBOARD

日　時　７月20日㈮　15:00～17:00

場　所　玉川区民会館　二子玉川仮設庁舎集会室

参加者　43名

次　第

１．会長（代表理事）より業務遂行状況の報告

２．税務署長挨拶

３．審議事項

　　⑴　業務執行理事から業務遂行状況の報告

　　　 （書面による報告）

　　⑵　委員会、支部、部会（今回は委員会のみ）

　　　からの報告及び提案（資料添付のある報告）

　　　①総務…署の定期異動、総会報告、東急ス

　　　　　　　ポーツクラブ

　　　②組織…会員増強

　　　③財務／公益事業推進…第一四半期

　　　　　　　　　　　　　　事業進捗状況

　　　④厚生…tamagawa絆Project功労者懇談会

　　　⑤社会貢献…地球温暖化対策報告書、

　　　　　　　　　上級救命講習

　　⑶　その他

平成30年度  第2回 理事会

理事会・委員会・支部 活動報告

第1回 歴史セミナー「もっと知りたい地域の歴史」

日　時　６月22日㈮　18:30～20:00

場　所　奥沢区民センター　第２会議室

講　師　奥沢地誌保存会　染野和夫 氏

参加者　40名

昨今は退会する会員が増加の傾向にあり、法人

会全体でも問題視されつつある現状を踏まえ、第

1支部内でも原因を協議した結果、退会は経済的

な社会状況を反映している反面、支部で開催する

事業にも魅力が欠けていたのではないかという結

論に達しました。そこで、井上支部長の発案のも

と退会防止のための魅力ある事業の一環として歴

史セミナーを開催することになりました。今、自

分たちが住んでいる土地が、昔はどんなところ

だったのか。そして、そこにはどんな歴史がある

のか。住民なら誰しも興味があることなのに、何

故か知らないことも多い、そんな地域の歴史につ

いてのセミナーは、定員30名を大幅にオーバーす

る大盛況となりました。講師の染野和夫さんは、

奥沢で生まれ育ち、地元での色々な地域活動に参

加する一方、故郷の歴史についての調査や資料収

集をおこない、それを未来に残すための活動に取

り組んでいらっしゃる方です。第１回目では語り

尽くせなかった面白い話題がまだまだ沢山あり、

それは第２回目以降に持ち越しとなりました。今

からとても楽しみです。

（第１支部　副支部長　船本 貴一）

第１支部

Vol.191　通巻291号（5）
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第２支部

女性部会「パーソナルカラー講座」

日　時　６月19日㈫　18:00～20:00

場　所　あおぞら銀行

　　　　フィナンシャルオアシス自由が丘

講　師　パーソナルカラーアドバイザー

　　　　高橋禎美氏

参加者　13名

第２支部女性部会では、パーソナルカラーアド

バイザー・スタイリストの高橋禎美さんを講師に

迎え、仕事・プライベートに取り入れることので

きるパーソナルカラー講座を開催しました。

仕事でもプライベートでも印象はとても大切で

す。第一印象は３秒から５秒で決まると言われて

いますが、その中でも大きく印象を与えるのが色

です。

思い込みで決めている好きな色より似合う色を

………

オレンジ・ピンクの色紙で自己診断と参加者同

士の診断を行い、色の効果で気軽に出来るプチ変

身、皆様と楽しく色の仕組みを学びました。似合

う色で活き活きと仕事が出来たら嬉しいです。

第２支部女性部会では、年内にもう１度、皆様

でお楽しみ頂けるイベントの開催を予定しており

ます。皆様のご参加をお待ちいたしております。

 （第２支部　女性部会班長　白川 みち子）

Vol.191　通巻291号

どちらのお色が似あうかしら？皆様、真剣に受講中です

「おもてなし英会話教室」（第１回・２回）

日　時　第１回　７月10日㈫　18:00～20:00

　　　　第２回　７月24日㈫　18:00～20:00

場　所　城南信用金庫　奥沢支店　会議室

講　師　English Studio シンディ西山先生

参加者　第１回　16名、第２回　12名

恒例の第２支部主催による「おもてなし英会話

教室」を７月10日、24日に開催いたしました。

「おもてなし英会話教室」は、「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。

今年度は、第１、２支部の本拠地、奥沢に場所

を移し、ビジネスに役立つ場面を想定し、そのま

ま使える英会話を学んでいただきました。

第１回目は自己紹介と会社の紹介、２回目はお

仕事の内容および電話でのアポイントのとり方を

学びました。今回は、お仕事にそのまま使える事

例集でしたので、参加者同士ペアを組んで、各々

の仕事から想定した英単語に置き換え、より実践

的な英会話をお楽しみ頂きました。

このおもてなし英会話教室が、外国人の方との

スムーズなコミュニケーションに、お役に立てれ

ば幸いです。

お忙しい中、御出席頂きました支部長の皆様と

会員の皆様に感謝を申し上げますとともに、企画

にご尽力いただいたEnglish Studioの加藤様とい

つも笑顔で優しいシンディ先生、場所を提供いた

だきました城南信用金庫奥沢支店長に心から感謝

を申し上げます。ありがとうございました。

<会話集(1) 自己紹介編>

Q : What are you with？

　（どちらにお勤めですか？）

→A: I’m with English Studio.

　（イングリッシュスタジオに勤めています。）

Q : What do you do ? 

　（どのようなお仕事をされていますか？）
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弁舌爽やか、講師の山口ひろひさ議員

そして、世田谷での競技は、馬事公苑で馬術が

行われる予定で、当日ご出席の同会員の区議会議

員板井ひとし先生のお話では、国際ルールに乗っ

取り、やはり馬の性質上静かに見ることが求めら

れるとか。競技は午後５時～10時の夜間になると

いう補足説明もしていただきました。今後、テロ

対策、熱中症対策、ボランティア募集、チケット

関連の準備……　大会までのスケジュールは目白

押しです。こうしたお話の後、世田谷区の商店街

連合会で飲食部門の特別賞を受賞された、ロアジ

さんの美味しい料理を頂き、壁の黒板の“ダイ

エットは明日から”を眺めながら会員同士時間が

経つのを忘れて盛り上がりました。皆様のご参加

本当にありがとうございました。スポーツには世

界と未来を変える力がある！

（第３支部　広報委員　羽田 葉子）

還暦過ぎてお洒落な新商品開発、兼子前支部長みんな一緒に楽しもうよ　井上第１支部長

→A : I’m consultant for insurance company.

　（私は保険会社のコンサルタントです。）

→A : I work in sales for a shipping company.

　（運送会社で営業をしています。）

<会話集(2) アポイント編>

We would like to know more details about 

your product.

(私達は、お仕事の内容について詳細に知りたいの

ですが。)

Would you be available to meet next week, on 

Monday morning

(来週月曜日の朝にお会いできませんか？)

Could I have your name, please？

(お名前教えて下さい。)

Thank you for your calling. I’m looking 

forward to meeting you.

(お電話ありがとうございます。お会いするのを楽

しみにしています。)

　　（第２支部　支部長　出澤 素賀子）

お仕事の場面での英会話を想定して・・・真剣です 今回も、シンディ先生の説明からスタートです！

2020オリンピックに向けて

世田谷区ミミより情報

日　時　７月11日㈬　18:30～21:30

場　所　イタリア料理店　トラットリア　ロアジ

講　師　山口ひろひさ氏

参加者　28名

一生に一度見ることができるかどうか……　

2020年には、いよいよ世界最大のスポーツの祭

典、オリンピック・パラリンピックが東京にやっ

てきます。今年の第３支部の交流会は、山口ひろ

ひさ区議会議員をお招きして、世田谷区における

オリ・パラの取り組みについての最新情報をお話

し頂きました。山口先生は昔から弁舌爽やかで人

懐っこいキャラクター、区議会の当選回数を重ね

議長も２年間努められています。

先生のお話によりますと、2020年の東京大会

は、「すべての人が自己ベストを目指し、「一人ひ

とりが互いを認め合い」、「そして、未来につなげ

よう」の３つが基本コンセプトだそうです。競技

種目は、オリンピックが33競技、パラリンピック

は22競技予定されています。

そこで気になるのが世田谷では何が行われる

か？実はアメリカ合衆国チームのキャンプ地なら

びに、大会期間中のトレーニング拠点が世田谷に

決定しました。世田谷区が、ベースキャンプ地に

なりホストタウンの位置づけとなります。決め手

はリフレッシュできる砧公園があるからとか。使

用マシンは米国から持参し、終われば置いていく

そうですが、後も有効利用して欲しいものです。

第３支部
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上野毛サマーフェスティバル

日　時　８月４日㈯　15:00～20:00

場　所　上野毛商店街

参加者　400名

毎年恒例の中学生以下を対象とした税金クイズ

を400名に行っていただきました。税金クイズの

３問は、玉川税務署の大髙上席が作成してくださ

り準備も万端に整い、いよいよフェスティバルが

始まりました。

クイズに一生懸命考えて答えてくれた子どもた

ちや、「税金ってなに？？」と質問をしてくる子

どもたちもいたりと、こちらも大いに考えさせら

れる場面もありました・・・

税金クイズを行ってくれたお友達には、フェス

ティバルで使用できる100円のお楽しみ券を差し

上げました。券を手にした子供たちの笑顔をみて

いるとこちらもほっこりとした気分になります。

今年も蒸し暑い中、フラダンスショー、ラテン

ダンスショー、抽選会と盛り沢山のフェスティバ

ルを楽しみました。

（第５支部　広報委員　秋田 満里）

そして、世田谷での競技は、馬事公苑で馬術が

行われる予定で、当日ご出席の同会員の区議会議

員板井ひとし先生のお話では、国際ルールに乗っ

取り、やはり馬の性質上静かに見ることが求めら

れるとか。競技は午後５時～10時の夜間になると

いう補足説明もしていただきました。今後、テロ

対策、熱中症対策、ボランティア募集、チケット

関連の準備……　大会までのスケジュールは目白

押しです。こうしたお話の後、世田谷区の商店街

連合会で飲食部門の特別賞を受賞された、ロアジ

さんの美味しい料理を頂き、壁の黒板の“ダイ

エットは明日から”を眺めながら会員同士時間が

経つのを忘れて盛り上がりました。皆様のご参加

本当にありがとうございました。スポーツには世

界と未来を変える力がある！

（第３支部　広報委員　羽田 葉子）

2020オリンピックに向けて

世田谷区ミミより情報

日　時　７月11日㈬　18:30～21:30

場　所　イタリア料理店　トラットリア　ロアジ

講　師　山口ひろひさ氏

参加者　28名

一生に一度見ることができるかどうか……　

2020年には、いよいよ世界最大のスポーツの祭

典、オリンピック・パラリンピックが東京にやっ

てきます。今年の第３支部の交流会は、山口ひろ

ひさ区議会議員をお招きして、世田谷区における

オリ・パラの取り組みについての最新情報をお話

し頂きました。山口先生は昔から弁舌爽やかで人

懐っこいキャラクター、区議会の当選回数を重ね

議長も２年間努められています。

先生のお話によりますと、2020年の東京大会

は、「すべての人が自己ベストを目指し、「一人ひ

とりが互いを認め合い」、「そして、未来につなげ

よう」の３つが基本コンセプトだそうです。競技

種目は、オリンピックが33競技、パラリンピック

は22競技予定されています。

そこで気になるのが世田谷では何が行われる

か？実はアメリカ合衆国チームのキャンプ地なら

びに、大会期間中のトレーニング拠点が世田谷に

決定しました。世田谷区が、ベースキャンプ地に

なりホストタウンの位置づけとなります。決め手

はリフレッシュできる砧公園があるからとか。使

用マシンは米国から持参し、終われば置いていく

そうですが、後も有効利用して欲しいものです。

ダイエット講習会（全6回）

～楽しく健康に過ごしましょう！！～

日　時　５月10日･24日／６月14日･28日／

　　　　７月12日･26日の木曜日11:00～12:15

場　所　モジョスタジオ（㈱清水呉服店　地下1F）

講　師　ラテンパフォーマンス講師　有路桃子先生

参加者　各回６～10名

第５支部では初めての試みとして、楽しく健

康に過ごすことを目的に全６回のダイエット講

習会を講師にラテンパフォーマンス有路桃子先

生を迎えて開催いたしました。

会場はモジョスタジオ（㈱清水呉服店　地下

1F）をお借りして、普段使わない筋肉をスト

レッチで伸ばしたり、疲れがたまっている肩や

腰を伸ばしたり、正しいきれいな姿勢でのウ

オーキング等を教えていただきました。心が落

ち着くBGMの中でのストレッチは本当に気持ち

の良いものです。最終回にはラテンミュージッ

クをバックに、ラテンダンスのステップを教え

ていただきました。

来年も開催して、

ステップアップした

ラテンダンスが踊れ

るようになりたいも

のです。

健康に関心のある

男女の皆様、年齢は

問いませんので是非

ご参加ください！

（第５支部　広報委員 

　秋田 満里）

第５支部

健康第一　ダイエット講習会

たくさんの子どもたちが税金クイズに参加しました
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そして、世田谷での競技は、馬事公苑で馬術が

行われる予定で、当日ご出席の同会員の区議会議

員板井ひとし先生のお話では、国際ルールに乗っ

取り、やはり馬の性質上静かに見ることが求めら

れるとか。競技は午後５時～10時の夜間になると

いう補足説明もしていただきました。今後、テロ

対策、熱中症対策、ボランティア募集、チケット

関連の準備……　大会までのスケジュールは目白

押しです。こうしたお話の後、世田谷区の商店街

連合会で飲食部門の特別賞を受賞された、ロアジ

さんの美味しい料理を頂き、壁の黒板の“ダイ

エットは明日から”を眺めながら会員同士時間が

経つのを忘れて盛り上がりました。皆様のご参加

本当にありがとうございました。スポーツには世

界と未来を変える力がある！

（第３支部　広報委員　羽田 葉子）

大人のけんかが終わるまで

日　時　７月18日㈬　14:30～16:30

場　所　日比谷シアタークリエ

参加者　20名

今春、「東京ミッドタウン日比谷」が誕生。

映画と演劇の街「日比谷」が一新して、すっか

り変わった、「シアタークリエ」。猛暑の中、20

人（第６支部と他支部）の方が集まり、観劇し

ました。（ほぼ女性。男性は鈴木準之助支部長た

だひとり！）

ここは、かつて芸術座という歴史のある劇場

で、戦後、「奇跡の人」など海外の話題作を上演

し、森光子さんの「放浪記」はここで初演から

2017回も上演されました。

シアタークリエになってからも、海外の人気

のある芝居を数多く上演し、最近では、大竹し

のぶさんの「ピアフ」が話題です。

今回観劇したのは、「大人のけんかが終わるま

で」。フランスで人気の劇作家の最新コメディ作

品です。オシャレで

都会の大人の物語の

はずですが……

登場するのは、不

倫の二人、認知症の

姑、介護する嫁、そ

してマザコン夫！

５人の大人が繰り

広げる、一晩の物語。さて、皆さん、どんな感

想でしたでしょうか？

鈴木京香さん、板谷由夏さん、美しく実力派

の女優さんはもちろん好評ですが、元宝塚の麻

実れいさんは、今回、スマートでかわいい？姑

役が好評でした。

男性としては、北村有起哉さんの演技が良

かったようです。その役柄が身につまされたの

かな……？（笑）マザコン夫は藤井隆さん、吉本

新喜劇で鍛えた演技が最高でした。

毎日の生活の中ではありえないような出来事

で、芝居だからこその面白さでしたが、「もし

かしたら、いつの日か、うちもこんなことに

……！」と思いながら、笑っていただけたかと

思います。

皆さん、気をつけてくださいね！

（第６支部　厚生委員　田村 尚美）

第６支部

2020オリンピックに向けて

世田谷区ミミより情報

日　時　７月11日㈬　18:30～21:30

場　所　イタリア料理店　トラットリア　ロアジ

講　師　山口ひろひさ氏

参加者　28名

一生に一度見ることができるかどうか……　

2020年には、いよいよ世界最大のスポーツの祭

典、オリンピック・パラリンピックが東京にやっ

てきます。今年の第３支部の交流会は、山口ひろ

ひさ区議会議員をお招きして、世田谷区における

オリ・パラの取り組みについての最新情報をお話

し頂きました。山口先生は昔から弁舌爽やかで人

懐っこいキャラクター、区議会の当選回数を重ね

議長も２年間努められています。

先生のお話によりますと、2020年の東京大会

は、「すべての人が自己ベストを目指し、「一人ひ

とりが互いを認め合い」、「そして、未来につなげ

よう」の３つが基本コンセプトだそうです。競技

種目は、オリンピックが33競技、パラリンピック

は22競技予定されています。

そこで気になるのが世田谷では何が行われる

か？実はアメリカ合衆国チームのキャンプ地なら

びに、大会期間中のトレーニング拠点が世田谷に

決定しました。世田谷区が、ベースキャンプ地に

なりホストタウンの位置づけとなります。決め手

はリフレッシュできる砧公園があるからとか。使

用マシンは米国から持参し、終われば置いていく

そうですが、後も有効利用して欲しいものです。

玉川町会盆踊大会

日　時　７月27日㈮　18:00～21:00

場　所　246高架下  二子玉川西地区  ふれあい広場

参加者　11名（一般　約2,000名）

今年の玉川町会盆踊大会は、７月27日㈮・28

日㈯の２日間を予定していましたが、強い台風12

号が近づいていたため、27日のみの開催となりま

した。前日までの猛暑は若干やわらぎ、曇り空の

下、絶好の盆踊り大会日和でした。

人気定番の「焼きそば、たこ焼き、焼き鳥、フ

ランクフルト、わたがし、おもちゃ」などの屋台

がズラリ！第６支部は、入り口に一番近いブース

で、平成30年７月豪雨の義援金を100円以上募金

してくださった方に、e-Taxイータ君のイラスト

入り風船をプレゼントしました。

出だしは例年になくのんびりスタート。遠くに

「ヤーットナーソレヨイヨイヨイ！」の掛け声や、

太鼓の音を聞きながら、町会の方の差し入れの

「焼き鳥」や「フランクフルト」をいただいたり

して、お祭り気分も味わっていたところ、翌日が

中止という情報を聞きつけてか、多くの方にご来

場いただき、あっという間に長蛇の列！子どもた

ちは、募金箱へ寄付金を投入してから好きな色の

風船を選び、私たちはチームに分かれ、①風船を

結んだ糸の先に輪ゴムで「わっか」を作る。②風

船が飛んでいってしまわないよう「わっか」を子

どもたちの手首にはめる。③ヘリウムガスで風船

を膨らませる。という作業に追われ、ほぼ、中腰

の姿勢で、ほぼほぼ、ぎっくり腰！（涙）あっと
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そして、世田谷での競技は、馬事公苑で馬術が

行われる予定で、当日ご出席の同会員の区議会議

員板井ひとし先生のお話では、国際ルールに乗っ

取り、やはり馬の性質上静かに見ることが求めら

れるとか。競技は午後５時～10時の夜間になると

いう補足説明もしていただきました。今後、テロ

対策、熱中症対策、ボランティア募集、チケット

関連の準備……　大会までのスケジュールは目白

押しです。こうしたお話の後、世田谷区の商店街

連合会で飲食部門の特別賞を受賞された、ロアジ

さんの美味しい料理を頂き、壁の黒板の“ダイ

エットは明日から”を眺めながら会員同士時間が

経つのを忘れて盛り上がりました。皆様のご参加

本当にありがとうございました。スポーツには世

界と未来を変える力がある！

（第３支部　広報委員　羽田 葉子）

やはり盆踊りは浴衣姿で決まりです今年もガンバロー

いう間の３時間でしたが、小さな子どもたちか

らご高齢の方まで、本当に楽しそうでした。町会

及び関係者の皆さま、暑い中、お疲れ様でした。

2018年（平成30年）６月28日から７月８日ごろ

にかけて降り続いた豪雨は、西日本を中心に甚大

な被害をもたらしました。被害に遭われた皆様に

は心よりお見舞い申し上げるとともに、集まった

義援金は世田谷信用金庫を通して被災地へお届け

いたしました。

（第６支部　広報委員　守永 文子）

2020オリンピックに向けて

世田谷区ミミより情報

日　時　７月11日㈬　18:30～21:30

場　所　イタリア料理店　トラットリア　ロアジ

講　師　山口ひろひさ氏

参加者　28名

一生に一度見ることができるかどうか……　

2020年には、いよいよ世界最大のスポーツの祭

典、オリンピック・パラリンピックが東京にやっ

てきます。今年の第３支部の交流会は、山口ひろ

ひさ区議会議員をお招きして、世田谷区における

オリ・パラの取り組みについての最新情報をお話

し頂きました。山口先生は昔から弁舌爽やかで人

懐っこいキャラクター、区議会の当選回数を重ね

議長も２年間努められています。

先生のお話によりますと、2020年の東京大会

は、「すべての人が自己ベストを目指し、「一人ひ

とりが互いを認め合い」、「そして、未来につなげ

よう」の３つが基本コンセプトだそうです。競技

種目は、オリンピックが33競技、パラリンピック

は22競技予定されています。

そこで気になるのが世田谷では何が行われる

か？実はアメリカ合衆国チームのキャンプ地なら

びに、大会期間中のトレーニング拠点が世田谷に

決定しました。世田谷区が、ベースキャンプ地に

なりホストタウンの位置づけとなります。決め手

はリフレッシュできる砧公園があるからとか。使

用マシンは米国から持参し、終われば置いていく

そうですが、後も有効利用して欲しいものです。

●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80万社、東京都内に

48の単位会、12万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…

法人会事務局よりお願い
代表者名、所在地、電話番号等の変更がありましたら法人会事務局までお知らせ下さい

事務局　TEL 03-3707-8668  FAX 03-3707-4992

「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
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第６・８支部合同研修会

「そうだったのか！

腰痛のメカニズムと最新治療前線」

日　時　６月21日㈭　18:00～20:00

場　所　丸三証券　二子玉川支店セミナールーム 

講　師　出沢明PEDクリニック医院長  出沢  明先生

参加者　50名

2003年、わずか６～８ミ

リの傷口からヘルニアの摘出

を行う「経皮的内視鏡腰椎椎

間板ヘルニア摘出術（PED=

ペッド）」を、日本に初めて

導入。椎間板ヘルニアで寝返

りさえ困難だった患者が術後

３時間で歩行するという、常

識を超えた医療技術を編み出された、予約殺到！

スゴ腕世界的な脊椎内視鏡手術の第一人者 出沢明

PEDクリニック医院長の出沢明先生に、「そう

だったのか！腰痛のメカニズムと最新治療前線」

の題目で、玉川法人会のために講演を行っていた

だきました。

腰痛の原因として多く挙げられる病気のひとつ

が「椎間板ヘルニア」。腰椎の間にある軟骨が飛

び出し、神経を圧迫して痛みます。プロジェク

ターには、出沢先生が、「PED手術」により、６

ｍｍの鉄の筒の中に内視鏡を入れ神経を傷つけぬ

よう道具を駆使してヘルニアを取り出す様子が映

しだされます。何十年も腰痛に苦しんだ患者さん

が、１時間の手術後、歩き方がだいぶスムーズに

なりすぐに帰宅できます。その１ヵ月後には、な

んと子どもとバスケまでできるほど回復！

芸能界やスポーツ界でも、多くの著名な方々が、

腰痛から解放され、活躍を続けておられます。ま

さに、“神の手”のおかげです。

講演をお願いした経緯について―――

おととし、私は、出沢明PEDクリニック主宰の

ゴルフコンペに参加し、10数組の中で、80歳ぐ

らいの方々とご一緒しました。みなさんめちゃく

ちゃ飛ばすし、非常に正確なショット! お年なの

にすごいなぁと思いました。コンペ終了後の表彰

式では、参加者全員がスピーチされました。その

中で、みなさんが「先生のPED手術のおかげで、

今日がある！」と、口々におっしゃるのです。そ

こで初めて、このすごいゴルファーの方々が、み

なさん以前はヘルニアで、歩行も困難な患者さん

だったこと、ゴルフも断念せざるを得ないほどの

状態だったことを知りました。今も大好きなゴル

フが続けられる、喜びの声を目の前で聞き、先生

の偉大さを実感するとともに、同じくヘルニアで、

この喜びを諦めかけている方々のために、ぜひい

つか、先生に講演をお願いしたいと思ったのです。

日本では、車社会、冷房、ストレス、高齢化な

どの影響により、虫歯よりも多い約2,200万人を

悩ませているという腰痛。多くの場合、正しい姿

勢に心がける、無理のない範囲で運動やストレッ

チをして、腹筋や背筋を鍛えるといったことで改

善されるそうです。

物を持ち上げる時、ヨットの帆柱のイメージで

腹圧をかける。タオルを使ったハムストリングス

のストレッチで太ももの裏側を鍛える。買い物や

荷物を持つ時は両手に分けて持つ。日常生活に注

意して、疲れをためずしっかり休息をとる。食事

は、カルシウム、ビタミンD、タンパク質をしっ

かりとる。

それでも、腰痛がはげしい時は、是非、出沢先

生に助けて頂きましょう！

出沢先生、素晴らしい講演を頂きほんとうにあ

りがとうございました。

（第６支部　広報委員　守永 文子）

第６･８支部

講師の出沢先生

挨拶する上平第8支部長 熱心にご講演の出沢先生

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）

参加者　９名（両日で約13,000名）

風薫る５月、今年も好天に恵まれ、５月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」に参加し、玉川

税務署に準備していただきました「マイナン

バー」のリーフレット２枚、玉川法人会の

「tamagawa公論」や、全法連の小冊子「ほうじ

ん」に「花の種」をポリ袋に詰めて１セットにし、

来場者の方々へ500部ほど配布致しました。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」との返事もちらほら聞こえました。お子様連

れの方には、e-Taxイータ君風船を膨らませて渡す

と、皆さん大喜びで５月の清々しい季節を楽しん

でおられた様子でした。

e-Taxイータ君風船は、約200個配布と、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、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㈯の来場者数は、約

5,000人、28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

ご協力いただきました支部会員の皆さん、大変有

難うございました。

尚、今年、税務資料の配布活動にご参加いただ

けなかった方は、是非、来年にはご参加願い、共

に活動していただけます様、期待しております。

（第10支部　支部長　佐藤 壽夫）
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瀬田納涼盆踊り大会

日　時　７月29日㈰　18:00～21:00

場　所　瀬田小学校校庭 

参加者　15名（一般参加約400名）

毎年恒例の納涼盆踊り大会。今年は残念ながら

台風の影響で7月29日の一日に短縮されたが、太

鼓連、踊り連、祭勇連、瀬田小関連団体という祭

り好きで頼りになる方々に支えられ、瀬田小学校

の校庭にテントを張り、やぐらを組み、提灯を下

げて、準備万端。前日の悪天候にもかかわらず、

雨が早く上がったので当日のコンディションは良

好だった。日曜日の一日のみの開催になったため

いつも以上の参加者でにぎわい、ポップコーン販

売、コイン落としゲーム、お菓子のつかみ取り、

風船の配布などを元気に行うことができた。

（第７支部　副支部長　大塚 伊久夫）

第７支部

子どもたちに大人気のコイン落としゲーム 大賑わいの盆踊り

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）

参加者　９名（両日で約13,000名）

風薫る５月、今年も好天に恵まれ、５月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」に参加し、玉川

税務署に準備していただきました「マイナン

バー」のリーフレット２枚、玉川法人会の

「tamagawa公論」や、全法連の小冊子「ほうじ

ん」に「花の種」をポリ袋に詰めて１セットにし、

来場者の方々へ500部ほど配布致しました。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」との返事もちらほら聞こえました。お子様連

れの方には、e-Taxイータ君風船を膨らませて渡す

と、皆さん大喜びで５月の清々しい季節を楽しん

でおられた様子でした。

e-Taxイータ君風船は、約200個配布と、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、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㈯の来場者数は、約

5,000人、28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

ご協力いただきました支部会員の皆さん、大変有

難うございました。

女性部懇親会

日　時　６月26日㈫　18:00～20:30

場　所　モロッコ料理&和風料理のシュクランキッチン 

参加者　10名

第９支部として初めての、女性部会員による懇

親会を行いました。他支部では積極的に行われて

いることから、第９支部内でも開催要望があり実

現。部会員でもある原田さんのお店ではモロッコ

料理と和食の融合が楽しめるとあって一同ワクワ

ク。美味を堪能しつつ交流会が始まりました。大

嶽支部長の挨拶の後、乾杯。それから一人ずつ自

己紹介という流れに。

第９支部という近いエリアで活動する部会員が

集まったこともあり、身近な話題も多く、終始和

やかなムードでトークに花が咲きました。「お顔

は見たことがあるんだけど…」「一度会議に出席

してから忙しくて…」など、部会員同士があっと

いう間に仲良しに。これも法人会の良さでしょう

か。

女性同士が本音で語り合い、また今後は他支部

の女性部会員との交流等もしていきたいという意

見まで飛び出すほどの懇親会。参加メンバーのパ

ワーで今後ますます活気ある女性部になっていく

はずと、大嶽支部長も太鼓判を押されていました。

法人会でも国が提唱するように「女性共同参画」

を大嶽支部長とともに目指していければと思って

います。

（広報委員会　副委員長　第９支部　上田 恭子）

第９支部

みんなで和気あいあい！心もおなかも満たされました

尚、今年、税務資料の配布活動にご参加いただ

けなかった方は、是非、来年にはご参加願い、共

に活動していただけます様、期待しております。

（第10支部　支部長　佐藤 壽夫）
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第9･10支部　合同

用賀に夏が来た！「サマーステージ30」

日　時　第１日目　７月18日㈬　17:00～21:30

　　　　第２日目　７月19日㈭　17:00～21:00

場　所　用賀SBSビル裏「くすの木公園前」 

参加者　第９支部　41名、第10支部　26名

今年のサマーステージは両日共に晴天に恵まれ、

夏休み前にもかかわらずたくさんの子供達が祭り

に参加してくれました。

用賀商店街振興組合主催の、会場のトラックス

テージでは我が第９支部大鎌氏（玉川法人会顧

問）のおやじバンドの出演、駒大高校のチアダン

ス、盆踊り、太鼓の打ちたたき、フラダンス等、

ステージでは大賑わいをみせました。「両支部有

志の会」による屋台の出店、その中では恒例に

なっている縁日風「金魚すくい」、「水ヨーヨーつ

り」、「お面やおもちゃ」に今年新たに加わった

ゲーム機を使用しての「くじ引き」で、賞品に子

供達に人気なキャラクターデザインの物を用意し

たら長蛇の列ができました。子供達に夏の思い出

を作るための企画「四丁目の夕日」は大当たり！

　西日本豪雨災害の寄付金集めや、e-Taxイータ

君風船と「税金クイズ」で法人会ブースのみで使

える100円券の配布は、両支部員及び支部関連会

社の応援で、全て完配を成し遂げました。

また、18日に事務局の鈴木さん、中村さんが、

19日には松村事務局長が応援に駆けつけて下さい

ました。猛暑の中、参加して下さった皆様お疲れ

様でした。では来年も宜しくご参加お願い申し上

げます。

（第10支部　広報委員　藤井 悦男）

第９･10支部

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）

参加者　９名（両日で約13,000名）

風薫る５月、今年も好天に恵まれ、５月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」に参加し、玉川

税務署に準備していただきました「マイナン

バー」のリーフレット２枚、玉川法人会の

「tamagawa公論」や、全法連の小冊子「ほうじ

ん」に「花の種」をポリ袋に詰めて１セットにし、

来場者の方々へ500部ほど配布致しました。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」との返事もちらほら聞こえました。お子様連

れの方には、e-Taxイータ君風船を膨らませて渡す

と、皆さん大喜びで５月の清々しい季節を楽しん

でおられた様子でした。

e-Taxイータ君風船は、約200個配布と、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、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㈯の来場者数は、約

5,000人、28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

ご協力いただきました支部会員の皆さん、大変有

難うございました。

第10支部

tamagawa公論と花の種をセットにしプレゼントしました

尚、今年、税務資料の配布活動にご参加いただ

けなかった方は、是非、来年にはご参加願い、共

に活動していただけます様、期待しております。

（第10支部　支部長　佐藤 壽夫）

２日間お疲れさまでした



第１回　支部女性部会懇談会

日　時　６月27日㈬　11:30～14:00

場　所　木曽路　用賀店 

参加者　５名

支部女性会員の結束を図るべく、女性部会懇談

会を開催致しました。しかし、今回は少人数での

開催でしたが、昔の用賀周辺の事情など、この土

地にずっと住んでいる方だけが知りえるお話を、

先輩方からお聞きすることが出来てとても楽し

かったです。

私は駅と会社を行き来しているだけなので、次

の会でも用賀周辺の情報などをもっと教えて頂き

たいと思いました。次回は秋口に開催予定ですの

で、今回参加できなかった方は是非ご参加くださ

い。

美味しいものを食べながら、支部女性の親交を

深めていければと思います。

（第10支部　女性部会班長　石田 庸子）

用賀の昔の風情など　勉強になりました

（14）平成30年９月１日 たまでんBOARD Vol.191　通巻291号

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）

参加者　９名（両日で約13,000名）

風薫る５月、今年も好天に恵まれ、５月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」に参加し、玉川

税務署に準備していただきました「マイナン

バー」のリーフレット２枚、玉川法人会の

「tamagawa公論」や、全法連の小冊子「ほうじ

ん」に「花の種」をポリ袋に詰めて１セットにし、

来場者の方々へ500部ほど配布致しました。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」との返事もちらほら聞こえました。お子様連

れの方には、e-Taxイータ君風船を膨らませて渡す

と、皆さん大喜びで５月の清々しい季節を楽しん

でおられた様子でした。

e-Taxイータ君風船は、約200個配布と、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、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㈯の来場者数は、約

5,000人、28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

ご協力いただきました支部会員の皆さん、大変有

難うございました。

尚、今年、税務資料の配布活動にご参加いただ

けなかった方は、是非、来年にはご参加願い、共

に活動していただけます様、期待しております。

（第10支部　支部長　佐藤 壽夫）

スマホ研修会

日　時　７月13日㈮　18:00～20:00

場　所　㈱ニッポンダイナミックシステムズ  4階

参加者　７名

第３回スマホ研修会を㈱ニッポンダイナミック

システムズさん４階にて開催いたしました。18時

から開催で７名の参加で行われました。テーマは

「ＳＮＳ情報発信」です。今話題になった「イン

スタ映え」という流行語もここから生まれました。

さすが講師の先生はスマホを操作するのがとても

早くできます。新しい機種に変更する場合、私は

ドコモショップにおいてデータをコピーするのに

３時間もかかりました。「ＳＤカードが入ってい

ないですね～！」とのこと。アンドロイドとアイ

フォーンでは違うようですが。これから時代に乗

り遅れないようにしたいものです。

（第11支部　支部長　丸山 正高）

第11支部

丁寧に教えていただきました うーん　我々にはチョット難しいな









　出資関係図などの一部の添付書類については、イメージデータ（PDF形式）により提出できます。
　さらに、税務・会計ソフトや自社システムで作成した財務諸表及び勘定科目内訳明細書データについても、国税庁
が定めたファイル形式（CSV形式）のデータであれば、ｅ-Taxで受付可能なデータ形式（XBRL形式又はXML形式）
に変換して提出できます。詳細はｅ-Taxホームページでご確認ください。

※ 財務諸表及び勘定科目内訳明細書は、イメージデータ（PDF形式）での提出はできませんのでご注意ください。

国税庁

申告・納税 e-Tax申告・納税 e-Tax

e-Taxならこんなメリットがあります
税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続を
することができます。1

書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができます。3

申告書、申請書、添付書類をインターネットを利用して提出できるため、ペーパー
レス化につながります。2

4 納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合より安価です。
（ｅ-Tax：370円　書面：400円）

e-Tax

ネットが便利ネットが便利

e-Taxならこんなメリットがあります

　平成32年（2020年）4月以後開始する事業年度から、事業年度開始時の資本金の額等が1億円超などの要件
に該当する法人等（以下「大法人」といいます。）について、法人税及び地方法人税並びに消費税等の申告書の
提出方法が電子申告に義務化されます。
　大法人の電子申告の義務化に伴い、法人税等に係る申告データを円滑に提出できるよう、環境整備を進めることと
されており、平成30年4月からは、以下の点が変更されます。

平成32年（2020年）4月から大法人の電子申告が義務化されます平成32年（2020年）4月から大法人の電子申告が義務化されます

国税庁 e-Tax キャラクター
イータ君

添付書類の提出はe-Taxが便利です添付書類の提出はe-Taxが便利です

法人の方へ

◯ 土地の収用証明書等の申告書への添付を省略できます。
◯ イメージデータ（PDF形式）として送信された添付書類について紙原本の保存を不要とします。
◯ 法人税の申告書における代表者及び経理責任者の自署押印制度が廃止され、代表者のみの記名押印制度に変更されます。
◯ 法人が行う電子申告に付すべき代表者の電子署名について、法人の代表者から委任を受けた当該法人の役員・社員
　 の電子署名によることも可能とします。
　上記以外の施策も、大法人の電子申告の義務化開始までの期間に順次、実施していく予定です（実施状況等は、
e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）で公開します。）。
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納税もe-Taxが便利です
　電子納税を利用すれば、金融機関や税務署に出向くことなく納付できます。
　特に源泉所得税の毎月納付など利用回数の多い手続に便利です。

　❶ ダイレクト納付　　　　　　　　　　　　
　❷ インターネットバンキングなどによる納付　　

利用可能時間

 　 ※ 所得税等の確定申告期間中は、原則として 24時間（土日祝日等を含みます。）となります。
　  ※ 利用可能時間は、メンテナンス作業などにより変更する場合がありますので、最新の情報を
　　　e-Tax ホームページでご確認ください。

お問合せ先

ｅ     --- コ  ク   ゼ  イ

マ  イ  ナンバー

詳しくは、　　　　　　　　　　を
ご覧ください。

平成30年（2018年）4月

e-Taxホームページe-Taxホームページ www.e-tax.nta.go.jpwww.e-tax.nta.go.jp
イータックス 検 索

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 0570－01－5901
▶月曜日～金曜日　9時～ 17時 ( 祝日等及び 12月29日～ 1月3日を除きます。)

●マイナンバーカードに係る ICカードリーダライタの設定、対応機種、パソコン操作などのご質問

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120－95－0178
▶月曜日～金曜日　9時 30分～ 20時
▶土日祝　　　　　9時 30分～ 17時 30分　(12 月29日～ 1月3日を除きます。)

▶月曜日～金曜日 （祝日等及び 12月 29日～１月３日を除きます。）
▶5月、8月、11月の最終土曜日及び翌日の日曜日

（音声ガイダンスに従って１番を選択してください。）

●申告書などの作成、記載内容などのご相談は、最寄りの税務署へお問合せください。
　なお、最寄の税務署の電話番号は国税庁ホームページでご確認ください。

（全国一律市内通話料金）

●e-Tax ソフト・確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、エラー解消などに関するご質問

※ e-Tax・作成コーナーヘルプデスク及びマイナンバー総合フリーダイヤルの受付時間は変更される場合がありますので、e-Tax
　 ホームページ又は内閣府のマイナンバーホームページでご確認ください。
 　なお、間違い電話が多くなっておりますので、おかけ間違えのないようお願いします。

　e-Taxで送信される情報は、暗号化通信など、盗み見及び改ざん防止を図っており、利用者の方が安心
して申告などの手続きを行えるよう、情報セキュリティの確保には万全を期しています。

e-Taxのセキュリティ対策

8 時 30分～ 24時

国税庁　法人番号 7000012050002
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平成30年９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22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。

Vol.191　通巻291号（21）
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	たまでんBOARD191号19-20カラー

