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新年のごあいさつ

会 長

公益社団法人 福岡西部法人会

天 野 吉 介 金　子　健太郎

西福岡税務署

署 長

　謹んで新春のおよろこびを申し上げます。

　皆様には、健やかに新春を迎えられたことと、お慶

び申し上げます。

　令和４年も新型コロナウイルス感染の影響の中で新

しい年を迎えることになりました。

　普通の生活が過ごせないこと、仕事が思うように進

まないことに、焦る気持ちを持つことも多々あったこと

と思います。

　このような日々であるからこそ、皆様には、正しい情

報を的確にとらえ、判断して、行動されますことを心か

ら願っており、当会におきましても様々な情報の提供に

力を注いで参りました。

　一方、当会は、令和４年度に、公益社団法人とし

て認定されて10年目の節目を迎えます。

　会員の増強や福利厚生制度の充実など多くの課題

は抱えていますが、今後、役員の皆さまのお力添えと

会員の皆さまのご協力、加えて、税務御当局、税理

士会、受託保険会社の皆さまからの温かいご支援を

賜りつつ、公益事業に大きな成果を残し、公益社団

法人としての責務を果たして参りたいと考えております。

　引き続き、温かいご支援とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。

　最後になりますが、コロナ禍という非常に厳しい状

況の中、英知を結集し、共にこの難局を乗り越えて参

りましょう。

　令和４年が良い年となることを願い、年頭に当たり

ましてのご挨拶とさせていただきます。

　新年明けましておめでとうございます。

　令和４年の年頭に当たり、公益社団法人福岡西部

法人会の皆様方に謹んで新年のお慶びを申し上げま

す。

　公益社団法人福岡西部法人会の皆様方には、日頃

から税務行政の円滑な運営につきまして、深い御理解

と格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　貴会におかれましては、新型コロナウイルス感染症

に伴う様々な制約の中においても、決算説明会、税

務研修会等を開催されるとともに、青年部会・女性部

会を中心に租税教室や絵はがきコンクールに取り組ま

れるなど、企業経営の健全化や税知識の普及、納税

意識の高揚に寄与しておられ、社会貢献活動の一環

として始められた学校への図書の寄贈は今も続いてい

ると伺っております。

　このような活発な活動も、天野会長をはじめとする

役員の皆様方の御尽力並びに会員の皆様方の御理解

と御協力の賜物であり、ここに深く感謝申し上げる次

第であります。

　税務行政を取り巻く環境は急速に変化しており、特

に今般のコロナウイルス感染症は、社会の変化をより

大きく早めております。

　このような中、私どもといたしましては、e-Taxの利

用拡大やマイナンバーの利活用、キャッシュレス納付

の更なる利用促進を図ることで「税務行政のデジタル

化」を推進し、また、納税者の申告・納税等に役立

つ情報を国税庁ホームページやパンフレットを通じた

広報活動により積極的に情報提供を行うことで「あら

ゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目

指しております。

　福岡西部法人会の皆様方におかれましては、引き

続き、税務行政の円滑な運営につきまして、より一層

のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

　最後になりましたが、公益社団法人福岡西部法人

会の益々の御発展と、会員企業の更なる御繁栄並び

に皆様方の御健勝を祈念いたしまして、私の新春のあ

いさつとさせていただきます。



3

常任理事会

令和３年度

納税表彰受賞者の紹介
　公益社団法人福岡西部法人会では、次の方々が法人会の役員として会の運営発展並びに納税道義の

高揚に貢献され、そのご功績により晴れの表彰を受けられました。

　表彰をお受けになられた方々には誠におめでとうございます。心からお祝い申し上げます。

納税表彰受賞者納税表彰受賞者

有限会社ジョイ
公益社団法人福岡西部法人会
西福岡間税会

代表取締役
理事
副会長

友 納 　 剛  殿
金堀建材株式会社
公益社団法人福岡西部法人会

代表取締役
理事

金 堀 雄 二  殿

株式会社穴井工務店
公益社団法人福岡西部法人会

代表取締役
常任理事

穴 井  幸 一 郎  殿
宗教法人紅葉八幡宮
公益社団法人福岡西部法人会

宮司
理事

平 山 晶 生 殿
有限会社甲山商店
公益社団法人福岡西部法人会

代表取締役
理事

甲 山 　 敦  殿

西福岡税務署長 表彰

西福岡税務署長 感謝状

株式会社西原組
公益社団法人福岡西部法人会

代表取締役
理事

西 原 寛 昭  殿
公益社団法人福岡西部法人会 専務理事

身 吉 英 二  殿

　令和3年11月17日㈬　午後２：00より㈱姪浜タクシー本社会議

室において第1回常任理事会が開かれました。

　本会議に入る前に税務署長から令和3年度西福岡税務署長納税

表彰、感謝状の授与式が執り行われ７名の方々が受賞されました。

　その後、10項目ほどの議題を決議いたしました。コロナウイルス

禍のもと、活動の制約等はありますが各委員会、部会それぞれ頑張っ

て今後の活動に向かって発進いたしました。

副会長　荻田　和代

令和３年11月17日（水）
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委員会及び
総務委員会

　令和３年７月の定時総会にて組
織委員長を拝命致しました。中村
前委員長からバトンを受けました
が、その責任の重さを日々、痛切
に感じております。中村前委員長
のご功績に心から敬意を表します
と共に、ご尽力に厚く御礼申し上げ
ます。
　微力ではございますが、皆様の

ご支援・ご協力を賜りまして職責を全うする覚悟でご
ざいます。宜しくお願い致します。
　第一回の常任理事会で、会員増強への取組みと施
策を発表し、増強目標を95社と致しました。会員拡
大の施策の根幹をなすものは、チームワークと責任感
並びに根性（熱意）であり、加入勧奨対象法人にこれ
らが伝わる事が最も重要であると考えます。この意思
を大いに高め一社でも多くの会員、仲間を増やしてい
きましょう。

組織委員会

税制委員会 研修委員会

岩本  芳 浩
委員長

　総務委員会は総会や常任理事
会などの会議体の運営と各委員
会、青年部、女性部会の活動につ
いて全体調整役を担っております。
　表向きな活動は少ないですが、
会員みなさまが活発に、また楽し
く法人会活動を行っていただける
環境をお手伝いできればと考えて
おります。

　新任委員長でおぼつかない点は多々あるかと思いま
すが、元気な運営を心がけます。
　皆様のご協力をお願いいたします。

穴井 幸一郎
委員長

　このたび研修委員長を拝命いた
しました隈です。
　当委員会では新型コロナウイル
ス感染症への感染防止の観点か
ら、各種研修会や、講演会の開催
を延期または中止しておりました。
　研修委員会では活動の再開にあ
たり、万全の対策をとりながら、税
務研修・社員教育や各種委員会・

異業種交流会の開催などできるだけ多種多様の研修
会・セミナーを開催し会員企業の皆様のお役に立てる
事業を行っていきたいと思います。
研修委員会の主な活動
・総会時の講演会運営
・五法人共催講演会の運営
・各種税制説明会
・新社会人セミナー
・リスクマネジメントセミナー
・パソコン教室　など

隈　悦 郎
委員長

　税制委員会というと難しいイ
メージを持たれがちですが、私た
ちは今後の税制についてどのよう
な方向性を持つべきなのか議論を
進めています。現在の税制は複雑
怪奇であり私たち経営者にとって
も簡単に理解できない制度となっ
ています。そんな税制について各
人が忌憚のない意見を出し合い、

話し合いを続けております。今年度は所得税と相続税
について議論し、福岡都市圏で構成する五法人会の
税制委員会に要望事項を提出いたしました。
　昨年度から続く新型コロナウイルス対策のために財
政は一段と悪化しております。子どもや孫たちの世代
のために何ができるのか、何をすべきなのかを考えて
提言していければと思っております。
　会員の皆様、税制について疑問・要望があればご
提案はもちろん、税制委員会に参加して私たちと一緒
に考えてみませんか。参加のご希望は事務局まで。

藤　丈浩
委員長
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部会紹介
厚生委員会広報委員会

青年部会 女性部会

　広報委員会は、西福岡税務署管
内の法人企業並びに一般市民の皆
様を対象に国政の健全な運営の確
保に貢献することを目的に税知識
の普及並びに福岡西部法人会の活
動認知度の周知を図るため税に関
する広報活動を実施しています。
　主な活動は、公益財団法人全国
法人会総連合 並び 一般社団法人
福岡県法人会連合会による広報活

動の媒介等の実施と、独自に福岡西部法人会 広報誌
「西の風」を新春号・夏号の年２回発行しています。広
報誌「西の風」は、法人会設立以降一度も途切れる事
なく発行しています。
　会員の皆様をはじめ広く一般の方々にも読んでいた
だける様、紙面構成・内容に工夫を加えると共に皆様
の目に留まる様配置にも工夫をしています。一般来客
者の多い地域金融機関等の事業所への設置依頼の拡
充にも取り組んでいます。
　今後共、「西の風」の愛読者が増える様に取り組ん
で参ります。

宗　隆 文
委員長

　いつも法人会の活動にご理解とご協
力いただきまして誠にありがとうございま
す。私は令和三年三月に青年部を卒業
し、法人会をやり遂げた感があったの
ですが…なぜか厚生委員長に任命頂き
ました。責務を全うするには私は元より、
会員の皆様のお力が必要です。今まで
以上にお願い致します。
　保険とは、何か事が起きたときにしか
解りません。私も十数年前に怪我をし、

大同生命の大型保障制度に加入していて良かった。と実感致
しました。常に準備が出来ていれば安心して業務に取り組めま
す。ＡＩＧは労災を始めとし、火災、自動車保険など十種類の
保険からどの業種にも当てはまるビジネスガード。アフラックは
多様化するがん治療をまとめて幅広く保障し、病気・怪我又は
公的介護保険サービスなどと西部法人会に入会していないと加
入できないものです。掛金もリーズナブルになります。先輩方が
推進してこられた大同生命の大型保障制度も五十周年を迎え
ます。今一度保険を見直していただき、加入されていない方に
は担当者が解りやすく説明に伺いますのでお声掛けください。
　それでは、皆様企業の益 の々ご発展とご健勝をお祈り申し上
げます。

岩下  祐士
委員長

　現在部会員41名で小規模ながら、
租税教室の開催、絵はがきコン
クールの実施、新春賀詞交歓会
の開催、税務研修会の開催、研
修旅行の実施、全国女性フォーラ
ムへの参加など、多くの事業を行っ
ています。
　令和２年度から新型コロナの影
響で、実施を控えた事業も多々あ

りましたが、11月16日に新潟において開催された全
国女性フォーラムへの参加をきっかけに、全国の法人
会女性部会の活動を見聞して大いに刺激を受け、コ
ロナで今後の活動が十分に見通せない中、会員の増
強と意義ある活動を目指して、明るく楽しい部会を皆
様と作りたいと思っています。
　会員の皆様には、是非女性部会への入会をお願い
します。

田中　薫
部会長

　今期から、青年部会 部会長を
仰せつかりました村上でございま
す。
　２年間、この重責を全うしたい
と思っておりますのでどうぞよろし
くお願いいたします。
　コロナ問題がなかなか収束され
ない中、青年部会の活動も制限さ
れる状況が続いております。

　それでも租税教育活動・夏季、秋季研修会・全国大
会青年の集い・健康経営プロジェクトなど多くの行事
を部会員の方々のお陰で、できる限り実行できており
ます。
　今後も福岡西部法人会のさらなる発展を目指し、青
年部会一同精進してまいります。

村上 耕志郎
部会長
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　あけましておめでとうございます。今年は良い年に

なりますように願っております。

　歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリによると135億年

前＜ビックバーン＞によって物質、エネルギー、時間、

空間といった物理学的現象が始まった。やがて原子、

分子が現れ、科学的現象が始まった。45億年前地球

という惑星が形成され、38億年前生物学的現象が始

まる。

　600万年前人とチンパンジーの最後の共通の先祖

が出現し、250万年アフリカのホモ（人）属が進化し、

最初の石器ができる。200万年前人類がアフリカ大陸

からユーラシア大陸と拡大し、異なる人類種が進化す

る。30万年前、火が日常的に使われる様になり20万

年前東アフリカでホモ・サピエンス（我々の先祖）が

進化する。

　７万年前認知革命が起こり、虚構の言語が出現し

歴史的現象が始まる。1万2000年前農業革命が起こ

り植物の栽培化と動物の家畜化が起こり、定住化が起

こる。5000年前最初の王国、書記体系、貨幣、多神

教が出来る。500年前科学革命が起き、200年前産

業革命が起こると同時に、

動植物の大規模な絶滅が

起こる。そして、今日人

類が地球という惑星の境

界を超越している。さて、

未来は知的設計が生命の

基本原理となりうるか？

　ホモ・サピエンスが超

「ダーウィンの進化論」

Dr.フクちゃんからの手紙

～進化し環境に適応できる種のみが生き残れる！～

医療法人福生会フクヨ内科医院
  理事長　福與 健介

人たちに取って代われるか？命題

をなげかけています。

　野口英世は医学者である、日本

人が一番知っている偉人であろう。

貧乏な家庭で育ち幼少期に大や

けどを負い障害と貧困を克服し世

界的な医科学者となった伝記は誰もが感銘を受け、お

札にもなっている。しかし私たちの教科書には、ただ

梅毒の原因スピロヘイターをみつけた細菌学者との

一行の記載があるのみである。

　この疑問に医師で作家の渡辺淳一は小説に残して

いる。それによると地方の医師の住込み書生になり検

定で医師免許取得、野望を抱いて北里柴三郎門下研

究員となるが芽が出ない、本来金銭、女にだらしなく

大風呂敷でパトロンから金を集めてはホラを吹いてい

た為、日本では誰も相手にしない存在、それが転機なっ

たのは、彼は医学より語学の天才で米国人であろうと

ロシア人であろうと１ヶ月程度で会話が習得できる。

その縁でニューヨーク大学の実験用サルの飼育係り

に採用されたきっかけで、高名な細菌学者の教授に見

いだされ寵児となる。梅毒の発見者として頂点を極め

るも細菌より微細な生物、ウイルスの存在を頑なに拒

否し急速に忘れられていった。その後電子顕微鏡の

発明によりウイルスを認識できるようになると、野口

英世は医学の世界から消えてしまった。

　コロナウイルスは電子顕微鏡で見るとＲＮＡ遺伝

子をもつ球体で細胞膜は持たない球体にスパイクが

付いており、それが王冠のように見える為、命名された。

人に寄生する５種類のコロナウイルスが今まで認識さ

れていたが取るに足らないものであり、今回パンデ

ミックと認識されたのは蝙蝠、ラクダに寄生し、人に

寄生しないコロナウイルスが突然変異の過程で伝染

力を強め毒性を増し重症呼吸器症候群発症に至り致

死する新型コロナウイルスに変貎した為である。

　コロナウイルスと人との戦いも３年目となり、オミ

クロン株は生存のため、変異を速め、ホモ・サピエン

スと共存できる進化を選んだともみえる。

医療法人福生会フクヨ内科医院　
福岡県糸島市高田4丁目24-1  TEL.092-324-0676
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　新型コロナウイルス感染症発生から２年。今年度も
ステイホームや自粛により私たちも思うような活動がで
きませんでした。しかしながら感染状況が落ち着いた9
月末と10月末に税制委員会を行いました。コロナ対
策により日本の財政は悪化し将来世代にこのままバト
ンを渡してしまって良いのか委員会で討議し、日本経
済を立て直しながらも、財政再建のために税制はどう
あるべきかを全員で考え福岡都市圏の五法人会の税
制委員会に税制改正要望事項を提起いたしました。２

月には再度五法
人会の税制委員
会が開催され、令
和5年度税制改
正要望事項につ
いて詰めの作業を
行う予定です。
　また「税の提言
活動」は２人の国
会議員と福岡市、
糸島市の市長に
行いました。12月
11日に、天野会
長・川原副会長・
身吉専務理事とと

　令和3年12月15日㈬も
もちパレス小ホールにおい
て、令和3年3月～ 8月まで
に設立された法人を対象に
西福岡税務署と共催で新設
法人説明会を開催しました。
　柴田上席外3名の税務署職員の方々から、法人税・
消費税・源泉所得税・印紙税・ダイレクト納付等につ
いて、参加者44名の皆さんは説明を熱心に聞かれて

おり、終了後に
は質問される出
席者もおられまし
た。最後に友納
組織副委員長か
ら法人会活動の
説明と入会のご
案内をしました。

　令和３年11月５日（金）福岡県立ももち文化センター
（ももちパレス）３階小ホールにおいて、令和３年度10
月・11月・12月決算企業を対象とした決算事務説明
会を開催しました。隈研修委員長のあいさつの後、西
福岡税務署 法人課税第１部門 柴田上席国税調査官
より決算申告事務における留意点の説明がありました。
その後、適格請求書等保存方式（インボイス制度）に
ついて、新制度の導入目的や、現行制度である区分記
載請求書等保
存方式との違
い、適格請求
書発行事業者
の義務等の説
明がありまし
た。

もに、古賀篤厚生
労働副大臣と面談
いたしました。私た
ちからはマイナン
バーカードを活用
した税と社会保険
料の一元化を要望
し、古賀副大臣か
らはコロナウイル
スについての今後
についてのお話も
伺いました。
　12月20日には
天野会長・稗田副
会長・川原副会長・
身吉専務理事・三
坂税制委員と月形祐二糸島市長と面談し、地方税の
あり方として、それぞれの地方自治体が自立するため
にも国の関与は最小限とし分権を推進するべきだと意
見交換を行いました。
　直接面談はできませんでしたが、福岡市の高島宗一
郎市長、古賀之士参議院議員宛にも提言書を手交致
しております。

税制委員長：藤　丈浩

『令和４年度税制改正に関する提言』を古賀あつし衆議院議員・
古賀ゆきひと参議院議員・月形祐二糸島市長へ

新設法人説明会 決算事務説明会
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秋季研修会

租税教室

青年部会レポート

青年の集い
佐賀大会参加報告

2021年12月13日㈪　6限目

百道小学校

　第35回 法 人会
全国青年の集いが
令和３年11月25
（木）26 日（金）の
２日間にわたり開催
されました。当部
会より部会長・副
部会長をはじめとする14名での参加となりました。
　１日目に開催された部会長サミットは、コロナ感染
症対策により円卓会議形式ではなく、パネルディスカッ
ション形式により「租税教育活動」「部会員増強」「財政
健全化のための健康経営プロジェクト」についてお話
をいただきました。２日目には「租税教育活動プレゼ
ンテーション」「健康経営大賞」が開催されました。最
優秀賞には、佐賀県連佐賀法人会の青年部会が受賞
され、記念講演では、佐賀県出身であり佐賀市プロ
モーション大使を務められている優木まおみさんの
「体と心・仕事と家庭　バランス良く過ごすために」と
題してトークショーを開催されました。今年の佐賀大

会も多くの出会
いや学びの場と
なり、参加メン
バーにとって非
常に有意義な時
間となりました。

副部会長　
中原理臣

　前年度、コロナウイルスの関係で延期にしておりま
した恒例の秋季研修会を去る11月30日火曜日「お魚
会席　三四郎」にて青年部で秋季研修会・懇親会を
行いました。
　今回の研修会で講師に鳥飼八幡宮の宮司の山内圭
司氏をお招きし「地域と描く鳥飼八幡宮の未来」と題
しご講演して頂きました。山内宮司の話の中に実際に
神社にお参りする際の作法のお話がありました。皆様
が作法として行っていた作法と実際と作法に多少の違
いがあり皆様の関心を引きました。
　「神社というものを実際に皆様の身近なものにした
い」という山内宮司の熱意のこもった公演を、来て頂
きました皆様は楽しく・おかしくも熱心に聞かれてお

りました。
　なかなか集まる
機会の少ない中この
ような研修会を行え
て、来て頂きました
皆様に感謝致しま
す。
副部会長　石橋 眞

　西福岡税務署長とPTAの
広報の皆さんも見学される
中、体育館で租税教室を行
いました。『税金がない世界』
を題材にしたDVDを見て、
税金の大切さを共感してもら
い、最後に『１億円』の重さを体感して好評に終了しま
した。コロナ過の影響で遅い開催となり応募期間が
短いですが、絵はがきコンクールの作品も期待します。

青年部会　嶋中　和喜
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第15回 
法人会全国女性フォーラム
新潟大会に参加して

（福岡中部、福岡西部、東福岡、筑紫）

　新潟県新潟市において開催されました、第15回法
人会全国女性フォーラム新潟大会に、田中薫部会長
をはじめ４名にて参加させて頂きました。
　新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、当初の
予定期日より変更となり11月16日に　「新しい形、新
潟から。」～新時代　令和に羽ばたく女性の力～　を
テーマに朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター　
ウェーブマーケットにおいて開催されました。
　第一部記念講演において、主催地である新潟ご出
身の宮田亮平氏が語る「鼻歌まじりの命がけ」という
言葉が印象的でした。肩の力を抜き威圧感なしで取り
組んでみると、意外と周りから多くを受け取れる事が
あると言われていました。多くの情報が氾濫している
とも言える現代において自然体である事の大事さを改
めて感じました。
　その後の大会式典・懇親会と盛況のうちに終了し、
充実した１日となりました。
　全国女性フォーラムに参加させて頂いたのは今回が
初めてなのですが、新潟県の法人会の皆様による細

やかな配慮に
満ちた準備や
歓待に心より
感謝申し上げ
ます。またこ
のような機会
を得て、貴重
な経験をさせ
て頂きました、
ありがとうご
ざいました。
入里　真弓

令和３年度 女性部会合同研修会

租税教室を担当して

女性部会レポート

　令和３年11月８日ソラリア西鉄ホテル福岡におい
て、４会合同による税務研修会を開催しました。
　来賓として、福岡、西福岡、香椎、筑紫の各税務
署から、副署長、法人課税第一部門統括官にご臨席
いただき、本年度は香椎税務署副署長 武　修一 様
に「消費税にかかわる話」と題して研修講師を務めて
いただきました。
　私たちの日常社会に大きくかかわる税目であり、そ
の仕組みについて理解を深めることができました。
　昼食をとりながらの交流会では、「絵はがきコンクー
ル」を通じて次代を担う子供たちにも理解を深めても

らうことの重要
性や、その役
割を担ってい
る私たち女性
部会の連携を
深める約束を
して閉会となり
ました。

山内映子

　『税の学びを絵ハガキコンクールに応募してもらう』
という事を目的に小学校６年生を対象に租税教室を開
催しています。最初に「皆さんの税に対するイメージ
は？」と質問すると「払いたくない」「ない方がいい」
等の声があがりますが、【マリンとヤマト】のDVDで
〔税の無い世界〕を知ることで『税の大切さ』や『必
要性』をしっかりと受け止めてくれる素直な子ども達に
出会える租税教室。大人の人にも是非参加して欲しい
と毎回感じながら楽しく活動しています。

田中由美子

　本年度11月開催のパソコン教室
から講師の委託先が変わり、コース
の内容も一新し実務に活かせる内容
になりました。HPで内容をご確認いた
だきお申込みください。

パソコン教室
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　公益社団法人福岡西部法人
会第６B支部の支部長を仰せ
つかりました入江健二でござい
ます。これからも一生懸命精進
致しますので、ご指導ご鞭撻の
程宜しくお願い申し上げます。
　又、本年度、副会長をはじめ

法人会の二大柱でもある厚生・組織の組織委員長、更
には研修委員長、青年部会長を当支部より輩出しており
ますので、合わせて宜しくお願い申し上げます。
　さて、緊急事態宣言も解除され感染者数も落ち着いて

いることもあり、令和３年10月11日「三四郎」において顔
合わせを含めた初の支部役員会を開催致しました。
　会議では、各自の現況報告から始まり、まだまだ油断
できない現状ではありますが、今後の法人会活動をどの
ようにしていくかについて議論を交わし刺激ある有意義
な時間を共
有することが
出来ました。
　今後の第
６B支 部 に
ご期待くださ
い。

　米英豪の対中同盟と日本の選択と題して、外交ジャーナリ

スト･作家の手嶋 龍一氏にご講演を頂きました。

　中国大陸烈風の中、台湾海峡情勢が、激しく動く中で、台湾

有事の際に日米同盟・安全保障条約は機能するのか？

　進むも地獄、退くも地獄、日本国民の覚悟と議論の

必要を強く問われた大変貴重な意義深いお話でした。

　マスコミ報道では、知り得ない多くの質問にも、真

実を正確に丁寧に答えていただきました。

文責：宗　隆文

福岡地区五法人会共催講演会
令和３年11月９日（火）　ソラリア西鉄ホテル８階彩雲にて

「台湾海峡危機にどう備えるか」

第６Ｂ支部役員会

　令和3年12月9日
㈭18時から西新鷹勝
において、会長、担当
副会長、協力保険会
社3社のご出席をい
ただき合同役員会を
開催しました。新型コロナウイルス感染症の影響で支部
会は久方ぶりの開催でした。
　始めに身吉専務理事から税務研修として「改正電子

帳簿保存法」につい
て説明があり、続い
て、今後の支部活動
である新春研修会・
会員拡大・福利厚生
事業制度推進につい
て協議しました。

1・2・3支部合同役員会
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税務連絡協議会長賞

一般社団法人大蔵財務協会理事長賞
一般社団法人日本税務協会理事長賞
福岡国税局長賞
福岡市長賞
福岡市教育委員会賞
福岡市議会議長賞

西福岡税務署長賞

九州北部税理士会西福岡支部長賞

西福岡署連会長賞

西福岡税務署長賞

福岡県税事務所長賞

山本　朔弥
上田　弥美
向川　花菜
今村　知恵
瀧内　麻央
里美歩乃佳
津森　那月
藤川　孝基
山田　陽喜
山川　大稀
原　　弐一

令和３年度 税に関する作文 受賞者のご紹介
巡る力
森林をまもる
未来に繋がる税金
環境税と私
学ぶ力に税金を
女性が快適に過ごせる世の中へ
税と犯罪
税について
身近な税、税の大切さ
税への不満
税金と社会の仕組み

高

校

生

中

学

生

福岡県立城南高等学校
福岡県立修猷館高等学校
学校法人西南学院西南学院高等学校
福岡県立修猷館高等学校
福岡県立城南高等学校
福岡県立修猷館高等学校
福岡県立城南高等学校
学校法人川島学園福岡舞鶴高等学校
福岡県立糸島高等学校
福岡県立福岡工業高等学校
学校法人中村学園中村学園三陽高等学校

本田　晴輝
安河内歓晴
上田　万葉
入澤　寿羽
𠮷野　　慧
淺井　　楓
田嶋亜珠華
髙原　友真
松田　昂大
髙田　小晴
河合　美夕
白石　めい
松尾　　碧
浅井　莉子
重野　花彩
竹田　美希
松田　楓夏
山内　壮眞
戸成　陽美

税金に守られる
みんなのため、自分のため
未来への投資
次は私が
誰かのため、自分のために…
弟の相棒
日本一の大樹
未来の自分や日本のためにできること
税withコロナ
納税への関心とより良い社会を作るために
税と教育の絆
「私の身近な税について」
深く知るということ
税金とオリンピック
税と私と災害と
未来のために学んだ事
税の大切さを考える
「ふるさと納税」という「相互関係」
新型コロナウイルスと税金

福岡市立壱岐中学校
福岡市立壱岐中学校
福岡市立高取中学校
福岡市立早良中学校
福岡市立高取中学校
福岡市立高取中学校
福岡市立原中央中学校
福岡市立西陵中学校
福岡市立原中央中学校
福岡市立高取中学校
福岡市立高取中学校
福岡市立壱岐丘中学校
福岡市立金武中学校
福岡市立早良中学校
福岡市立原中央中学校
糸島市立二丈中学校
福岡市立原中央中学校
福岡市立梅林中学校
福岡市立原中学校

令和3年11月30日現在

新入会員の紹介新入会員の紹介

法　人　名 所　在　地
株式会社ＡＴリンクス

有限会社オフィスボンド

合同会社ｏｌｉｖｅ

株式会社CAPITAL PARTNERS NY

株式会社九州冷設工業

株式会社後藤純志建築設計事務所

有限会社後藤陶業

西部ガスライフサポート株式会社

株式会社セービングカンパニー

株式会社テクノホーム

福岡市早良区小田部

福岡市早良区西新

福岡市西区愛宕

福岡市早良区城西

福岡市早良区百道

福岡市早良区西新

糸島市井原

福岡市早良区百道浜

福岡市西区今宿

福岡市城南区長尾

法　人　名 所　在　地
株式会社西嶋電業

株式会社日誠技建

株式会社ミヤノ

医療法人山口歯科医院

株式会社ＬｅａＬｉｍａ

福重インダストリー株式会社

株式会社電広舎

株式会社ソーダトレード

タウンクロス株式会社

福岡市西区姪の浜

福岡市城南区南片江

糸島市蔵持

福岡市西区姪の浜

福岡市早良区賀茂

福岡市早良区福重

福岡市早良区福重

福岡市中央区舞鶴

福岡市西区今宿東
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福岡支店
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名 2-4-35　富士火災福岡ビル
TEL.092-718-7000　FAX.092-751-8001
午前 9時～午後 5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

15

〒812-0018 福岡市博多区住吉1-2-25 キャナルシティ・ビジネスセンタービル10F
福岡総合支社 TEL 092-281-6716



◎法人の名称、所在地、代表者の氏名電話番号等の変更が生じた場合には、そのつど事務局までお知らせください。
◎法人会の会費が未納になっている企業は、早めに納付をお願いいたします。事務局からのお願い

■発行所／公益社団法人 福岡西部法人会　〒814ｰ0011　福岡市早良区高取1丁目28ｰ34　ロワールマンション高取904号　TEL（092）841ｰ4713　FAX（092）822ｰ0778
■印刷所／松古堂印刷株式会社　　　 　　〒819ｰ0373　福岡市西区周船寺3丁目28ｰ1　　　　　　　　　　　  　  　　　TEL（092）806ｰ1661　FAX（092）806ｰ3554

第９回

チャリティーゴルフコンペのご案内
令和４年３月15日（火）
第１組スタート時間８時12分（アウト・イン）

プレー終了後クラブハウスにて表彰パーティを行う予定です。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、表彰
　パーティを中止することもあります。

14,900

◆連絡先
公益社団法人 福岡西部法人会　事務局
TEL 092-841-4713
FAX 092-822-0778

ハチニ ニ

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げ
ます。
　平素から皆様には法人会の活動に対しまして
格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、恒例の当会主催の「第９回チャリティー
ゴルフコンペ」を右記要領で開催致します。皆様
から戴きます寄付金は、管内の施設に車イス・
絵本等を寄贈させて戴きます。
　つきましては、ご多用中とは存じますが、奮っ
てご参加いただきますようご案内申し上げます。

敬具

公益社団法人 福岡西部法人会
会　長　天野　吉介




