
平成29年2月2日（木） 於：明治記念館 

ＴＫＣ東京都心会  

表彰 

政策発表 

国歌斉唱 

企業防衛連続推進会員 

13:30［開 会］ 

13:30～13:40［オープニングビデオ］ 

13:40～14:10［２０１７年政策発表］ 会 長 山下 明宏 

              １．ＴＫＣ全国会がめざすものとは 

                    ２．当会の具体的な施策 

14:10～14:25［特別委員会報告］ 

        １．ＦＸ２推進特別委員会 

              委員長    大石 尚彦 

        ２．経営改善事業推進委員会 

                         担当副会長 太田 勝久 

                                 委員長       鈴木 信二 

        ３．会員導入特別委員会   

              委員長      大井 敏生 

14:25～14:30［書面添付推進委員会報告］  

                  エリア内税務署との意見交換会完了報告 

              委員長      重田 正人 

14:30～14:35 ［ＴＫＣ報告］ センター長 谷 俊行 

14:35～14:55［金融機関からの情報提供」 

      １．三菱東京ＵＦＪ銀行 

      ２．新銀行東京 

      ３．西武信用金庫 

      ４．第一勧業信用組合       

      ５．日本政策金融公庫 

      ６．東京中小企業投資育成 

14:55～15:10 (休 憩） 

工藤 稔 様 

古田 健 様 

黒田 晃 様 

閉会の辞 

情報提供 
金融機関 

 平成2９年政策発表・新春特別セミナー・賀詞交歓会 を開催しました！  

ＴＫＣ東京都心会かわら版 22-第１１４号 

司会:研修所長 濱路 義朗 

13:30～15:10 於：蓬莱 

優秀論文朗読 

市川 利夫会員 

橋本 徳行 

山岸 崇裕 

利根澤 功一 

谷 俊行 

2017.2.14 

ＴＫＣ会計人による、会計への
保証業務、税務への保証業務を
実施し、第２ステージの重点運
動である「ＦＸ２自計化」の推
進を通して、中小企業の存続・
発展を支援していきましょう。 会長 山下 明宏 

2017年政策発表  

特別委員会報告  

税務署意見交換会完了報告  ＴＫＣ報告  

山岸 崇裕 大石 尚彦 村田 顕吉朗 増山  充 

鈴木 信二 太田 勝久 大井 敏生 

提携金融機関からの情報提供  

重田 正人 



ＴＫＣ東京都心会  

新春特別セミナー 

企業防衛連続推進会員 

巡回監査士合格者 

中級職員試験合格者 

15:10～16:10(60M) 

［特別講演Ⅰ］ 

   新システムで会員事務所を支援する！ 

    ＴＫＣモニタリング情報サービス、 

    証憑ストレージサービスが事務所経営に 

    もたらすものとは！ 

 

 講師：株式会社ＴＫＣ 代表取締役専務・会計事務所事業部長  

    飯塚 真規 氏 

 

16:10～16:20(10M)  休 憩 

 

16:20～17:20(60M) 

［特別講演Ⅱ］ 

  ＴＫＣモニタリング情報サービス提供開始記念 

   ＴＫＣ会計人とともに中小企業をより元気に！ 

 

 講師：西武信用金庫 理事長  

   落合 寛司 氏 

情報提供 
金融機関 
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15:10～17:20 於：蓬莱 

市川 利夫会員 

職員論文講評 

橋本 徳行 

鈴木 信二 

太田 勝久 

山岸 崇裕 

大井 敏生 

山岸 崇裕 

村田 顕吉朗 

利根澤 功一 

谷 俊行 

特別セミナーⅡ  
ＴＫＣ会計人とともに中小企業をより元気に！ 

西武信用金庫 理事長 落合 寛司 氏 

特別セミナーⅠ FinTechサービス･TDSが 
事務所経営にもたらすものとは? 

 株式会社ＴＫＣ 代表取締役専務 飯塚 真規氏 

ＦｉｎＴｅｃｈサービス、
ＴＫＣ証憑ストレージ
サービスの活用により最
大７割の仕訳省力化の可
能性があります。銀行
データを読込むことで、
金額の打ち間違え等をな
くし、より正確な入力を
実現、数値に基づくより
正確な監査を今後も支援
させていただきます。 

今後税理士に求められる役割は変わります。 
【コンサルティング業務の強化】 
・得意分野の税理士との連携強化 
・金融機関等異業種との連携強化 
・メイン金融機関の選択、アドバイス強化 
多様な分野を金融機関でカバーするのは難
しいです。これからは多くの専門家と協力
し対応していく必要があるため、その点に
おいてＴＫＣ会員のお力を貸して欲しいの
です。 



 ＴＫＣ東京都心会 新宿区揚場町２－１軽子坂ＭNビル３Ｆ Tel  03-3269-6061 

新春賀詞交歓会 

司会： 
池田 和史会員 

来賓祝辞 
TKC全国会事務局長 

浅香智之様 

乾杯 
TKC東京中央会 
会長 丸山 定夫 様 

海江田 万里 様 

片山 さつき様 

副会長 大石 尚彦 

17:40～19:30 於：富士の間Ⅱ 

会長 山下 明宏 

来賓祝辞 
TKC神奈川会 
会長 品田 秀行 様 

流通経済大学 
チアリーディング部 

第21回秋期大学実行委員長 
四谷支部長 田中順子  

謝辞 
実行委員長 
加藤 博資 

Ⅰ 主催者挨拶  
    ＴＫＣ東京都心会 会長   山下 明宏 
Ⅱ ご来賓挨拶 
  ・参議院議員  中川 雅治 様 
  ・前衆議院議員 海江田 万里 様 
  ・株式会社新銀行東京  
   代表取締役社長執行役員 常久 秀紀 様 
Ⅲ 鏡開き 
Ⅳ 乾杯 
   大同生命保険株式会社  
   首都圏地区営業本部長  帯野 高司 様 
             ＜ご 歓 談＞ 
Ⅴ 提携・協定企業等のご紹介 
             ＜ご 歓 談＞ 
Ⅵ 中締め 
    ＴＫＣ東京都心会副会長  大石 尚彦 

司会：ＴＫＣ東京都心会                                                                        
    種生 丈士 
    妹尾 啓子 

中川 雅治様 常久 秀紀 様 

帯野 高司様 

佐々木 学 様 

石原 伸晃 様 

渋谷目黒支部 
四谷支部 

新宿支部 

提携・協賛企業・ご来賓 
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