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どうぞよろしくお願いいたします！
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インボイス制度に関連する
支援策等について

特集

和5年10月1日から、消費税
の仕入税額控除の方式として

があります）。また、売手側の事業
者としてインボイスを交付するため
には、事前に適格請求書発行事業者
（インボイス発行事業者）の登録を
受ける必要があります。なお、登録
を受けると、課税事業者として消費
税の申告が必要となります。
　登録申請手続や、制度に関する一
般的なご質問やご相談は、以下で受
け付けています。

インボイス制度の概要

インボイス制度への
対応も見据えた支援策等

　令和5年10月1日からインボイスを交付するた
めには、令和5年3月31日までに登録申請手続を
行う必要があります。登録申請手続は、e-Taxを
ご利用ください（郵送でも可能です）。
　手続の詳細は、国税庁ホームページのインボイ
ス制度特設サイトにて掲載されています。

登録手続

　令和3年度補正予算にて新設された「デジタル化基盤導入類型」にお
いて、中小・小規模事業者向けに、インボイス制度も見据えたデジタル
化を一挙に推進するため、補助率の引き上げ（1/2→最大3/4）を行う

とともに、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入
費用に加え、PC・タブレット等、レジ・券売機の導入費用を支援して
います。

IT導入補助金

　令和3年度補正予算にて新設された「インボイス枠」において、免税事業者
からインボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援するため、
販路開拓等の取組みや、販路開拓等の取組みと併せて行う業務効率化の取組を
支援するための経費の一部の補助について、補助上限額の引き上げ（50万円
→100万円）を実施しています。

小規模事業者持続化補助金

国税庁HP
インボイス制度
特設サイト

IT導入補助金
リーフレット

小規模事業者
持続化補助金
リーフレット

小規模事業者持続化補助金
事務局HP

[ 商工会議所地区 ] [ 商工会地区 ]

IT導入補助金
事務局HP

（※）交付の額が50万円超の場合の補助率は、当該交付の額のうち
50万円以下の金額については3/4、50万円超の金額については2/3。

※1 インボイス制度及び軽減税率制度に関する一般的なご質問を受け付けています。個別相談は、所轄の税務署への事前予約をお願いします。
※2 補助金等の支援策や独占禁止法などの問題に関する問合せについては、Lesson2をご覧ください。

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター （軽減・インボイスコールセンター）

（無料フリーダイヤル） （土日祝除く）

TEL : 0120-205-553 9:00~17:00

[ インボイス制度に関する問合せ先 ]

受付時間

適格請求書等保存方式（インボイス
制度）の開始が予定されています。
インボイス制度では、買手側の事業
者は、仕入税額控除の適用のために、
原則として売手から交付を受けた適
格請求書（インボイス）を保存する
必要があります（制度開始から6年
間は仕入税額控除に関する経過措置

令

が活用できます。是非ご活用をご検
討ください。また、商工会議所・商
工会・都道府県の中小企業団体中央
会・商店街振興組合連合会において
インボイス制度への対応等のための
相談を受け付けています。

デジタル化基盤導入枠
デジタル化基盤導入類型

会計・受発注・
決済・ECソフト

PC・
タブレット等

ソフトウェア購入費、クラウド利用料（最大2年分）、導入関連費、

ハードウェア購入費

レジ・
券売機

補
助
額

補
助
率

補
助
対
象

経
費

5万円

〜50万円
以下

50万円超

〜350万円
〜10万円 〜20万円

3/4以内 1/2以内2/3以内（※）

類型

イ
ン
ボ
イ
ス
枠

・ 申請要件 令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する
 課税期間で一度でも免税事業者であった者
 又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち
 インボイス発行事業者に登録し、販路開拓等の取組
 みを行う小規模事業者

・ 補助上限 100万円

・ 補助率 2/3

概要

免税事業者及びその取引先の
インボイス制度への
対応に関するQ&A

Q&A Q&Aの概要 事例集

　インボイス制度に関し、事業者の方々から寄せられてい
る質問、特に免税事業者やその取引先の対応に関する考え
方を明らかにし、制度への理解を深め、必要な対応をご検
討いただく際にご活用いただくことを目的として、「免税
事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関する
Q&A」を関係省庁にて取りまとめ、公表しています。
　このQ&Aでは、仕入先である免税事業者との取引につ
いて、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直
す場合の独占禁止法などの問題について明らかにしていま
す。

イ
の取組みにおいて、以下の補助金等

ンボイス制度への対応も見据
え、デジタル化や販路開拓等
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玉川法人会の活動報告
玉川法人会の日々の活動を、会員の言葉でお届けします。

第12回通常総会・会員懇談会

親睦交流ゴルフコンペ

受賞スコア

玉川税務署
主要幹部との名刺交換会

REPORT 1

REPORT 3

REPORT 2

6月7日（火）日にち

7月5日（火）日にち

7月26日（火）18時から日時

二子玉川エクセルホテル東急場所

メイプルポイントクラブ場所

二子玉川エクセルホテル東急場所

67名（総会）／64名（懇談会）参加者

25名参加者

60名参加者

子玉川エクセルホテル東急で、第12回通常総会・会員懇談会
が開かれました。感染対策のもと、総会67名のリアル参加を

生委員会の事業である親睦交流ゴル
フコンペが開催されました。台風の

　残念ながら今回の優勝者は玉川法人会から
は出ませんでしたが、参加者全員に賞品があ
り、参加するだけでも楽しめるコンペです。
1年に一度の開催ですが、来年も開催予定で
すので、参加したことがない方は一度参加し
てみてください。（第8支部 厚生委員会 廣瀬
幸子）

月は税務署の人事異動の時期です。
新たに着任された方々と広くコミュ

オーバーすることも頻発するほど会場が盛り
上がる中、佐野署長はじめ牧迫第1統括官は、
熱心にメモを取り、頷きながら登壇者の話に
耳を傾けておられました。
　税務署と法人会、それぞれの立場で互いに
理解を深めることによって、双方の関係性が
一層強化されることを願ってやみませんが、
その兆しを感じる名刺交換会でした。平山副
会長の司会進行で、和やかな時間もあっとい
う間に経過し、無事にお開きとなりました。

（第7支部長 三條正人）

受賞者

公益社団法人玉川法人会
感謝状の部 ： 清水明洋 上平亮
特別功労賞 ： 大同生命保険株式会社渋谷支社 三溝真由美
公益財団法人全国法人会総連合 功労者表彰 ： 鈴木康二 鈴木準之助
一般社団法人東京法人会連合会 功労者表彰 ： 久野豊仁 橋本文子
 松永浩昌　松村德弥
一般社団法人東京法人会連合会 会員増強表彰 ： 清水明洋 上平亮
一般社団法人東京法人会連合会 福利厚生制度協力3社 推進員への奨励金授与：
大同生命保険株式会社渋谷支社 三溝真由美
大同生命保険株式会社渋谷支社 吉田祐子
AIG損害保険株式会社首都圏地域事業本部 課長 竹村芳孝

Tamagawa 絆
Project

法人会福利厚生制度
マスター認定基準の披露

REPORT 4 REPORT 5

6月21日（火）日にち

二子玉川エクセルホテル東急場所 6月17日（金）17時から日時

玉川ボランティアビューロー場所

28名参加者

2回組織委員会・厚生委員会合同会議を開催いたしま
した。主な議案としては「Tamagaw 絆Project」の進

組織委員会 厚生委員会

厚生委員会

順位  OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 田中龍介 40	 37	 77	 6.0	 71.0

準優勝 田島嘉禧 41	 42	 83	 12.0	 71.0

3位 中村隼人 37	 39	 76	 3.6	 72.4

得てすべての議事が滞りなく終了しました。懇談会は3年ぶりの開催で、
64名の参加を得て各テーブルで活発な情報交換が行われました。コロ
ナ禍でまだ気が抜けない状況ですが、法人会活動が少しでも正常化して
いくよう運営を工夫してまいりましょう。（総務委員長 平山武司）

二

7
ニケーションをとるため、これまではビュッ
フェ形式の立食でしたが、今年はコロナ感染
防止の観点から着席スタイルとなりました。
新任の佐野署長は、法人会の会員交流を大切
に考えておられるとのことで、大変嬉しく思
いました。
　支部長、部会長、委員長らが順次登壇し、
自己紹介を兼ねて活動内容などのスピーチを
行いました。各自のPRに熱が入り、時間を

厚

第

予報が出ていましたが、午前中は晴天に恵ま
れ、気持ちいいスタートとなりました。リゾ
ートトラストレディース開催後ということも
あり、もともと難関なコースがさらに難しく、
苦戦した会員さんもいらしたようです。

人会の会員増強と、大型保障制度推進にご尽力いただ
いた方をお招きし、二子玉川のエクセルホテルでパー法

ティーを催しました。60名ほどの参加となり、盛況な会にな
りました。（第1支部 広報委員 山崎武一郎）

行について、会員親睦交流コンペ開催について、GO TO 
TAMAGAWAクーポン発行についてと事業内容の進捗の報告
及び未確定部分の確定などを話し合いました。
　委員会には受託保険会社3社の方々ご参加いただいており、
さまざまなご協力もお願いしております。今回は、受託保険会
社の1社、大同生命の吉田祐子様が法人会福利厚生制度マスタ
ー認定基準の表彰をされ、授与式を委員会内で行いました。こ
れからますますご活躍いただけることと存じます。（第8支部 
厚生委員会 廣瀬幸子）

本部事業 総務委員会

本部事業 総務委員会

組織委員会 厚生委員会

49名参加者
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カントリーラインダンスセミナー

絵はがきコンクールの
応募用紙封入作業を
行いました！

REPORT 6

REPORT 7

6月21日（火）13時30分から日時

玉川町会会館場所

筑紫 由美子先生講師

10名参加者

回は初めての試みで、筑紫先生をお迎えしてカントリーライン
ダンスを教えていただきました。4ステップを習いましたが、

6月9日（木）9時30分から日時

玉川町会会館場所

22名参加者

生も「初めてのステップなのに、床の踏む音が皆さん揃っ
ている」とお褒めの言葉をいただきました。
「カムバック マイラブ」でチャチャを。「リトル ルンバ」
では、だんだん体全体でリズムが取れるようになり、楽し
い講習会になりました。普段使っていない足のさばきで筋
肉痛になりました。（女性部会 副部会長 松野京子）

女性部会

女性部会 青年部会

今
日頃の運動不足の為か最初は足がもつれてうまくステップが踏めなく、
笑いが漏れ楽しい雰囲気になりました。懐かしい「ママ マリア」の曲
で踊りだしたら、皆さん上手にリズムに乗りステップが踏めました。先

性部会・青年部会の22名で今年も絵はがきコンクールの
応募用紙封入作業をいたしました。5種類の印刷物を黙々女

と封入した結果、予定より早く作業を終えることができました。封
入後のクラス、学校ごとに袋詰め、箱詰め作業がなかなかの重労働。
梱包後、入れ忘れがある事に気づき、汗だくになりながら再梱包な
どハプニングはありましたが、無事に15校分、約2‚500部を各学校
へお届けできました。今年は玉川税務署の竹葉統括も挨拶回りに同

3年ぶりの開催！
用賀サマーステージ2022

REPORT 9

7月20日（水）、7月21日（木）日にち

用賀くすのき公園場所 24名（2日間40名）参加者

第9支部

用賀サマーステージ
2022

REPORT
10

7月20日（水）、7月21日（木）日にち

用賀くすのき公園場所

第10支部

019年以来、3年ぶりに用賀商店街
振興組合主催による「サマーステー2

ジ2022」に第9支部の有志及び関連会社の
社員の皆様で参加しました。
　玉川法人会ブースとして恒例の「税金クイ
ズ」と第6支部の会員でもある、コミヤスポ
ーツセンターさんご協力のもと、「マイアミ
ボール」を出店いたしました。マイアミボー
ルはミニバスケットボールで、3つのウレタ
ン製ボールを1.8m先のゴールめがけて投げ
入れる簡単なゲームです。新型コロナの感染
者が増えてきたこともあり、万全の感染対策

10支部は、ヨーヨー釣りと鯉すくいを出店いたしました。
例年は金魚すくいでしたが、仕入れの都合により、今年は第

鯉すくいへと変更になりました。
　サマーステージの準備は開催が決定した役員会から始まり、ヨー
ヨー釣り用のこより作りは、作っていくうちにコツを掴み、意外と
早く作業を終える事ができました。前日はテント立てや什器の設置
などの準備を行い、当日、早い方は15時からヨーヨーを作成して

で行いましたが、子どもたちが密集する環境
では難しいこともありました。しかし、3年
ぶりの子どもたちの笑顔や、会員の皆様にも
久々にお会いでき
たことは大変嬉し
く、このようなイ
ベントはやっぱり

良いものだと、再
確認できた2日間
となりました。
（第9支部 広報
委員 清水正広）

いました。
　鯉すくいも、ヨーヨー釣
りもどちらも売り切れるま
で列が続き、皆様のご協力
のおかげで、連日大盛況で
終えることができました。
準備は大変でしたが、子ど
もたちが嬉しそうに楽しん
でいる姿が見られて何より
です。（第10支部 石田庸
子）

もっと知りたい
地域の歴史 パート⑧

REPORT

7月28日（木）日にち

奥沢まちづくりセンター場所

37名参加者

第1支部・第2支部合同開催

ロナ渦ではありますが、奥沢まちづくりセン
ターにて感染対策を施し、開催されました。コ

今後も継続してこの取り組みは行っていきたいです。
ふるってご参加ください。（第1
支部 広報委員 山崎武一郎）

11

行してくださったので、例
年より多く応募用紙が戻っ
てくることを期待し、9月
の締め切りを楽しみに待ち
ます。お手伝いしてくださ
った皆様、お疲れ様でした。

（女性部会 副部会長 石田
庸子）

健康経営セミナー
REPORT

7月15日（金）日にち

トラットリアロアジ場所

第3支部

本歯周病学会専門医の田川雅康先生をお招き
し、『明日からはじめられる健康経営』をテ日

ーマに研修会を開催しました。生活習慣病予防のため
の歯周病対策の重要性や対策に取組んでいる企業の活
動紹介など、興味深く参考になる話ばかりでした。歯
周病や他の病気の誘発防止を目的に「国民皆歯科検診
制度」が導入される予定ですが、歯科検診は企業側も

8

取組むべき重要
テーマであるこ

とを改めて認識
しました。（第3
支部 広報委員 
中島浩）
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阿部友太郎氏への
感謝の集い

REPORT

7月14日（木）18時から日時

二子玉川エクセルホテル東急場所

52名参加者

副会長が発起人となり、ソプラノの横森さん・ピアノは大野さ
んの生演奏で、昭和61年4月青年部会長就任から令和3年6月

12

タチウオ狙いで出船！
REPORT

7月17日（日）7時から日時

7名参加者

水の教至丸にてタチウオ狙いで出船し、3～ 12匹と
皆さま3匹以上で、まずまずの釣果です。私も3匹で、

釣り同好会

13

第 3支部では、来る10月15日（土）開催予定の『尾
山台フェスティバル』にて、元巨人軍投手で現

在も幅広く多方面で活躍中の角盈男（すみ みつお）
氏による講演会を開催します。野球に詳しくない方も
興味深い内容のお話が盛りだくさんです。どうぞお気
軽に、お誘い合わせの上ぜひお越しください。

お知らせ

昭和51年読売ジャイアンツ入団。日本ハム、
ヤクルトで活躍。（通算：618試合／38勝60敗
／99セーブ）ヤクルト野村克也氏、ジャイア
ンツの長島茂雄氏、両監督の下でコーチを経験
した唯一の存在で、現在は野球評論家、タレン
トとしてTV番組に出演。講演活動、野球教室、
著書の出筆など幅広く活動を行っている。

PROFILE

正

走

会長退任までの38年間を、玉川法人会のためにご尽力をしてくださっ
た阿部元会長の感謝の集いを開催しました。
　青年部会長では「SKT（世田谷・北沢・玉川）」連絡協議会を設立され、
全国青年の集い東京大会を成功に収め、組織委員長のときはお一人で
300社を超える会員増強をされ（法人会最高記録）、会長時代は公益社
団法人の移行を素早く行動されました。また全法連・東法連でもご活躍
されております。平成23年からは全法連厚生委員長を務めています。
　今後はお好きなゴルフや旅行を楽しみたいとおっしゃっていましたが、
ご自愛をしながら今後も玉川法人会をよろしくお願いいたします。（第1
支部 広報副委員長 松野京子）

指7本のドラゴンサイズが釣れて大変満足です。また9月に予
定を組みますので、初めての方もベテランの方も、ふるってご
参加願います。（釣り同好会 丸山正高）

熟 語 づくり
パズ
ル

矢印の方向に２文字の熟語ができるように、
Ａ・Ｂにあてはまる漢字を書きましょう。

株式会社ニコリ
[ 作者紹介 ]

日本初のパズル専門誌
「パズル通信ニコリ」を
発行する出版社。数独・
クロスワードなど多種多
様なパズルをメディアへ
提供するコンテンツメー
カーでもある。スマホア
プリ「スマニコリ」も配
信中。

可 異

力
静

機
芸

A B

【 答え 】能 A動 B

【 答え 】法

[ 例題 ]

寸

法
被

技 人



江戸時代から続く歴史と世界最高峰の技術と芸術性を誇り、
クールジャパンの一端を担う日本の花火文化。その魅力を
5年に渡り国内外へ伝えてきた井出直美さんに、活動内容
やコロナ禍で苦境に立たされる業界の現状などを伺った。

3

話を聴きました
vol.

あの人にあの人に

18W x 7L = 126(128)

肩書にもある通りデジタル分野に強みを

持ち、30年以上プロデュース業務に携

わってきたが、そのキャリアの中で花火

とは切っても切れない縁があるという。

「1988年から晴海埠頭で開催されていた

『東京湾大華火祭』で運営事務局を、立

ち上げから3年間経験しました。海外の
18W x 16L = 288(293)

演出家と仕事をする上で、当時は珍しか

ったパソコンを使う必要に迫られ独学で

習得したのがデジタルとの出合いです。

いまでは当たり前にあるパソコンやイン

ターネットに黎明期から触れてきたこと

が、自身のキャリアの礎になっています」

　2017年にデジタル分野の広告やプロ

モーションを手掛けるつもりで会社を設

立したが、事務局時代からよく知る花火

会社が中心となり立ち上げた『一般社団

法人日本花火推進協力会』からの依頼で、

再び仕事で花火に関わることとなる。

「同団体は東京五輪を機に、花火の魅力

を国内外に発信する目的で全国の第一線

で活躍する花火師24社が集まり2016

年に結成されました。日本の打ち上げ花

13W x 3L = 39(39)

ベントのプロモーションや広

告制作を手掛ける株式会社イ

・デ・ヤ代表の井出さんは、
イ

イイ・・デ・デ・ヤヤ
人とコンテンツを結び
新たな価値を創造する

18W x 19L = 342(337)

人が集まる花火大会は開催困難になった

が、デジタルコンテンツを使ったPRは

井出さんの最も得意な分野。『TikTok』

や『YouTube』のクリエイターと無観

客オンライン花火大会の配信や、小学生

を対象にした花火教室など、花火の素晴

らしさを伝える活動を行った。

「実はコロナ禍以前から、警備費用の増

大など予算不足で中止になる大会が少な

くありませんでした。私は花火が嫌いと

いう人に会ったことがないし、5年間の

PR活動を通して花火師を応援したいと

いう国内外の声の多さに改めて気付かさ

れました。今年1月に推進協力会との契

約は満了しましたが、今後も日本の花火

がいかに優れているかの啓蒙や、いまあ

る花火大会を存続させられる金銭的な仕

組み作りを考える活動は今後も続けてい

きたいと思っています」

代表取締役社長
デジタルプロモーションプランナー
花火イベントプロデューサー
井出直美さん

20W x 4L = 80(77)

玉川法人会第2支部所属。デジタル分野に造
形が深く、インターネット広告やイベントの
制作を得意とする。趣味が高じて瞑想のイン
ストラクター資格を取得し指導も行う

株式会社イ・デ・ヤ
住  渋谷区東2-29-6

山梨ビル6F
 03-3704-2352

 https://ideya.jp/

Data

20W x 4L = 80(80)

活動を通して「日本人に自国の花火文化の素
晴らしさを認知させる難しさ」を感じたとい
う井出さん。花火教室のような地道な活動こ
そがこの伝統文化の存続に最も必要だという

18W x 28L = 504(514)

火は400年以上の歴史を誇り、技術や芸

術性の高さは世界一といわれています。

その素晴らしさを世界にPRする機会に

携われて、とても嬉しかったですね」

　様々なコンテンツや人を結びつけ、そ

の相乗効果による“新しい価値の創造”

を企業理念とする井出さん。最初の施策

となる内閣府の公募事業『beyondo20 

20』では“バリアフリー”をテーマに、

これまで見過ごされてきた障がいのある

人が楽しめる花火を企画して採択された。

「花火師と障がいのある方でワークショ

ップを行い、より楽しめる方法を一緒に

模索しました。例えば、視覚障がいの方

には花火の形や色を盛り込んだ朗読劇を

音声で流して情景を想像してもらう。聴

覚障がいの方には音を振動に変える機器

を身に着け、より臨場感を感じてもらう

など、8つの新たな手法や技術と花火を

組み合わせることで、新しい感覚で花火

を楽しめたと評価していただけました」

　2019年からは、バリアフリーをさら

に進化させた“みんなの花火”というテ

ーマを団体のコンセプトに掲げ、文化庁

の公募事業『日本博を契機とする文化資

源コンテンツ創成事業』に採択された。

「過去2年間の障がい者も健常者も楽し

めるというテーマをさらに広げた完成形

9W x 10L = 90(87)

2019年の『世田谷
たまがわ花火大会』
では、草月流華道と
花火がコラボ。障が
いを持つ子を対象に、
生花教室のワークシ
ョップを行い、子ど
もたちと華道家の作
品が花火になり夜空
を彩った

60W x 3L = 180(166)

1）2020年の『秋川流域花火大会』はオンラインで配信され、事前に市民からデザインを公募した31作品も打ち上げられた。2）同年
の台場小学校では、オンライン工場見学や子どもたちがデザインした花火を『24時間テレビ』の放送で打ち上げるワークショップを開
催。3）同年の『昭島アウトドアビレッジ』では、花火教室で線香花火を作る体験が行われた

10W x 8L = 80(76)

が、年齢や国籍を超え

て誰もが楽しめる、花

火を介して多様性と調

和を目指した“みんな

の花火”というテーマ

です」

　2020年以降は新型

コロナ感染症の影響で、

1 2 3
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会員の皆様のご紹介

株式会社シークユー
かぶしきがいしゃシークユー

設業の中小企業を専門に、HPから直接受注を獲得
する、または直接求人への応募を取るためのお手伝

いをしています。私はお客様の会社の一員として、会社の
中の中まで入り込み、時には極寒の中、夜通し現場で取材
し、建設業の中小企業の魅力を世の中に発信しています！ 
宮大工の祖父とサッシ職人の父を見てきて、自分のルーツ

建

株式会社シークユー
住  新宿区高田馬場1-32-10

 050-3709-2711
 kuroda@cq-seekyou.com

Data

音楽教室
KIKKO Lab
住  世田谷区瀬田4-22-19

 090-3222-5915
 https://kikkolab.

business.site/

Data

情報サービス業業種

KIKKO Lab

子どものピアノ 一人ひとりに合わせて、
 楽しく分かりやすくレッスンいたします

声楽  クラッシックからポップスまで
 講師が丁寧に指導いたします

リトミック 音楽を楽しみながら、想像力・集中力・
 表現力を育てます

ボイストレーニング 歌のことならお任せください。
 ご希望に添ったレッスンをいたします

キッコ ラボ

は自分自身の子育ての経験から二子玉川地区で子育
てサロンを開催し、リトミックを通して親子の、そ

して、お母さん同士のコミュニケーションを支援する活動
をしていました。また、ジャズシンガーとしてライブ活動
等も行っております。
　それをきっかけに音楽をもっとたくさんの人たちに楽し
んでもらいたいと考えるようになり、「気軽な街の音楽の
先生」をコンセプトに音楽教室を開きました。
　音楽に親しむことで、想像力、集中力、表現力が身に付
き、豊かな感性が育まれます。お子様から、大人まで、習
い事を新しく始めたい人も、音楽教室はいかがでしょうか。

私

音楽教室業種

第1支部

でもある建設業がカッコい
い、素晴らしいものだと発
信することが私の使命だと
感じています。

第8支部

4



今後のスケジュール
女性部会役員会 13：30 玉川法人会 事務局

組織委員会 16：00 会場未定

税を考える週間 講演会 ★ 玉川せせらぎホール

納税表彰式 渋谷区 東郷記念館

女性部会絵はがきワーキング 12：00 玉川法人会 事務局

正副会長会議 14:00 玉川法人会 事務局

理事会 15:00 玉川税務署

正副会長会議 13：00 玉川法人会 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

9日（金）

13日（木）

14日（金）

14日（月）

15日（火）

17日（木）

25日（金）

19日（水）

13日（火）

14日（水）

16日（金）

21日（水）

30日（金）

※上記は2022年8月1日現在のものです。　※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、中止または変更になる場合があります。
※最新情報は、玉川法人会ホームページをご確認ください。　※★は一般の方も参加できる行事です。
※6月発行のたまでんBOARDに『vol.207 通巻309号』と記載しておりましたが、正しくは『vol.209 通巻309号』でした。この場をお借りしてお詫び申し上げます。

9月

10月

11月

発行人／公益社団法人玉川法人会　会長 坂東義治

編集／公益社団法人玉川法人会　広報委員会

事務局／東京都世田谷区玉川2-1-15
TEL ： 03-3707-8668　FAX ： 03-3707-4992　https://www.tamagawa.or.jp/

社会貢献委員会 16：00 玉川町会

決算法人説明会 ★ 13:30 玉川税務署

税制改正要望全国大会 千葉市 幕張メッセ

インボイス講座 ★ 18:00 玉川町会

献血活動 ★ 玉川税務署

決算法人説明会 ★ 13:30 玉川税務署

女性部会バス日帰り研修会 埼玉・群馬

全国青年の集い沖縄 15：00 沖縄アリーナ

インボイス講座 ★ 18:00 玉川町会


