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vol.198 号　通巻 298号

晩秋

2019年１１月1日発行

開催

11月14日　

令和元年

木

玉川法人会

詳細は裏表紙にiTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川

SDGs講演会
献血コーナー
カフェ•ケンタ

税理士ミニセミナー相談会
税に関する絵はがき全展示
IDパスワード出張発行

パソコン･スマホで確定申告
（ID･パスワード方式でe-Tax)

「ID・パスワード」は、税務署等
で職員と対面による本人確認を
行った後に発行される ID（利用
者識別番号）・パスワード（暗証
番号）です。発行を希望される方
は、運転免許証などの本人確認
書類をお持ちの上、お近くの税
務署まで（11/14 税を考える１日
の会場でも可）お訪ねください。

「和太鼓コンサート」青年部会

第３６回法人会全国大会三重大会
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11月の行事予定 12月の行事予定

平成31年1月の行事予定
８㈬　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾜｰｷﾝｸﾞ 10:00　法人会事務局

　　　第6支部役員会 12:00　ﾋ ｽ゙ﾄﾛます屋二子玉川店

16㈭　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

17㈮　総務新年会分科会 17:00　法人会事務局

　　　総務委員会 18:00　法人会事務局

24㈮　★新春記念講演会 17:30　iTSCOM STUDIO&

 　　　  HALL二子玉川ﾗｲｽﾞ

　　　新年賀詞交歓会 19:00　二子玉川ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急30F

27㈪　広報委員会 18:00　法人会事務局

31㈮　【たまでんBOARD3月号　1月分原稿締め切り】
11月･12月･1月の行事予定は10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

Vol.198　通巻298号

納税も、e-Taxで！！　ダイレクト納付が便利です。

令和元年11月分の源泉所得税の納付期限

令和元年９月決算法人の確定申告期限・納付期限

令和２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

令和元年 12月 10日（火）

令和元年 12月 2 日（月）

令和元年 12月 2 日（月）

令和元年 12月 2 日（月）

令和元年12月決算法人の第3四半期分、２年３月決算法人の半期分・第2四半期分、２年６月決算法人の第1四半期分

令和元年12月分の源泉所得税の納付期限

令和元年10月決算法人の確定申告期限・納付期限

令和２年４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

令和２年 １月 10日（金）

令和２年 １月 6 日（月）

令和２年 １月 6 日（月）

令和２年 １月 6 日（月）

令和２年１月決算法人の第3四半期分、２年４月決算法人の半期分・第2四半期分、２年７月決算法人の第1四半期分

２㈯　★第7支部　瀬田ふれあい運動会 9:00　瀬田小学校

４㈪　税に関する絵はがき展示 6:50～21:40

　　　　　　　　二子玉川駅～玉川髙島屋地下通路　7日迄毎日

５㈫　税を考える週間 配布資料袋詰め作業 13:00　玉川税務署

　　　第2支部役員会 19:00　㈱豊島工務店

６㈬　税を考える一日ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 10:00　法人会事務局

　　　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

７㈭　第1･2･3支部合同ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 09:00　森永髙滝ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部

　　　税に関する絵はがき展示

　　　　　　　　　（二子玉川駅～玉川髙島屋地下通路）最終日

８㈮　全国青年の集い大分大会 14:00　iichiko総合文化ｾﾝﾀｰ

　　　★第11支部スマホ研修会 18:00　㈱ﾆｯﾎ ﾝ゚ﾀ ｲ゙ﾅﾐｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ

11㈪　キッザニア東京TAXWEEK　15日迄毎日

　　　会館建設特別委員会 18:00　法人会事務局

12㈫　納税表彰式 15:30　東郷記念館

14㈭　税を考える一日　iTSCOM STUDIO&HALL二子玉川ﾗｲｽﾞ

　　　献血10:00-14:00・講演会18:00

　　　絵はがき展示10:00-20:00

15㈮　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾜｰｷﾝｸﾞ 10:00　法人会事務局

　　　キッザニア東京TAXWEEK　最終日

　　　組織委員会 18:00　法人会事務局

　　　【tamagawa公論１月号　11月分原稿締め切り】

18㈪　絵はがきｺﾝｸｰﾙ実行委員会 13:30　法人会事務局

19㈫　広報委員会 18:00　玉川ﾎ ﾗ゙ﾝﾃｨｱﾋ ｭ゙ｰﾛｰ

20㈬　正副会長会議 13:30　玉川区民会館二子玉川庁舎

　　　常任理事会 14:00　玉川区民会館二子玉川庁舎

　　　理事会 15:00　玉川区民会館二子玉川庁舎

22㈮　★第1･2支部 地域の歴史を学ぶ勉強会 18:30　奥沢区民ｾﾝﾀｰ

23㈯　第3･4･9･12支部合同ﾊﾞｽﾂｱｰ 08:00　養老渓谷ほか

26㈫　世田谷法人会青年部会40周年記念式典 18:30　京王ﾌ ﾗ゚ｻ ﾎ゙ﾃﾙ

27㈬　税に関する絵はがきｺﾝｸｰﾙ表彰式 16:00　玉川税務署

29㈮　ゴルフ同好会コンペ 09:00　よみうりｺ ﾙ゙ﾌ倶楽部

４㈬　女性部会役員会 13:30　玉川町会会館

　　　班長会 14:00　玉川町会会館

　　　税制委員会 18:30　華山

　　　第6支部役員会 12:00　代官山ASOﾁｪﾚｽﾃ二子玉川店

５㈭　★決算法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　会館建設特別委員会 18:00　法人会事務局

　　　第7支部忘年会 18:00　グリルC

６㈮　第3回青年部会全体連絡会 18:00　未定

　　　第8支部役員会 18:00　未定　

　　　第2支部忘年会 18:30　南国飯店

８㈰　★第9支部ようがｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ 13:30　上用賀ｱｰﾄﾎｰﾙ

11㈬　ﾎｰﾑﾍﾟー ｼ ﾜ゙ｰｷﾝｸﾞ 10:00　法人会事務局

12㈭　ICT利用推進協議会 11:00　玉川税務署

　　　★新設法人説明会 13:30　玉川税務署

　　　総務委員会 18:00　法人会事務局

15㈰　【tamagawa公論１月号　12月分原稿締め切り】

16㈪　広報委員会 18:00　法人会事務局

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。



令和元年11月１日 たまでんBOARD

日　時　９月12日㈭　15:00～16:30

場　所　玉川町会会館

参加者　45名

次　第

《開催に先立ち、森栄顧問（前副会長）ご逝去に

際し黙祷を捧げる》

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．報告事項

（１）支部・部会の事業計画・予算執行計画進

捗状況

（２）令和元年度入退会状況

（３）地球温暖化対策報告書受付状況

（４）業務執行理事から業務遂行状況の報告

　　 （書面による報告）

（５）その他

４．審議事項

（１）「新年賀詞交換会会費」について

（２）「税を考える一日（Tax Day）」複合事

業について

（３）「税を考える週間講演会」チラシ見積も

り合わせについて

（４）委員会委員委嘱

（５）事業内容変更届け

令和元年度  第３回 理事会

理事会・委員会・支部 活動報告

Vol.198　通巻298号（3）

第3回理事会の様子

する提言に至る検討過程の説明」や「提言の全

文読み上げ」「質疑応答」など、大会としての

趣旨を生かすため運営にもう一工夫ほしいなと

感じました。税制改正提言を発信するため、全

国から1,800人もの人々が法人会の名のもと 

一ヶ所に集い、活発な議論を行い、人脈の輪を

広げることが行えれば、更に意義深い事業にな

ると思いました。また翌日は100人程のメンバー

で伊勢神宮の正殿を参拝し、法人会の「弥栄

（いやさかえ）」を祈念し、更に幅広い交流に

繋げることができました。今回初めての参加と

なりましたが法人会の活動とスケールを体感で

きた良い機会となりました。来年は、10月8日に

岩手県盛岡で開催されることが決定しています。

（広報委員会　委員長　松山 仁）

第36回法人会税制改正要望全国大会

（津大会）

日　時　10月３日㈭　14:00～

場　所　三重県津市

　　　  （津市産業・スポーツセンター) 

参加者　７名

今年の全国大会は、伊勢神宮やブランド松阪

牛で有名な三重県で開催されました。新幹線で

名古屋まで行き、近鉄特急に乗り継いで、片道

約3時間半をかけて参加しました。会場は、津駅

からシャトルバスで10分。青々とした田んぼの

中の「津市産業・スポーツセンター」、到着ま

では雨も降らず、まずまずの天気の中、全国か

ら約1,800人が参加しました。入り口で記念撮影

の後、いよいよ会場に入りました。

【第１部 記念講演】 

「皇室と神宮」をテーマに伊勢神宮広報室広

報課長音羽 悟氏による講演。伊勢神宮と言えば

江戸時代のお伊勢詣りをはじめ、日本人にとっ

ての聖地でもあり、国民統合の象徴である皇室

と深い関係を持つことを詳しく解説する内容で

した。４月の稲の種まきから始まり10月の神嘗

祭での収穫まで稲作文化を伝える日本の代表的

な伝統行事です。スライドによるビジュアルを

駆使した紹介でしたが、惜しむらくは会場のス

ピーカーの関係からか聞き取りにくい箇所があ

り、興味深い内容だっただけに残念でした。

「米」は昔の「税」だった事を思えば今大会

に相応しく、為になる講演でした。

【第２部 税制改正提言の報告と大会 宣言採択】  

星野次彦国税庁長官をお迎えし、全法連飯野

税制委員長から「令和2年度税制改正に関する提

言」の概要説明があり、その後大会宣言の採択

が行われました。税制改正に関する提言のポイ

ントは、1.経済の再生と財政の健全化　2.持続可

能な社会保障制度の確立　3.中小企業活力向上の

ための税制措置拡充　4.本格的な事業承継税制の

創立です。  

法人会は、税に関する団体ですから全国大会

においても、もう少し税に関する内容を充実さ

せても良かったのでは。例えば「税制改正に関

税制委員会
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・一度助けられたことがあり、今後は自分が役

にたてると思った。

・スポーツ指導の立場から今回の受講が大変役

に立ち自信につながった。

・知っているのと実際とでは全然違っているこ

とが良くわかった。

・AEDの使用方法が分かり良かった。

・少しでも誰かの役に立てる自信となりました。

その他多くの有益なご意見をいただきました

が、皆さん本当に熱心に取り組んで下さり、大

変有意義な講習会となりました。

また、今回も反省会のなかでご自身の事業を

ご紹介いただく１分プレゼンをしていただきま

した。参加された企業名、業種、ご連絡先の詳

細は、法人会のHPをご参照ください。

（社会貢献委員会　委員長　廣部 雅子）

ひな壇の前列左から3番目が阿部会長道路の右奥の平たい建物が会場

1800人を収容した会場参加者そろっての記念撮影
              左から石井、松村、松山、田川、大島、樋口（敬称略）

普通救命講習

日　時　９月19日㈭　９:00～13:00

場　所　玉川消防署

参加者　19名

本年も社会貢献委員会事業の一環として、玉

川消防署におきまして普通救命の講習会を実施

いたしました。公益社団法人東京防災救急協会

のご協力をいただき、講師には前回同様、茅場

裕子講師が講習くださいました。

明快な語り口で、救命という命の講習に臨む

受講者を、時折笑いを誘うお話で、皆さん緊張

がほぐれ真剣に救命活動に取り組まれていまし

た。

今回も反省会においてアンケートをお願いし

た結果、様々なご意見をいただくことができま

した。

その一部をご紹介いたします。

・生活の中で目にするAEDの使用法を理解でき

てよかった。

・救命救急はハードルが高いイメージが変わり

自信につながった。

社会貢献委員会

する提言に至る検討過程の説明」や「提言の全

文読み上げ」「質疑応答」など、大会としての

趣旨を生かすため運営にもう一工夫ほしいなと

感じました。税制改正提言を発信するため、全

国から1,800人もの人々が法人会の名のもと 

一ヶ所に集い、活発な議論を行い、人脈の輪を

広げることが行えれば、更に意義深い事業にな

ると思いました。また翌日は100人程のメンバー

で伊勢神宮の正殿を参拝し、法人会の「弥栄

（いやさかえ）」を祈念し、更に幅広い交流に

繋げることができました。今回初めての参加と

なりましたが法人会の活動とスケールを体感で

きた良い機会となりました。来年は、10月8日に

岩手県盛岡で開催されることが決定しています。

（広報委員会　委員長　松山 仁）

第36回法人会税制改正要望全国大会

（津大会）

日　時　10月３日㈭　14:00～

場　所　三重県津市

　　　  （津市産業・スポーツセンター) 

参加者　７名

今年の全国大会は、伊勢神宮やブランド松阪

牛で有名な三重県で開催されました。新幹線で

名古屋まで行き、近鉄特急に乗り継いで、片道

約3時間半をかけて参加しました。会場は、津駅

からシャトルバスで10分。青々とした田んぼの

中の「津市産業・スポーツセンター」、到着ま

では雨も降らず、まずまずの天気の中、全国か

ら約1,800人が参加しました。入り口で記念撮影

の後、いよいよ会場に入りました。

【第１部 記念講演】 

「皇室と神宮」をテーマに伊勢神宮広報室広

報課長音羽 悟氏による講演。伊勢神宮と言えば

江戸時代のお伊勢詣りをはじめ、日本人にとっ

ての聖地でもあり、国民統合の象徴である皇室

と深い関係を持つことを詳しく解説する内容で

した。４月の稲の種まきから始まり10月の神嘗

祭での収穫まで稲作文化を伝える日本の代表的

な伝統行事です。スライドによるビジュアルを

駆使した紹介でしたが、惜しむらくは会場のス

ピーカーの関係からか聞き取りにくい箇所があ

り、興味深い内容だっただけに残念でした。

「米」は昔の「税」だった事を思えば今大会

に相応しく、為になる講演でした。

【第２部 税制改正提言の報告と大会 宣言採択】  

星野次彦国税庁長官をお迎えし、全法連飯野

税制委員長から「令和2年度税制改正に関する提

言」の概要説明があり、その後大会宣言の採択

が行われました。税制改正に関する提言のポイ

ントは、1.経済の再生と財政の健全化　2.持続可

能な社会保障制度の確立　3.中小企業活力向上の

ための税制措置拡充　4.本格的な事業承継税制の

創立です。  

法人会は、税に関する団体ですから全国大会

においても、もう少し税に関する内容を充実さ

せても良かったのでは。例えば「税制改正に関
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・一度助けられたことがあり、今後は自分が役

にたてると思った。

・スポーツ指導の立場から今回の受講が大変役

に立ち自信につながった。

・知っているのと実際とでは全然違っているこ

とが良くわかった。

・AEDの使用方法が分かり良かった。

・少しでも誰かの役に立てる自信となりました。

その他多くの有益なご意見をいただきました

が、皆さん本当に熱心に取り組んで下さり、大

変有意義な講習会となりました。

また、今回も反省会のなかでご自身の事業を

ご紹介いただく１分プレゼンをしていただきま

した。参加された企業名、業種、ご連絡先の詳

細は、法人会のHPをご参照ください。

（社会貢献委員会　委員長　廣部 雅子）

講習風景講習する茅場裕子先生

普通救命講習

日　時　９月19日㈭　９:00～13:00

場　所　玉川消防署

参加者　19名

本年も社会貢献委員会事業の一環として、玉

川消防署におきまして普通救命の講習会を実施

いたしました。公益社団法人東京防災救急協会

のご協力をいただき、講師には前回同様、茅場

裕子講師が講習くださいました。

明快な語り口で、救命という命の講習に臨む

受講者を、時折笑いを誘うお話で、皆さん緊張

がほぐれ真剣に救命活動に取り組まれていまし

た。

今回も反省会においてアンケートをお願いし

た結果、様々なご意見をいただくことができま

した。

その一部をご紹介いたします。

・生活の中で目にするAEDの使用法を理解でき

てよかった。

・救命救急はハードルが高いイメージが変わり

自信につながった。

する提言に至る検討過程の説明」や「提言の全

文読み上げ」「質疑応答」など、大会としての

趣旨を生かすため運営にもう一工夫ほしいなと

感じました。税制改正提言を発信するため、全

国から1,800人もの人々が法人会の名のもと 

一ヶ所に集い、活発な議論を行い、人脈の輪を

広げることが行えれば、更に意義深い事業にな

ると思いました。また翌日は100人程のメンバー

で伊勢神宮の正殿を参拝し、法人会の「弥栄

（いやさかえ）」を祈念し、更に幅広い交流に

繋げることができました。今回初めての参加と

なりましたが法人会の活動とスケールを体感で

きた良い機会となりました。来年は、10月8日に

岩手県盛岡で開催されることが決定しています。

（広報委員会　委員長　松山 仁）

第36回法人会税制改正要望全国大会

（津大会）

日　時　10月３日㈭　14:00～

場　所　三重県津市

　　　  （津市産業・スポーツセンター) 

参加者　７名

今年の全国大会は、伊勢神宮やブランド松阪

牛で有名な三重県で開催されました。新幹線で

名古屋まで行き、近鉄特急に乗り継いで、片道

約3時間半をかけて参加しました。会場は、津駅

からシャトルバスで10分。青々とした田んぼの

中の「津市産業・スポーツセンター」、到着ま

では雨も降らず、まずまずの天気の中、全国か

ら約1,800人が参加しました。入り口で記念撮影

の後、いよいよ会場に入りました。

【第１部 記念講演】 

「皇室と神宮」をテーマに伊勢神宮広報室広

報課長音羽 悟氏による講演。伊勢神宮と言えば

江戸時代のお伊勢詣りをはじめ、日本人にとっ

ての聖地でもあり、国民統合の象徴である皇室

と深い関係を持つことを詳しく解説する内容で

した。４月の稲の種まきから始まり10月の神嘗

祭での収穫まで稲作文化を伝える日本の代表的

な伝統行事です。スライドによるビジュアルを

駆使した紹介でしたが、惜しむらくは会場のス

ピーカーの関係からか聞き取りにくい箇所があ

り、興味深い内容だっただけに残念でした。

「米」は昔の「税」だった事を思えば今大会

に相応しく、為になる講演でした。

【第２部 税制改正提言の報告と大会 宣言採択】  

星野次彦国税庁長官をお迎えし、全法連飯野

税制委員長から「令和2年度税制改正に関する提

言」の概要説明があり、その後大会宣言の採択

が行われました。税制改正に関する提言のポイ

ントは、1.経済の再生と財政の健全化　2.持続可

能な社会保障制度の確立　3.中小企業活力向上の

ための税制措置拡充　4.本格的な事業承継税制の

創立です。  

法人会は、税に関する団体ですから全国大会

においても、もう少し税に関する内容を充実さ

せても良かったのでは。例えば「税制改正に関

玉川法人会第３回理事会において

会館建設委員の委嘱を受けて、その

日の夕方さっそく第１回の会館建設

に関する特別委員会を開催しました。

会館建設の計画を立ててから今年

で約20年目、来年度からは今後の方

向性を含めて本格的に委員会で検討

し話し合いを進めていきます。来年

の３月までには基本の計画書を作り、

東京都に提出しなければなりません。

建築関係や法律の専門家が揃ったこ

の委員会は頼もしい限りです。江口

委員長の元、活発な議論ができる委

員会を目指しています。また会館建

設に関する情報提供もこのたまでん

BOARD等を通じて積極的に行って

いきます。

会館建設特別委員会

委 員 長　江口　響子（第６支部）

副委員長　田中　　博（第８支部）

副委員長　松山　　仁（第９支部）広報委員長

委　　員　石井　伸二（第４支部）支部長

委　　員　鈴木準之助（第６支部）支部長

委　　員　松浦　政幸（第６支部）副会長

委　　員　高野　源弘（第９支部）

委　　員　丸山　正高（第11支部）支部長

委　　員　鈴木　芳昭（第12支部）

監　　事　久野　豊仁

監　　事　大鎌　　博

会館建設特別委員会より
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第1･4･6･7･8支部合同研修会

「平成から令和への船渡り」

日　時　９月５日㈭　18:00～21:00

場　所　ぷかり桟橋（みなとみらい）

　　　　屋形船運航「濱進」

参加者　43名

今年の支部合同研修会は、「平成から令和へ

の船渡り」という題目の通り、令和初となる老

舗船屋「濱進」にて、古き良き時代の舟遊びを

体験しながら、法人会の活動について語り合う

粋な大人の集いとなりました。

出航する「ぷかり桟橋」は、「ぷかり」とい

うだけのことがあり、中央の印象的な建物を含

めた全体が海に浮いている桟橋です。

乗船すると、各支部長や来賓の方からご挨拶

があり、乾杯の音頭の後、まちにまった食事。

「濱進」の船頭さんは、地元の漁師で、とれと

れの新鮮な海の幸を船内にて調理。「お刺身」

や「煮魚」はもちろん、揚げたての「天ぷら」

など、こだわりの料理をいただきつつ、他支部

の会員の方々や初対面の方々との会話もはずみ

ました。

余興には、お決まりのビンゴゲーム。「レッ

トイットビー」のドリップコーヒー、「今治浴

巾」のふわふわミッフィー・ブラックベアのハ

ンドタオル、「二子ビール」のクラフトビール

などなど、二子玉川ゆかりの景品に皆さん大変

盛り上がりました。

食事の後、デッキに出て、潮の香りと横浜の

玄関口みなとみらい地区の普段見ることのでき

ないパノラマの夜景を海の上から眺めつつ、ベ

イブリッジの下を通って折り返すコースを、写

真撮影したり、歓談したりと有意義な時間とな

りました。

ご協力いただきました、各支部長、ご参加い

ただきました会員及び一般の皆様、大同生命様、

ありがとうございました。

（第６支部　広報委員　守永 文子）

第1･4･6･7･8支部

する提言に至る検討過程の説明」や「提言の全

文読み上げ」「質疑応答」など、大会としての

趣旨を生かすため運営にもう一工夫ほしいなと

感じました。税制改正提言を発信するため、全

国から1,800人もの人々が法人会の名のもと 

一ヶ所に集い、活発な議論を行い、人脈の輪を

広げることが行えれば、更に意義深い事業にな

ると思いました。また翌日は100人程のメンバー

で伊勢神宮の正殿を参拝し、法人会の「弥栄

（いやさかえ）」を祈念し、更に幅広い交流に

繋げることができました。今回初めての参加と

なりましたが法人会の活動とスケールを体感で

きた良い機会となりました。来年は、10月8日に

岩手県盛岡で開催されることが決定しています。

（広報委員会　委員長　松山 仁）

第36回法人会税制改正要望全国大会

（津大会）

日　時　10月３日㈭　14:00～

場　所　三重県津市

　　　  （津市産業・スポーツセンター) 

参加者　７名

今年の全国大会は、伊勢神宮やブランド松阪

牛で有名な三重県で開催されました。新幹線で

名古屋まで行き、近鉄特急に乗り継いで、片道

約3時間半をかけて参加しました。会場は、津駅

からシャトルバスで10分。青々とした田んぼの

中の「津市産業・スポーツセンター」、到着ま

では雨も降らず、まずまずの天気の中、全国か

ら約1,800人が参加しました。入り口で記念撮影

の後、いよいよ会場に入りました。

【第１部 記念講演】 

「皇室と神宮」をテーマに伊勢神宮広報室広

報課長音羽 悟氏による講演。伊勢神宮と言えば

江戸時代のお伊勢詣りをはじめ、日本人にとっ

ての聖地でもあり、国民統合の象徴である皇室

と深い関係を持つことを詳しく解説する内容で

した。４月の稲の種まきから始まり10月の神嘗

祭での収穫まで稲作文化を伝える日本の代表的

な伝統行事です。スライドによるビジュアルを

駆使した紹介でしたが、惜しむらくは会場のス

ピーカーの関係からか聞き取りにくい箇所があ

り、興味深い内容だっただけに残念でした。

「米」は昔の「税」だった事を思えば今大会

に相応しく、為になる講演でした。

【第２部 税制改正提言の報告と大会 宣言採択】  

星野次彦国税庁長官をお迎えし、全法連飯野

税制委員長から「令和2年度税制改正に関する提

言」の概要説明があり、その後大会宣言の採択

が行われました。税制改正に関する提言のポイ

ントは、1.経済の再生と財政の健全化　2.持続可

能な社会保障制度の確立　3.中小企業活力向上の

ための税制措置拡充　4.本格的な事業承継税制の

創立です。  

法人会は、税に関する団体ですから全国大会

においても、もう少し税に関する内容を充実さ

せても良かったのでは。例えば「税制改正に関食事は「濱進」自慢の新鮮な海の幸

第８上平支部長より開催のご挨拶 第６鈴木支部長より締めのご挨拶

海の上から眺める
パノラマ夜景

ぷかり桟橋よりいざ乗船
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のために、寄付された髪の毛でウィッグを作り

無償で提供する活動です。　

二子玉川にて、25年に渡り55JET ai HAPPY 

HAIR MAKE を運営されている當間代表は、日

本人では数人しかいないヘアドネーション認定

講師として、ヘアドネーションを通してレシピ

エント（ウィッグの提供を受ける子ども達）に

は、ドナー（提供者）の想いを、ドナーにはレ

シピエントの笑顔、喜び、感謝の様子をお伝え

してこられました。

ヘアドネーションには、12インチ（31ｃｍ）

以上の髪の長さが必要です。そして、20～30人

分で一つのウィッグができます。そのウィッグ

は、最初から「その子」の為に、頭の形をはか

り、作られるのです。髪に悩みを抱えている子

どもの笑顔を取り戻すためのウィッグに生まれ

かわります！

実演で、ドネーションいただいたのは、大同

生命㈱の三溝さんのお子さん、朱里ちゃん（12

歳）です。當間代表が「ドナーは、髪を切った

後、かっこよくなくてはならない」と、おっ

しゃる通り、スタイリストさんの技術と、ド

ナーとしての達成感に満ちた「リン」とした表

情はとても素敵でした。

実演の後で、朱里ちゃんにヘアドネーション

への想いをうかがいました。

「母からヘアドネーションの事を聞いて、病

気の子に髪をあげられるならやってみようと思

いました。途中、31センチの長さが必要と聞い

て、長さが足りなくて短くなり過ぎたらどうし

ようと不安になった事もありました。当日会場

に向かう電車の中で不安と期待でドキドキしま

した。でも切ってもらい、とても気に入り嬉し

くなりました。自分は髪型にこだわる性格で、

髪型で可愛いくなったり出来ると思います。病

気の子どもたちが気に入ったウィッグを作って

もらって、病気は辛いかもしれないけど嬉しい

気持ちになってもらえたら私も嬉しいです。」

最後に「関わった人全てを幸せにできるこの

活動を誇りに思う」とおっしゃる當間代表の想

いにとても感動いたしました。

たくさんのウィッグを必要とする子どもたち

が笑顔になりますように。

Vol.198　通巻298号（7）

て反省会を行いました。様々な意見が多く出ま

したが、「東京都市大学中等部の多くの皆さん

にアンケート挑戦をしていただき、思わず租税

教育の一環とすることができて良かった」と感

想を述べられておりました。お手伝いをいただ

いた第４支部の皆さん、大変ありがとうござい

ました。

これからも、こうした税に対する啓蒙活動や、

税知識の普及活動を行っていきますので、ご支

援ご協力くださいますようお願いいたします。

（第４支部　支部長　石井 伸二）

世界を巡るワイン勉強会

日　時　８月26日㈪　18:30～21:00

場　所　㈲根岸商店　地下

講　師　㈲根岸商店　根岸 一章

参加者　16名

残暑残る８月26日に、第２支部会員の根岸商

店地下にて「世界を巡るワイン勉強会」を開催

いたしました。

グラスのみを持ち、世田谷奥沢を出発し、ま

ずはスペインのバレンシアでカヴァ（泡）、フラ

ンス、チリ、オーストラリア、ニュージーラン

ドと５ヵ国のワインを堪能しつつ勉強しました。

今回は白ワインのみ使用し、ブドウの特徴が分

かるように単一の品種を選定いたしました。

ワインに合う食事を出澤支部長手作りの「ボー

トに乗った鶏ささみのブルーチーズドレッシン

グ」等や中田精肉店のオードブル、パン工房コ

モスのフランスパンをマリアージュして、和や

かなひと時を楽しみました。

来年度は赤ワインを中心に第2弾を予定してお

り、もう一度会員の皆様とビザ無しで世界を巡

りたいと思います。

第１支部井上支部長、第３支部森副支部長、

会員の皆様、ご参加いただき誠にありがとうご

ざいました。

（第２支部　副支部長　根岸 一章）

第２支部

ワイン勉強会で世界を巡りました

尾山台サマーナイトフェスティバル

日　時　８月25日㈰　15:30～19:00

場　所　尾山台駅前

参加者　11名（一般約2,000名）

毎年恒例となっているサマーナイトフェス

ティバル（主催＝尾山台振興会商店街）に、今

年も玉川法人会第４支部として協賛し、フェス

ティバルの盛り上げに貢献いたしました。会場

に集まった一般の方々約2,000名を対象に、税知

識の普及、啓蒙活動を行うと共に、法人会の事

業活動を紹介し、入会勧誘も合わせて実施する

ことを目的に尾山台駅前で行いました。

今回は大人用と子ども用の税金クイズ200人分

を用意し、回答していただいた皆さん全員に、

当日使える100円の「お楽しみ券」を差し上げま

した。今年は時間を人出の多い時間帯並びに暑

さ対策を考えて、例年より2時間30分ほど遅らせ

て開始したおかげで、あっという間の1時間

ちょっとで税金クイズの用紙も無くなってしま

いました。終了後は、尾山台ハッピーロード商

店街に面している、お好み焼き「坊ちゃん」に

第４支部

猛暑の中 お疲れ様でした税金クイズに挑戦中

第６･８支部合同研修会

「今からはじめよう！小さな社会貢献」

日　時　９月11日㈬　18:00～20:30

場　所　丸三証券  二子玉川支店セミナールーム

（第一部）

題　目　「ガンとたたかう子どもたちのために」

　　　　ヘアドネーション実演と講演

講　師　當間 紀之　ヘアドネーション認定講師

　　　　（55JET ai HAPPY HAIR MAKE 代表取締役）

（第二部）

題　目　「今話題の第４選択肢」

　　　　ガン免疫療法最新情報と講演

講　師　秋元 信吾　獣医学博士

　　　　（慶應義塾大学 医学部 講師・一般社団

　　　　法人日本癌治療学会事務副部長）

参加者　33名

（第一部）

ヘアドネーションとは、小児ガンや先天性の

脱毛症、不慮の事故などで頭髪を失った子ども
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のために、寄付された髪の毛でウィッグを作り

無償で提供する活動です。　

二子玉川にて、25年に渡り55JET ai HAPPY 

HAIR MAKE を運営されている當間代表は、日

本人では数人しかいないヘアドネーション認定

講師として、ヘアドネーションを通してレシピ

エント（ウィッグの提供を受ける子ども達）に

は、ドナー（提供者）の想いを、ドナーにはレ

シピエントの笑顔、喜び、感謝の様子をお伝え

してこられました。

ヘアドネーションには、12インチ（31ｃｍ）

以上の髪の長さが必要です。そして、20～30人

分で一つのウィッグができます。そのウィッグ

は、最初から「その子」の為に、頭の形をはか

り、作られるのです。髪に悩みを抱えている子

どもの笑顔を取り戻すためのウィッグに生まれ

かわります！

実演で、ドネーションいただいたのは、大同

生命㈱の三溝さんのお子さん、朱里ちゃん（12

歳）です。當間代表が「ドナーは、髪を切った

後、かっこよくなくてはならない」と、おっ

しゃる通り、スタイリストさんの技術と、ド

ナーとしての達成感に満ちた「リン」とした表

情はとても素敵でした。

実演の後で、朱里ちゃんにヘアドネーション

への想いをうかがいました。

「母からヘアドネーションの事を聞いて、病

気の子に髪をあげられるならやってみようと思

いました。途中、31センチの長さが必要と聞い

て、長さが足りなくて短くなり過ぎたらどうし

ようと不安になった事もありました。当日会場

に向かう電車の中で不安と期待でドキドキしま

した。でも切ってもらい、とても気に入り嬉し

くなりました。自分は髪型にこだわる性格で、

髪型で可愛いくなったり出来ると思います。病

気の子どもたちが気に入ったウィッグを作って

もらって、病気は辛いかもしれないけど嬉しい

気持ちになってもらえたら私も嬉しいです。」

最後に「関わった人全てを幸せにできるこの

活動を誇りに思う」とおっしゃる當間代表の想

いにとても感動いたしました。

たくさんのウィッグを必要とする子どもたち

が笑顔になりますように。

Vol.198　通巻298号

て反省会を行いました。様々な意見が多く出ま

したが、「東京都市大学中等部の多くの皆さん

にアンケート挑戦をしていただき、思わず租税

教育の一環とすることができて良かった」と感

想を述べられておりました。お手伝いをいただ

いた第４支部の皆さん、大変ありがとうござい

ました。

これからも、こうした税に対する啓蒙活動や、

税知識の普及活動を行っていきますので、ご支

援ご協力くださいますようお願いいたします。

（第４支部　支部長　石井 伸二）

さあ、これから観劇です！帝国劇場の前で

尾山台サマーナイトフェスティバル

日　時　８月25日㈰　15:30～19:00

場　所　尾山台駅前

参加者　11名（一般約2,000名）

毎年恒例となっているサマーナイトフェス

ティバル（主催＝尾山台振興会商店街）に、今

年も玉川法人会第４支部として協賛し、フェス

ティバルの盛り上げに貢献いたしました。会場

に集まった一般の方々約2,000名を対象に、税知

識の普及、啓蒙活動を行うと共に、法人会の事

業活動を紹介し、入会勧誘も合わせて実施する

ことを目的に尾山台駅前で行いました。

今回は大人用と子ども用の税金クイズ200人分

を用意し、回答していただいた皆さん全員に、

当日使える100円の「お楽しみ券」を差し上げま

した。今年は時間を人出の多い時間帯並びに暑

さ対策を考えて、例年より2時間30分ほど遅らせ

て開始したおかげで、あっという間の1時間

ちょっとで税金クイズの用紙も無くなってしま

いました。終了後は、尾山台ハッピーロード商

店街に面している、お好み焼き「坊ちゃん」に

ミュージカル「ラ・マンチャの男」観劇会

日　時　10月10日㈭　13:00～15:10

場　所　帝国劇場

参加者　20名

若さ溢れる染五郎の時代、充実の幸四郎の時

代、そして迎えた円熟の松本白鸚の時代。初演

から50年、ひとりの人間がその役者生命を傾け

て築き上げてきた名作ミュージカルの『ラ・マ

ンチャの男』を観てきました。その長い歴史の

中で培われた登場人物の魅力と、この８月に喜

寿77歳を迎えた白鸚の重厚な演技に、私たちは

心ゆくまで酔いしれることができました。

この作品はスペインの作家セルバンテスの有

名な『ドン・キホーテ』を元にした作品ですが、

どんな苦しみにも勇気を持って立ち向かい、

「夢」を持ちつづけることの大切さをうたいあ

げます。そして客席の私たちにも大きな夢を届

けてくれました。今日のこの感動は、明日から

の仕事にも暮らしにも、大いに役立つに違いあ

りません。

最後は客席が総立ちになるスタンディング・

オベーション。鳴りやまぬ拍手の中、白鸚さん

は何度も舞台に登場し、客席の私たちも出演者

とともに、ひとつの感動の渦に溶け合うことが

できました。

劇中うたわれる名曲『見果てぬ夢』は、いつ

までも私たちの胸から消えることがなく、感動

の涙とともに劇場を後にすることができたので

す。

（女性部会　広報委員　田村 尚美）

第６支部

第６･８支部合同研修会

「今からはじめよう！小さな社会貢献」

日　時　９月11日㈬　18:00～20:30

場　所　丸三証券  二子玉川支店セミナールーム

（第一部）

題　目　「ガンとたたかう子どもたちのために」

　　　　ヘアドネーション実演と講演

講　師　當間 紀之　ヘアドネーション認定講師

　　　　（55JET ai HAPPY HAIR MAKE 代表取締役）

（第二部）

題　目　「今話題の第４選択肢」

　　　　ガン免疫療法最新情報と講演

講　師　秋元 信吾　獣医学博士

　　　　（慶應義塾大学 医学部 講師・一般社団

　　　　法人日本癌治療学会事務副部長）

参加者　33名

（第一部）

ヘアドネーションとは、小児ガンや先天性の

脱毛症、不慮の事故などで頭髪を失った子ども

おもしろセミナー

日　時　10月11日㈮　17:00～18:30

場　所　SMBC日興証券玉川支店　９階会議室

（第一部）

題　目　「したたかな投資家はもう始めている」

講　師　ニッセイアセットマネジメント株式会社

　　　　投資信託営業部　部長　鈴鹿教夫様

ニッセイアセットマネジメント株式会社が進

める「宇宙グローバルファンド」【愛称スペー

ス革命】という最先端をいく投資の紹介があり

ました。これからの宇宙関連事業は、人類の壮

大な夢の実現に向かって、ロケットや人工衛星

の製造・打ち上げ・運用等を展開する企業や、

衛星データ等を活用し事業を展開する企業に投

資を行うことがますます盛んになってくること

が予測されます。　　　

「まだ一般的には認知度は低く未開拓な部分

もありますが、これから成長していく事業とな

るでしょう。」との宇宙産業の講義は、鈴木さ

んの夢と希望にあふれる熱い思いが感じる講演

第７支部

でした。

（第二部）

題　目　「出会いのタイミング、そして宇宙へ」

講　師　株式会社アストラックスクルーズ 

　　　　代表取締役　岡田康夫様

夢の世界を広げたい、アストラックスクルー

ズの岡田さんは赤い宇宙服？で登場しました。

転校族だった岡田さんは、虐めにあい苦しんで

いた少年時代に、宇宙を想像することにより苦

しみから乗り越えられたそうです。

また、自分探しの為、職業も数多く経験され

ています。中でも水中カメラマンで世界中を飛

び回ったなかで身体障害者の方々と出会い、サ

ポートするため介護福祉士や身障者スポーツ指

導員などの資格を取られました。現在はパラリ

ンピック開催に向け活動されているとのことで

す。さらに、民間宇宙飛行士の山崎大地さんと

の出会いがあり、実際に自分が宇宙に行けるこ

とを実感しました。

今日、世界の各国で宇宙開発が進めらていま

すが、岡田さんも来

年２月に宇宙に飛ぶ

計画をされていて、

その貴重なチケット

を見せていただきま

した。フライトは6人

しか乗れない気球型

の宇宙船ですが、成

層圏まで6時間程度の

時間でゆっくりとフライトするそうです。諸費

用は、小さな家が建つぐらいの価格だそうです。

今、世界中で宇宙旅行が企画されセレブしか

乗れそうもなく庶民とは程遠く思えますが、月

の分譲事業も始まり、既に600万人の方々が購入

されているということです。しかし、数年後に

はエコノミークラスの金額で、世界中のどこか

らでも30分程でどこにでも行けると語っておら

れました。宇宙がどれだけ近くなり、誰でも行

ける時代がすぐそこに来ていることを映像を交

えて知った楽しい講演でした。  

（第７支部　副支部長　広報委員　齊藤 浩司）
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のために、寄付された髪の毛でウィッグを作り

無償で提供する活動です。　

二子玉川にて、25年に渡り55JET ai HAPPY 

HAIR MAKE を運営されている當間代表は、日

本人では数人しかいないヘアドネーション認定

講師として、ヘアドネーションを通してレシピ

エント（ウィッグの提供を受ける子ども達）に

は、ドナー（提供者）の想いを、ドナーにはレ

シピエントの笑顔、喜び、感謝の様子をお伝え

してこられました。

ヘアドネーションには、12インチ（31ｃｍ）

以上の髪の長さが必要です。そして、20～30人

分で一つのウィッグができます。そのウィッグ

は、最初から「その子」の為に、頭の形をはか

り、作られるのです。髪に悩みを抱えている子

どもの笑顔を取り戻すためのウィッグに生まれ

かわります！

実演で、ドネーションいただいたのは、大同

生命㈱の三溝さんのお子さん、朱里ちゃん（12

歳）です。當間代表が「ドナーは、髪を切った

後、かっこよくなくてはならない」と、おっ

しゃる通り、スタイリストさんの技術と、ド

ナーとしての達成感に満ちた「リン」とした表

情はとても素敵でした。

実演の後で、朱里ちゃんにヘアドネーション

への想いをうかがいました。

「母からヘアドネーションの事を聞いて、病

気の子に髪をあげられるならやってみようと思

いました。途中、31センチの長さが必要と聞い

て、長さが足りなくて短くなり過ぎたらどうし

ようと不安になった事もありました。当日会場

に向かう電車の中で不安と期待でドキドキしま

した。でも切ってもらい、とても気に入り嬉し

くなりました。自分は髪型にこだわる性格で、

髪型で可愛いくなったり出来ると思います。病

気の子どもたちが気に入ったウィッグを作って

もらって、病気は辛いかもしれないけど嬉しい

気持ちになってもらえたら私も嬉しいです。」

最後に「関わった人全てを幸せにできるこの

活動を誇りに思う」とおっしゃる當間代表の想

いにとても感動いたしました。

たくさんのウィッグを必要とする子どもたち

が笑顔になりますように。

Vol.198　通巻298号（9）

て反省会を行いました。様々な意見が多く出ま

したが、「東京都市大学中等部の多くの皆さん

にアンケート挑戦をしていただき、思わず租税

教育の一環とすることができて良かった」と感

想を述べられておりました。お手伝いをいただ

いた第４支部の皆さん、大変ありがとうござい

ました。

これからも、こうした税に対する啓蒙活動や、

税知識の普及活動を行っていきますので、ご支

援ご協力くださいますようお願いいたします。

（第４支部　支部長　石井 伸二）

尾山台サマーナイトフェスティバル

日　時　８月25日㈰　15:30～19:00

場　所　尾山台駅前

参加者　11名（一般約2,000名）

毎年恒例となっているサマーナイトフェス

ティバル（主催＝尾山台振興会商店街）に、今

年も玉川法人会第４支部として協賛し、フェス

ティバルの盛り上げに貢献いたしました。会場

に集まった一般の方々約2,000名を対象に、税知

識の普及、啓蒙活動を行うと共に、法人会の事

業活動を紹介し、入会勧誘も合わせて実施する

ことを目的に尾山台駅前で行いました。

今回は大人用と子ども用の税金クイズ200人分

を用意し、回答していただいた皆さん全員に、

当日使える100円の「お楽しみ券」を差し上げま

した。今年は時間を人出の多い時間帯並びに暑

さ対策を考えて、例年より2時間30分ほど遅らせ

て開始したおかげで、あっという間の1時間

ちょっとで税金クイズの用紙も無くなってしま

いました。終了後は、尾山台ハッピーロード商

店街に面している、お好み焼き「坊ちゃん」に

第６･８支部合同研修会

「今からはじめよう！小さな社会貢献」

日　時　９月11日㈬　18:00～20:30

場　所　丸三証券  二子玉川支店セミナールーム

（第一部）

題　目　「ガンとたたかう子どもたちのために」

　　　　ヘアドネーション実演と講演

講　師　當間 紀之　ヘアドネーション認定講師

　　　　（55JET ai HAPPY HAIR MAKE 代表取締役）

（第二部）

題　目　「今話題の第４選択肢」

　　　　ガン免疫療法最新情報と講演

講　師　秋元 信吾　獣医学博士

　　　　（慶應義塾大学 医学部 講師・一般社団

　　　　法人日本癌治療学会事務副部長）

参加者　33名

（第一部）

ヘアドネーションとは、小児ガンや先天性の

脱毛症、不慮の事故などで頭髪を失った子ども

第６･８支部

おもしろセミナー

日　時　10月11日㈮　17:00～18:30

場　所　SMBC日興証券玉川支店　９階会議室

（第一部）

題　目　「したたかな投資家はもう始めている」

講　師　ニッセイアセットマネジメント株式会社

　　　　投資信託営業部　部長　鈴鹿教夫様

ニッセイアセットマネジメント株式会社が進

める「宇宙グローバルファンド」【愛称スペー

ス革命】という最先端をいく投資の紹介があり

ました。これからの宇宙関連事業は、人類の壮

大な夢の実現に向かって、ロケットや人工衛星

の製造・打ち上げ・運用等を展開する企業や、

衛星データ等を活用し事業を展開する企業に投

資を行うことがますます盛んになってくること

が予測されます。　　　

「まだ一般的には認知度は低く未開拓な部分

もありますが、これから成長していく事業とな

るでしょう。」との宇宙産業の講義は、鈴木さ

んの夢と希望にあふれる熱い思いが感じる講演

でした。

（第二部）

題　目　「出会いのタイミング、そして宇宙へ」

講　師　株式会社アストラックスクルーズ 

　　　　代表取締役　岡田康夫様

夢の世界を広げたい、アストラックスクルー

ズの岡田さんは赤い宇宙服？で登場しました。

転校族だった岡田さんは、虐めにあい苦しんで

いた少年時代に、宇宙を想像することにより苦

しみから乗り越えられたそうです。

また、自分探しの為、職業も数多く経験され

ています。中でも水中カメラマンで世界中を飛

び回ったなかで身体障害者の方々と出会い、サ

ポートするため介護福祉士や身障者スポーツ指

導員などの資格を取られました。現在はパラリ

ンピック開催に向け活動されているとのことで

す。さらに、民間宇宙飛行士の山崎大地さんと

の出会いがあり、実際に自分が宇宙に行けるこ

とを実感しました。

今日、世界の各国で宇宙開発が進めらていま

すが、岡田さんも来

年２月に宇宙に飛ぶ

計画をされていて、

その貴重なチケット

を見せていただきま

した。フライトは6人

しか乗れない気球型

の宇宙船ですが、成

層圏まで6時間程度の

時間でゆっくりとフライトするそうです。諸費

用は、小さな家が建つぐらいの価格だそうです。

今、世界中で宇宙旅行が企画されセレブしか

乗れそうもなく庶民とは程遠く思えますが、月

の分譲事業も始まり、既に600万人の方々が購入

されているということです。しかし、数年後に

はエコノミークラスの金額で、世界中のどこか

らでも30分程でどこにでも行けると語っておら

れました。宇宙がどれだけ近くなり、誰でも行

ける時代がすぐそこに来ていることを映像を交

えて知った楽しい講演でした。  

（第７支部　副支部長　広報委員　齊藤 浩司）

キャプテン岡田さんの熱いトークでした

皆さんお疲れ様でしたセミナー状況
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のために、寄付された髪の毛でウィッグを作り

無償で提供する活動です。　

二子玉川にて、25年に渡り55JET ai HAPPY 

HAIR MAKE を運営されている當間代表は、日

本人では数人しかいないヘアドネーション認定

講師として、ヘアドネーションを通してレシピ

エント（ウィッグの提供を受ける子ども達）に

は、ドナー（提供者）の想いを、ドナーにはレ

シピエントの笑顔、喜び、感謝の様子をお伝え

してこられました。

ヘアドネーションには、12インチ（31ｃｍ）

以上の髪の長さが必要です。そして、20～30人

分で一つのウィッグができます。そのウィッグ

は、最初から「その子」の為に、頭の形をはか

り、作られるのです。髪に悩みを抱えている子

どもの笑顔を取り戻すためのウィッグに生まれ

かわります！

実演で、ドネーションいただいたのは、大同

生命㈱の三溝さんのお子さん、朱里ちゃん（12

歳）です。當間代表が「ドナーは、髪を切った

後、かっこよくなくてはならない」と、おっ

しゃる通り、スタイリストさんの技術と、ド

ナーとしての達成感に満ちた「リン」とした表

情はとても素敵でした。

実演の後で、朱里ちゃんにヘアドネーション

への想いをうかがいました。

「母からヘアドネーションの事を聞いて、病

気の子に髪をあげられるならやってみようと思

いました。途中、31センチの長さが必要と聞い

て、長さが足りなくて短くなり過ぎたらどうし

ようと不安になった事もありました。当日会場

に向かう電車の中で不安と期待でドキドキしま

した。でも切ってもらい、とても気に入り嬉し

くなりました。自分は髪型にこだわる性格で、

髪型で可愛いくなったり出来ると思います。病

気の子どもたちが気に入ったウィッグを作って

もらって、病気は辛いかもしれないけど嬉しい

気持ちになってもらえたら私も嬉しいです。」

最後に「関わった人全てを幸せにできるこの

活動を誇りに思う」とおっしゃる當間代表の想

いにとても感動いたしました。

たくさんのウィッグを必要とする子どもたち

が笑顔になりますように。

Vol.198　通巻298号

て反省会を行いました。様々な意見が多く出ま

したが、「東京都市大学中等部の多くの皆さん

にアンケート挑戦をしていただき、思わず租税

教育の一環とすることができて良かった」と感

想を述べられておりました。お手伝いをいただ

いた第４支部の皆さん、大変ありがとうござい

ました。

これからも、こうした税に対する啓蒙活動や、

税知識の普及活動を行っていきますので、ご支

援ご協力くださいますようお願いいたします。

（第４支部　支部長　石井 伸二）

尾山台サマーナイトフェスティバル

日　時　８月25日㈰　15:30～19:00

場　所　尾山台駅前

参加者　11名（一般約2,000名）

毎年恒例となっているサマーナイトフェス

ティバル（主催＝尾山台振興会商店街）に、今

年も玉川法人会第４支部として協賛し、フェス

ティバルの盛り上げに貢献いたしました。会場

に集まった一般の方々約2,000名を対象に、税知

識の普及、啓蒙活動を行うと共に、法人会の事

業活動を紹介し、入会勧誘も合わせて実施する

ことを目的に尾山台駅前で行いました。

今回は大人用と子ども用の税金クイズ200人分

を用意し、回答していただいた皆さん全員に、

当日使える100円の「お楽しみ券」を差し上げま

した。今年は時間を人出の多い時間帯並びに暑

さ対策を考えて、例年より2時間30分ほど遅らせ

て開始したおかげで、あっという間の1時間

ちょっとで税金クイズの用紙も無くなってしま

いました。終了後は、尾山台ハッピーロード商

店街に面している、お好み焼き「坊ちゃん」に

第６･８支部合同研修会

「今からはじめよう！小さな社会貢献」

日　時　９月11日㈬　18:00～20:30

場　所　丸三証券  二子玉川支店セミナールーム

（第一部）

題　目　「ガンとたたかう子どもたちのために」

　　　　ヘアドネーション実演と講演

講　師　當間 紀之　ヘアドネーション認定講師

　　　　（55JET ai HAPPY HAIR MAKE 代表取締役）

（第二部）

題　目　「今話題の第４選択肢」

　　　　ガン免疫療法最新情報と講演

講　師　秋元 信吾　獣医学博士

　　　　（慶應義塾大学 医学部 講師・一般社団

　　　　法人日本癌治療学会事務副部長）

参加者　33名

（第一部）

ヘアドネーションとは、小児ガンや先天性の

脱毛症、不慮の事故などで頭髪を失った子ども

最初のカットはドナー自らハサミ入れ

三溝さん・朱里ちゃん ありがとうございます
「リン」としてカッコイイ

朱里ちゃん

ヘアドネーション実演中

當間代表へ感謝を込めて
ヘアドネーション認定講師

當間代表の講演
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（第二部）

慶應義塾大学 医学部 講師・一般社団法人 日本

癌治療学会事務副部長の秋元獣医学博士にオプ

ジーボなどガン免疫療法や先端外科治療の研

究。ロボットによるダビンチ治療、課題解決型

高度医療人材育成プログラムによる、より高度

な技術などについて講演いただききました。

がんと診断を受け治療を開始する際の治療法

は、基本的には「手術」「化学療法」「放射線治

療」ですが、この第4の治療方法として、患者に

負担が少ないガン免疫療法があるのだから「あ

きらめないでガンと向き合おう」という勇気を

いただきました。

秋元博士ありがとうございました。

（第６支部　広報委員　守永 文子）

第２回　支部女性会員懇談会

日　時　９月24日㈭　11:45～13:15

場　所　アゴラ　Ｋａｂｏ

参加者　８名

今回は、いつも女性部班長会でお世話になっ

ている第11支部所属の神田屋寿司の女将さんの

用賀にあるお店（アゴラ　Ｋａｂｏ）で開催い

たしました。通常は木曜日のみ開店です。

野菜を中心としたお料理で季節も感じられま

した。とても美味しく皆さん大満足されたこと

と思います。是非また開催させて頂きたいです。

支部女性会員の結束を図るべく定期的に開催

致しております。

会員企業の従業員の女性の方も大歓迎ですの

で是非ご参加ください。

（第10支部　女性部会班長　石田 庸子）

第10支部

第3回　スマホ研修会開催

日　時　10月11日㈮　18:00～

場　所　㈱ニッポンダイナミックシステムズ

参加者　12名

この度、第３回スマホ研修会を10月11日㈮に

㈱ニッポンダイナミックシステムズ様４階をお

借りして開催いたしました。

第11支部

秋元獣医学博士の講演 第４の治療方法がん免疫療法 発起人の第８上平支部長より花束の贈呈を
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ださった貴重な資料や、ご自身がお召しになっ

ていた半纏などを展示。来場した方に10年間の

軌跡をご覧いただけるコーナーを設置いたしま

した。またコンサートの様子はケーブルテレビ

iTSCOMさんでローカルニュースとして放映し

ていただきましたのでお目に触れた方も多いの

ではないでしょうか。

毎年大勢の方にご来場いただいている和太鼓

コンサート。今回、様々な困難がありましたが、

皆様方のご理解とご協力のお陰で大きなトラブ

ルもなく大盛況のうちに終えることができまし

た。この場をお借りして心より感謝申し上げま

す。また演者様、親御様、スタッフ様、運営に

関わってくださいました皆様、大変お疲れ様で

した。

（青年部会　角田 憲）

総勢12名の方に参加していただき、「翻訳

（通訳）機能について」を教えていただきまし

た。テレビで、「さんまさん」が宣伝している

翻訳機（ポケトーク）は３万円近く致しますが、

スマホで無料でできることが解り大変勉強にな

りました。カメラを当てると日本語に変換され

て映る無料ソフトは、東京オリンピックのイン

バウンドのお客様に接しても有効に使えること

の凄さを感じました。しかし昨今言われている

スマホ依存症にならないように気をつけながら、

これからもしっかりと研修を続けていきたいと

思います。ニッポンダイナミックシステムズ様、

毎回ありがとうございます。

（第11支部　支部長　丸山 正高）

第12支部

夏季交流会

日　時　８月22日㈭　18:00～

場　所　Osteria C3（オステリア　チートレ）

参加者　16名

世田谷区内の駒沢・深沢地区の第12支部会員

が集う“第12支部夏季交流会”が、支部会員で

もある「Osteria C3」さんで開催されました。今

回は地区を越えた法人会員と一般の方の参加と

なり、美味しいお肉を囲みながらの交流会を実

施。新人会員さんの栗原さんも交えての合計16

名というにぎやかな交流会となりました。 

橋本支部長の司会の下、お一人お一人に自己

紹介をいただきました。さすが経営者が多いこ

ともあって、ユニークなプレゼンや短い時間で

社業をアピールされる方など、どれも興味深い

ものでした。普段顔を合わせている仲間内で参

加された方々もいらっしゃり、普段どのような

仕事や活動をしているのかがわかり新たな発見

にもなったようです。にぎやかな中でのアピー

ルタイムはまだまだ改善の余地がありますが、

参加者同士で懇親はもちろん、名刺交換もあち

らこちらで行われました。このような活動を重

ねることで、支部会員同士のつながり、まして

や、新入会員の入会促進効果が出てくるはず、

と感じられました。ご参加いただいた皆様、本

当にありがとうございました。

（第12支部　副支部長　広報委員　日野 直郷）

青年部会

第10回記念和太鼓コンサート

日　時　９月１日㈰　16:00～

場　所　駒澤大学深沢キャンパス

　　　　120周年アカデミーホール

参加者　約300名（会員30名）

今年も和太鼓コンサートが開催され、前回か

ら更に一年分の研鑽を積んだ技と心をご披露い

ただきました。今回は第10回記念ということも

あり、昨年ご逝去された、和太鼓コンサートの

発起人でもある㈱高進の髙橋進さんが遺してく

会場入口：駒沢公園近くOsteria C3（オステリア　チートレ）さん

躍動感のある演奏
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第２回全体連絡会

日　時　９月17日㈫　19:00～20:00

場　所　玉川町会館

参加者　32名

玉川法人会青年部会に登録をする全ての部会

員が参加対象となる、全体連絡会の第２回目が

９月17日に開催されました。連絡会にはゲスト

５名を含む32名の方にご参加頂きました。

皆さん、お忙しいところありがとうございま

した。｠

連絡事項としては、９月までに行われた事業

（和太鼓コンサートやSKT交流会など）の活動

報告。今後の事業の紹介。11月に開催される、

全国の青年部会員が一堂に会する「全国青年の

集い大分大会」の案内がされました。その後の

懇親会も21名の方にご参加いただき、とても賑

やかな交流の場となりました。

次回の第３回全体連絡会は12月６日㈮。忘年

会です！引き続き玉川法人会青年部会をよろし

くお願いいたします。

（青年部会　山内 裕介）

ださった貴重な資料や、ご自身がお召しになっ

ていた半纏などを展示。来場した方に10年間の

軌跡をご覧いただけるコーナーを設置いたしま

した。またコンサートの様子はケーブルテレビ

iTSCOMさんでローカルニュースとして放映し

ていただきましたのでお目に触れた方も多いの

ではないでしょうか。

毎年大勢の方にご来場いただいている和太鼓

コンサート。今回、様々な困難がありましたが、

皆様方のご理解とご協力のお陰で大きなトラブ

ルもなく大盛況のうちに終えることができまし

た。この場をお借りして心より感謝申し上げま

す。また演者様、親御様、スタッフ様、運営に

関わってくださいました皆様、大変お疲れ様で

した。

（青年部会　角田 憲）

第10回記念和太鼓コンサート

日　時　９月１日㈰　16:00～

場　所　駒澤大学深沢キャンパス

　　　　120周年アカデミーホール

参加者　約300名（会員30名）

今年も和太鼓コンサートが開催され、前回か

ら更に一年分の研鑽を積んだ技と心をご披露い

ただきました。今回は第10回記念ということも

あり、昨年ご逝去された、和太鼓コンサートの

発起人でもある㈱高進の髙橋進さんが遺してく

お決まりのTポーズで

イータくんを囲んで記念撮影
左から上田青年部会長、坂東副会長、幸玉川税務署長、野田副署長、三平統括官髙橋進さんの大型パネルと半纏

みんなで揃って玉川のＴマーク！全体連絡会の様子
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表彰式前のひととき

シイタケ狩りの説明・・・一人200グラムが基準です

会場の高坂カントリー

参加者（左より）稲田さん、小谷さん、廣瀬さん、矢島さん

日帰りバス研修旅行

日　時　10月４日㈮　８:00～18:00

場　所　秩父方面「長瀞散策とシイタケ狩り」

参加者　22名

朝から雨が降る中、集合場所へ皆さん集まり

ました。午後から晴れるという天気予報を信じ

て！！予定時間より早く出発しましたところ、

関越自動車道に入るころにはだんだん空も明る

くなり、秩父についた時には、ついに晴天とな

りました。さすが、女性部会の“晴れ女”パ

ワー！！

バスの中では、日頃の「玉川法人会女性部会

の活動」のご協力への感謝を込めて、松野女性

部会長が挨拶。代々の会長からも感謝の挨拶を

いただきました。秩父の空は、晴れ渡り暑いく

らいでしたが、まずはブドウ狩りとおしゃべり

を楽しみました。

続いて、シイタケ狩り。大きさや形を見なが

ら、やさしく手でもぎ取ります。

女性部会

東法連青連協ゴルフコンペ

日　時　10月８日㈫　７:00～

場　所　高坂カントリーゴルフクラブ

参加者　４名（全参加者156名）

毎年恒例の東法連青連協ゴルフコンペへ玉川

法人会青年部会からは４名にて参加いたしまし

た。今年も東京法人会青年連絡協議会のうち28

団体が参加し、多くの法人会会員さんが凌ぎを

削る大会となりました。前日の大雨と開始前ま

での小雨でコースコンディションは芳しくない

状況ではありましたが、スタートする頃には雨

も上がり、スポーツ日和の涼しい一日となりま

した。

毎年上位の成績を収めてきた玉川法人会青年

部会でしたが、今年は諸先輩方の築き上げた成

績を一新する「BB賞」に輝き、いつもとは違っ

た注目を浴びることとなりました。来年はこの

汚名を返上できるよう頑張ろうと誓って解散し

たゴルフチームでした。

（青年部会　広報委員　廣瀬 幸子）
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くと、溜まっている水面まででも30ｍ以上あり

足がすくむほどでした。足場の穴から真下の様

子をカメラで撮影している人もいました。

13時に首都圏外郭放水路を後にし、昼食会場

に向かいました。昼食は、「味（あじわい）亭」

というところで、懐石とうどんでした。太くて

こしの強いうどんでおいしくいただきました。

食後、「埼玉県防災学習センター」に向かい、

15時30分に到着しました。遅い時間だった為か

見学客がおらず、貸し切り状態で体験学習が行

えました。最初に震度７の地震の揺れを体験し

ました。心構えがあるためか、それほど恐怖感

は覚えませんでしたが、装置から降りた時には

床が揺れている感じが残っていました。次に煙

が立ち込める暗い廊下を避難する体験をしまし

た。煙は植物性で身体には悪影響がないものを

使用しているとのことでした。続いて、風速30

ｍの風を体験しました。正面から受けると声が

出せないほどの強風であることが解りました。

しかし、実際の風は一定に吹くのではなく強弱

があり、もっと強烈なのだろうと想像しました。

最後に消火器を使用して、消火訓練を行いまし

た。全員戸惑うこともなくこなしたので、係員

は面白くなかったようです。４つの体験学習が

終わった時には、閉館時刻の16時30分が近づい

ており、展示物がゆっくり見学できなかったの

が心残りです。

センターの入り口で記念撮影を行い、帰路に

つきました。19時頃、無事、二子玉川に到着。

楽しい旅の終着です。

後日談になりますが、首都圏外郭放水路の社

会見学会を開催している首都圏外郭放水路活用

協議会が第11回観光庁長官表彰を受賞したと聞

き、良い施設を見学したと感慨に浸りました。

（源泉部会　部会長　松永 浩昌）

企業訪問見学会

日　時　９月18日㈬　９:00～19:00

場　所　首都圏外郭放水路、埼玉県防災学習センター

参加者　20名

雲が立ち込める不安な天気のなか、二子玉川

から一路、春日部市へ向けて出発しました。用

賀インターまで混雑もなく、その後も順調に進

むなか、車中にて、税務研修を行いました。

「年金収入がある方の確定申告」、「災害にあっ

た時の税の軽減」、「法人番号の利活用」の３本

のＤＶＤを視聴しました。少しでも税知識の蓄

積ができたと思います。

11時前に、目的地近辺に到着したので、休憩

を兼ねて「道の駅庄和」に立ち寄り、11時30分

に首都圏外郭放水路見学受付のある「龍Q館」に

到着しました。受付を済ませ、11時50分、１階

フロアに集合し、いよいよ見学会の開始です。

道の駅を出発すると同時に激しい降雨に見舞わ

れ、見学中も雨が降る中、施設で用意いただい

た傘を片手に首都圏外郭放水路の調圧水槽、

「地下神殿」入口に向かいました。116段の階段

を降りると、巨大な柱で支えられた広大な空間

が広がり、神秘的な光景が目に飛び込んできま

した。ここは、洪水時に各河川からトンネルを

通って集まった大量の水や土砂が貯留されると

ころです。溜まった水はポンプで江戸川に配水

されるとのことでした。見学エリアは土砂がき

れいに取り除かれていましたが、一段高くなっ

た場所には沈殿したとみられる土砂が堆積して

いました。かなり大量の土砂がたまるとのこと

で、冬場には、天井開口部からブルドーザーを

クレーンでおろして土砂の撤去作業をするとの

ことです。続いて、深さ70ｍという第１縦抗を

見学しました。設置された見学路から下をのぞ

源泉部会

首都圏外郭放水路−地下神殿

ここでも、皆さんおしゃべり、「こっちのほ

うがたくさんあるわ」「来られなかった人にお

土産・・・」と、初めての体験を楽しみました。

そして、ランチは溶岩焼きバーべキュー。ブ

ドウの棚のしたで、長い机を囲んで、またまた

ここでもおしゃべり。初めて会った人とも楽し

く情報交換ができました。皆さんお話しが尽き

ず、終始朗らかな声が響いていました。

交流を深め、仕事の話や家族の話、日頃のス

トレスの発散もできたのではないでしょうか？

　長瀞の岩畳は、これが一枚の岩だと説明を聞

き、驚き、自然のすごさに感動しました。

秩父の名産、栗のお菓子やスイーツのお店、

漬物のお店。女性部会ならではの買い物にも余

念がありません。帰路についても、元気な女性

部会。にぎやかな車内でした。

（女性部会　副部会長　広報委員　田村 尚美）

おいしいランチの後です…！！秤で重さを量りながら
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くと、溜まっている水面まででも30ｍ以上あり

足がすくむほどでした。足場の穴から真下の様

子をカメラで撮影している人もいました。

13時に首都圏外郭放水路を後にし、昼食会場

に向かいました。昼食は、「味（あじわい）亭」

というところで、懐石とうどんでした。太くて

こしの強いうどんでおいしくいただきました。

食後、「埼玉県防災学習センター」に向かい、

15時30分に到着しました。遅い時間だった為か

見学客がおらず、貸し切り状態で体験学習が行

えました。最初に震度７の地震の揺れを体験し

ました。心構えがあるためか、それほど恐怖感

は覚えませんでしたが、装置から降りた時には

床が揺れている感じが残っていました。次に煙

が立ち込める暗い廊下を避難する体験をしまし

た。煙は植物性で身体には悪影響がないものを

使用しているとのことでした。続いて、風速30

ｍの風を体験しました。正面から受けると声が

出せないほどの強風であることが解りました。

しかし、実際の風は一定に吹くのではなく強弱

があり、もっと強烈なのだろうと想像しました。

最後に消火器を使用して、消火訓練を行いまし

た。全員戸惑うこともなくこなしたので、係員

は面白くなかったようです。４つの体験学習が

終わった時には、閉館時刻の16時30分が近づい

ており、展示物がゆっくり見学できなかったの

が心残りです。

センターの入り口で記念撮影を行い、帰路に

つきました。19時頃、無事、二子玉川に到着。

楽しい旅の終着です。

後日談になりますが、首都圏外郭放水路の社

会見学会を開催している首都圏外郭放水路活用

協議会が第11回観光庁長官表彰を受賞したと聞

き、良い施設を見学したと感慨に浸りました。

（源泉部会　部会長　松永 浩昌）

●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…

防災学習センター前 消火訓練

震度7の地震体験

企業訪問見学会

日　時　９月18日㈬　９:00～19:00

場　所　首都圏外郭放水路、埼玉県防災学習センター

参加者　20名

雲が立ち込める不安な天気のなか、二子玉川

から一路、春日部市へ向けて出発しました。用

賀インターまで混雑もなく、その後も順調に進

むなか、車中にて、税務研修を行いました。

「年金収入がある方の確定申告」、「災害にあっ

た時の税の軽減」、「法人番号の利活用」の３本

のＤＶＤを視聴しました。少しでも税知識の蓄

積ができたと思います。

11時前に、目的地近辺に到着したので、休憩

を兼ねて「道の駅庄和」に立ち寄り、11時30分

に首都圏外郭放水路見学受付のある「龍Q館」に

到着しました。受付を済ませ、11時50分、１階

フロアに集合し、いよいよ見学会の開始です。

道の駅を出発すると同時に激しい降雨に見舞わ

れ、見学中も雨が降る中、施設で用意いただい

た傘を片手に首都圏外郭放水路の調圧水槽、

「地下神殿」入口に向かいました。116段の階段

を降りると、巨大な柱で支えられた広大な空間

が広がり、神秘的な光景が目に飛び込んできま

した。ここは、洪水時に各河川からトンネルを

通って集まった大量の水や土砂が貯留されると

ころです。溜まった水はポンプで江戸川に配水

されるとのことでした。見学エリアは土砂がき

れいに取り除かれていましたが、一段高くなっ

た場所には沈殿したとみられる土砂が堆積して

いました。かなり大量の土砂がたまるとのこと

で、冬場には、天井開口部からブルドーザーを

クレーンでおろして土砂の撤去作業をするとの

ことです。続いて、深さ70ｍという第１縦抗を

見学しました。設置された見学路から下をのぞ
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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８支部

会 社 名：第一土地建物株式会社

代 表 者：岡村　岳（オカムラ　タカシ）

会社所在地：世田谷区用賀３－６－17

Ｔ Ｅ Ｌ：03-5937-6790／ＦＡＸ：03-5937-6791

Ｅ-ma i l：info1@dai-ichi.net

ホームページ：http://dai-ichi.net

業　　種：不動産業

　再建築不可物件の売却・買取のご相談は第一土地

建物にお任せください。

　瑕疵担保責任・境界明示・残置物の撤去など一切

不問で買取可能です。

　狭小・築古物件、未登記物件、建ぺい率・容積率

オーバーなど、なんでもご相談ください。

　現地調査・買取査定完全無料！　相談料、仲介手

数料などはかかりません。

　まずはお気軽にお問合せください。

第10支部

会 社 名：株式会社KOX

代 表 者：鍛冶　達義（カジ　タツヨシ）

会社所在地：世田谷区用賀３－19－10 パーク用賀2F

Ｔ Ｅ Ｌ：03-6431-0313／ＦＡＸ：03-6431-0315

Ｅ-ma i l：kaji-t@kox-co-ltd.com

業　　種：アパレル企画

　アパレルの企画提案をやっております。

大手アパレルブランドの商品企画から、会社・店舗

のお洒落ユニフォームの企画まで幅広くやっており

ます。

　また、三軒茶屋でカジュアルBARもやっており

ます。「NINEDOORS」というお店です。ぜひお

越し下さい。

くと、溜まっている水面まででも30ｍ以上あり

足がすくむほどでした。足場の穴から真下の様

子をカメラで撮影している人もいました。

13時に首都圏外郭放水路を後にし、昼食会場

に向かいました。昼食は、「味（あじわい）亭」

というところで、懐石とうどんでした。太くて

こしの強いうどんでおいしくいただきました。

食後、「埼玉県防災学習センター」に向かい、

15時30分に到着しました。遅い時間だった為か

見学客がおらず、貸し切り状態で体験学習が行

えました。最初に震度７の地震の揺れを体験し

ました。心構えがあるためか、それほど恐怖感

は覚えませんでしたが、装置から降りた時には

床が揺れている感じが残っていました。次に煙

が立ち込める暗い廊下を避難する体験をしまし

た。煙は植物性で身体には悪影響がないものを

使用しているとのことでした。続いて、風速30

ｍの風を体験しました。正面から受けると声が

出せないほどの強風であることが解りました。

しかし、実際の風は一定に吹くのではなく強弱

があり、もっと強烈なのだろうと想像しました。

最後に消火器を使用して、消火訓練を行いまし

た。全員戸惑うこともなくこなしたので、係員

は面白くなかったようです。４つの体験学習が

終わった時には、閉館時刻の16時30分が近づい

ており、展示物がゆっくり見学できなかったの

が心残りです。

センターの入り口で記念撮影を行い、帰路に

つきました。19時頃、無事、二子玉川に到着。

楽しい旅の終着です。

後日談になりますが、首都圏外郭放水路の社

会見学会を開催している首都圏外郭放水路活用

協議会が第11回観光庁長官表彰を受賞したと聞

き、良い施設を見学したと感慨に浸りました。

（源泉部会　部会長　松永 浩昌）

企業訪問見学会

日　時　９月18日㈬　９:00～19:00

場　所　首都圏外郭放水路、埼玉県防災学習センター

参加者　20名

雲が立ち込める不安な天気のなか、二子玉川

から一路、春日部市へ向けて出発しました。用

賀インターまで混雑もなく、その後も順調に進

むなか、車中にて、税務研修を行いました。

「年金収入がある方の確定申告」、「災害にあっ

た時の税の軽減」、「法人番号の利活用」の３本

のＤＶＤを視聴しました。少しでも税知識の蓄

積ができたと思います。

11時前に、目的地近辺に到着したので、休憩

を兼ねて「道の駅庄和」に立ち寄り、11時30分

に首都圏外郭放水路見学受付のある「龍Q館」に

到着しました。受付を済ませ、11時50分、１階

フロアに集合し、いよいよ見学会の開始です。

道の駅を出発すると同時に激しい降雨に見舞わ

れ、見学中も雨が降る中、施設で用意いただい

た傘を片手に首都圏外郭放水路の調圧水槽、

「地下神殿」入口に向かいました。116段の階段

を降りると、巨大な柱で支えられた広大な空間

が広がり、神秘的な光景が目に飛び込んできま

した。ここは、洪水時に各河川からトンネルを

通って集まった大量の水や土砂が貯留されると

ころです。溜まった水はポンプで江戸川に配水

されるとのことでした。見学エリアは土砂がき

れいに取り除かれていましたが、一段高くなっ

た場所には沈殿したとみられる土砂が堆積して

いました。かなり大量の土砂がたまるとのこと

で、冬場には、天井開口部からブルドーザーを

クレーンでおろして土砂の撤去作業をするとの

ことです。続いて、深さ70ｍという第１縦抗を

見学しました。設置された見学路から下をのぞ

　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。

● 広報誌の記事を募集しています

広報委員会  E-mail: meibun@poem.ocn.ne.jp（有限会社 明文社 内）
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くと、溜まっている水面まででも30ｍ以上あり

足がすくむほどでした。足場の穴から真下の様

子をカメラで撮影している人もいました。

13時に首都圏外郭放水路を後にし、昼食会場

に向かいました。昼食は、「味（あじわい）亭」

というところで、懐石とうどんでした。太くて

こしの強いうどんでおいしくいただきました。

食後、「埼玉県防災学習センター」に向かい、

15時30分に到着しました。遅い時間だった為か

見学客がおらず、貸し切り状態で体験学習が行

えました。最初に震度７の地震の揺れを体験し

ました。心構えがあるためか、それほど恐怖感

は覚えませんでしたが、装置から降りた時には

床が揺れている感じが残っていました。次に煙

が立ち込める暗い廊下を避難する体験をしまし

た。煙は植物性で身体には悪影響がないものを

使用しているとのことでした。続いて、風速30

ｍの風を体験しました。正面から受けると声が

出せないほどの強風であることが解りました。

しかし、実際の風は一定に吹くのではなく強弱

があり、もっと強烈なのだろうと想像しました。

最後に消火器を使用して、消火訓練を行いまし

た。全員戸惑うこともなくこなしたので、係員

は面白くなかったようです。４つの体験学習が

終わった時には、閉館時刻の16時30分が近づい

ており、展示物がゆっくり見学できなかったの

が心残りです。

センターの入り口で記念撮影を行い、帰路に

つきました。19時頃、無事、二子玉川に到着。

楽しい旅の終着です。

後日談になりますが、首都圏外郭放水路の社

会見学会を開催している首都圏外郭放水路活用

協議会が第11回観光庁長官表彰を受賞したと聞

き、良い施設を見学したと感慨に浸りました。

（源泉部会　部会長　松永 浩昌）

企業訪問見学会

日　時　９月18日㈬　９:00～19:00

場　所　首都圏外郭放水路、埼玉県防災学習センター

参加者　20名

雲が立ち込める不安な天気のなか、二子玉川

から一路、春日部市へ向けて出発しました。用

賀インターまで混雑もなく、その後も順調に進

むなか、車中にて、税務研修を行いました。

「年金収入がある方の確定申告」、「災害にあっ

た時の税の軽減」、「法人番号の利活用」の３本

のＤＶＤを視聴しました。少しでも税知識の蓄

積ができたと思います。

11時前に、目的地近辺に到着したので、休憩

を兼ねて「道の駅庄和」に立ち寄り、11時30分

に首都圏外郭放水路見学受付のある「龍Q館」に

到着しました。受付を済ませ、11時50分、１階

フロアに集合し、いよいよ見学会の開始です。

道の駅を出発すると同時に激しい降雨に見舞わ

れ、見学中も雨が降る中、施設で用意いただい

た傘を片手に首都圏外郭放水路の調圧水槽、

「地下神殿」入口に向かいました。116段の階段

を降りると、巨大な柱で支えられた広大な空間

が広がり、神秘的な光景が目に飛び込んできま

した。ここは、洪水時に各河川からトンネルを

通って集まった大量の水や土砂が貯留されると

ころです。溜まった水はポンプで江戸川に配水

されるとのことでした。見学エリアは土砂がき

れいに取り除かれていましたが、一段高くなっ

た場所には沈殿したとみられる土砂が堆積して

いました。かなり大量の土砂がたまるとのこと

で、冬場には、天井開口部からブルドーザーを

クレーンでおろして土砂の撤去作業をするとの

ことです。続いて、深さ70ｍという第１縦抗を

見学しました。設置された見学路から下をのぞ
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公益社団法人 玉川法人会公益社団法人 玉川法人会

主催： 公益社団法人 玉川法人会

入場無料

IDパスワードIDパスワード
出張発行出張発行

パソコン・スマホで確定申告ができる
【ID・パスワード】の出張発行

マークのあるコーナーで、ご利用後に「喫茶チケット」をお渡しします

10：0
0

15：0
0

玉川法人会税制委員会事業

玉川法人会女性部会事業

10：0
0

14：0
0

玉川法人会社会貢献委員会事業

玉川法人会研修委員会事業

献血は命をつなぐ
ボランティア！

あなたもご協力を！

※当日、問診・検査により献血ができないことがあります。
　予めご了承ください。
※献血後は30分ほどの休憩が必要です。喫茶チケットをお渡しします
　ので、「カフェ・ケンタ」をご利用ください。

第8回第8回第8回

カフェコーナー

カフェ・ケンタカフェ・ケンタ
喫茶チケットをお持ちの方がご利用
いただけます！ お気軽にどうぞ！！

全応募作品
展示して
います

どなた
でも

ご自由
に

参加で
きます

！ 講演者・パネラー

根本 かおる氏
国連広報センター所長

川廷 昌弘氏
博報堂DYホールディングス

グループ広報・IR室CSRグループ

SDGSで変革する
人と会社と社会と未来

「税を考える週間」講演会

2030年に向けて世界が合意した「持続可能な開発目標」です

協　力

玉川税務署

協　力

日本赤十字社

社会福祉法人 はる

11：0
0

12：0
0

玉川法人会組織委員会事業

相続税・贈与税の基本的な仕組みを
税理士が丁寧に解説します！

協　力

東京税理士会
玉川支部

20192019

献血後「カフェ・ケンタ」で使用できる、
喫茶チケットをお渡しします！

18：0
0

20：0
0

10：0
0

18：0
0

11月14日（木） 10:00～20:0011月14日（木） 10:00～20:00
iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズiTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ

相続
ミニセミナー
相続
ミニセミナー

13：0
0

15：0
0

玉川法人会組織委員会事業

相続税相談会相続税相談会
相続税や贈与税に関して税理士に
ご相談ください
※ご相談される方は事前に整理券をお配りします。
　ご相談はお一人につき30分です。（先着順）

協　力

東京税理士会
玉川支部

東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」
東口より徒歩3分（リボンストリートを直進）

玉川税務署・世田谷都税事務所・世田谷区後　援

協　力

■玉川法人会「税を考える1日」チラシ
（22）令和元年11月１日 たまでんBOARD Vol.198　通巻298号
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	たまでんBOARD198号03-06カラー
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