裏面もご覧下さい。
【TEL 058-263-4236・FAX 058-263-9555】

日 時
場 所
講 師

９月２４
９月２４日（火
日（火） 午前１０時～
当会会議室
岐阜北税務署担当官
岐阜北税務署担当官

第９回

異業種交流会＆ 勉強会開催案内
（青年部主催）
（若手経営者のための異業種交流会）

無料税務相談
無料税務相談（
相談（予約制）の
予約制）のご案内

日頃より、当会をご利用頂いている会員様同士の親睦を深める
ことを目的とした「異業種交流会」を開催致します。

事務局へのご相談内容が多様化してきております。そこ
で、今年も無料税務相談を行います。所得税や消費税は、
もちろん、相続税や贈与税、市県民税などのご相談として
ご利用いただければと思います。
相談日 ９月
９月２５
２５日（
２５日（水
日（水）・１１月２５
）・１１月２５日（
１１月２５日（月
日（月）
時 間 午前９時～正午
午前９時～正午
相談時間は、たくさんの
相談時間は、たくさんの方にご利用頂きたいので、
たくさんの方にご利用頂きたいので、
お一人３０分程度とさせて頂きます。
お一人３０分程度とさせて頂きます。
場 所 当会会議室
※協力：名古屋税理士会 岐阜北支部

税理士先生を講師としてお招きし「税務調査はこうして行われ
る！」をご講演頂きます。同業種・異業種の方と交流を広げる機
会として、ふるってご参加下さい。
[日 時] 令和元年１０月
令和元年１０月３日（木
日（木）
１８：３０ 勉強会「税務調査はこうして行われる」
講師 高木義行税理士事務所 高木義行先生
１９：３０ 異業種親睦交流会（簡単な食事を準備致しま
異業種親睦交流会（簡単な食事を準備致しま
す。ホームパーティ
す。ホームパーティ形式・
ホームパーティ形式・アルコール
形式・アルコール有）
アルコール有）
[場 所] 当会会議室
当会会議室
[参加費]
参加費] おひとり、１，０００円
おひとり、１，０００円（
、１，０００円（当日、お支払下さい。）

特別企画
特別企画（
企画（女性部主催）
秋の果物お土産てんこ盛り
秋の果物お土産てんこ盛りと
果物お土産てんこ盛りと
南信州巨峰食べ放題
信州巨峰食べ放題！
巨峰食べ放題！（昼食付）
日
時
集
合
集合場所
参 加 費

シャインマスカットもあるよ！
令和元年１０月７日（月）
午前７時５０分（出発：午前８時１０分）
ＪＲ岐阜駅北口じゅうろくプラザ前
一
般 12,300 円（会員以外の方参加可）
女性部員 11,800 円
（女性部員は、会費とは別に、別途部費を頂いております。）

参加人員 先着２０名
締 切 日 ９月２０日（金）参加費とともに事務局まで

お楽しみポイント
お楽しみポイント

名刺をお持ち下さい。
名刺をお持ち下さい。

[申 込] 事務局へ
事務局へお電話にてお申込み下さい。
お電話にてお申込み下さい。また、
お電話にてお申込み下さい。また、ＦＡＸ
また、ＦＡＸ
でも申し込みを受け付けます。その際は、任意の
でも申し込みを受け付けます。その際は、任意の用
、任意の用
紙に住所、事業主名、
紙に住所、事業主名、参加者名、連絡が
参加者名、連絡がとれる
連絡がとれる電話
とれる電話
番号をご記入頂き送信して下さい。
番号をご記入頂き送信して下さい。
前日まで、申込受付致します！

記 帳 確 認 のご案 内
記帳確認の時期がやってまいりました。スムーズな
決算等ができるようご出席下さい。
確定申告期の時間短縮のため、年内に記帳処理がで
きるものは、必ずご相談下さい。
日 程 令和元年１０月２１日（月）
～１１月 ７日（木）
時 間 午前９時～午後３時３０分
場 所 当会事務局
（但し、土日祝日は除く・正午から午後 1 時までは、
お昼休みとさせて頂きます。
）
◆持参するもの◆

★巨峰食べ放題！
★巨峰１房お土産付！
★りんご、梨各３個お土産付！
★牛鍋と松茸御膳のご昼食！
★シャインマスカット１房お土産付！
★野菜詰め放題！

[持ち物]
持ち物]

①
②
③
④
⑤
⑥

現金出納帳
元帳、経費帳などの諸帳簿
源泉税関係書類
試算表または月別集計表
昨年分の決算書・申告書控
車等を購入された方は、車等の明細書、支払
明細書など
⑦ パソコンやバックアップデータ（利用者のみ）

キャンセル料は、９月２７日から必要となります。
〒500-8812 岐阜市美江寺町１－５ 岐阜北青色会館２階 岐阜北青色申告会
ＴＥＬ058-263-4236 ＦＡＸ058-263-9555 発行 令和元年８月
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岐阜北税務署定期人事異動紹介（敬省略
現
職
署長
副署長（個人担当）
総務課長
個人課税第一部門統括官
個人課税第二部門統括官
個人課税第三部門統括官
個人課税第四部門統括官
個人課税第五部門統括官
個人課税第六部門統括官
特別記帳指導官
記帳指導推進官
指導担当

氏
名
沼田 美之
冨永 治之
金原 康宏
鈴木 康永
山口 良成
渡辺 竜彦
山田 昭広
児玉 憲幸
奥村 裕二
山賀 里実
佐々木 保
篠田 明彦

順不同）

前
職
名古屋国税局 調査部次長
名古屋国税不服審判所 副審判官
関署総務課総務課長
桑名署 個人課税第一部門統括官
岐阜北署 個人課税第四部門統括官
関署 個人課税第三部門統括官
津島署 個人課税第二部門統括官
昭和署 個人課税第四部門統括官
留任
留任
多治見署個人課税第一部門総括上席調査官
岐阜北署個人課税国税特別調査官付上席調査官

新規会員募集中！

お近くで、記帳でお困りの方

パソコン会計をご希望の方

新規で事業を始められた方

ご入会頂いた方に、
粗品をプレゼント！

などなど、ぜひご紹介下さい！

ご紹介頂いた方に、
4,000 円プレゼント！

ご紹介キャンペーン

当会では、他人従業員さんに対する労働保険事務組合と一人親方
（建築関係）の労働保険事務組合を行っております。
他人従業員を一人でも使用する事業主は、業種を問わず労働保険
に加入しなければなりません。労働保険の事務処理にお困りの事業
主の方・・・青色申告会の労働保険事務組合への事務委託を御利用下
さい。また、他人従業員を使用しないで建設業等を営んでいる一人親
方の労働保険の特別加入も受付ておりますので、詳細等お気軽にお
問合せ下さい。
（なお、事務組合に加入する場合は、会費以外に組合
費等が発生します。
）

実施中！

★労働保険の事務を代行します★

❝青色特別研修会
❝青色特別研修会❞
研修会❞
会員なら、是非とも知ってもらいたいこと
昨年に引き続き、
「みんなの森 ぎふメディアコスモス」で
行います。
詳細は、
別紙にてご確認ください。
詳細は
、別紙
にてご確認ください。

無料法律相談（予約制）のお知らせ
相談日 毎月第 4 水曜日
時 間 ①１：００②１：４０③２：２０
場 所 当会事務局
協 力 弁護士法人 岐阜合同法律事務所
※出来るだけ、早めの予約をお願い致します。
※予約がない場合は、お休み致します。

無料金融相談（予約制）のお知らせ

事務局や税務署から、会員の皆様への
大切なお知らせやお話があります。是非と
も、ご参加下さい！

マイナンバーカード取得のお願い。
当会では、イータックスの普及に努めております。是非、
取得をお願いします。なお、取得のために、時間がかか
るそうです。早めの手続きをお願い致します。

相談日 奇数月第 4 月曜日
時 間 午前１０時から正午
場 所 当会事務局
協 力 日本政策金融公庫 岐阜支店
※1 週間前までに予約をして下さい。
※予約がない場合は、お休み致します。

ファミリー交通事故傷害保険・交通事故傷害保険
◆お申し込みの方は、事務局までお越し下さい❢
◆申し込み期限は、令和元年１０月１０日（木）

家族の笑顔を、がっちりガード

