２０１５ 冬号

w e s t

w i n d

平成26年度 納税表彰受賞者の紹介
健康について

精神科医からみた休職・復職の問題点

古墳物語

今宿平野の古墳めぐり

NewなNews

エイジフリーに人材戦略は対応できるか

植物物語

西区のハルリンドウ物語

青年部会・女性部会レポート
チャリティゴルフコンペ
インターネットによるセミナー配信サービス開始
税務署だより
「税に関する高校生の作文」にかかわる表彰者の紹介
行事報告
新入会員紹介

Vol.91

公益社団法人 福岡西部法人会

201５年

新年 のごあいさつ

元旦

福岡西部法人会会員の皆様のご繁栄と
ご健勝を心よりお祈り申し上げます

平成二十七年

中 原 義 也
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樋 口 德 一

︵公社︶
福岡西部法人会

会長

平成 26 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
福岡国税局長表彰
穐 吉

憲

一

殿

株式会社とり市 代表取締役
公益社団法人福岡西部法人会 副会長
同
公益事業担当副会長
同
厚生事業委員会委員
同
第六 B 支部副支部長

西福岡税務署長表彰
天

野

吉 介

殿

株式会社アマノ・リビング 代表取締役
公益社団法人福岡西部法人会 副会長
同
厚生事業担当副会長
同
共益事業委員会委員
同
第八支部支部長

馬 場 里 美

殿

株式会社ドリームランナー 取締役
公益社団法人福岡西部法人会 理事
同
女性部会 副部会長
同
公益事業委員会副委員長
同
厚生事業委員会委員
同
第一支部副支部長
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西福岡税務署長感謝状
樋 口 慶 徳

殿

樋口産業株式会社 代表取締役
公益社団法人福岡西部法人会 理事
同
青年部会 副部会長
同
税制委員会委員
同
厚生事業委員会委員
同
第二支部副支部長

小 熊 坂

哲

殿

新和住宅株式会社 代表取締役
西福岡間税会 青年・女性部副部会長
公益社団法人福岡西部法人会
青年部会 副部会長
同
広報委員会委員
同
厚生事業委員会委員
同
第五支部支部長代理

健康に
ついて

しゃるぐらいです。
ですから、休職の判断は医師との治療上の関係が
深まったうえで慎重に決定するのが最も好ましいと
思います。

精神科医からみた
休職・復職の問題点
油山病院 院長

三野原義光

■増える精神疾患の休職者
ここ数年、多くの企業や団体が精神疾患による休
職者を抱えるようになりました。現在 50 名以上の
事業所はメンタルヘルス対策推進が義務化されてい
ますので、もはや個人的な健康問題ではなく企業の
社会的責任が問われています。
■休職時の診断書について
最近私ども精神科医は休職に関わる診断書の記載
をいきなり初診の患者さんに求められることがあり
ます。
しかし、一回の診察だけで休職の是非を見極める
ことは難しい場合がほとんどです。というのも、私
たち医師にもたらされるのは患者さんからの一方的
な訴えであり、仕事の負荷や職場環境などの情報は
推測することしかできないからです。
また、治療は必要でも休職の必要性については正
直迷うことも少なくありません。実際に休職希望者
のなかには必要性が低い方もいらっしゃいますし、
逆に希望されない方のなかに必要性があるケースも
見受けられます。稀に入院治療が必要な方もいらっ

■復職は関係者間で充分な精査を
復職の判断は休職の判断よりさらに難しく感じま
す。
私たち精神科医は企業側から具体的な復職時期を
たずねられることが多いのですが、復職の是非を決
定するのはあくまでも事業主の方の権限です。主治
医・産業医や保健師・現場の管理者・人事労務担当
者のそれぞれの立場・役割を理解したうえで、最終
的な決定をお願いしたいと思います。私たち医師は
できるだけ負荷を減らしてあげたい、守ってあげた
いというのが本音です。
ですから主治医の意見を参考に、産業医・保健師
などの産業保健スタッフの方々が、会社の要求する
最低限の業務に耐えられるかを充分精査なさってく
ださい。
最近は公的機関や病院・クリニックの復職支援の
トレーニング ( 通称リワーク ) の活用や企業が「リ
ハビリ出勤」制度を採用されて、段階的な職場復帰
が上手くいくようになってきたと聞きます。
■復職者の受け入れはさりげなく、温かく
復職してきた方をどう迎えたらよいかも気になる
ことです。ある研修で「私は『お帰り』という言葉
でなく、以前のように『おはよう』と声をかけてあ
げたいと思います」とおっしゃた方がいて、私は大
変感動しました。そのような温かい職場風土こそ心
の健康を維持・向上するうえで大切にしたいですね。

法人会会費納入についてのお願い
事務局では現在、平成 26 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 26 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。

振込先

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
普通預金
普通預金
普通預金

No.217296
No.0669812
No.1203773
No.1078097

預金口座振替のご利用について

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。
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地域情報

今宿平野の古墳めぐり
今宿大塚古墳群と鋤崎古墳
周船寺遺跡・飯氏遺跡
まず周船寺・飯氏地区では、周船寺遺跡、飯氏遺跡
などが調査されている。周船寺遺跡は糸島市との境界
付近に位置し、縄文時代の土器が多数出土したほか、
弥生時代の甕棺墓、住居跡などが見つかっている。飯
氏遺跡は大字飯氏地内に広がる大遺跡で、
Ⅰ区（字井
尻ほか）
、
Ⅱ区（字ムタサカ）
、
Ⅲ区（字鏡原）の３地点
で調査が行われた。
Ⅰ区は飯氏東の交差点付近である
が、弥生時代の終わり頃から古墳時代の前半にかけて
の集落が見つかり、住居跡が58棟見つかっている。
Ⅱ
区は、
Ⅰ区とⅢ区のちょうど中間地点に位置する低い
台地の先端部で、弥生時代の甕棺墓地が発見された。
甕棺墓は弥生時代前期末から中期初頭頃のものと、
弥生時代後期のものがある。このうち後期の甕棺墓に
うんらいもんないこうかもんきょう
は、中国後漢代の鏡（雲雷文内行花文鏡）や、ガラス
小玉を副葬するものがあった。また甕棺墓と同じ時期
の祭祀遺構からは、鉄剣も出土している。いわゆる「三
種の神器」がそろっているわけで、伊都国王の下で、
この地域を治めていた有力者の一族の墓地と考えら
れる。
Ⅲ区は、飯氏二塚の北側にあたる。弥生時代の
甕棺墓、堀立柱建物、古墳時代の住居跡、古代の井戸
などをはじめ、各時代にわたって溝、土壙、小穴など
が多数見つかっている。このうち甕棺墓は、弥生時代
中期中頃を中心とした65基が、丘陵の尾根線上に整
然と列をなして埋葬されていた。列の中央には道状の
空白部分があり、列の両端に沿って祭祀土器が多く捨
てられた土壙が多数見つかっている。

徳永遺跡
徳永地区では、若八幡宮西側の交差点から丸隈山
古墳の裏山にかけて、4地点にわたる徳永遺跡の調査
が行われている。とくに興味深いのは周船寺病院の裏
手にあるⅡ区、
Ⅲ区である。
Ⅱ区でははっきりとした遺
構は見つからなかったものの、谷筋に溜った包含層か
ら古代の土師器、須恵器とともに中国の越州窯で生産
された青磁が多量に出土した。越州窯系青磁は太宰
こう ろ かん
府や鴻臚館で多く見られる当時の貴重な交易品であ
しゅせん
る。周船寺の地名は太宰府の下の一役所である主船
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司が置かれたことに由来す
るといわれており、関連が
考えられているが、断定す
るには決め手を欠いている
のが現状である。
Ⅲ区では、
狭い谷の斜面に営まれた古
墳時代後期の小集落が見
つかった。ここでは須恵器
の製作技法を用いて作られ
た土師器が多数出土してい
る。

越州窯系青磁壺

みょうばる

女原遺跡・大塚遺跡
女原・谷地区では女原遺跡、大塚遺跡などが調査
されており、古墳時代中〜後期の集落が見つかってい
る。女原遺跡では朝鮮半島製の陶質土器や軟質土器
が出土している。大塚遺跡は今宿大塚古墳のすぐ南
側に広がる古墳時代後期の集落跡で、大塚古墳との
関連が気になるところである。

徳永アラタ古墳群
大塚遺跡から高祖山に向かって登っていくと、須恵
しんかいかまあと
器の窯跡である新開窯跡がある。九州での最古段階
の須恵器から生産を始めている窯である。また高祖山
の北麓には多くの後期古墳が群集しており、現在まで
あいばる
に徳永古墳群、相原古墳群、鋤崎古墳郡などの一部
が開発にともなって調査されている。
高祖山北麓の群集墳は約15群、300基以上からな
るが、分布の西端に当たるのが、
「福岡歴史の町」に
入る道路の東側丘陵尾根上にある徳永アラタ古墳郡
（徳永古墳群H群）である。27基の円墳からなるが、
そのうちの7基が発掘調査され、地主のご好意で保存
されている。
調査された7基は、両袖式の横穴式石室をもつ1〜
6号墳と、横口をもつ小石室の7号墳からなる。いず
れもすでに天井石および側壁の上部を失っているが、
石室構造は十分にうかがえる。もっとも規模の大きな
3号墳が複室であるのを除けば、単室に造られている。
腰石に巨石を用いた3号墳の石室は、残りのよい右側
壁 で、全 長7.83m、奥 壁 で 幅 2.32m、前 室 の 奥 幅
1.90mをはかる。鉄刀、鉄鏃や小玉、管玉とともに須
恵器が出土していて、6世紀後半でもやや遅れた時期
の築造と考えられている。横穴式石室のほかの5基は
この前後にあり、6世紀後半の古墳群とみられる。7
とう び
号墳はこれに後出し、アラタ古墳群の掉尾を飾ってい
る。
海鳥社出版「西区は歴史の博物館」より引用
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エイジフリーに
人材戦略は対応できるか
雇用問題コメンテーター

長嶋

俊三

■専門能力、高意欲、高生産性が強み
少子高齢化が進行する中、社会経済の成長を図るに
はエイジフリーは避けて通れない課題である。企業は
これに対応できる準備をしておく必要がある。では、エ
イジフリーという人材戦略は成り立つのか。結論から言
えば、イエスである。数多くの高齢者雇用事例をみる
と、高齢社員には高齢社員にしかない「専門能力」
「高
意欲」
「高生産性」という3つの強みがあることがわか
る。この強みを活かす仕組みと働きかけがあれば、企
業にとってなくてはならない戦力として能力を活用でき
るはずである。
■最適問題解決能力を活用する
高齢者の持つ強みのもっとも大きなものは「専門能
力」であるが、職務経験によって培われてきた「問題解
決能力」は、仕事を進め、会社が利益を上げていくうえ
で非常に重要な能力である。人の知能には、
「流動性知
能」と「結晶性知能」があるといわれる。前者は情報処
理を決める知能で、記憶力に代表され、20歳代をピーク
に低下するといわれる。一方、
「結晶性知能」は、経験が
蓄積された知識の結晶で生涯にわたり発達していく。
加齢とともに流動性知能から結晶性知能へ、その知能
の強みが変化してくる。20歳代では流動性知能の記憶
力が強みで、仕事の正しい処理、操作ができるようにな
る。それが30歳代を越えるころから結晶性知能が発達
してきて、仕事に習熟するだけでなく、職場で起きるト

植物物語
西区のハルリンドウ物語
私達、西区の某溜池の堤に住んでいるハルリンドウ
です。名前のとおり春に咲きます。「何だって、リンド
ウは秋に咲くんじゃないのか？」ですって。そのとおり、
（大形の）リンドウさん達は、秋に咲きます。でも、
いとこのフデリンドウさんも同じですが、私達小形の
リンドウは、春に咲くのです。だって、小さいもんだ

ラブルに対し現状を回復させ、問題を解決していく問題
解決能力が発達してくる。さらに年をとり職責もあがっ
てくると、解決すべき課題の難度もあがってくる。それま
でに直面したいくつもの解決策や最適な処理方法が頭
に思い浮かぶようになる。これが最適問題解決能力で
ある。
■3 段階ですすむ能力の陳腐化
専門能力という強みを持つ高齢者だが、個人まかせ
でほったらかしにすると、3段階で陳腐化してくる。第1
段階は、その場しのぎの能力開発である。とくに若い時
期に基礎的な専門知識を体系的、系統的に学習するの
ではなく、その場の仕事に必要な能力開発で済ませて
いると、20代から陳腐化が始まることになる。こういう
状態で年を重ねてくると、その職場でのライオン化のプ
ロセスに入る。日常の仕事処理には必ずしも専門能力
は必要ない。過去の知識経験があれば処理できるし、
熟練してくれば早く正確にできるようになる。企業環境
の変化に対応できる能力を持ったエキスパートがいれ
ばその熟練者の陳腐化を指摘できるが、いなければ熟
練者は職場の頂点に立つライオンとなってしまう。ライ
オン熟練者が管理職に昇進してくると、人も組織も中身
のないテンプラ構造化してくるという第3段階に踏み込
むことになる。変化に対応できる専門能力がなくても部
下などを動かして仕事をすることもできるわけで、社内
影響力を専門能力と誤認しつづけることになる。高齢者
は組織人ではなく、固有の専門能力をもった職業人と
しなければ、エイジフリーの人材戦略にはならない。
【筆者紹介】
長嶋俊三（ながしま・しゅんぞう）
1947 年生まれ。明治大学卒。新聞記者、
ＴＶディレクターを
経て、
79 年より（財）高年齢者雇用開発協会発行の月刊誌『エ
ルダー』の編集を創刊から担当。2011 年６月、独立行政法
人高齢・障害者雇用支援機構を退職。著書に『60 歳からの
仕事』
（清家篤慶應義塾大学教授と共著、講談社刊）
、
『エー
ジレス就業社会』
（共著、
日本能率協会マネジメントセンター刊）
などがある。

から、他の草花さんが伸びてくる前に、お日様の光を
一杯受けて、慌てて咲く必要があるのです。お日様
が大の大好きで、そのため、曇りの日は少ししか開き
ませんし、夜は閉じています。
かつては、彼方此方に住んでいたのですが、最近
仲間が減ってきました。ために、地元の人達でも、私
達を知らない、と仰る方も･･･こんなに可憐で可愛いの
に･･･残念です。春、明るい陽が射す日、デートをし
ましょう。楽しみにしています。ただ、決して摘まな
いでね！
西区まるごと博物館推進会 幹事 牛尾昌義
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平成26年度
4/15
6/11
7/7
7/8
7/9
7/16
7/18
10/30

租税教育

姪浜中学校 340名 嶋中・岩本・中尾
百道浜小学校 105名 渡辺
高取中学校 150名 渡辺・入里・岩本・田中
高取中学校 145名 吉田・樋口・嶋中・友納
二丈中学校
82名 台風により中止
西陵中学校 100名 仁戸田・藤・小熊坂
早良高校
40名 藤
原中学校
200名 藤・林・田中・友納・李
1,080名 （25年度 1,227名）

本年度の租税教育は、全国大会のプレゼン大会を
意識して実施して参りました。これまでに 12 回のプレ
ゼン実行委員会を開催し議論をぶつけ合いました。今
までの一方通行の講義形式からディスカッション形式
の教育にステップアップし始めて、原中学校で実施い
たしました。
税金について、生徒と一体となって話し合い、共に
勉強ができたのではないでしょうか。担当教師からも
お褒めの言葉を頂き一段と租税教育の内容が飛躍し
たと思います。又、樋口会長をはじめ多くの親会の理
事にも見学して頂き私たちの取り組みをしっかり理解し
ていただきました。
本年度も多くの講師が誕生しました。これもひとえに
部会員数が 117 名となり（全国において、新規加入
基準・3 位、順増基準・優秀賞を受賞致しました）
租税教育・勉強会の参加が、地域社会貢献活動のひ
とつとして認識されているからだと思います。
この活動を通してこれからも青年部会のメンバーが
活躍する事を記念してやみません。今後とも皆様のご
協力を衷心よりお願い申し上げます。

名のメンバーで参加致しました。
今大会のスローガンは、『 ユタカな国へ あきた
美じょん 』が揚げられ、法人会活動を通じ経済と心の
両面において「 ユタカな国 」を実現しようという強い
思いが込められています。
ここ数年、租税教育活動は全国の青年部会活動の大
きな柱になっています。小中学生を中心に子供たちに
税の大切さを伝え、正しい納税者を育てる活動です。
今年の大会でも各エリアから選ばれた 12 の単位会に
租税教育活動プレゼン大会が行われました。各代表
とも熱心な活動ばかりでその工夫や熱意に大いに刺激
を受けました。
その中から、今年の最優秀会表彰には、山口県徳
山周南法人会の 「こどもっちゃ商店街」が選ばれまし
た。地元の商店街と協力し「職業体験イベントを通じ
てお金と税金の大切さを学ぶ」という企画は、そのアイ
デアや実行力が審査員から多くの評価を得ました。
2 日目の部会長サミットでは、「租税教育活動 10 年
後のビジョン」をテーマに円卓を囲み各テーブルごと
に今後 10 年の租税教育活動について具体的なアク
ションプランの検討、発表を行いました。
午後からは大会式典が行われ、その後は秋田出身の
橋本五郎氏（読売新聞特別編集委員）による記念講演
「リ―ダーはいかにあるべきか」が行われました。実際
の政治家の事例を交えた内容はとても説得力があり、
リーダーの条件として「断固としてやる強い意志」に加
え「周到な準備」無くしては物事は成就しないという話
が特に印象に残りました。
最後になりますが、本年度茨城大会では福岡、佐賀、
長崎 ３県の代表として租税教育プレゼンテーションを
当会青年部にて実施します。
岩下部会長を中心に我々部会員一同租税教育活動
にも力を入れて活動していきますので、今後とも皆様
方のご協力の程よろしくお願い致します。
副部会長 樋口 慶徳

夏季研修会の報告

全国青年の集い

秋田大会参加報告
第 28 回法人会全国青
年の集い 秋田大会が
11 月 20 日〜21 日 の 2
日間秋田市内に於いて
開 催され、福 岡 西 部 法
人 会 青 年 部 会 からは、
岩下部会長をはじめ 14
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平成26年8月6日
(水)に青年部会の夏
季 研 修 会をももち浜
人工海浜にて清掃活
動を行いました。大人
３３名子供１７名の沢
山の方々にご参加い
ただき、
ありがとうございました。
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
内副部会長にもご参加いただきました。
清掃活動終了後、友納理事より子供達を対象にクイ
ズを取入れた租税教室を行いました。
またバーベキューでは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。
担当副部会長 小熊坂 哲

平成２６年１２月２日 ５時間目１５:２０〜
飯倉小学校６年生３クラス８０名

日帰り研修会
平成 26 年10月15日、一泊研修会のかわりに今年
は日帰り研修会を開催致しました。秋晴れの天気の中
皆の心もはずみ、最初に（株）マルタイによりました。
そこで工場見学をしましたが、福岡市内の眺望の良い
所に近代的な工場が作られ、オートメーション化され
ている事に驚き、説明を聞きながら回りました。
次に伊都菜彩により、それから志摩のろうそく工房
クレアール、浜地酒造にもよって試飲させて頂きまし
た。
次は博多織の福絖織物に行き、見学しました。鎌
倉時代から織られたという博多織ですが、この工場は
昭和 39 年の創業当時の様子がほぼそのまま残ってお
り、織物の繊細さと、手仕事の大変さを学びました。
今回の研修会は、実際にいろいろ目にして学び、
ショッピングもできて楽しい1日でした。
濱田 恵子

１２月２日は飯
倉小 学 校で 租税
教室をいたしまし
た。今回は女性部
会の馬場里見さん
が講師を担当しま
した。自分達の暮
らしが 税金とどう
関わっているのか？ということについて、６年生全員
が真剣に学んでくれました。先生の「あたりまえと思っ
ていることは、決してあたりまえのことでではないのだ
ということが、わかったね！」という言葉にも、子供
達はうなずき、しっかり受け止めてくれていました。皆
さんありがとうございました。
※租税教室と共に行っている、税に関する絵はがきコ
ンクールの作品は、福岡西部法人会のホームペー
ジにアップしています。ぜひご覧ください。また、原
小学校・飯倉小学校の作品は１月に福岡銀行荒江
支店のご好意でロビーに展示する予定です。

青年部・女性部合同研修会
日時 平成26年12月4日
場所 三四郎
講師 日本医学ジャーナリスト協会監事・
東邦大学医学部客員教授
松井宏夫
演題 「がんにならない人の法則」

租税教室
平成２６年１１月２６日 ３時限目10：50 〜
原小学校６年生３クラス１０７名
原小学校の
PTA 会 長 様 か
らのご 紹 介 で、
原小学校にて租
税教室を開催い
たしました。講
師は青年部の嶋
中和喜さんにお
願いいたしまし
た。６年生の皆さんは、とても意欲的に授業に取り組
んでくれ、また「公債金って何かわかるかな？」という
ような難しい質問にも、「国の借金のことだと思いま
す。」と見事に答えてくれて大変驚きました。皆さんあ
りがとうございました。

青年部・女性部合同
の研修会も今年で３回目
となりました。今年はア
フラックより講師を派遣
していただき、三四郎
の会議室にて開催いた
しました。西福岡税 務
署をはじめ 親会・大同
生命・一 般の方々も多
数ご参加いただきました。誠にありがとうございまし
た。講師の松井先生は『たけしの健康エンターテイン
メント！みんなの家庭の医学』の監修等をされており、
最新の医学情報を交えたお話は大変興味深く、勉強
になりました。特に、カビは発ガン性物質を作り出す
ので口にするな！とか、ニコニコ歩ける速さで２０分を
３回歩く程度のゆるい運動が免疫機能をアップさせ
る！など、がんにならないための提案もたくさんあり、
充実した研修会となりました。また、美味しいお料理
をいただきながらの懇談会は大変盛り上がり、楽しい
時間となりました。
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チャリティーゴルフコンペ
昨年９月９日、西部法人会としては初めてのチャリ
ティーコンペを、快晴の雷山ゴルフ倶楽部で８０名の
参加を得て開催致しました。実は一昨年９月青年部会
の主催で４０名のチャリティーコンペを実施し、３つ
の老人施設に車椅子を寄贈し、大変感謝された実績
があり、その経験を踏まえ昨年は当法人会の４５周年
３０周年の記念行事の一つとして実施致しました。そ
の収益金で３つの老人施設に車椅子を、また２つの
保育園に絵本を寄贈し、ともに大変感謝され喜んで頂
きました。準備は大変ですが、公益法人として事業継
続化も一考の価値がありそうです。

性格が変わらない限り、堂々巡りが続くのでしょうね。
ところが… 9 月 9 日、福岡雷山ゴルフ倶楽部で開催
された西部法人会チャリティーコンペでは、素晴らし
い同伴者の方々と楽しくプレーをさせて頂きました。お
かげで、もう一人の欲張りな自分に負けずに、いい結
果を出すことが出来ました。賞品も沢山いただきあり
がとうございました。
これから、年を重ねるとともに、ますます。もう一人
の欲張りの自分が出しゃばって来ることが多くなると思
います。自分では、後 10 年くらいはゴルフを続けたい
と願っております。宜しくお付き合いください。

■当日優勝された大野雅由さんのご感想

「ゴルフとは、奥の深いスポーツですね」
大野 雅由
東京の大学に行くことが決まった時に、父親から「東
京に行って、麻雀漬けになるくらいなら、ゴルフを始
めなさい」と言われ、「はい」と言ってゴルフを始めまし
た。もう40 数年前のことです。
真剣にゴルフに取り組んだ時期もありましたが、ど
ちらかといえば、友人から誘われてのプレーであったり、
お客様のコンペに行ったりする消極的なゴルフをして
いました。いまだにゴルフを続けているのは、ゴルフ
の奥深さに『はまった』からだと思います。
ゴルフの醍醐味は、『戦略性』と『もう一人の欲張り
な自分との戦い』です。誰でもティーグランドではパー
を目指してグリーンが狙いやすいところに打っていきま
す。しかしボールはなかなか思った所には飛んでいき
ません。そこから2 打目をどのように打ってゆくのか？
ここからが次の戦略の始まりです。無理をせずにボ
ギー狙いにするか、少し強引にあくまでパーを狙うの
か？冷静な自分は「無理はしない」と決めているけど、
もう一人の自分は「いいショットをすればグリーンに届
くよ」と言います。私はいつももう一人の欲張りな自分
に負けて、ボギーで上がれるホールをダブルボギー
やトリプルボギーにしてしまいます。結果としては、目
標以上のスコアーになってしまいます。
ゴルフを終えて帰りの車の中では、いつも暗い気持
ちで、反省会です。ところが、反省の甲斐なく、その
次のゴルフでも、また、同じ間違いを犯してしまいます。
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雷山ゴルフ倶楽部

みつば福祉会

野芥保育園

特別養護老人ホーム

飛鳥

インターネットによるセミナーの配信サービス開始
http://www.fukuoka-seibu.or.jp/
福岡西部法人会

検索

で検索いただけます。

お好みのセミナーをパソコンから選んでいただき、マウスをクリックするだけ。
『じっくり聞きたい、あの人の講演』『ちょっと知りたいあの言葉』仕事に役立つ
情報やヒントが満載。
ホットな経営情報の入手・管理職の教育・朝礼でのヒント集など豊富なコンテンツ
が随時更新されます。
運営会社：イー・ブレーン（ブレーングループ）

西部法人会では、すべての会員様にインターネットによる
セミナーを開始します。どうぞご覧下さい。
ID とパスワードは別紙チラシ、または福岡西部法人会にお問い合わせください。
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税務署だより
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平成26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
税務連絡協議会長賞

西 福 岡 税務署 長 賞
学

校

名

氏

福岡県立
修猷館高等学校

的野

学校法人西南学院
西南学院高等学校

中尾

学校法人中村学園
中村学園女子高等学校

金丸

まとの

なかお

かなまる

名

作

品

学

校

名

学校法人中村学園
中村学園女子高等学校

氏
ありま

有馬
しんぐう

新宮

校

名

氏

名

作

品

学校法人中村学園
中村学園女子高等学校

元木

み

く

福岡県立
城南高等学校

中 野 友 里 佳 復興特別税

り

さ

日 向 税を見つめる
美 空 国民と国との信頼

もとぎ

なかの

ゆ

こ

り

か

め

い

名

芽 依 夢への選択肢

浦田
学校法人中村学園
中村学園女子高等学校

ま

麻 湖 健康な生活と税

うら た

理 紗 義務教育と私

県 税 事 務所長 賞
学校法人西南学院
西南学院高等学校

学

名

ひむか

きのした

え り 身近な税

木下
さ とう

名

作

品

名

ち さと

千 智 日本とイギリスと税金
ち

ほ

知歩

私と日本と税金と

佐 藤 か お り 社会問題と税金
学校法人西南学院
西南学院高等学校

木村

福岡県立
福岡工業高等学校

杉本

学校法人西南学院
西南学院高等学校

合野

学校法人中村学園
中村学園三陽高等学校

原

福岡県立
筑前高等学校

森脇

きむら

ゆ

すぎもと

ひろし

央

ごうの

はら

か

友 香 脱税について思うこと
税についての作文

ひでよし

英 良 本当の税金
け ん し ろう

憲 士 朗 日本の税について

もりわ き

れい や

怜 也 税について

五法人共済講演会

日本経済の課題と展望
講師

慶應義塾大学総合政策学部教授

竹中 平蔵（たけなか・へいぞう）

平成 26 年11月7日（金）ソラリア西鉄ホテルで福
岡五法人会、共催による講演会が開催されました。
講師は慶應義塾大学総合政策学部教授の竹中平蔵
氏。竹中氏は第1次小泉内閣で経済財政政策担当大
臣、金融担当大臣も兼任され、今回は「日本経済の課

法人会講演会

題と展望」と言う演題で安倍政権が推し進めている3
本の矢について分かりやすく詳しくお話され、約 800
人の来場者は大変興味深く聞かれており、有意義な講
演会でした。竹中先生の言葉で「悲観は気分、楽観は
意思である」という言葉は大変印象に残っております。

〜歴史に学ぶサムライ心〜

軍師 黒田 官兵衛

講師

講談師 神田

紅（かんだ・くれない）

平成 26 年 7月29日（火）に福岡県法人会連合会主催でステーションホテル小
倉において実施されました。大河ドラマで放映されています、黒田官兵衛をテーマ
にした講演会でした。
激動の戦国時代を優れた戦略、知力、統率力を通して、これからの経営者として
の在り方を、おもしろく、又適切に話をして頂きました。有意義な講演会でした。
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『平成27年度税制改正に関する提言』を古賀篤（こがあつし）事務所へ
平 成 26 年11月22
日（土）、樋口会長・廣
田副会長・川原税制委
員長・田中専務理事の
４名は、古賀篤事務所
（早良区 南庄２）を訪
問し、古賀篤氏ご本人
と面談のうえ、全法連策定の「平成２７年度税制改正
に関する提言」
（以下、提言）をお渡ししました。
（前日
21日に衆議院が解散しましたが、数週間前にアポイン
トメントを取っていたため、予定通り訪問しました。代
議士と表記していないのは以上の理由からです。念の
ため。）
全18頁に及ぶ提言ゆえ、その場では全法連が別途
一枚にまとめた重点項目を読み上げ、加えて福岡西部
の税制委員会で出た意見を説明し、実現に向けたご尽
力をお願いしています。

■提言記載の平成 27年度税制改正スローガンは次の
とおり
○まだ道半ば。 国・地方とも聖域なき行財政
改革の推進を！

○厳しい経営実態を踏まえ、中小企業の活性化
を図る税制を！
○法人の実行税率を20％台に引き下げ、軽減
税率も15% の本則化とする見直しを！
○本格的な事業承継税制を確立し、地域経済
を支える中小企業に配慮を！
なお、提言につきましては全法連ＨＰ→活動内容→
税の提言活動でご確認ください。同時に全法連の提言
活動などについてもお目通しいただくと幸いです。
（文責：川原 11/25 記）

第 31 回 法人会全国大会（栃木大会）
平成 26 年10月16日（木）、宇都宮市内の栃木県総
合文化センターで第 31回法人会全国大会栃木大会が
開催され、福岡西部法人会より樋口会長・副会長（原、
穐吉、天野）
・専務理事の5 名が出席しました。
第一部の記念講演では、
「日本の行方〜政治と経済
の現状分析と展望」という演題で TBSテレビ報道局
編集センター解説・専門記者室長の杉尾秀哉氏の講
演がありました。
杉尾氏はこれからの日本経済を取り巻く課題、激動
する政局の展開、震災後の日本を再生させるためにな
にが必要かについて男女共同参画の視点を交えて始
終、元気あふれる快調な口調で非常に分かりやすく講
演をして頂きました。
第二部の式典では、国税庁長官、県知事等の来賓
や全国から集まった1,600人の会員の出席で、表彰状
贈呈式があり、当福岡西部法人会も福利厚生制度で

収入保険料が前年度対比103％で表彰を受けました。
この後、税制改正提言の報告、青年部会による租税
教育活動の報 告が 行われ、最後に「法人実 効 税 率
20％台の早期実現」
「事業承継税制の拡充」などを中
心とする平成 27年度税制改正の実現を求めた大会宣
言が行われました。
式典の最後に来年開催地徳島県法人会連合会長の
あいさつがあり、おどる国・とくしまを盛大に阿波踊り
でご招待のPR が行われました。
第三部の懇親会は、場所を変えて行われました。

平成 26 年12月5日（金）福 岡 県 立ももち
文化センター（ももちパレス）にて11月・12月
の申告法人企業を対象に実施。申告の留意
点、改正税法等について西福岡税務署、法人指導担当官より説明がなされ、25 社の法
人会員企業が受講しました。
次回開催は1月・2月の申告法人企業を対象に27年1月16日（金）に実施します。
（宗 隆文）

決算 事務 説明会

写真は 6 月
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新入会員の紹介
㈱ラインクロス
（同）パスコムズ
永利食品専門コンサルタント㈱
㈱モモチ住宅
㈱ビアンカ
（資）
アキコーポレーション
㈱高砂電業社
㈱天国社 福岡会館
㈱太陽
㈱まいにちサンサンエール社
㈱ナカジマ
㈱エスプランニング
㈱ユニック・チェアー
三池測量設計㈱
エイトプランニング
㈱コマネキ企画
Ｌ
ＩＮＫＳ㈱
㈱糸山建設
㈱アイパック
㈱後藤ガレージ
サンエイ建機
㈲後藤不動産
㈲江崎建設
野﨑建工
㈱東洋システム
㈲博信シティホーム
㈱那須工業
㈱アイエス
㈱ヒロケン
㈱ひぐち木材
㈲ディー・フォワード
㈲城戸土木
㈲上悦工業
ニッセイ技研㈱
㈱アテック・エンジニアリング
新室見産業㈲
社員教育接遇マナー研究所
ウィズ・パートナーズ㈱
やました社労士事務所
㈱ＦＦＧカード
㈱鷹正
㈲篠原テクネット
（同）翔
日食システム㈱
㈲前原加布里新聞店
安永興産㈱
㈲井上組
國元防災㈱
㈱卯
㈱志摩海洋センター
㈱ＪＦ糸島志摩の四季
㈱那須商店

福岡市早良区西新５丁目１５−３０−５０２
福岡市早良区百道浜１丁目３−７０−４３０５
福岡市早良区百道浜２丁目１−２２−７０６
福岡市早良区百道１丁目９−１１−２０２
福岡市早良区弥生２丁目２−２２
福岡市早良区弥生２丁目３−２−８０１号
福岡市早良区南庄３丁目１６−１
福岡市早良区原３丁目１４−５
福岡市早良区原４丁目２６−２７
福岡市早良区原６丁目２５−５−６
福岡市早良区小田部２丁目１９−７
福岡市早良区田隈２丁目３２−２０
福岡市早良区四箇６丁目１１−４
福岡市早良区荒江３丁目１１−２
福岡市早良区飯倉３丁目２８−１２−２
福岡市早良区飯倉３丁目３８−１４
福岡市早良区星の原団地３２−４１２
福岡市早良区重留４丁目３−５
福岡市早良区重留６丁目１−１３
福岡市早良区重留６丁目１２−１２
福岡市早良区東入部６丁目１２−１０
福岡市早良区東入部８丁目１７-６
福岡市早良区内野５丁目２−１３
福岡市早良区早良７丁目１６−１３
福岡市城南区鳥飼５丁目１３−３１
福岡市城南区別府３丁目９−３６
福岡市城南区別府７丁目１１−３１
福岡市城南区神松寺３丁目４−８−４０２
福岡市城南区樋井川２丁目１−５５
福岡市城南区片江２丁目１０-３
福岡市城南区南片江１丁目１６−８
福岡市城南区東油山４丁目１１−７
福岡市西区金武１５１０−１
福岡市西区羽根戸６７−４
福岡市西区羽根戸４４２
福岡市西区石丸３丁目２２−１０
福岡市西区愛宕浜２丁目３−２−２０２
福岡市西区愛宕浜２丁目３−９−２００２
福岡市西区愛宕３丁目６−２１
福岡市西区姪浜駅南１丁目７−１
福岡市西区周船寺３丁目８−１３
福岡市西区横浜１丁目３３−２０
糸島市浦志３丁目１３−８−１１１
糸島市前原駅南１丁目２６−１１
糸島市加布里76-5
糸島市加布里２５４−１
糸島市加布里271-5
糸島市篠原東１丁目８−３８
糸島市有田70-1
糸島市志摩岐志１５４０−１
糸島市志摩津和崎３３−１
糸島市二丈深江１２３８

517-0513
832-2516
407-0727
844-5051
845-1154
821-4920
821-6937
822-4949
841-0184
834-4309
845-3445
861-9361
821-6888
844-3619
822-0364
847-3432
718-7502
804-0030
804-4600
804-1093
804-6225
804-7370
804-0838
203-0313
833-5333
401-5254
851-7471
863-5844
836-9197
861-4283
801-1372
863-5919
894-7550
812-2626
892-2285
891-1793
884-1585
985-8366
836-8914
884-1785
806-5087
807-5495
323-2681
332-8131
323-0523
322-2978
322-0735
322-5330
919-5583
328-0234
327-4033
325-0017

インターネット・コンサルティング
コンサルティング業
各種コンサルタント
不動産業
化粧品卸販売
不動産業
電気工事
葬儀
介護事業
生活関連サービス
その他の小売業
建設業
家具・建具
測量
屋内外サイン
土木建築
保険代理店
建設業
包装資材卸売業
自動車販売修理
建設機械
不動産業
建設業
建方工事
電気工事
不動産業
建設業
卸販売
建設業
木材販売
建設業
土木工事
建設業
建設業
建設業
不動産賃貸
対事業所サービス業
保険代理店
専門サービス業
クレジット信販
警備業
管工事
経営コンサルタント
飲食業
新聞販売
ガソリンスタンド
土木工事業
保守管理
農業
船舶の保管
小売り
LPガス・太陽光・住設機器
平成26年12月10日現在
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アフラック 福岡総合支社
〒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
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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。

■発行所／公益社団法人 福岡西部法人会
■印刷所／松古堂印刷株式会社

〒814ｰ0011
〒819ｰ0373

事務局から ◎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。
のお願い ◎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。

福岡市早良区高取1丁目28ｰ34
福岡市西区周船寺1丁目7ｰ64

ロワールマンション高取904号

TEL（092）841ｰ4713 FAX（092）822ｰ0778
TEL（092）806ｰ1661 FAX（092）806ｰ3554

