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平成 25年度

株式会社とり市

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

株式会社第一双葉
西福岡間税会
福岡国税局間税会連合会
全国間税会総連合会
公益社団法人福岡西部法人会
　　同　　厚生委員会委員
　　同　　第三支部副支部長 

代表取締役会長
会長
常任理事
理事
副会長

原 　 武 人  殿

国税庁長官表彰

株式会社広田工務店  
公益社団法人福岡西部法人会 
　　同　　厚生委員会委員
　　同　　第三支部副支部長 

代表取締役
副会長

廣 田 栄 作  殿

福岡国税局長表彰

荻田商業建築デザイン事務所
公益社団法人福岡西部法人会
　　同
　　同　　総務委員会委員
　　同　　共益事業委員会委員
　　同　　厚生委員会委員
　　同　　第一支部副支部長

専務取締役
常任理事
女性部会 部会長

有限会社セキュリティスタッフ  
西福岡間税会  
公益社団法人福岡西部法人会
　　同  
　　同　　税制委員会委員
　　同　　厚生委員会委員
　　同　　第六 B支部副支部長

理事
理事
青年部会　副部会長

入 里 健 二 殿

荻 田 和 代  殿

西福岡税務署長表彰

株式会社姪浜タクシー
西福岡間税会
公益社団法人福岡西部法人会
　　同　　税制委員会委員
　　同　　厚生委員会委員
　　同　　第六 B支部副支部長

常務取締役
理事
青年部会 副部会長

　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。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。

穐 吉 憲 一 殿代表取締役

医療法人いこいの森
橋 口 　 庸 殿理事長

株式会社美花園
原 口 正 史 殿代表取締役

福岡建材株式会社
樋 口 慶 徳 殿代表取締役

西福岡税務署長感謝状

岩 本 芳 浩  殿

山内機材株式会社
公益社団法人福岡西部法人会
　　同
　　同　　広報委員会委員
　　同　　厚生委員会委員
　　同　　第二支部副支部長

会社役員
理事
女性部会　副部会長

山 内 映 子  殿

株式会社パンダ不動産
西福岡間税会
公益社団法人福岡西部法人会

代表取締役
理事
青年部会　理事

黒 江 大 介  殿



■精神薬の種類
　精神科の薬は怖い薬と思われがちですが、正しく
ご理解いただきたいと思い、今回のテーマは薬のお
話しにしました。
　まず精神科で処方する薬は下表のように分類され
ます。最近はうつ病の治療に用いる「抗うつ薬」が
よく知られるようになりました。それらは脳内のセ
ロトニンやノルアドレナリンに作用して、うつ病の
症状を和らげる働きをします。ただし、人によって
眠気、口の渇き、便秘、尿が出にくくなるなど副作
用が出る場合があります。

■副作用の少ない薬も
　しかし、ここ数年ＳＳＲＩやＳＮＲＩという副作
用の少ない抗うつ薬が開発され、精神科以外の先生
方もよく処方されるようになりました。うつ病の治
療のすそ野が広がることはよいことですが、症状が
なかなか改善しないときは、やはり精神科医のコン
サルティングが必要だと感じます。

■進む単剤化の流れ
　また精神科では多くの種類の薬が処方されるとい
う印象が強いようですが、最近は同じような効果を
促す薬については減らしていく「単剤化」の取り組
みが進んでいます。
　ただ現在すでに 3 種類以上の抗精神病薬を飲ん

でいるような方は、一度に薬を減らすと症状が悪化
する恐れが大きいので、減薬の際は本人の同意はも
ちろん、取り組みには慎重な対応が必要です。

■正しい理解のポイント
　患者さんやご家族、周囲の方が薬の服用に対して
不安や不信感があると、必要な薬の治療が途中で中
断され、うつ病など病気の再発が生じやすくなります。
精神科医としては精神科の薬も身体の病気と同じよ
うに服用をお考えいただきたいので、以下のように
服薬のポイントをまとめてみました。ぜひご一読く
ださい。

　現在の精神科医療では、薬だけではなく、さまざ
まな治療のアプローチが可能ですが、薬による症状
の緩和は大前提なのです。正しく理解して、ご一緒
に治療に向き合いましょう。

～正しく理解しよう～

精神科の薬
油山病院  院長　三野原義光

健康に
　ついて
健康に
　ついて

精神科で使われる主な薬の種類

①薬は困っている精神の症状を楽にしてくれま
す。
②決して人間性を変えるものではありませんの
で、安心してください。
③薬のことは遠慮なく医師に相談して、理解・
納得して服用しましょう。
④症状が改善してきたからといって、ご自分の
判断で勝手にやめてしまってはいけません。
⑤たとえ薬を長期間服用することになっても、
治らないと考えるのではなく、よい状態を保
ち再発予防のために継続して服用してくださ
い。

種　　類 作　　　　　　　用 副　作　用
抗不安薬
抗精神病薬

抗うつ薬
不眠に使う薬
認知症治療薬

不安を抑える、緊張を和らげる、気持ちを和らげる

うつ気分を改善する、意欲を高める
眠気を誘い寝つきやすいようにする、睡眠が長く続くようにする

幻聴や幻視などの幻覚を減らす、妄想を軽減する
興奮しやすい状態を改善する、考えをまとめる力を取り戻す

認知症の症状の進行を遅くする、脳の血液循環を改善する
意欲を高める、興奮や介護の抵抗を減らす、睡眠を改善する

眠気、ふらつき

※副作用には大きな個人差があります。

口が渇く、便秘がち、胃の不快感
眠気が残る、ふらつき、身体がだるい

口が渇く、便秘がちになる、眠気、
倦怠感、食欲が出る、血圧が低くなる

※記憶や理解力の低下を改善する効果
　はない



海鳥社出版「西区は歴史の博物館」より引用

山ノ鼻2号墳の墳丘復元図

　丸隈山古墳から東へ約600ｍ、国道202号線バイパ
ス徳永交差点のすぐ北東側の丘陵の中に山ノ鼻1号墳、
2号墳がある。1号墳は1989～90年、2号墳は90～91
年に福岡市教育委員会によって調査されている。どちら
の古墳も破壊が著しく、すぐに古墳と見分けるのは困難
である。山ノ鼻池（現在はない）を挟んで西が2号墳、
東が1号墳であり、西側の2号墳から見ていくことにしよう。

　2号墳は山ノ鼻池のすぐ西側にあり、現在は墓地となっ
ている。残っているのは後円部の北半分と前方部で、そ
れも周囲は開墾などで削られている。調査の結果、古墳
の大きさは全長75ｍほどに復元できるという。墳丘には、
石が葺かれたり、埴輪が置かれたりはしていない。前方
部は2段、後円部は3段に築かれていたと推定されてい
る。
　この古墳の特徴は、前方部の端が広がり、ちょうど三
味線や琵琶の撥のような形をしていることである。これ
は現在でも地形上痕跡的に残っている。撥形の前方部
をもつ古墳の代表としては、奈良県桜井市にある箸墓古

墳が有名で、最古の古墳の一つに位置付けられている。
したがって、山ノ鼻2号墳も墳丘の形から見ればかなり
古い古墳の可能性もある。しかし出土遺物や埋葬施設
がまったく知られていない今となっては、確実なことはわ
からない。
　山ノ鼻1号墳は池の東側で、かつて宮崎安貞顕彰碑
が立っていた場所が後円部にあたり、前方部が北側に伸
びている。墳丘は顕彰碑の建立や畑地の開墾などで大
きく破壊されているが、調査の結果全長50ｍほどと考え
られている。また前方部は2段、後円部は3段に築かれ、
各段の斜面には葺石があったと考えられている。埴輪は
発見されていない。埋葬施設は削られて無くなっている
が、埋土の中から小口部に赤色顔料を塗った割石が見
つかっており、竪穴式石室ではないかと考えられる。副
葬品もほとんど失われているが、墳頂部の埋土から半肉
彫獣帯鏡と呼ばれる中国後漢時代の銅鏡の破片が見つ
かっている。また後円部から四世紀代に位置付けられる
土師器が出土している。この土師器は古墳に備えられた
可能性が高い。これらの墳丘の形、石室、副葬品など
から見て、乏しい根拠ではあるが、4世紀中頃の古墳と
考えられている。

　山ノ鼻古墳群から国道202号線バイパスを渡った小
高い丘陵の中に若八幡宮神社が鎮座しており、その社
殿の裏山にあるのが若八幡古墳である。1993年、福岡
市の史跡に指定された。調査は1970年に福岡県教育委
員会によって行われた。社殿の真後が後円部にあたり、
北側に前方部がのびるが、前方部の先端は切り通しに
なって削られている。そのため大きさははっきりわからな
いが、46～48ｍほどと考えられている。後円部は3段、
前方部は2段に築かれ、斜面には葺石が施される。埴
輪は立てられていない。
　埋葬施設は後円部の中央にほぼ中軸線に直交して、
木製の棺を直接埋葬したものが見つかっている。棺の材
は杉材で、長さ2.75ｍ、幅0.85～1.2ｍの大きさである。
副葬品は木棺の内外から多数発見されている。棺内には
三角縁神獣鏡と呼ばれる青銅の鏡1面、管玉、ガラス小
玉などの玉類、鉄製の太刀、刀子などが副葬され、棺外
には鉄製の短甲、太刀、剣、鏃、鉇、斧などが副葬され
ていた。このほかにも、中心に孔を穿った円盤形の銅製
品が後円部の墳頂に埋められていたり、同じく墳頂部や
くびれ部（前方部と後円部が接続する部分）から、古墳
に供えられた土師器が見つかっている。こうした土師器
の特徴や、埋葬施設、副葬品の組合せなどから、この
古墳は4世紀中頃に築かれたと考えられている。

山ノ鼻古墳群と若八幡宮古墳
山ノ鼻古墳群

地域情報

今宿平野の古墳めぐり
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　静岡県から九州南部にかけての太平洋沖に延びる海
溝、「南海トラフ」の周辺では、昔から巨大な地震が
繰り返し起きています。しかし、いったいどんな仕組
みで地震が起きるのか、詳細な機構はまだ解明されて
いません。そのため、海洋研究開発機構は平成25年
11月、紀伊半島沖で南海トラフの巨大分岐断層の掘
削調査を開始。地球深部探査船「ちきゅう」で海底
下5200ｍまで掘って試料を採取し、地震活動の実態
を探ろうとしています。

　南海トラフは、日本列島を乗せた陸側プレート（岩
板）の下に、海側のフィリピン海プレートが沈み込む
浅い海溝です。海洋機構が掘削調査を行うのは、プ
レート境界から地表に向けて複数の巨大な分岐断層が
枝分かれしている、和歌山県新宮市から南東75㌔の
熊野灘。水深2000ｍの海底から5200ｍ掘削し、分
岐断層の根元まで掘り抜く計画です。
　この場所での掘削は昨年11月にいったん着手しま
したが、強い風と潮流の影響で掘削機器が損傷し、
海底下2000ｍまで掘りながら中止に追い込まれまし
た。今回は、仕切り直しの再挑戦ということになります。
　掘削の際は、掘った孔をパイプで補強しながら深部
へ進みます。前回の掘削孔を一部利用しますが、深
部は未補強で崩壊している可能性があることから、同
860㍍地点からは、わずかに斜めにずらして新たな穴
を掘っていきます。26年１月下旬に同3600ｍに到達
し、来年度から巨大分岐断層の試料採取を行うそう
です。
　「ちきゅう」の掘削性能は世界一で、24年９月には
青森県八戸沖で、研究目的としては世界最深の同
2466㍍までの掘削、試料採取に成功。同5200ｍの
巨大分岐断層の掘削を実現すれば、世界記録のさら
なる更新は確実となっています。

　南海トラフのプレート境界面では、マグニチュード
（Ｍ）８級の東海・東南海・南海地震が繰り返し起き
てきました。
　海洋機構は23年、ちきゅうで採取した試料の分析

から、熊野灘付近の分岐断層が、昭和19年の東南海
地震でプレート境界の深部と一緒に動いたことを証明
しました。分岐断層が動くと、津波が巨大化する恐れ
があるため、今回の綿密な調査が必要になったわけ
です。
　調査では、掘削しながら岩盤の硬さや、周囲から
かかる力を測定。採取した試料は肉眼だけでなく、コ
ンピューター断層撮影（ＣＴ）も駆使して調べ、地震
で生じた摩擦熱による有機物の変性なども解析しま
す。
　海洋機構は「過去の地震で分岐断層がどう動いた
かを調べ、発生メカニズムの解明や予測に結びつけ
たい」としています。

　地震が多発する熊野灘周辺の海底には、地震計と
津波計を網の目のように張り巡らせた観測監視システ
ム「ＤＯＮＥＴ」を海洋機構が整備しています。異変
をキャッチしたら、光ファイバーの超高速通信で陸上
局にデータを送り、気象庁などに配信して津波警報や
緊急地震速報に生かす仕組みです。
　ただ、生命に直結する防災情報は、少しでも早い方
が被害軽減につながります。このため分岐断層の掘
削調査後は、残った穴の底部に地震計やひずみ計を
設置し、ＤＯＮＥＴと接続して情報を補強。巨大分岐
断層の動きをさらに早くキャッチすることが可能にな
り、地震防災に大いに役立ちそうです。

南海トラフの巨大分岐断層を掘削
海底下5200ｍの地震の巣を探る

産経新聞科学部記者　伊藤壽一郎

【筆者紹介】
伊藤壽一郎（いとう・じゅいちろう）　東京都生まれ。学習院
大学卒業後、産経新聞社に入社し、文化部、経済部、社会部
などを経て 2002 年から科学部。現在は文部科学省の科学技
術部門を担当し、原子力から地震、宇宙、物理、化学、生物、
ＩＴまで、幅広い分野を取材対象としている。著書に「生きも
の異変　温暖化の足音」（共著、扶桑社刊）、「新ライバル物
語　闘いが生む現代の伝説」（共著、柏書房）などがある。
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世界記録更新へ

昭和東南海で連動

地震観測にも活用

南海トラフの位置（赤線）



　平成25年8月
2日に青年部会
の夏季研修会を
ももち浜にて行
いました。海岸
清掃につきまして
は、今回で２回
目ということもあ
り、44名の方々
に参加頂きました。また親会から田中専務理事、女性
部会からは荻田部会長、馬場副部会長、山内副部会
長に参加していただきました。清掃活動につきましては、
今後も夏季研修会の継続事業として行っていきたいと
思います。清掃活動終了後は、バーベキューにて会
員家族共々懇親を深め、マリンスポーツでは、子供
達も楽しそうに遊んでいました。本当に充実した一日
となりました。　　　　　　（副部会長　小熊坂　哲）

　第27回法人会
全国青年の集い
広島大会が、11
月７～ 8日の2日
間広島市内に於い
て開催され、福岡
西部法人会からは
16名のメンバー
で参加致しました。

　今回の大会は“ 百万一心～束ねよう三本の矢を！
～”をスローガンのもと全国各地より過去最多の登録
数2,600名の青年部メンバーが集う大会となり大盛
況でありました。
　『 百万一心 』は一人一人の力は小さくても心を一
つに志高く世のため人のために頑張っていこう！　そ
んな思いが込められたスローガンであります。又
『 束ねよう三本の矢 』は「志を抱く矢」「使命を果た
す矢」「日本の復興を果たす矢」を示し、我々青年の
果たすべき責務と言う願いが込められています。
　大会一日目には、租税教育活動プレゼンテーショ
ンが実施されました。いずれも他の模範となる素晴ら
し事業でありました。
　大会二日目には、部会長サミットがあり「今後、益々
青年部を発展させるためにどうしらよいのか？」10年
先の理想の姿を思い描きその実現に向けた取り組み
について熱く議論を交わせたとの報告が岩下部会長よ

りありました。
　午後からは我々の青年時代のスターであった歌手・
俳優また経営者でもある吉川晃司氏が『日本一心』
～日本の未来のために果たすべきこと～を演題に記
念講演会が行われ過去の体験談や信念をお聞きして、
我々が今なすべきことを考える機会を与えてくれました。
　最後になりましたが、大会中にありました福岡青連
協懇談会において、2年後の全国青年の集い 茨城大
会での租税教育プレゼンテーションのエントリー募集
が行われ、我ら岩下部会長が力強く立候補され、福
岡西部法人会青年部会のエントリーが決定致しまし
た。我々部会員一同も2年後のプレゼンテーションに
向け、租税教育活動にさらに力を入れて活動していき
ますので、今後とも皆様方のご協力のほどよろしくお願
い致します。　　　　   　　（副部会長　樋口 慶徳）

　今年の租税教育は、とても暑い夏に始まりました。
　じりじりと照りつける日差しの中、連日のＴＶ放送で
は熱中症の言葉が出ない日はなかったと思います。
　そんな中、私たち青年部会は、租税教育にむけ日々
精進してまいりました。

　

　７月10日の高取
中学校では、岩下
部会長が山笠の正
装である長法被姿
にて山笠の歴史を
交えながら講師を
務めました。
　今年の租税教育は、会社の制服や作業着、関係し
ている団体の姿で話をしようとなりこのような形になっ
たわけです。これもひとえに私たち青年部会の取組み
に少しでも興味をもっていただければと考えての事で
す。また今回の勉強会では新たに５名の講師が誕生し
ました。各講師は、説明用の資料を独自にアレンジし
て、生徒たちにわかりやすいものにするなどの工夫を

 ６月２１日（金） 租税教育　勉強会（講師育成）
 ６月２５日（火） 租税教育　勉強会（講師育成）
 ７月  ５日（金） 租税教育　勉強会（講師リハーサル）
 ７月１０日（水） 租税教育　高取中学校（福岡市早良区）
  　　　　　４クラス　１５０名
  講師　：　岩下、嶋中、林、岩本
 ７月１１日（木） 租税教育　高取中学校（福岡市早良区）
  　　　　　４クラス　１５０名　
  講師　：　友納、林、長田、入里
 １０月  ３日（木） 租税教育　勉強会（講師育成）
 １０月２４日（木） 租税教育　勉強会（講師リハーサル）
 １０月３０日（水） 租税教育　原中学校　（福岡市早良区）
  　　　　　５クラス　２００名
  講師　：　波多江、吉田、田中、李、入里　

夏季研修会

全国青年の集い  広島大会

租税教育



　平成25年8月
2日に青年部会
の夏季研修会を
ももち浜にて行
いました。海岸
清掃につきまして
は、今回で２回
目ということもあ
り、44名の方々
に参加頂きました。また親会から田中専務理事、女性
部会からは荻田部会長、馬場副部会長、山内副部会
長に参加していただきました。清掃活動につきましては、
今後も夏季研修会の継続事業として行っていきたいと
思います。清掃活動終了後は、バーベキューにて会
員家族共々懇親を深め、マリンスポーツでは、子供
達も楽しそうに遊んでいました。本当に充実した一日
となりました。　　　　　　（副部会長　小熊坂　哲）

　第27回法人会
全国青年の集い
広島大会が、11
月７～ 8日の2日
間広島市内に於い
て開催され、福岡
西部法人会からは
16名のメンバー
で参加致しました。

　今回の大会は“ 百万一心～束ねよう三本の矢を！
～”をスローガンのもと全国各地より過去最多の登録
数2,600名の青年部メンバーが集う大会となり大盛
況でありました。
　『 百万一心 』は一人一人の力は小さくても心を一
つに志高く世のため人のために頑張っていこう！　そ
んな思いが込められたスローガンであります。又
『 束ねよう三本の矢 』は「志を抱く矢」「使命を果た
す矢」「日本の復興を果たす矢」を示し、我々青年の
果たすべき責務と言う願いが込められています。
　大会一日目には、租税教育活動プレゼンテーショ
ンが実施されました。いずれも他の模範となる素晴ら
し事業でありました。
　大会二日目には、部会長サミットがあり「今後、益々
青年部を発展させるためにどうしらよいのか？」10年
先の理想の姿を思い描きその実現に向けた取り組み
について熱く議論を交わせたとの報告が岩下部会長よ

りありました。
　午後からは我々の青年時代のスターであった歌手・
俳優また経営者でもある吉川晃司氏が『日本一心』
～日本の未来のために果たすべきこと～を演題に記
念講演会が行われ過去の体験談や信念をお聞きして、
我々が今なすべきことを考える機会を与えてくれました。
　最後になりましたが、大会中にありました福岡青連
協懇談会において、2年後の全国青年の集い 茨城大
会での租税教育プレゼンテーションのエントリー募集
が行われ、我ら岩下部会長が力強く立候補され、福
岡西部法人会青年部会のエントリーが決定致しまし
た。我々部会員一同も2年後のプレゼンテーションに
向け、租税教育活動にさらに力を入れて活動していき
ますので、今後とも皆様方のご協力のほどよろしくお願
い致します。　　　　   　　（副部会長　樋口 慶徳）

　今年の租税教育は、とても暑い夏に始まりました。
　じりじりと照りつける日差しの中、連日のＴＶ放送で
は熱中症の言葉が出ない日はなかったと思います。
　そんな中、私たち青年部会は、租税教育にむけ日々
精進してまいりました。

　

　７月10日の高取
中学校では、岩下
部会長が山笠の正
装である長法被姿
にて山笠の歴史を
交えながら講師を
務めました。
　今年の租税教育は、会社の制服や作業着、関係し
ている団体の姿で話をしようとなりこのような形になっ
たわけです。これもひとえに私たち青年部会の取組み
に少しでも興味をもっていただければと考えての事で
す。また今回の勉強会では新たに５名の講師が誕生し
ました。各講師は、説明用の資料を独自にアレンジし
て、生徒たちにわかりやすいものにするなどの工夫を

チャリティーゴルフコンペ

参加者様及びご協賛頂きました皆様
大同生命保険㈱福岡支社
(公社)福岡西部法人会
㈱岩下建装
㈱エヌ・ディ・エステレコム
社会福祉法人　藤の実会
㈱長田百貨店
㈱ケイ・エスクラフト工業
㈱イーコムハウジング
㈱ぱとろーる
新和住宅㈱
㈱アイ通信システム
㈲ジョイ

㈱中尾工業
㈲ナカムラ
㈱林業務店
㈱稗田設備工業
樋口産業㈱
西南自動車工業㈱
㈱広田工務店
㈱平井電業社
九州北部税理士会
㈱とり市
㈱ムロミ
㈱サンワ

㈱志賀設計
㈱西部保険.
㈲ドリームランナー
㈲三坂園芸
㈱橘組
㈱姪浜タクシー
ハタエ石油㈱
㈲セキュリティスタッフ
㈱穴井工務店
㈱秀貴興産（華風福寿飯店）
㈱中華菜館五福（五福）
㈱丸福運送

㈱マインド福岡
㈲創建
㈲興成建装
福岡建材㈱
㈲瑞希美建
井上工業㈱
㈱いよなが
広福建設興業㈱
　　　　　 ※順不同

（青年部員　小熊坂　哲・林　政之介）

　平成２５年９月２０日(金)雷山ゴルフ倶楽部にて、青
年部会主催のチャリティーゴルフコンペを開催いたしまし
た。当日は天候にも恵まれ３９名の会員の方々にご参加
をいただきました。賞品のご協賛も多数集まり、皆様の
ご協力に心より御礼申し上げます。今回初めての試みと
いうことで、至らないところもあったかと思いますが、
親会・青年部会・女性部会の皆様が楽しい時間を過ご
せたと思っております。また地域貢献として２つの施設
に車椅子の寄贈ができて嬉しく思います。今後も青年部
会としては、地域貢献活動を積極的に行っていきたいと
思います。皆様のご協力、誠に有難うございました。

しています。年を追うごとに新しい講師が誕生しこの租
税教育が充実してきているのは青年部会のメンバーが
新たな気づき・成長のきっかけとなる可能性に満ちた
素晴らしい活動であると皆さんが認識されているから
だと思います。
　この租税教育を通して、時代を担う子供たちが健全
に育ち、地域の絆が尚一層、深まるように、私たちが
その推進役になります。
　2015年の茨城大会では福岡・佐賀・長崎3県の
代表として租税教育のプレゼンテーションを実施する
事が内定されました。新たに大きな目標ができ青年部

会のメンバーが熱く燃えてきています。
　租税教育活動を通して、地域社会貢献活動のひと
つとして青年部会のメンバーが活躍する事を祈念して
やみません。
　今後とも皆様
のご協力を衷心
よりお願い申し
上げます。　　
（副部会長
 岩本　芳浩）

平成２５年
１０月２日（水）
特別養護老人
七樹苑
車椅子２台

寄贈いたしました

平成２５年
１０月９日（水）
地域活動支援センター

ぷらっと
車椅子１台

寄贈いたしました



　平成25年10月23日、ホテルモントレ　ラ・スー
ル福岡で筑紫法人会と福岡西部法人会の合同税務研
修会が開催されました。ご多忙の中、西福岡税務署
の副署長　嵩　洋一様、筑紫税務署副署長の山崎　
明彦様をはじめ来賓の方々にご臨席賜りました。第1
部のご講演を西福岡税務署副署長　嵩洋一様より
「トッカンの仕事」と題してお話していただきました。
「トッカン」という言葉はテレビなどでよく聞いておりま
したが、正式には特別国税徴収官・特別国税調査官
と言うのだそうです。若くて華やかな印象を受けます
が、現実には年齢層も高く地道な仕事だと笑いを交え

てお話していただきました。とてもわかりやすく、身
近に感じられ楽しい研修会となりました。第２部の異
業種交流会では今回で３回目と言うこともあり、筑紫
法人会の皆さまとも親しくお話ができ、ぜひ４回目も
開催されることを希望されていました。平成２７年４月
16日には「第10回　法人会全国女性フォーラム福岡
大会」がヒルトン福岡シーホークで開催されます。会
員の力を結集され盛会な福岡大会が行われますようご
期待申し上げます。

　１１月２９日
（金）、百道小学
校で租税教室を
実施いたしまし
た。対象は６年
生４クラス１３３
名で、女性部会
員が講師を務め
ました。
　百道小学校の生徒さん達は、事前に勉強をしてきた
人も多いらしく、質問にも活発に答えてくれたり、真
剣に聞いてくれ、お陰でとても充実した時間となりまし
た。最後に恒例の１億円レプリカを回すと、子供らし
い歓声を上げながら重さや大きさを確かめたり、先生
と記念写真を撮ったりして、出前講座は和やかに終了
しました。
　百道小学校の「税に関する絵はがきコンクール」の
出品作品は、１月7日より西日本シティ銀行藤崎支店

のご好意で、
銀行ロビーに
展示いたしま
す。お近くに
お越しの際
はお立ち寄り
い た だ き、
ぜひご覧くだ
さい。

　１２月５日は
飯倉小学校で租
税教室を実施い
たしました。今
回は、青年部会
の嶋中和喜さん
に講師を担当し
ていただきまし
た。６年生は社会科で政治の勉強を始めたところで、
税金が私達のくらしとどう関わっているのか？という＜
めあて＞をもって授業にとりくんでくれました。皆が積
極的に授業に参加して質問も沢山してくれ、中には「国
はたくさんの借金をしていると学びましたが、誰にお
金を借りているのですか？」というような素朴な疑問
や、「４月から８パーセントになる消費税の国税と地
方税の割合を教えてください。」というような高度な質
問もあり（誰も答えられませんでした！）大変充実し
た授業となりました。事前のアンケートでは「消費税
は払いたくない」という意見もあったそうですが、授
業の終わりには「税の勉強をして、税金がわたしたち
のくらしに大切なものだとわかりました。」とか「ゴミ
を減らしたり、学校のものを大切に使おうと思いまし
た。」と感想を述べてくれました。

　飯倉小学校の絵はが
きは、１月7日に西日
本シティ銀行の荒江支
店のご好意でロビーに
展示いたします。ぜひ
お立ち寄りください。

平成25年度 女性部会合同税務研修会

租税教育

2013/11/29  2時間目（9：40～10：25）
百道小学校６年 ４クラス１３３名

平成25年12月5日 ３時限目（10：45～）
飯倉小学校６年生 ２クラス７８名



第４・５支部合同研修会

福岡地区五法人会共催講演会開催講演

講演 法人会講演会 主催 福岡県法人会連合会

『平成２６年度税制改正に関する提言』を
古賀篤（こがあつし）代議士へ

25年10月28日（月）１８時～　華風　福寿飯店
テーマ　「ありがとうの人間力」
　　　　≪感謝と希望は困難に打ち勝つ≫
講師　ジェイ・コスモ　代表取締役　大島 修治氏

　平成25年11月14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ました。
　講師は、テレビなどで馴染みの櫻井よしこ氏。
　ベトナム生まれ、新潟県立長岡高等学校卒業、ハワ
イ大学歴史学部卒業後、クリスチャンサイエンスモニ
ター紙東京支局勤務。
　アジア新聞財団 DEPTH（デプス）NEWS 東京支
局長。NTVニュースキャスターを経て現在は、ジャー

ナリストとして活躍中。
　今回は、「今、日本が直面する内外の課題」の演題で、
予定時間を超過しての、国家、国益に対する、国民の
気概の奮起と決意、決断を迫る、大変貴重な意義深い
話であった。
　来場者は会員、一
般参加者を含め1,082
人と講師の人気の高さ
をうかがわせる、盛況
な講演であった。

　平成 25 年 9月26日（木）にホテルオークラ福岡
にて福岡県法人会連合会主催による「アベノミクスで
日本経済大躍進がやってくる」という講演会が開催さ
れました。
　講師は嘉悦大学教授の高橋洋一氏で東京大学卒業
後、大蔵省に入省、第一次安倍内閣で内閣参事官を
務められていました。
　会場はホテルオークラ福岡 4 階の「平安の間」で
法人会会員ばかりでなく、非会員の方も参加されてい

ました。西部法人会の会
員の方も多数参加されて
いて皆さん興味深く講演
を聞かれていました。
　高橋講師の話は世界
経済をバブルとデフレか
ら説明され、日本財政の

本質、金融政策の重要性を説かれていました。アベノ
ミクスが成功すれば財政破綻は発生せず日本経済の
底力をもってすれば、今後、日本経済は大いに大躍
進する可能性があるとのこと。法人会会員にとって元
気のでる有意義な講演会でした。

　平成25年11月16日（土）、廣田副会長、川原税制
委員長、田中専務理事の3名は、福岡３区選出の国会
議員である古賀篤代議士（事務所：早良区南庄２）を
訪ね、本年9月19日開催の全法連理事会で決議され
た「平成２６年度税制改正に関する提言」を携え、同
提言の実現に向け要望して参りました。
　３０分ほどの時間ではありましたが、渡した提言書
を手に真摯に我らの話を聞く様子、重点要望箇所をそ
の場で読み質問されたやりとりで、若き代議士が頼も
しく見えました。（余談ながら、古賀代議士は昭和４７

年生まれ、かのホリエモン氏と中学・高校の同期だそう
です。）
　税制委員会では早くも平成２７年度税制改正要望事
項について協議を開始しています。役員の方にはアン
ケート調査でご協力をお願いすることもあるやと思いま
す。その際にはご協力をお願いします。
　★提言の内容につ
いては全法連ＨＰ→
活動内容→税の提
言活動の頁に入って
ご確認ください。

（文責：川原）

えられました。生きて
いること自体に感
謝、かかわりを持て
るすべての人々に感
謝の気持ちで前向き
に生きることを伝え
ていただきました。
「ありがとう」の反対
語は「あたりまえ」。みな無意識のうちに自分勝手に生
きようとしています。気づかされることの多い有意義な
講演でした。　　　　　　（報告者　穴井　幸一郎）

　講師の大島先生は、生死にかかわる大火傷をから
の生還を「第2の誕生日」として、ご自分の人生を変



税務署だより



税務署だより



新入会員の紹介

（医）医王光徳会 フカガワクリニック

㈱ピタゴラス

（医）樹の実会

㈱産学連携機構九州

㈲菅野建築デザイン事務所

㈱スマイルファクトリー

㈲こっとん・なーむ

㈱ライフアシスト

㈱福岡電技

㈱松　興

㈲エビスヤ酒店

㈱店創ニュートン

㈱タチカワ

㈱エールリアルエステート

㈲割烹旅館みはる荘

㈲テクニカルスタッフ

㈱仙道土木

㈱北﨑住器アルミサービス

若狭不動産㈱

エイチティー・プランニング㈱

㈲創建

㈲ニシゾノ

㈱倉八電工

㈱安電工

鹿島電機㈱

㈲西日本設備

㈱アート・アイ装建

㈱シーエス・エコ

㈱野村工芸

クラウン住設㈱

㈲ミドリ薬局

㈱盛山商店

特定非営利活動法人　太陽・Ｍ

㈲プレネット

㈱かねやす

㈱アモーレ・ディナシュレ

㈲トミタ

㈲大広フーズ

カトーメタル㈱

シナノ設備㈱

㈲工田電気工業

（名）長田屋

845-6105

834-9113

843-1715

834-2388

843-3019

847-1647

864-3869

852-1001

407-4631

834-2735

801-4373

865-5500

863-2123

803-7100

804-2640

872-3170

804-4250

804-0305

834-4341

407-8904

873-9640

871-0327

400-9774

801-1819

213-3320

801-7799

865-8669

863-8686

404-3217

811-7111

884-3911

891-3914

895-5920

883-6808

892-4080

807-3514

806-1188

807-7793

515-5932

807-6521

807-1783

322-2240

クリニック

教育業

医療業

産学連携事業

建設業

レストラン経営

婦人服販売

不動産業　

電気工事業

建築工事業

酒類販売業

内装工事業

建設業

不動産業

割烹旅館

板金・塗装業

建設業

鋼製建具硝子施工販売

不動産賃貸業

製造卸　

舗装工事業

新聞販売店

建設業

電気工事業　

電気工事業

小売業

建設業

ＯＡ機器販売

看板製造・設置

小売業

薬局

生糸・撚糸卸　

障がい福祉サービス事業

保険、共催代理店

建設資材の販売

小売業

写真・不動産管理

飲食業

卸売業

管工事業

電気工事　

靴販売

福岡市早良区西新2丁目7－8ラクレイス西新2階

福岡市早良区西新１－１１－２１－２０２

福岡市早良区藤崎１丁目２１－１９

福岡市早良区百道浜３丁目８－３４

福岡市早良区小田部５丁目１６－３

福岡市早良区小田部６丁目１３－２０

福岡市早良区次郎丸6丁目7－19

福岡市早良区荒江２丁目６－１－２０１Ｂ

福岡市早良区飯倉２丁目１０－５０

福岡市早良区飯倉４丁目２０－４０－１０４

福岡市早良区干隈３丁目３０－５

福岡市早良区干隈４丁目１５－１１

福岡市早良区賀茂２丁目４１－１１

福岡市早良区重留６丁目１０－７

福岡市早良区椎原１２０３

福岡市早良区椎原字荒谷４０７

福岡市早良区内野5丁目2－10

福岡市早良区内野8丁目１８－３５

福岡市城南区鳥飼７丁目６－２ロイヤルコート若狭Ⅱ401号
福岡市城南区七隈３丁目５－１２

福岡市城南区樋井川５丁目７－７

福岡市城南区片江4丁目20－1

福岡市城南区南片江６丁目３－１

福岡市城南区東油山３丁目３－４０７

福岡市城南区東油山５丁目１５－２９

福岡市城南区梅林２丁目１１－１８城里生コポー１F

福岡市城南区梅林２丁目１５－１８

福岡市城南区梅林２丁目２７－１７

福岡市西区壱岐団地１３７－２－１０２

福岡市西区野方３丁目４０－２８

福岡市西区愛宕浜１丁目３－１

福岡市西区豊浜２丁目２５－１１

福岡市西区姪の浜４丁目２－１５

福岡市西区姪浜駅南２丁目１０－１５

福岡市西区福重４丁目８－１３

福岡市西区周船寺１丁目５－７

福岡市西区周船寺１丁目８－４１

福岡市西区周船寺２丁目１０－４６

福岡市西区今宿東1丁目３－４３

福岡市西区今宿東1丁目５－８

福岡市西区今宿青木１００－４

糸島市前原中央３丁目２０－３２



　平成25年10月3日（木）、第30回 法人会全国大
会 青森大会が青森市リンクステーションホール青森
において開催され、福岡西部法人会より会長・副会長
（原、穐吉、天野、廣田）・専務理事の6人が出席しま
した。
　第一部の記念講演は、「これからの時代の経営と
リーダーシップ」という演題で佐々木常夫氏の講演が
ありました。自閉症の息子さんとうつ病の奥さんとの家
庭を守りながら、東レの取締役までなられた佐々木氏
の話は、限られた時間の中で最大の成果を上げる仕事
の進め方・リーダーシップという内容で大変参考にな
りました。
　式典は、国税庁長官、県知事等の来賓や全国から
集まった1,900人の会員の出席で、税制改正提言、租
税活動報告や、表彰状贈呈等がおこなわれました。表

彰状贈呈では、会員増強で1社以上増加した47単位会、
高研修参加率の43単位会、福利厚生制度で収入保険
料が前年度以上の156単位会が表彰されました。残念
ながら福岡西部法人会は表彰されませんでした。
　大会会場で大同生命の角田元西部法人会担当課長
とお会いして、
全法連事務局に
出向してあった
のには、驚きまし
た。
　来年の全国大
会は、栃木県宇
都宮で開催予定
です。

第30回  法人会全国大会（青森大会）

糸島市商工会

㈱環境設備公社

㈲グランド建設工業

㈱お茶の山口園

㈲しげとみ

㈱中庭コンクリート

㈲塚本鮮魚店

㈱梢月

㈲カノオ醤油味噌醸造元

㈲アイ・ティ・ケイ

㈱ＫＥＣｇｌｏｂａｌ

㈱ＫＩＭ建設

糸島市前原北１丁目1－1

糸島市前原北１丁目６－３４

糸島市前原東２丁目１－２６

糸島市前原東３丁目１１－１

糸島市荻浦２２５

糸島市神在８７

糸島市加布里６１－１

糸島市加布里205－1

糸島市加布里９０９

糸島市多久８１９－１

糸島市南風台８丁目２－５

糸島市二丈深江１９２８－４８

322-3535

324-1155

321-0194

322-2257

322-3488

322-3274

324-0750

332-8588

322-2710

322-1743

334-5472

325-0511

請負業

下水道処理施設維持管理

土木業

日本茶販売

園芸業

コンクリート二次製品

鮮魚卸

医薬品小売業

製造業

貨物運送業

英会話スクール

建設業
個人の賛助会員は掲載しておりません。平成25年12月24日現在

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

　私、西区の山麓の某畑の畦に住んでいるアマナで
す。昔は、私達の甘みある球根が食べられていました。
そうです、これ「甘菜」との名を得た所以です。が、環境
変化によって、だんだんと仲間が少なくなりました。私
達を口にした人は、今は極く少数ではないでしょうか。

　私達、他の草さん達に遠慮しいしい生活しています。
春浅いときに急いで伸びて花を付け、周りの草さん達
が伸びて来られると、姿を消すのです。無駄な領地競
争を避け、時間だけを少し分けて貰うのです。それにし
ても、私、綺麗ですが、弱々しい感じでしょう。ために、
薄命とも相俟って、虚弱体質で微かな風にも堪えがた
く、なよなよと揺れる、文字通りの「嫋嫋」たる雰囲気を
漂わせる女に比定されます。そうです、あの竹久夢二の
絵に登場するような女人です。

西区のアマナ物語

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
じょうじょう



税務連絡協議会長賞

学校法人中村学園
中村学園三陽高等学校

学校法人中村学園
中村学園女子高等学校

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

学校法人西南学院
西南学院高等学校

福岡県立
筑前高等学校

吉森　航平

東　晴香

久保　りさ

中村あゆみ

源嶋うらら

吉原　莉菜

鈴木　涼子

山口　翔

岩永めぐみ

末次遼太郎

税と私

私たちの生活を支える税金

税金は誰の為に？

知る努力、してますか

税について考える

「税金について」

「誰かの為に」

税と生きる

税金の大切さ

「税を払って何になる」

よしもり　こうへい

ひがし　はるか

くぼ　りさ

なかむら　あゆみ

げしま　うらら

よしはら　りな

すずき　りょうこ

やまぐち　かける

いわなが　めぐみ

すえつぐ　りょうたろう

西福岡税務署長賞

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

学校法人西南学院
西南学院高等学校

日下　遼河

山口　　栞

山口　彩里

税がある今

「私と誰かと税と」

身近な税金

くさか　りょうが

やまぐち　しおり

やまぐち　あやり学校法人中村学園
中村学園女子高等学校 税に守られている私たち

学校法人西南学院
西南学院高等学校

学 校 名 作 品 名氏 　 名

福岡県立
修猷館高等学校

福岡県立
修猷館高等学校

水田　愛莉

室井優里奈

税とつながる生活
みずた　あいり

むろい　ゆりな

　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25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。
　(公社)福岡西部法人会　・総務委員会　
　　　　　　　　　　　　・事務局

　平成25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、下記の口座へお
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25年度
「税に関する高校生の作文」にかかわる表彰者のご紹介



〒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

アフラック  福岡総合支社

福岡支店 〒810-0001 福岡市中央区天神 4-3-30  天神ビル新館 7階
TEL.092-718-7000　FAX.092-751-8001
（受付時間：午前 9時から午後 5時まで 土・日・祝日・年末年始を除く）



インターネット環境整備（高速LAN～Wi-Fi）などの通信コンサル
通信料（電話・インターネット回線など）コスト削減のコンサル

電話、複合機などの情報通信機器の販売・施工
電話、LANケーブルの配線工事

通信機器の故障修理
etc.

福岡市西区戸切三丁目７番２２号　TEL 092-894-7715

情報通信機器販売・施工・保守 ネットワーク商品 セキュリティ－

㍿アイ通信システム

◎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／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1丁目7ｰ64　　　　　　　　　　　  　  　　　TEL（092）806ｰ1661　FAX（092）806ｰ3554




