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このチャンスに
是非ご入会ください！

すべての個人事業者に記帳が義務化されました
記帳・決算・確定申告※注1のサポートは青色申告会へお任せください
11月30日までのご入会はとってもお得です！

11月30日までにご入会された方には
デパート商品券３,０００円分
プレゼント！

さらに！
公認キャラクター

入会金
（通常1千円）
も無料です

ブルーペンタ

年会費 18,000円

初年度は29年3月分までの月割となります。詳しくはお問い合せください。

おとく なこの期間にぜひ青色申告会へご入会ください。

※注2

※注1 確定申告指導は東京税理士会武蔵府中支部の協力を得て行います。
※注2 上記キャンペーンは 11/30 までの新規入会者に適用されます。
（以前会員登録のある方は対象外）
ご入会が準会員の方の場合、図書券等 1,500 円分をプレゼントいたします。
キリトリセン

あなたも青色申告会を利用してみませんか？

無 料 お 試 し ク ー ポ ン
このクーポン券のご利用で、約 40 分間の帳簿の記帳やパソコン会計等について無料体験指導が受けられます。
お一人様１回限り有効 有効期限 平成 28 年 11 月末日まで
公益社団法人武蔵府中青色申告会

公 益 社 団 法 人 武 蔵 府 中 青 色 申 告 会 の 公 開 勉 強 会

ふるさと納税・
義援金・寄附金勉強会

今話題の「ふるさと納税」や「義援金」など寄附金等の税金上の
取り扱いや実際の寄付の仕方などを初歩からやさしく解説します。
◆日時 11月11日
（金） ①午前9時30分〜11時30分
②午後２時〜４時
◆会場 （公社）武蔵府中青色申告会館
◆講師 東京税理士会武蔵府中支部 税理士 長島 理
◆定員 ①・②とともに各40名
◆持ち物 電卓・筆記用具
◆受付開始 10月14日（金）午前９時

勉強会のお申込み

相 続 税・贈 与 税 勉 強 会

改正により対象者が大きく拡大した相続税。それに伴い注目が高
まる贈与税。今回は初心者を対象に仕組みや計算方法を初歩からや
さしく解説します。
◆日時 11月24日
（木） ①午前9時30分〜11時30分
②午後2時〜４時
◆会場 （公社）
武蔵府中青色申告会館
◆講師 東京税理士会武蔵府中支部 税理士 高橋 康弘
◆定員 ①・②とともに各40名
◆持ち物 電卓・筆記用具
◆受付開始 10月28日
（金）
午前９時

（公社）
武蔵府中青色申告会

青色申告会は暮らしと税を結ぶ信頼のパートナーです。

TEL042-362-8608
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10月〜12月の個別記帳指導会のお知らせ
白色申告を含むすべての個人事業者に記帳が義務化となりました。記帳するなら青色申告が絶対おトクです。
帳簿の記帳から決算・申告・パソコン会計まで個別指導を行っています。お気軽にご利用ください。
月

日

会

場

受付順

10 月 13 日（木） 狛江市商工会館 2 階「会議室」

10 月 18 日（火） 調布市文化会館たづくり 3 階「303・304 会議室」
10 月 25 日（火） 狛江市商工会館 2 階「会議室」

10 月 27 日（木） 調布市文化会館たづくり 3 階「303・304 会議室」

狛江市東和泉 1-3-18
調布市小島町 2-33-1
狛江市東和泉 1-3-18
調布市小島町 2-33-1

❖各会場とも午前10時〜午後4時（12時〜1時 昼休み）です。受付は午後3時30分頃までにお願いします。
❖混雑の状況により受付を早めに終了する場合もございますのでご了承ください。

11 月 10 日（木） ＪＡマインズ 神代支店経済センター倉庫２階「会議室｣

完全予約制

11月月00
17日（●）
日（木） 狛江市商工会館 2 階「会議室」
12
11 月 22 日（火） 調布市文化会館たづくり 10 階「1002 学習室｣

※

青色申告会にお届けのご住所、お名前、お電話番号などの変更がある方は

11 月 15 日（火） 調布市文化会館たづくり３階「303・304 会議室｣

調布市西つつじヶ丘 3-8-2
調布市小島町 2-33-1
狛江市東和泉 1-3-18
調布市小島町 2-33-1

11 月 29 日（火） 狛江市商工会館 2 階「会議室」

狛江市東和泉 1-3-18

12 月 8 日（木） 狛江市商工会館 2 階「会議室」

狛江市東和泉 1-3-18

12 月 13 日（火） 調布市文化会館たづくり 10 階「1002 学習室｣

調布市小島町 2-33-1

12 月 22 日（木） 調布市文化会館たづくり 6 階「601・602 会議室｣

調布市小島町 2-33-1

12 月 15 日（木） 狛江市商工会館 2 階「会議室」

狛江市東和泉 1-3-18

11月・12月の個別記帳指導会は完全予約制となります。

11月開催分：10月 5日（水）午前9時
12月開催分：11月15日（火）午前9時
予約受付番号
☎042–362–8608
下記の時間帯からご希望の時間をお伝えください。
（各回40分）
②10：35〜
③11：20〜
④13：00〜
① 9：50〜
⑤13：45〜
⑥14：30〜
⑦15：15〜

予約受付開始

※予約は１会員１回となります。２回目の予約は 1 回目終了後可能となります。
※武蔵府中青色申告会館での指導は従前通り随時承ります。こちらも是非ご利用ください。

各会場とも駐車場が手狭なため、車でのご来場はご遠慮ください。
青色会館（事務局）では平日いつでもお気軽に。
❖上記の日程の他、事務局では随時記帳指導等をいたしますので、ご利用ください。
❖事務局業務時間 午前9時〜午後5時（12時〜1時 昼休み） 土曜、日曜、祭日休業（予約制指導日を除く）
❖事務局の受付は午後4時30分までです。混雑の状況により受付を早めに終了する場合もございますのでご了承ください。
青色申告会会員カード提示のご協力のお願い！
◎当会及び指導会場にお越しの際は会員証をご持参ください。ご協力をお願いします。
どなたでもご参加いただけます

武蔵府中税務署から

開催日

開催時間

11月4日 ①09：30〜11：30 事業所得を有する方
（金） ②14：00〜16：00 不動産所得を有する方

記帳説明会 のお知らせ

個人で事業や不動産貸付等を行うすべての方は、平成26年１
月から記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
所得税の申告の必要のない方も記帳・帳簿の保存制度の対象と
なります。
税務署では、記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」
（無料）
を次の日程で開催します。

11月7日 ③09：30〜11：30 不動産所得を有する方
（月） ④14：00〜16：00 事業所得を有する方
11月8日 ⑤09：30〜11：30 事業所得を有する方
（火） ⑥14：00〜16：00 不動産所得を有する方
※①、④、⑤は同じ内容です。②、③、⑥は同じ内容です
※この説明会は、
（公社）武蔵府中青色申告会と共催で行っております。

どなたでもご相談いただけます
税務・法律・融資
税理士による

税務の相談会

10月28日
（金）

無料なんでも相談会のお知らせ
弁護士による 法律の相談会
公庫担当による 融資の相談会

予約制！

開催日

11月25日（金）

12月16日
（金）

内容
税金に関するなんでも相談です。

内容
法律に関するなんでも相談です。

相談員
東京税理士会武蔵府中支部

相談員
調布くすのき法律事務所
狩集英昭氏（当会会員）

派遣税理士

時 間

10時〜16時

内容
事業資金等の融資相談です。過去２年分
の確定申告書・決算書をご持参ください。
※新規開業の方は必要ありません。

相談員

日本政策金融公庫  担当職員

各相談は予約制による40分の相談となります。まずはお電話ください。
会場

対象者

武蔵府中青色申告会館２階「会議室」☎042–362–8608 〒183–0027 府中市本町4–15–22

会員限定！

【場所】武蔵府中青色申告会館
  府中市本町4-15-22
【講師】武蔵府中税務署 指導担当上席
【定員】①〜⑥ともに40名
【持ち物】筆記用具
【募集開始日】10月18日
（火）午前9時
【お申込み】

（公社）
武蔵府中青色申告会
☎042−362−8608

土曜の予約制個別記帳指導会のお知らせ

〜隔月の土曜日に予約制にて指導を行います〜

会員の皆様より希望の多かった土曜日の記帳指導等の業務を行います。平日の記帳指導会をご利用にな
れない方は、是非ご利用ください。

開催日

内 容
場所：武蔵府中青色申告会館（所在地：府中市本町4-15-22）
10月15日（土） 時間：下記の①〜⑦で都合の良い時間帯にご予約ください。
① 9：00〜 ②10：00〜 ③11：00〜 ④13：00〜 ⑤14：00〜
⑥15：00〜 ⑦16：00〜
12月10日（土）
※土曜日の指導は、ご予約の方以外はご利用になれませんのでご注意ください。

※完全予約制となります。
希望される方は、お電話にてお申し込みください。
※予約は1会員1回となります。
2回目の予約は1回目終了後可能となります。

お申込み・お問合せ

☎042
（362）
8608

事務局からお願い：会費は銀行口座引落しによる納入をお願いしています。手続きがお済みでない方はお早めにご連絡下さい。
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第4回「小学生の税の書道展」
展示会のお知らせ
青色申告会では書道を通じ
て税を学び、税金の大切さを
知ってもらうことを目的に「小
学生の税の書道展」を開催し
ます。
展示会はどなたでもご入場
い ただ け ま す の で、皆 さま
小学生の力作を是非ご覧に来てください。

夏休み親子租税学習ツアー
7月26日（火）毎年恒例の「夏休み親子租税学習ツアー」を実
施いたしました。
このツアーは、当会で行っている租税教育推進事業の一環とし
て地域の小学生を対象にしたもので、本年で9回目の開催です。
保護者・児童合わせて78名の参加がありました。
当日は、タックススペースUENOにて「租税教室」や「パソコンを使った学習」
、
「署
内見学」などを通じ、楽しみながら税金について学習しました。
その他、NHKスタジオパークや江戸東京博物館の見学も行い、参加した児童達には
夏休みの楽しい思い出になったと思います。
参加された児童からは「今までの税金に対する見方が変わった。
」
、保護者の方から
は「子供が社会の成り立ちや仕組みを知る大変よい機会になりました。
」などの感想を
いただき、このツアーの目的である税に対する理解や関心を深めることが出来たので
はないかと思います。

お知らせ

労働保険』

事業主の皆さん
“11月は
「労働保険適用促進強化期間」
です”

従業員を１人でも雇用している事業主は、労働保険（労災・雇用）の加入が
義務付けられています。
従業員が安心して働けるように、労働保険の加入手続きがお済みでない事業
主のみなさん、今すぐ加入の手続きをされますようお願いします。

ハローワーク府中・雇用保険適用課…………………
八王子労働基準監督署・労災課………………………
立川労働基準監督署・労災課…………………………
三鷹労働基準監督署・労災課…………………………

☎042-336-8617
☎042-642-5296
☎042-523-4474
☎0422-48-1161

労働保険の加入は青色申告会へ

入って安心！

労働保険

労働保険・一人親方労災

労働保険 = 労災保険 + 雇用保険＋事務手数料

労働者
（パート・アルバイト含む）
を雇ったら強制加入。事業主の労災特別加入制度あり。
未加入の方は今すぐご相談を！ 事務手数料は８千円から。

一人親方労災

一人親方労災＝労災保険＋事務手数料

補償は、■治療費全額
国の保険だから安心

■休業補償（休業4日目から）など

事務手数料は８千円。

詳しい案内は担当者からお伝えします。
お気軽に事務局へお問合せください。

青色申告会へ

お問い合わせ、ご加入は

☎042−362−8466

今後の行事予定
▪10月─ ───────────────────────────────────
12日
（水）
女性部定例会
（青色会館）
14日
（金）
青年部租税教室
（第一小学校）
15日
（土）
予約制個別指導会
（青色会館）
19日
（水）
会員レクリエーション
（石和方面）
21日
（金）
会員レクリエーション
（茨城方面）
24日
（月）
会員レクリエーション
（茨城方面）
26日
（水）
第2回指導・税制委員会
（青色会館）
26日
（水）
〜27日
（木）
青年部合宿研修会
（松山方面）
▪11月─ ───────────────────────────────────
（火）
税理士会との意見交換会
8日
9日
（水）
女性部小物作り教室
（青色会館）
府中支部役員会議 （青色会館）
11日
（金）
午前・午後
ふるさと納税・義援金・寄附金等勉強会
（青色会館）
13日
（日）
狛江市民まつり
14日
（月）
納税表彰式
（大国魂神社）
19日
（土）
〜20日
（日）
小学生税の書道展展示会
（調布市文化会館たづくり）
小学生税の書道展展示会
（狛江市立西河原公民館）
20日
（日）
小学生税の書道展表彰式
（調布市文化会館たづくり）
小学生税の書道展表彰式
（狛江市立西河原公民館）
24日
（木）
午前・午後
相続税・贈与税勉強会
（青色会館）
30日
（水）
監査会
（青色会館）
総務委員会
（青色会館）
▪12月─ ───────────────────────────────────
（月）
組織委員会
（マロウドイン東京）
5日
7日
（水）
役員合同研修会
（大國魂神社結婚式場）
10日
（土）
〜11日
（日）
小学生税の書道展展示会
（府中グリーンプラザ）
11日
（日）
小学生税の書道展表彰式
（府中グリーンプラザ）
14日
（水）
第2回事業委員会
（ホテルコンチネンタル）
21日
（水）
府中支部年末報告会
（マロウドイン東京）

青色申告会ではマイナンバーカードの取得を推奨しています

◦納期限を守りましょう！

税のカレンダー

◦口座振替を利用しましょう！

▪10月
【地方税】◦個人住民税第３期納付
▪11月
（15日まで）
【国 税】◦所得税及び復興特別所得税の予定納税額第２期分の減額承認申請
◦所得税及び復興特別所得税の予定納税額第２期分の納付
（30日まで）
【地方税】◦個人事業税第２期分の納付
▪12月
【地方税】◦固定資産税及び都市計画税第３期分の納付

振替納税をご利用の方で住所変更があった場合はご注意ください！
引っ越し等で住所が変わった場合、税務署に
「所得税・消費税の納税地の異動に関す
る届出書」を提出します。その際、所轄の税務署が変更となった場合は異動後の所轄
税務署にて改めて振替納税の手続きが必要となりますのでご注意ください。

必ず事務局までご連絡下さい。

府中市立第一小学校 ５年

佐々木 郁乃

私は税金がどんな意味があるのか知

らなかったし、あまり税金に意味があ

ると思っていませんでした。けれど、

今回のツアーで税金にはいろんな意味

があって、私達の役に立っていること

まず、税金とは私達がお金を出し合

が分かりました。

い、協力して、より良い社会にしてい

く工夫です。例えば道路の整備、公園

の整備、他にも海外援助などにも使わ

れているそうです。

もしも税金が無くなってしまったら、

交番に相談することにもお金がかかっ

たり、道路を通過することにもお金が

かかったり、いろいろな公共施設の修

このように税金は私達の役に立って

理が出来なくなるそうです。

いるのです。また、日本だけではなく、

海外の人達への役にも立っているのです。

このことから税金は意味があるもの

『一人でも雇ったら、入ろう‼

で、それを使って沢山の人達が公共施

狛江市 11月19日（土）〜20日（日）
各日とも午前9時30分〜午後5時
狛江市立西河原公民館 1階 展示ギャラリー

設を気持ちよく使うことが出来るので

調布市 11月19日（土）〜20日（日）
各日とも午前9時30分〜午後5時
調布市文化会館たづくり 10階 1001学習室

す。しっかりと税金を納めることが大

切だと思います。

府中市 12月10日（土）〜11日（日）
各日とも午前9時30分〜午後5時
府中グリーンプラザ 5階 展示ホール

会員の皆さまへ

（公社）武蔵府中青色申告会

小学生の力作を是非ご覧ください！

4
Aoiro

Sanpomichi

府中・調布・狛江

東京アートミュージアム

仙川駅東

街道
甲州

あおいろ散歩路

マヨテラス

東京アートミュージアム

ちょっと気になる話題や気になる小径

京王線仙川駅
〜国領駅

仙川湯けむりの里

武者小路実篤記念

若葉町2町目

若葉町2町目南

中華そば しば田

仙川は商業・業務・芸術・文化・コミュ
ニティ施設の立地を誘導するため、地
区計画を定められ、駅周辺はとても整備
されつつ、なお商店街が活発な街です。

マヨテラスは仙川のシンボル
マヨラーは必見です
仙川駅から徒歩５分、株式会社キュー
ピーマヨネーズの研究所及びマヨネーズ
を楽しく学べる「マヨテラス」があります。
マヨテラスは
キューピーマ
ヨネーズ が
提 供する見
学 施 設 で、
マヨネーズ

1992 年計画道路で分断された敷地を
地主の伊藤さんは壮大な構想を企て自
身の夢を建築家安藤忠雄氏に託す。
仙川プロジェクトの始まりでした。
真っ直ぐ伸びる安藤ストリートはコン
クリート打ちっ放しの建物とハナミズ
キのグリーンの調和が美しい。

イタリア在住の彫刻家 吾妻兼次郎を初め、画家
草間彌生、彫刻家 船越桂 建築家 安藤忠雄など
あらゆるジャンルのアーチストが作り出した版画を展
示。 作 家の経 歴を
見ながら作品を鑑賞
すると、内なる制作
意欲がうかがえるよう
です。
会期：2016 年 7/2 〜

10/30（日曜日）

の歴史や美味
開館時間：11 時〜 18 時半
芸術の秋を堪能する
休 館 日：月、火、水曜日
しさの秘密など
仙川安藤ストリート
入場料：一般 500 円
を楽しく紹介し
大学高校生 400 円
長大なガラスの壁面の両側にコンク
ています。子ど
小中学生 300 円
リートの固まりを置きモニュメントとしてい
もは勿 論、 大
☎️ 03-3305-7491
る外観に圧倒されます。かつての都市
人も楽しめる施
計画（1992 年）に認可された一本の
設です。エントランスを入るとマヨネーズ
中華そば しば田
eat
のオブジェ、驚きの空間が待っています。 道路沿いに面して出来た住居、保育施
仙川駅より徒歩 10 分、開店前より行列す
るラーメン屋さん。醤油ベースで鴨鶏の旨味が豊潤の
設、劇場、ミュージアムなどが並んでい
ここで 90 分間の見学とおいしいサラダ
美味しいスープと細麺、
ます。 世界的に有名な建築家の安藤
＆ドレッシングもいただいて、お土産も付
何よりジューシーな焼き豚
が美味。隠れ名物が「た
忠男氏が設計した建築群、「安藤スト
いてきます。 帰りはキューピーショップで
きこみご飯」+150 円小
リート」です。その一角にある東京アー
グッズを購入できて、とても楽しい時間
さな茶碗に山盛り。
を過ごせます。マヨテラスは完全予約制 トミュージアムは、現代アート、写真、 営業時間 火～土
彫刻、版画など様々な展示をしていま （定休日：日、月曜日）
です、事前に申し込みをお願いします。
11:00 ～ 14:30
す。 芸術的な建築、そしてアート。 両
電話 03-5384-7770
17:30 ～ 20:00
※材料切れ次第閉店。 中華そば 780 円〜
面を観ることが出来ます。
www.kewpie.co.jp/mayoterrace/
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ワーク府中
き

」

４１

編集後記

勅使河原 幸子

リオオリンピックで日 本のアスリー
ト達も実 力 以 上の成 果を出し、 史 上
最 多の 個のメダルに日 本 中 が感 激
しました。 代・ 代 が多い選 手た
ちに次回東京オリンピックでの活躍が
現実味を帯び、期待できますね。
武 蔵 府 中 青 色 申 告 会に於いても
年連続会員数純増となり、 本年度は
年連続会員数純増、 会員数７千名
を目標に掲げています。
これから記 帳や 申 告の準 備をしよ
う と 考 えている 皆 さ ま も一歩 踏 み 出
し、 連 絡 してみてはいか がでしょう
か？
さて、本年はオリンピック以外にも
武蔵府中青色申告会青年部は 周年
を迎えられ、 東 青 連 女 性 部も５月に
周年を迎えました。
当 会 女 性 部 は 今 後 小 物 作 りや 旅
行、新年会などの行事を活発に行い、
さまざまな場 面で女 性 部の仲 間 が活
躍しています。
今や女性の社会進出も多く、 男性
とは異 なる 価 値 観で活 躍している 女
性たちが輝いて元気に見え
ませんか？
結びに、これからも武蔵
府 中 青 色 申 告 会 が安 心し
て頼れる会として邁進され
ることを期待しています。

女性部

１５

４０

「いきい

Vol.21

島忠ホームズ

松原通り

桐朋学園

art

版画の表現力

おおむね 55 歳から
人材確保はお任せください！
東京都と府中市からの
助成と支援、無料で安心！

無料職業紹介所

「いきいきワーク府中」
☎ 042-336-4871

府中市府中町２－ 25 －１中央文化センター５階
利用日：毎週月〜金曜日（祝日、年末年始、休館日を除く）時間：午前９時〜午後５時
◆求人のご相談から募集までスピード対応◆
●求人条件の設定と紹介●高年齢者の雇用及び助成金・奨励金等の相談

武蔵府中青色申告会への入会をお待ちしています。詳しくは事務局へおたずね下さい。…☎042−362−8466

