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納税表彰受賞者及び優良申告表敬法人の紹介

優良申告表敬法人優良申告表敬法人

納税表彰受賞者納税表彰受賞者

松古堂印刷株式会社　代表取締役
社団法人福岡西部法人会　副会長
　　同　　広報委員会担当副会長
　　同　　組織委員会副委員長
　　同　　厚生委員会委員
　　同　　第七支部支部長

松 尾 善 和  殿

福岡国税局長表彰

株式会社石橋商会　代表取締役
社団法人福岡西部法人会　理事
　　同　　厚生委員会委員
　　同　　第三支部副支部長
　　同　　簡保同交会理事

石 橋 康 治  殿

西福岡税務署長表彰

有限会社ドリームランナー　取締役
社団法人福岡西部法人会　理事
　　同　　厚生委員会委員
　　同　　第一支部副支部長
　　同　　女性部会副部会長兼会計

馬 場 里 美  殿

西福岡税務署長感謝状

有限会社セキュリティスタッフ　取締役
社団法人福岡西部法人会　青年部会副部会長
西福岡間税会　理事

入 里 健 二 殿

西福岡税務署長感謝状

　今年度も 11 月 11 日から17 日まで全国一斉に「税を考える週間」があり、その協賛として福岡地区
五法人会共催で講演会等が開催されました。
　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。また、優良申告法人としての表敬状が贈
呈されました。
　表彰並びに表敬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。

石 橋 康 治 殿代表取締役



　人間に対して病原性を持った菌が人体に入り込み増
殖し、病的状態が生じた場合に、感染症が発症した
といいます。あくまで病気が生じることが前提です。
人体のあらゆる構成組織で感染症は起こりえます。最
も馴染みがあるのは風邪や食中毒でしょう。薬が必ず
しも効くとは限りませんので、予防が一番大切です。
　手を洗うことが感染症の予防の基本であることは間
違いありません。特に風邪の場合は咳エチケット（咳・
くしゃみのあるときは、マスクを着ける。マスクを着
けていないときは、ティッシュやハンカチなどで口と鼻
をおおう。）が求められます。風邪の中ではインフル
エンザ（流感）が最も気になるかと思います。

　インフルエンザという名前の由来は、15 世紀のイ
タリアで当時の大流行を「星の影響（influence）」
といったことによるといわれています。インフルエン
ザ（流感）＝広範に流行するもの、というわけです。
　典型的なインフルエンザは、突然の高熱、全身の
だるさや筋肉関節の痛みをともなう全身症状の強い病
気で、高齢者では肺炎、小児ではひきつけや脱水症、
急性脳症などの合併症を起こすことがあります。
　2009 年の新型インフルエンザ流行時は、日本国
中が事件ともいえるパニック状態ではなかったかと思
います。プロフェッショナルであるはずの医療機関で
さえ正確な知識、情報収集と的確な対応という点で問
題があったと思います。2010 年から 2011 年にかけ
てのインフルエンザ関連の重症者数は 2009 年のパ
ニックの時期とそう変わりはありません。しかし今年は
そんな話は取り上げられません。2009 年の新型イン

フルエンザに関しても、重症者は季節インフルエンザ
と大差ないことは早い時期に分かっていましたがその
ような報道はありませんでした。正確な知識と判断が
必要とされます。
　インフルエンザキットをご存知でしょうか。外来で
「インフルエンザの検査をしたい。」と患者さんに言わ
れます。流行期にインフルエンザ症状があり適切に診
察して医師が診断したとき、インフルエンザ検査キッ
トで陰性（インフルエンザが検出されない）でも診断
はインフルエンザです。また逆の場合もあります。流
行期でない時期にインフルエンザ検査キットで陽性と
出ても、それが正しいとはいえません。あくまで適切
に診察、診断が行われてから言えることです。外来キッ
ト検査は医師の判断で使用することが求められます。
　2009 年の新型インフルエンザパニックは致死率の
高い鳥インフルエンザ（Avian influenza）について
の報道が先行していたことも一因でしょう。当時も今
も鳥インフルエンザ流行の危険性は変わっていませ
ん。インターネットの普及で容易に情報が得られる時
代です。WHO（世界保健機関）のホームページには
Avian influenza の感染状況、死者について詳しく
載っています。最近ではカンボジアやインドネシアで
の例も報告されています。重症化率の高い鳥インフル
エンザの流行の可能性は二年前も今も同じです。いず
れにせよ大切なのは感染しない・させないこと、個々
が自分の体調を保つこと、他者を大切にすることです。
　ワクチンは感染症対策に有効な手段です。効果が
弱いものもありますが、有効なのは間違いありません。
ワクチンが打てるなら打つ、と考えるのが分かりやす
くていいと思います。高齢の方には肺炎球菌ワクチン、
インフルエンザワクチンの接種をおすすめします。肺
炎球菌ワクチンとは、高齢者の肺炎の主な原因菌であ
る肺炎球菌に対するワクチンです。肺炎球菌は肺炎や
中耳炎の起因菌ですが、髄膜炎等の重症感染症の原
因にもなり、抗菌剤が効きにくくなってきています。ワ
クチン接種費用を助成する市町村も増えてきています。

感染症の予防と対策
～インフルエンザと風邪～

特定医療法人 順和 長尾病院

A型インフルエンザの電子顕微鏡写真

●インフルエンザと風邪の比較
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吉武高木遺跡3号木棺墓から出土した副葬品と装身具

海鳥社出版「西区は歴史の博物館」より引用

吉武高木遺跡の墓の配置と副葬遺物の出土傾向

　飯盛山を背中にしつつ、飯盛神社から室見川に向
かって約 1 ㎞ほど歩くと、吉武高木遺跡にいたる。バ
スを利用すれば、飯盛バス停か吉武バス停が近い。
　吉武遺跡群は室見川中流域の左岸、飯盛山から派
生する扇状地の一帯に広がる。一帯が圃場整備され
ることになり、1981 年から発掘調査が開始された。
その着実な成果は一部で注目されていたが、1983 年
度の吉武樋渡前方後円墳およびその下層の樋渡墳丘
墓の調査で重要性が認識された。この時に保存の必
要性が叫ばれたが、たまたま島根県荒神谷遺跡に耳
目が集まり、関心を換気できずに遺跡は消滅した。と
ころが 1984 年度の吉武高木遺跡の調査は早良王墓
として関心を集め、つづく1985 年度の吉武大石遺跡
の調査の成果もあって、弥生時代社会の成立を考える
重要な遺跡として認識されてきている。

　吉武遺跡群では、1200 基を越える甕棺墓・木棺
墓が 10ヵ所以上に分かれ、墓地を形成していた。吉
武高木遺跡が営まれた弥生時代前期末～中期前半で
見れば、墓地は8ヵ所ある。6ヵ所は副葬墓を欠くが、
高木・大石の二墓地では豊富な副葬品が見られた。

　高木遺跡は 60 基ほどからなると見られる前期末～
中期前半の墓地で、発掘区内では成人墓と小児墓と
は墓域を異にしていた。成人墓は甕棺墓 13 基と木棺
墓 4 基の 17 基からなり、2 基が 1 組をなすように、
北東～南西方向を向いて整然と配置されていた。この
部分のみで判断すれば、方形の区画が意図されている
と思われる。成人墓はいずれも墓壙・棺とももに大き
く造られ、その中の 11 基に青銅製武器の副葬ないし
銅製腕輪や硬玉製勾玉などの装身具が見られた。中
でも 3 号木棺墓には多紐細文鏡 1 面、細形の銅剣・
銅矛・銅戈 4 口・異形勾玉・管玉類および小壺が副
葬されていた。この当時青銅器の副葬は少なく、副
葬されるにしても1棺 1口が普通であるから、遺跡・
3 号木棺墓のいずれもきわめて突出した状況を示して
いる。「王墓」と呼ばれるのも無理はない。
　吉武高木遺跡で今ひとつ注目されるのは、弥生時
代前期末～中期初の大型堀立柱建物である。桁行 5
間（12.6ｍ）×梁行 4 間（9.6ｍ）で、平面の面積
121㎡をはかる。この建物の外周にはさらに1間分の
廻縁が付くと考えられていて、外周で見ると、桁行 5
間（15ｍ）× 梁行 5 間（13.7ｍ）となり、平面面
積は 200 ㎡を超えてしまう。（「間」は柱と柱の間を
さす考古学用語。つまり桁行 5 間とは、長軸に 6 本
の柱が並ぶことをいう。梁行は短軸のこと）。しかも
吉武高木墓地と至近の距離にある。一帯で見られる
ほかの建物は「王墓」とは反対側の一段低いところに
営まれているが、この大型建物は一段高く見上げる位
置にある。このことは、この建物が「王墓」の遥拝
所機能をもつ祖霊祭祀のための高殿とも、威圧的な
規模の首長の館とも考えさせる。至近の位置に首長層
の墳丘墓を控え一般の住居と分離して営まれた、鳥栖
市柚比本村遺跡や吉野ヶ里遺跡の環濠内北内郭で調
査された大型堀立柱建物のようなほかの遺跡の同様
の遺構を参考にすると、前者の可能性が高かろう。

紀元前2世紀、福岡市西区早良に
あった弥生初期の早良王国
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吉武遺跡群

地域情報
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　56 歳で死んだアップル社の創業者スティーブ・ジョ
ブズの遺産は、「マック」を初め、「アイポッド」や「ア
イフォン」「アイパッド」にとどまらない。
　ＰＲの観点から見れば、ジョブズの最大の遺産は、
そのプレゼン（プレゼンテーション）のやり方だった。
　「ジョブズ前」「ジョブズ後」という言葉さえ使いた
くなるほど、ジョブズはプレゼンを革命的に変えた。
　「ジョブズ前」。プレゼンは、ライバル社マイクロソ
フトのプレゼンテーション・ソフト「パワーポイント」
を使って、情報をできるだけ多く詰め込み、個条書き
を多用したスライド・ショーに過ぎなかった。
　本当に相手に伝わり理解されているのかはそっちの
けで、難解な専門用語を羅列し、一方的に情報を押
し付ける発表者の自己満足の感じさえしていた。
　プロジェクトや新製品の紹介、学会などの研究発表、
講演での説明・・・ほとんどのプレゼンは、スライド
を紙芝居のように補助手段に使って読み上げるだけの
“口演”だった。

個条書きのないスライド
　プレゼンのスライド作りに使われる「パワーポイン
ト」を開くと、まずタイトルを書き込んだ後、個条書
きで要点を列挙する書式が多い。確かに分かりやすく
便利な場合も多いとはいえ、個条書きが何箇所も出て
きて味気なくなる。この個条書きがないのが、ジョブ
ズのスライドの特長だった。
　スライドに「ごちゃごちゃ」とありったけの数字や

難解なＩＴ用語を連ねていたのを、「すっきり」とデザ
インを簡素化し、物語性を導入して、練習に練習を重
ねて芸術（演劇）の域まで高めたのがジョブズである。
　「インフォテインメント」という言葉がある。「インフォ
メーション（情報）」と「エンターテインメント（余興）」
を合わせたもので、聞く人を楽しませながら情報を伝
えることである。ジョブズは、このインフォテインメン
トの名手だった。
　個条書きをなくし、インフォテインメントを実現する
ために、ジョブズがやったことは、徹底的に切って、削っ
て、そぎ落とす簡素化作業だった。

最短のキャッチフレーズ
　ジョブズは、「1000曲をポケットに」（アイポッド）、
「アップルが電話を再発明する」（アイフォン）といった、
簡にして要を得た最短のキャッチフレーズを考え出し、
スライドでは文字や数字より絵や写真を重視、余白を
重んじた。
　禅宗の禅画からそのヒントを得たという。削る、余
白、簡素化・・・思えば、いずれも日本人が得意とす
る俳句の世界である。「ジョブズ後」。日本のプレゼン
も変わっていくことだろう。
　ユーチューブを探せば、ジョブズのプレゼンや解説
を見られるし、「スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン」
（日経ＢＰ社）という格好な参考書も出ているのがあり
がたい。

　私達、西区の某畑畦に住んでいるオオイヌノフグリ
です。寒厳しき１月でも陽が明るく射す日には、この
ようなコバルトブルーの小花を開きます、そうです、
私達、「春遠からじ」を他に先駆けて告げ来る季節の
使者なのです。私達は「星の瞳」と謂われることがあ
ります。虚子さんも「犬ふぐり 星のまたたく 如くなり」

と吟じています。
　ただ、女性の方、私達を見ても「わー素晴らしい！」
と声を上げられませぬようにね。「ふぐり」とは男性の
○玉を収める嚢のことなのですから、あらぬ誤解を受
けることになりかねません。そうです、私達「大犬の
陰嚢」なのです。造化の神様は、時として悪戯をなさ
います。実を、実に実にそっくりに造られたのです。
それにしても、何故「小犬」でなく「大犬」？ 実は、
イヌフグリなる仲間が居たのです。外来の私達はそれ
より大きいから･･･なのです。二重に損しています。　

スティーブ・ジョブズの遺産

西区のオオイヌノフグリ物語

ＰＲコンサルタント　大津　彬裕

【筆者紹介】
大津彬裕（おおつ・よしひろ） 
東京教育大学卒。昭和 37年読売新
聞社入社。社会部・外報部・解説部
記者を経て、共同ＰＲ社顧問。現在、
ＰＲコンサルタント。慶応、玉川、
相模女子大学非常勤講師を歴任。「ブ
ランドは広告でつくれない」（翔泳社、
共訳）など著訳書多数。
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西区まるごと博物館推進会 幹事 牛尾昌義

植物物語植物物語



　平成23年10月24日(月)、
KKR ホテル博多 2F シリウス
に於いて「原点回帰」～リーダー
のあるべき姿を求めて～をテー
マに、社団法人福岡西部法人
会青年部会設立 25 周年記念
式典を開催致しましたところ、
税務ご当局をはじめ、幹事会

社代表の皆様、親会の樋口会長をはじめとする法人
会の幹部の皆様方、また、青連協会長の坂本浩一様
をはじめとする福岡県内単位会青年部会からも多数の
ご列席をいただき、結果として講演会250名、式典・
祝賀会 160 名を超えるご出席を賜り、盛大に挙行す
ることが出来ました。ここに改めて関係各位の皆様方
の青年部会へのご支援に厚く御礼申し上げます。

　式典は二部構成で、第一部の
記念講演では、きばらんかい経
営者－吉本流「体験的」仕事の
極意－と題し、人材活性プロ
デューサーの大谷由里子氏を迎
え、ユーモア溢れる口調で興味
深い講話を、楽しく身体を動か
しながら拝聴することが出来ました。
　第二部の記念式典では、社団法人福岡西部法人会
青年部会設立時の代表幹事、歴代の部会長の先輩方
をご紹介し、本年度部会長であります三野原 信二の
お礼と挨拶から始まり、続いて福岡国税局 法人課税
課 課長 佐藤祐一様よりご祝辞を賜り、締めくくりとし
て青年部会のこれまでの活動紹介を DVD にて行い、
厳粛なムードの中、無事終了することが出来ました。
　引き続き祝賀会では、社団法人福岡西部法人会 会
長 樋口德一様よりご祝辞を賜り、福岡県法人会青年
部会連絡協議会 会長 坂本浩一様の掛け声の下で鏡

割りを行いました。
　そして西福岡税務署 署長 
姫野俊治様に乾杯の音頭を
とっていただき、盛大に宴は開
幕致しました。
　その後、サプライズゲストと
して、国内で幾多の賞を受賞
され、第一線で活躍されている
ソプラノ歌手 井上 智映子さんとピアノ 井釜 亜由美さ
んをお招きし、皆様もよくご存じのオペラや歌曲をご
披露していただきましたが、お二人の息の合った演奏
は、多くの皆様の心に共感と感動を生んだのではない
かと思っております。
　又、日頃はなかなかゆっくりと話しをすることがで
きない税務署の幹部の皆様方や青年部会を卒業され
た先輩方、福岡県内単位法人会青年部の方々ともお
酒を酌み交わしながらざっくばらんな話をすることがで
き、大変意義のある時間を持つことが出来ました。
　今回ご出席を賜りましたご来賓、ご来訪の皆様方を
はじめ、親会の役員や会員の皆様方、本当に有り難う
ございました。当日は反省すべき点や行き届かなかっ
た点も多々あるかとは存じますが、今後とも青年部会
の活動をご支援ご協力頂けますよう何卒よろしくお願
い申し上げます。
　最後になりますが、本事業が無事に終了することが
出来たのも部会員一人ひとりのご協力のお陰でござい
ます。心より感謝申し上げます。有り難うございました。

実行委員長　入里　健二

社団法人福岡西部法人会
青年部会設立 25周年記念事業



「租税教室と
　　絵はがきコンクール」について
　平成 23 年 11 月 24 日、女性部会として本年度初
の「租税教室と絵はがきコンクール」を実施いたしま
した。百道小学校6年生3クラス（118名）の皆さんで、
学校の音楽室へ集まっていただき、「マリンとヤマトの
不思議な日曜日」のＤＶＤを観てもらったあと、女性
部会員による租税教室で、税金に関する勉強やクイズ
をしてもらいました。百道小学校の皆さんは、とても
楽しそうにＤＶＤを見たり、税金クイズには活発に手
を上げて答えてくれたり、興奮しながらも手際よく「一
億円のサンプル」を回して、その重さを確かめたり、
熱心に税の勉強に参加してくれ、未熟な講師を助けて
くださいました。また、事前に税について勉強をして
きている人もいて、とても驚きました。

終了後に「絵はがきコンクール」への参加をお願いし
たところ、後日 63 名もの生徒さんが「絵はがき」を
提出してくださいました。どれも力作ぞろいで、入賞
作品を選ぶのが申し訳ないほどですが、2 月までには
優秀作品を選んで、県連の女性部会に提出する予定
です。
　昨年から始まった「租税教室と絵はがきコンクール」
ですが、参加者一同、今回もとても有意義な時間を過
ごさせていただきました。百道小学校の先生と生徒の
皆さんには、心より感謝いたします。

　平成 23 年 11 月 17,18,19 日の三日間にわたり、
三重県伊勢市において青年部の全国大会が開催され、
福岡西部法人会青年部会から 8 名のメンバーで参加
致しました。
今回の大会は「和を尊び青年の使命を果たせよ・・・
MOTTO・・・もっと勇気を振り絞り今以上にそれ以
上に !」をスローガンに、三重県立アリーナを中心と
して会議、セミナー等が行われ、東日本大震災後の
復興と日本経済の復活について焦点が当てられまし
た。
また、青年部の重点事業として実施されている租税教
育についての取り組みにもスポットが当てられ、全国
の青年部会員がどれだけこの運動について力を注いで
いるのかを深く認識させられる大会でもありました。
大会の一日目は租税教育活動プレゼンテーションが実
施され、多数のエントリーの中、福岡中部法人会が
優秀賞を受賞されたことは、同じ福岡の青年部として
大変誇らしいことでした。
第二日目は部会長サミットにおいて、「地域に根ざした
企業経営～危機に当たって」をテーマに、伊勢市の
最大手である株式会社赤福の浜田典保社長が、社会
的な問題となった例の事件をどのように乗り越えたの

か、また、「お客様に対しての安心と安全が信頼を生
む」ことなどについて熱く語っていただきました。
その後、式典、講演会が開催されましたが、経済評
論家の勝間和代氏から「東日本大震災と日本経済」
という演題でご講演をいただき、これからは日本人ら
しさ、日本人が本来持っているものへの誇りを取り戻
すことが大切であることを改めて強調しておられまし
た。
そして、この日の夜は青連協の集いが 20:00 から開
催されましたが、福岡中部の租税教室優秀賞受賞の
報に全員が沸き、参加者全員で楽しいひと時を過ごす
ことが出来ました。
最後に、大会のスケジュールの合間を縫って、参加者
全員で正装のうえ伊勢神宮の外宮・内宮を正式参拝
し、法人会のさらなる発展を祈願致しましたことを皆
様にご報告申し上げ、大会参加への御礼に代えさせて
いただきます。　　　　　　( 副部会長　池田和文 )

平成23年度 事業予定

平成23年度 事業予定

1月　租税教室　福岡市能古小学校　計1クラス
2月　年度末研修会
4月　青年部会総会

2月   1 日（水）　女性部新春研修会
4月 12日（木）　全国女性フォーラム（群馬大会）
4月 18日（水）　女性部会総会

全国青年の集い みえ大会参加報告



第 28 回法人会全国大会・神奈川大会が 10 月 6 日
（木）、パシフィコ横浜の国立横浜国際会議場で社団
法人神奈川県法人会連合会の主管で開催された。福
岡西部法人会から樋口会長と原、松尾、末吉の３副
会長、田中専務理事の 5 人が参加した。さすが全国
大会とあって参加者数は約 3,300 人。国立大ホール

も満席だった。記念講演は元内閣総理大臣　小泉純
一郎氏とあって異常な熱気を感じた。演題は「日本の
歩むべき道」。内容は「過去の日清戦争、日露戦争、
関東大震災、阪神淡路大震災など数々の国難を乗り
越えてきた日本。東日本大震災においても必ず乗り越
えるでしょう。」と勇気を与えてくれた話でした。
税制改正に関する提言として １．東日本大震災からの
復興に向けて ２．社会保障と税の一体改革 ３．経済活
性化と中小企業対策 ４．国と地方のあり方 ５．その他
　となったこともお知らせいたします。3,000 人の懇
親会に入場はできたものの身動きができず。料理も手
が届かないまま足早に引き上げた。来年の全国大会は
北海道大会（釧路市）で開催されることが決まった。

　平成 23年11月25日（金）第20回局連大会は、
福岡県法人会連合会と甘木朝倉法人会が主管し、サ
ンライズ杷木　大ホールで開催された。当会から 28
名がエントリーし、貸し切りバスに乗り込んで参加し
た。表題のとおり次回は西部法人会が主管をするので、
視察を兼ねての参加となった。
樋口德一会長は、式典の閉会の言葉を兼ね、会場の
会員さんに向け「来年は是非　福岡西部のヒルトン福
岡シーホークで会いましょう」と熱いエールを送った。
併せてスローガン「若さと元気あふれるまち、西福岡
～歴史・夢・未来にクロスロード～」の横断幕を掲げ、

スクリーンには映像を流し興味を誘った。　
講演会の講師は北川正恭（きたがわまさやす）氏。
衆議院議員を経て1995 年三重県知事に 2 期連続当
選。2003年4月に退任。現在早稲田大学の教授。テー
マは「今後の政治の動向」～マニフェストからみる政
治の流れを見る～と題し興味あふれる話となった。
懇親会は会場をバーレンス小野屋に移動しボリューム
ある食事と地酒で会員一同満足してバスでの帰宅と
なった。来年は西部法人会が主管します。会員一同
のご協力を切にお願いします。

　平成 23 年 11 月 17 日（木）ソラリア西鉄ホテル
で福岡地区五法人会共催による講演会が開催された。
講師はテレビなどでお馴染みの鳥越俊太郎氏。福岡県
うきは市吉井町生まれで京都大学文学部卒業。現在サ
ンデー毎日編集長やＢＳ朝日の「鳥越俊太郎医療の

現場」などに出演中。今回「が
んとともに生きる」の演題で 1
時間 30 分、ご自身ががんを宣
告され、入院・手術をされた経
験など興味深い話になった。再
発を３度も経験し克服された。
今ではすごく健康的で、毎日ト
レーニングは欠かさないそうだ。
ところで福岡地区五法人会共催講演会は、法人会が
主催する講演会のなかで最も力を入れている事業なの
で、講師も有名な人が多い。みなさんも是非拝聴さ
れたらいかがでしょう。

お会いしましょう！！
本年11月21日

ヒルトン福岡シーホークで

福岡地区五法人会
共催講演会開催

第28回法人会全国大会
神奈川大会

「Blue Light Kanagawa」



　平成 23年 9月29日(木 )の18 時30 分より、福
岡市中央区大名にある「中華料理大名華風」において、
第 4・第5支部合同研修会・懇親会が開催されました。
　今回の研修会は「経営者・経営幹部の食と健康」
と言う題目で、ＮＰＯ法人日本食育協会の上級食育指
導士の土橋誠司氏の講演がありました。研修は「人間
の体は食べたものからできているので、安全な食材、

適切な栄養バランスをとるこ
とによって健康が維持される
し、順調に中小企業を経営
していくためには経営者や
経営幹部が健康であること
が重要である。」などの内容
でした。研修後、講師も参
加しておいしい中華料理に
舌つづみをうちながら、大
いに盛り上がった懇親会を
楽しみました。

　去る11月1日（火）午後
6 時 30 分より糸島市高田の
プラザ寿苑を会場に合同研
修会を開催した。開会の挨
拶に続き西部法人会の田中
修二専務理事に元特別国税
調査官・税理士の肩書きで
「税務調査直前対策につい

て」の演題で約 1 時間資料を基に講演を拝聴した。
会場は会員・一般の方で満
席。120 席は座れない人も
出て好評だった。懇談会は
円卓の自由席にしたが、多
くの参加者は最後まで懇談
を深めた。因みに午後 6 時
受付。6 時 30 分講演会。
午後 7 時 30 分より懇談会
（異業種交流会）。終了は 9

時。会費は会員・一般すべて
2,000 円とした。支部の役員
が熱心に電話で参加を呼び掛
けたのが効を奏したと考えら
れる。この研修会により会員
であることの意識づけ、一般
の人に対するＰＲができたと思
う。毎年 1 回程度繰り返し開
催すれば効果が期待できる。支部の役員さんご苦労
様でした。

第4・5支部合同研修会

各支部で研修会を開催しました

報告者　上村　保之

第7・8支部合同研修会

開会のあいさつ

懇談会のあいさつ

懇談会（交流会）講師



税務署だより



西福岡税務署からのお知らせ
確定申告会場は、福岡タワーです!!

所得税･消費税(個人事業者)･贈与税

確定申告会場
場所 福岡タワーホール

受付時間 9：00～16：00

期間 平成 24年
2月 1日（水）から 4月 2日（月）まで

※土曜日、日曜日及び祝日は、休みとなります。
ただし、2月19日及び2月26日の日曜に限り
確定申告の相談･受付を行います。

この期間は、
税務署内に確定申告会場を
設けていませんので、
ご理解とご協力をお願いします。

【平成23年分】
所得税･贈与税の申告と納税の期限

消費税（個人事業者）の申告と納税の期限
3月15日（木）

4月 2 日（月）

確定申告会場へのお越しの際は、公共交通機関のご利用が便利です。
西鉄バスをご利用される場合は、藤崎バスターミナル1番乗り場から出発するバスのいずれかに
乗車し、「福岡タワー南口」下車〔徒歩約6分〕となります。

※ご自身で作成されました申告書等につきましては、
　西福岡税務署へ提出（郵送）してください。

福岡市早良区百道1丁目5番22号
郵便番号　814ｰ0006　
（専用郵便番号　814ｰ8602）

西福岡税務署
電話代表（092）843ｰ6211

税務署だより



税務連絡協議会長賞

福岡県立
糸島高等学校
福岡県立
修猷館高等学校

学校法人中村学園
中村学園三陽高等学校

福岡県立
城南高等学校

学 校 名 作 品 名氏 　 名

学校法人西南学院
西南学院高等学校

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
福岡講倫館高等学校

安野　成美

小林　美紅

藤野　遥香

大塚　奈緒

長谷川皓祐

安部　　悠

野田麻衣佳

松尾　洋子

金森　律子

藤原　大輔

税は「期待」の表れ

税を知るきっかけ

わたしたちのための税金

命を守る税金

累進課税制度の在り方

納税の義務

健康な税金

循環する税

増税すべきかしないべきか

税について思ったこと

やすの　なるみ

こばやし　みく

ふじの　はるか

おおつか　なお

はせがわ　こうすけ

あべ　はるか

のだ　まいか

まつお　ようこ

かなもり　りつこ

ふじわら　だいすけ

税務署長賞

学校法人中村学園
中村学園女子高等学校

学 校 名 作 品 名氏 　 名

学校法人西南学院
西南学院高等学校

福田　六花

中村　佳穂 困っている誰かのために

一人はみんなのために、
みんなは一人のために

ふくだ　りか

なかむら　かほ

県税事務所長賞

学校法人西南学院
西南学院高等学校

学 校 名 作 品 名氏 　 名

学校法人中村学園
中村学園女子高等学校

宮﨑　夕波

城戸　真愛

消費税の未来

助け合いの税金

みやざき　ゆうは

きど　まな

国税局長賞

学校法人中村学園
中村学園女子高等学校

学 校 名 作 品 名氏 　 名

飯野奈々子 税に支えられて
いいの　ななこ

　法人会は健全な納税者の団体、よき経営者団体とし

て、税法説明会、経営セミナー等、実践的な研修を開催

し経営者の実務担当者の勉強の場を設けています。

　また、会員交流会、企業PRの場を提供するなど、会

員企業の発展を支援しています。

　事務局では現在、平成23年度の法人会会費の納入をお願
いしています。
　皆様からの会費で法人会活動を行っています。まだ、未納の
会員様は納入くださいますようお願いします。会費の納入は振
込料の負担及び納入の手間を省くために「口座振替制度」を
導入しております。未だ手続きをされていない会員の皆様方に
は是非手続きされますようお願い申し上げます。
詳細につきましては法人会事務局までご一報下さい。
　(社)福岡西部法人会　・総務委員会　
　　　　　　　　　　　・事務局

　平成23年度法人会会費未納の会員様が若干おられますの
で、出費多難の折柄誠に恐縮に存じますが、下記の講座へお
振り込みいただきますようお願い申し上げます。

　会費の納入は振込料の負担及び納入の手間を省くために
「口座振替制度」を導入しております。未だ手続きをされていない
会員の皆様方には是非手続きされますようお願い申し上げます。
　詳細につきましては法人会事務局までご一報下さい。

法人会に入会しよう!

法人会会費納入についてのお願い

福岡銀行
西日本シティ銀行
佐賀銀行
福岡中央銀行

西新町支店
西新町支店
西新町支店
西新支店

普通預金　No.217296
普通預金　No.0669812
普通預金　No.1203773
普通預金　No.1078097

預金口座振替のご利用について

振込先

平成23年度
「税に関する高校生の作文」に係わる表彰者のご紹介



㈱ＫＡＢＡＳＨＩＭＡ
㈲ＫＨハウス
㈲井上商店
㈲クリーン彩花
㈱ユウキシステム
㈲輝　美
㈱南光
㈲ＹＴプランニング
光栄電設㈱
（社）福岡市左官業組合
恩田工業㈱
㈲篠隈造園建設
㈱セイホーデンキ
共栄通信建設㈱
㈲マツオカ
㈲三光
㈲三気堂
㈱エーアイピー
㈲シティーコンタクト
㈱セピア通りコンタクト
㈱シティコンタクト小倉
㈱シティコンタクト大橋
㈱シティコンタクト博多
㈱シティコンタクト久留米
㈲大分駅前コンタクト
㈱シティコンタクト姪浜
㈲佐世保四ヶ町コンタクト
㈲プロ保険企画
㈱まちのえき
㈱アジャスタール
㈱力昇建設
㈲柴田技建
（医）社団小笹歯科医院
㈱ＴＳＵＫＡＳＡ
㈱泰賀
さくらファーム㈱
エヌケイ住宅㈱
社会福祉法人のぞみの里
匤兆建設㈱
㈲共立産業
㈱エル・スポット・カタヤマ
㈱藤栄建設
日本鮮食㈱
㈱サカイ

福岡市早良区高取1丁目21－11－201

福岡市早良区原1丁目12－20－507

福岡市早良区四箇６丁目１１－２７

福岡市早良区賀茂２丁目５－３５

福岡市早良区東入部８丁目８－５４

福岡市早良区脇山２８２

福岡市城南区鳥飼６丁目２０－３８

福岡市城南区荒江１丁目１７－７

福岡市城南区田島３丁目４－１０

福岡市城南区神松寺２丁目１１－１８

福岡市城南区松山２丁目１－１－５０１

福岡市城南区樋井川３丁目３６－１０

福岡市西区戸切２丁目１２－５

福岡市西区吉武３２３－４

福岡市西区生の松原４丁目２２－７

福岡市西区愛宕浜１丁目５－４

福岡市西区姪の浜4丁目17－5

福岡市西区姪浜駅南３丁目１６－２２

福岡市西区姪浜駅南３丁目１６－２２

福岡市西区姪浜駅南３丁目１６－２２

福岡市西区姪浜駅南３丁目１６－２２

福岡市西区姪浜駅南３丁目１６－２２

福岡市西区姪浜駅南３丁目１６－２２

福岡市西区姪浜駅南３丁目１６－２２

福岡市西区姪浜駅南３丁目１６－２２

福岡市西区姪浜駅南３丁目１６－２２

福岡市西区姪浜駅南３丁目１６－２２

福岡市西区福重3丁目21－3　2Ｆ

福岡市西区泉１丁目３１－１１

福岡市西区今宿町４５－２

糸島市板持１０６－２

糸島市潤１丁目１９－５

糸島市前原中央２丁目３－３１

糸島市神在５０５－２２

糸島市加布里１００５－２

糸島市志摩桜井５９６６－３

糸島市志摩馬場８３３－１

糸島市志摩馬場１０７９－１

糸島市志摩師吉１５４１－２

糸島市志摩新町２０－２

糸島市二丈深江９０１－１

糸島市二丈深江１７１０－２

糸島市二丈深江２１４２－３

糸島市二丈深江２１７２－１

846-4852

210-3738

811-3033

866-1644

204-1314

804-1005

852-4500

210-9770

214-7777

407-2671

865-3302

541-1911

811-8925

407-1258

894-3375

884-0580

883-9397

884-0780

884-0780

884-0780

884-0780

884-0780

884-0780

884-0780

884-0780

884-0780

884-0780

407-5705

806-9612

400-7985

324-6160

323-5841

322-2378

322-4800

322-2878

327-3272

327-5821

327-2929

330-5678

328-2205

325-0047

325-0129

325-1278

325-0661

青果卸業

建設業

食品卸売業　

清掃業

空調設備

溶接

建設業

不動産賃貸

電気・電気通信工事業　

左官工事　

建設業

造園建設業

家電工事業

通信業　

建設業

水処理機器販売

調剤薬局

小売業その他

小売業

小売業

小売業

小売業

小売業

小売業

小売業

小売業

小売業

損害・生命保険代理業　

デイサービス

電気工事業　

土木建設

土木建設　

歯科　

生花販売

飲食・仕出し業　

農業　

建設業　

障害者福祉事業

土木建設業

金属製品製造業

家電販売

建設業

食料品製造業

ホテル･普通旅館
平成23年11月30日現在

新入会員の紹介

ホームページとメールアドレスを変更しました。
http://www.fukuoka-seibu.or.jp/ fkseibu@fukuoka-seibu.or.jp

※登録の変更をお願いします。
ホームページ
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福岡総合支社



〒814-0033
福岡市早良区有田 1丁目 34-6

〒814-0033  福岡市早良区有田 4丁目 25番 6号

TE L  （092）871-4053
FAX  （092）863-7230

金堀建材株式会社

HOMER KANAHORI

【事業内容】
電気設備
太陽光発電設備
設計施工
プラント電気計装設備

TEL（092）821-4676
FAX（092）851-5213

◎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。

広告協賛ページ募集のご案内
有料広告料金は、1ページ（税込）21,000円、1／2ページで（税込）10,500円となります。　
ご希望の方は法人会事務局TEL841- 4713までご連絡下さい。

事務局から
のお願い

■発行所／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1丁目7ｰ64　　　　　　　　　　　  　　　　　　　TEL（092）806ｰ1661　FAX（092）806ｰ3554




