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平成 28 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。
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健康に
ついて
〜「心の見える化」は
ここまで進んでいる〜
油山病院 院長

三野原義光

■「健康経営」で生産性を高める
最近、「健康経営」という言葉をよく耳にします。
従業員の健康維持や健康増進のために積極的に関
わることで、その企業の生産性や競争力が高まり、
結果として国民医療費の削減にもつながる、といっ
た考えた方です。
本年 5 月、経済財政諮問会議の民間議員が、現在
の予防医療をさらに推し進めることで、最終的には
年 1 兆 2 千億円もの医療費が削減できる、との試算
を公表しました。
このように企業においても着目されている予防医
療ですが、言うまでもなく、医療を提供する側も既
に従来の治療中心から予防中心へとその意識は移り
つつあります。
■増え続けるうつ病と自殺の関係
予防中心へと私たちの意識を変える際は、身体だ
けの問題ではなく、心の健康にもより多くの注意を
向ける必要があります。
ここ数年、国内の自殺者は減少気味ですが、それ
でもなお 2 万 5 千人が自ら命を絶っており、そのう
ちの２割がうつ病が原因だと言われています。
うつ病を含む我が国の「気分障害」の患者数は、
約 112 万人。自殺とうつ病による経済損失は、年
間 2 兆 7 千億円、という推計もあります。
自殺の背景として、専門医である精神科に受診す
るという心理的なハードルは未だ高く、心身不調時
の相談や病院やクリニックに受診するタイミングが
遅れがちであることはよく指摘されることです。
「身体の変化」と違って「心の変化」は本人や周囲
が気づきにくい、という現実的な問題もあり、受診
が遅れることにつながっているのでしょう。
■
「心の状態を見える化」する〜光トポグラフィ
このような外からはなかなかうかがい知れない
「心の健康状態」ですが、最近、その状況が変わり
つつあります。

現在、精神科の診察は、そのほとんどが医師から
患者への問診によって行われ、熟練した精神科医の
下で診断が行われますが、心の病の種類や病態が多
様化している現代、まれに精神科医でも診断を下し、
病名を確定することに迷うことがあります。
また、患者から見れば、医師が診断したプロセス
などを知るすべもなく、CT 画面のような眼に見え
る形で自分の病気の状態が確認できるわけでもない
ので、診断名に納得がいかなかったり、治療にも積
極的・協力的に関われないケースもあるでしょう。
そこで開発されたのが、近赤外線スペクトロス
ビィ〜「光トポグラフィ」です。
この機器は、安全な近赤外線を活用して脳の前頭
葉や側頭葉における脳活動状態の変化を測定し、そ
の反応パターンの違いで、患者が「健常者」、「うつ
病」、
「双極性障害 ( そううつ病 )」、
「統合失調症」等、
いずれの状態にある
のかを判別すること
が出来ます。( 当院で
も来年度から光トポ
グラフィ検査外来を
開始予定。注 : 光トポ
グラフィは診断補助
として利用されるも
の で あ り，確 定 診 断
は従来どおり精神科
医の問診と診断基準 光トポグラフィ
により行われます )
写真提供：㈱日立製作所
■
「集 団 の 心 の 状 態」
を見える化する
本年は 50 名以上の従業員が在籍する事業所のス
トレスチェック施行が義務付けられ、話題になりま
した。
ただ、初の試みでもあり、個々の企業の対策や問
題意識の高さもまちまちで、まだまだ多くの課題を
抱えているようです。
そのような中、ある企業が脳活動計測装置を活用
して、ストレスの度合いや職場の活性度を数値化し、
職場環境の改善を支援するコンサルティング事業を
開始した (10 月 22 日 , 日経新聞 ) というニュースを
目にしました。
このように、捉えどころがない心の世界がいよい
よ「見える化」されていく時代になってまいりまし
たが、新しい検査機器や計測装置などを正しく、有
効に活用し、それぞれの心の病の予防や治療に役立
てていただきたいと思います。

地域情報

西区は歴史の博物館
元寇防塁と海岸部の遺跡

対外貿易港・今津と元寇防塁
誓願寺
僧 栄 西 が 宋 版 一 切 経 の 渡 来を待 って、安 元 元
（1175）年から20 年もの間誓願寺に滞在したというの
も貿易港・今津にふさわしい話である。誓願寺は怡
土荘の富豪仲原氏女が嘉応 2（1170）年に建立を発願
し、安元元年に本堂の落慶供養を行った。栄西は落
あじ ゃり
慶供養の阿闍梨として招かれたのである。栄西は誓願
寺に滞在した期間に『今津誓願寺創建縁起』や『誓願
寺盂蘭盆縁起』をはじめ数々の著述を行っている。
また、同寺には対外交渉を裏づけるものが伝世され
せんこうしゅくはちまんよんせんとう
く
ている。その一つが「銭弘俶八万四千塔」であり、
「孔
じゃくもんちんきんきょうばこ
せんこうしゅく
雀文沈金経箱」である。「銭弘俶八万四千塔」は、中
アショーカ
国五代の呉越国王・銭弘俶が 955 年頃、阿育王の故
事にならって銅の小塔を作り、諸方に分与したと伝え
られるもの。「孔雀文沈金経箱」は「延祐 2 年棟梁禅
□杭州油局橋金家造」の銘がある。延祐 2 年は元の
年号で1315 年、鎌倉時代の後半にあたり、日元交渉
によってもたらされたものである。いずれも国の重要
文化財に指定されている。その他、鎌倉時代の中頃
に中国宋・元代の浙江省地方で製作された十王図の
きぬほんちゃくしょく
忠実な模本として製作されたと考えられる「絹本著色
じゅうおうず
十王図」
（県指定文化財）がある。

勝福寺

一方、禅宗（臨済宗大徳寺派）龍起山勝福寺には、
国の重要文化財「絹本著色大覚禅師像」がある。勝福
らんけいどうりゅう
寺の開山は大覚禅師（蘭渓道隆）、壇越は執権北条時
頼である。大覚禅師は北条時頼の信頼を受け、鎌倉
に建長寺を開山するなどわが国禅宗独立の上で大きな
足跡を残している。同寺には足利尊氏をはじめ領主・
あんどじょう
地頭の安堵状など22 通の中世文書が伝えられている。
また、勝福寺の西側からは約 200 体の人骨とともに
多くの陶磁器が出土したといわれている。人骨は、頭
部と体部が別々に埋葬され、体部だけが火葬された特
異なものだったという。1928 年ころのことである。
陶磁器は100点を越えており、青磁や白磁の碗が大
し じ こ
半を占めている。
次に皿が多く、
ほかに青白磁の四耳壺・
ごう す
合子があり、陶器では水注・盤・長壺などがある。

南宋の浙江省龍泉窯のものが多く含まれており、いず
れも13〜14世紀ごろ日本に招来されたもので、完形
品で優れたものが多い。
これより早く、文永 8（1271）年 9月、蒙古の使者
ちょうりょうひつ
趙良弼の一行100 余人が今津に着いている。文永の
役から3 年前のことで、1266 年以来 5 回目の使者と
なるが、幕府は一度も返書を与えていない。この時も
博多ではなく、今津が外交使節を迎える港となってい
る。

今津の元寇防塁
1912 年、当時の福岡日日新聞社が主催した史蹟現
地講演会の際、今津の二カ所が発掘されている。元
寇防塁を発掘したのはこれがはじめてのことで、今日
一般的に使用されている「元寇防塁」の呼称は、この
時仮りに名づけられたものである。
本格的な調査は1968 年のことで、防塁の築造法
や石材との関連などのほか土木学や建築学など各分野
からなる総合的な調査体制が組織された。海側に傾
斜する砂丘上に石を積みあげている点は生の松原と共
通しているが、高さは 2.8m 残っていたところがあり、
築造当時は約3mの高さ積みあげていたと考えられる。
防塁の底面幅は3m、上面の幅が 2m の台形状に築い
ており、粘土を全く使用していないのが今津の特徴で
ある。
びしゃもんやま
砂丘の東端には玄武岩を主体とする毘沙門山があ
こうし だ け
り、西側の柑子岳山麓の海岸線には花崗岩の落石が
分布しているが、3 ㎞つづく防塁の石は、砂丘の両端
から運び築いている。防塁の石にオオヘビガイやカキ
が付着しているのは波打際の転石を搬出したことを示
している。
防塁を築造した石を注意してみると、砂丘の西側は
花崗岩で、東側は玄武岩で築いており、その中央部
は花崗岩と玄武岩を使い分けて築いていることが確認
されている。これは、あらかじめ築造分担の長さを割
り当て、同時並行の形で築造にかかり、となりの建
造工事区間につないで仕上げたと考えられる。防塁は
1276 年 3月から8月までの約半年間で完成させる計
画になっており、このような工法により、約 20 ㎞に及
ぶ元寇防塁を短期間のうちに完成させることができた
のであろう。現在復
元 整 備された 200ｍ
の区間をみると、一
直線ではなくジグザグ
に曲がりくねってつづ
いているのが、これ
を裏づけている。
海鳥社出版「西区は歴史の博物館」より引用 （次号へつづく）
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チャリティーゴルフコンペ
平成 28 年 9 月 13 日（火）に福岡雷山ゴルフ倶楽部
にて第 4 回の福岡西部法人会チャリティーゴルフコン
ペを開催しました。
前日は大雨で、直前まで開催を危ぶまれましたが、
夜が明けてみると雨はすっかり上がり、陽射しが見ら
さすが
れるような絶好のゴルフ日和に恵まれました。流石に
瀬尾会長の日頃の行いの良さが立証されました（笑）。
今回は80 名のご参加を頂き、皆様方のご協力に心
から感謝申し上げます。
収益金は、前回に引き続き
車椅子を・糸島市役所様
・特別養護老人ホーム 今山会様
・社会福祉法人 白熊会様 に
絵本を ・学校法人 大原幼稚園様
・社会福祉法人 怡土中央台保育園様
に寄贈いたしましたが、ともに大変喜んでいただきまし
た。
回を重ねるごとに参加者も増え、来年はもっと多くの
人数で開催できればと期待しております。
今後とも会員の皆様のご協力を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。

社会福祉法人

学校法人

糸島市役所訪問

特別養護老人ホーム

第 4 回チャリティーゴルフコンペ

今山会訪問

白熊会訪問

大原幼稚園訪問

社会福祉法人

怡土中央台保育園訪問

第30回 全国青年の集い

北海道大会参加報告

平成28年9月8、9、10日の三日間にわたり、北海道
旭川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10名のメンバーで参加致し
ました。
今回の大会は
「Be Ambitious! Do Action !」
をス
ローガンに、旭川大雪アリーナを中心として会議、
セミ
ナ ー 等 が 行 わ れ ま し た。
「Be Ambitious! Do
Action!」
のスローガンとは先人たちが大いなる志と強
い開拓者精神で切り拓いてきた北の大地「北海道」に
おいて、全国の青年部会員が一堂に集い、志を持ち行
動していくことを確認しあうことで、
それぞれの地域での
青年部会活動がより素晴らしいものになるとの思いで
企画されたとお聞きしました。
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もスポットが当てられ、全国の

租税教育
日頃より親会の役員の方々をはじめ法人会会員の皆
様には、私たち青年部会の活動にご指導・ご協力をい
ただき心よりお礼申し上げます。
さて、今回は租税教育実施予定校である金武中学校
へ打ち合わせに伺った際に、教頭先生からとてもあり
がたいお言葉を頂戴しましたのでご紹介させていただ
きます。
「以前、私は社会科担当の教員でしたが、
ずっと租税
教育の授業を行いたいと考えていました。今年度から
教頭になったことで、今回初めて租税教育の開催をお
願いすることができました。
そして、租税教育をお願いす
るのであれば、ぜひ福岡西部法人会の方に来ていただ
きたいと考えていましたので、本当に良かったです。」
今まで何人もの先生方とお話をしてきましたが、福岡
西部法人会の存在自体をご存知でない方も多い中、私
たちの行う租税教育の授業を熱望されておられたこと
に、驚きとともに大きな喜びを感じました。
３年前、昨年の租税教育プレゼン発表をきっかけ
に、私たちの租税教育の改革が始まり、その改革の一
環で、福岡西部法人会青年部会オリジナルの租税教育

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。
式典では講師の葛西紀明氏が「夢は、努力でかなえ
る」
をテーマで講演されました。
1972年6月6日生まれ、北海道下川町出身。 19歳の
時にアルベールビルオリンピックからソチ五輪まで7回
連続で冬季オリンピックに出場を続けられ、1994年リ
レハンメル五輪においてラージヒル団体で銀メダル、
2014年ソチ五輪でラージヒル個人銀メダル、
ラージヒ
ル団体でも銅メダルを獲得されました。現在もご活躍さ
れています。今回も多くのメンバーに参加頂き有難うご
ざいました。
（副部会長 波多江 和仁）

パンフレットを作成しました。
そして、授業を開催させていただいた中学校の社会
科担当の先生にご協力いただき、
その租税教育パンフ
レットを、福岡県内の社会科担当の教員が集まる会議
で配布していただきました。
金武中学校の教頭先生は、
そのときに配布された租
税教育パンフレットをご覧になったことがきっかけとな
り、租税教育に関心を持っていただいたのです。
改革を行う過程では、疑問や不安もありましたが、今
回の教頭先生とのお話で
「私たちが行ってきた改革は
無駄ではなかった…」
と感じることができました。
今回の出来事は青年部会メンバーと共有し、
メン
バーのモチベーションアップにつなげたいと考えてお
ります。
法人会会員の皆様、
もしくは会員企業の従業員の方
で、講師をやっても良いという方がおられましたら、ぜひ
ご協 力 をよろ
しくお 願 い 申
し上げます。

租税教育
パンフレット

夏季研修会
海岸清掃活動の報告
去る平成 28 年 8 月 2 日（火）公益社団法人福岡西
部法人会青年部会主催の夏季研修会が開催されまし
た。当会では奉仕活動の一環として数年前より百道浜
の海岸清掃活動を取り入れその後、いつも陰ながら
支えて頂いているご家族と一緒にＢＢＱ♪大人子ども合
わせて総勢 50 名で大いに盛り上がり楽しい時間を過
ごしました。

青年部会・女性部会
合同秋季研修会の報告
日時 平成28年11月24日（木）
場所 三四郎

時のエピソードから始まり多
彩に及ぶお話で沢山の「福」
を頂いたのではないでしょう
か。研修会終了後の懇親会
では美味しい料理とお酒を
呑みながら有意義な時間を
過ごすことが出来ました。

去る平成28年11月24日(木)お魚会席三四郎にお
いて公益社団法人福岡西部法人会青年部会・女性部
会合同秋季研修会を開催致しました。当日は公私共に
お忙しい中、
ご来賓として西福岡税務署より副署長 飯
田健様、法人課税第一部門統括国税調査官 湯瀬勇一
様、法人課税連絡調整官 岡田由起様、親会より会長
瀬尾亮二様をはじめ役員の皆様、受託保険会社幹部
の皆様にご臨席を賜り盛大に開催することとなりまし
た。
研修会に先立ち、西福岡税務署長感謝状並びに納
税表彰の授与式が執り行われ受賞をされました会員の
皆様は誠におめでとうございます。
今回の研修会は、姪浜住吉神社 宮司 菊池友久氏
を講師にお招きし、
「禍を転じて福と為す」
を演題に講
演頂きました。
クイズミリオネアで1000万円を獲得した

インターネットによるセミナーの配信サービス実施中
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）

http://www.fukuoka-seibu.or.jp/
福岡西部法人会

検索

で検索いただけます。

ID とパスワードは、福岡西部法人会にお問い合わせください。

平成 28 年度

女性部会合同税務研修会
公益社団法人 福岡西部法人会女性部会
公益社団法人 東福岡法人会女性部会
公益社団法人 筑紫法人会女性部会

署の飯田健副署長にお話を伺いました。飯田副署長
は前任地が熊本国税局で、平成 28 年 4月の熊本地震
の際は自宅で被災され、職場の税務署や税務大学校
の熊本研修所も壁が割れたり地盤沈下など大きな被害
に遭われたということでした。一時は税務署も機能で
きず、申告・納税等も期限延期措置をとられたとのこ
とでした。講話の後は、お昼ご飯をいただきながら、
筑紫と東の女性部会の皆様と楽しく情報交換をさせて
いただき、楽しいひと時を過ごしました。

日時 平成28年11月7日（月）
場所 ホテルモントレ ラ・スール福岡
今年も、東福岡法人会・筑紫法人会の女性部会の
皆様方と、三法人会合同の税務研修会を開催いたし
ました。西福岡税務署・香椎税務署・筑紫税務署の
各副署長様と幹部の皆様を来賓にお迎えし、三法人
会で 55人の参加を頂きました。今年は、西福岡税務

女性部会 日帰り研修会

租税教室

日時 平成28年10月13日（木）18名参加
場所 呼子、唐津方面へ日帰り研修

日時 平成28年12月2日（金）
場所 百道小学校 6年生 4クラス 125名

西新パレス…姪浜駅（貸し切りバス）より「日本の滝
百選」にも選ばれています、観音の滝（唐津市七山）へ
と出発しました。
滝の駐車場から下ったところに、前方の山から激し
く落下する水流に驚きました。昔、豊臣秀吉の側室で
広沢の局（名護屋城）が、目を患い、ここの淵の水で
目を洗ったところ見事に治ったと伝えられ、眼病のご
利益がある観音様「生目観音」としてたくさんの人が訪
れるようになったそうです。私たちも生目観音像に祈
願をした後、呼子で昼食と買い物を終え、唐津港へと
向かいました。
唐津港から海上タクシーで高島へ渡り、宝くじ高額
当選者続出と噂の宝当神社へ行き、秘伝の参拝方法
を聞き、手には宝当袋を持ち参拝をしました。みんな
「大きな夢」をもち福岡へと戻ってきました。
「宝 く じ」が、
当選された方は
是非、次回の西
の風に掲載して
いただければと
お 願 い 致しま
す。

福岡西部法人会の紹介後、税金の必要性について
DVD「マリンとヤマト」を見て頂き途中で笑う声も出
て、なごやかな雰囲気の中始めました。
DVD の後に今回はパネルを使い税の仕組みを解り
やすく説明しました。初めての講師を務め緊張する中、
私からの質問にも積極的に答えて頂き気持が和みまし
た。最後に「税金は嫌なものだと思っていたけど、自
分たちの生活の中で税金は、とっても必要だと解りま
した」と発表されました。はじめて一億円のレプリカを、
皆さんに手にとり見てもらいとっても喜んでくれました。
子供さん達の素直さに、とても助けられ無事に終え
ることが出来ました。ご協力いただきました百道小学
校の先生方、6 年生の皆様、ありがとうごぎいました。

更なる会員増強を！
２０１６年新入会員オリエンテーション
日時
場所

平成28年８月３日（水）17：00 〜
華風 福寿飯店において開催

組織委員会では上記において、新入会員を対象に、法人
会の取り組みや利用方法などを理解し、法人会を最大限に
活用していただくために、新入会員オリエンテーションを開
催いたしました。
まず、法人会の活動を説明し、次に基調講演として講師
に税理士の池松一幸氏を招き「相続対策と争族対策」とい
う演題で講演をしていただきました。生々しい話も含め今後
の事業承継にも大変参考になる内容だったと思います。講
演の後は、参加された新入会員２１名の方々と法人会役員３
１名との懇親会を行いました。各人より自己紹介をしていた
だきましたが、「今後の法人会の活動が楽しみで、入会して
良かった。」との言葉も聞き、大変有意義な時間を作ること
ができました。参加していただいた新入会員の皆様、そして
役員の皆様ありがとうございました。

28年度「会員拡大30％プロジェクト」
会員拡大担当の組織委員会です。27年度は目標
500 社に対して200 社の企業に入会していただきまし
た。これは、会長はじめ組織委員会のメンバーを中心
とした福岡西部法人会の皆様の多大なる努力の賜物で
す。また、受託保険会社様にも大変ご協力いただきま
して、この数字を達成することができ、おかげで全
法連からの拡大表彰も受けることができました。皆様、
大変お忙しい中にも組織委員会の活動に対しまして積
極的に取り組んでいただき誠にありがとうございまし
た。
さて、28 年度の活動ですが、昨年に引き続き会員
の拡大を目指して、「会員拡大 30％プロジェクト」を
遂行しております。今年度の目標を300 社と設定し、
各支部・部会及び受託保険会社様にて会員拡大に取
り組んでいただいております。
活動内容としましては、新設法人1800 社への入会案
内書配布、税理士会西福岡支部の税理士の皆様に加
入勧奨のお願い文の配布、正副会長、常任理事企業
の顧問税理士様への加入勧奨お願い文の配布、大同
生命様へのキャラバン、そして毎月各支部・部会ごと

に現在の状況と今後の対策を確認する拡大会議の開
催を行っております。また、各支部役員会におかれま
しても未加入会員様のリストアップと加入へのアプロー
チを行っていただいております。
しかしながら、このように皆様に大変ご協力してい
ただいておりますにもかかわらず、現状としましては
8800 社の法人のうち会員企業 2210 社(10月31日現
在 )で25％の加入率です。現在も福岡県内法人会で
最下位の加入率となっております。よく法人会に入って
もメリットがないという声を聴きますが、何事において
もメリットがあるものにするかしないかは、本人次第だ
と思います。年間 5,000 円〜 13,000 円（賛助会員
3,000 円）の会費で、著名人の講 演会が聞けたり、
法人会会員のみが利用できるインターネットセミナー
があったり、そして、何よりも多くの方との異業種交
流ができるのが法人会です。
ぜひともこの魅力をまだ入会しておられない会社様
にお伝えして、新しい仲間と共に西部法人会を盛り上
げていきましょう。

事業報告
『平成29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
平 成 28 年 11 月19
日
（土）
、税制委員会メ
ンバー４名（川原委員
長・藤委員・吉田委員・
田中専務理事）は、古
賀代議士に対して「税
の提言活動」を行いま
した。
古賀代議士に対する提言活動も４年連続です。法
人会のことも良く知る代議士ゆえに、単刀直入、本題
へと入りました。
「平成 29 年度税制改正に関する提言」は今年も全
18 頁、法人税のみならず国税・地方税を問わず税全
般にわたっています。本年度は、全法連が「地区選出
国会議員用重点項目」を作成していましたので、同紙
を読み上げたうえでお渡ししています。加えて別途福岡
西部法人会税制委員会として重視した項目（退職給与
等引当金の損金算入、個人住民税申告書・納付書の
規格・様式統一など）も強くお願いしております。
な お 今 回 は、藤・
吉田両委員が平素より
代議士と親しい間柄で
もあり、代議士から質
問が出るなどリラック
スした 雰 囲 気 の 中 で
の提言活動でした。
■平成 29 年度税制改正スローガンは次のとおり
○経済の再生と財政健全化を目指し、歳出・歳
入の一体的改革を！
○適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続
可能な社会保障制度の確立を！
○中小企業の重要性を認識し、活性化に資する
税制措置の拡充を！
○中小企業にとって事業承継は重要な課題。本
格的な事業承継税制の創設を！
提言詳細につきましては全法連ＨＰ
（活動内容 or 税
の提言活動）でご確認ください。
（文責：川原 11/19 記）

法人会講演会
主催 福岡県法人会連合会
平成 28 年 7 月 28 日（木）ソラリア西鉄ホテルにて
福岡県法人会連合会主催による「激動する世界〜日本
の進路を考える」という講演会が開催されました。
講師は中日新聞論説副主幹、長谷川 幸洋氏で慶
應義塾大学卒業後、中日新聞社入社、経済部勤務ブ
リュッセル支局長などを経て論説委員から現職、政府
税制調査会委員、財政制度等審議会臨時委員等を歴
任「ニュース女子」
「そこまで言って委員会 NP」などメ
ディアに多数出演されています。
会場はソラリア西鉄 8 階「彩雲」で法人会会員ばか
りでなく非会員の方も多数参加されていて、皆さん旬
の講演内容に興味深く聞かれていました。
長谷川講師の話は、
益々混迷するアジア情
勢と日 本の 近 隣 国の
覇 権 主 義 に対する国
家国民の対応と覚悟
の必要を力強く説かれ
ていました。

五法人会共催講演会
平成 28 年 11 月 15 日 ( 火 )、ソラリア西鉄ホテルに
て「最新の国際情勢と日本経済に与える影響」と題し、
外交政策研究所所長の宮家邦彦氏に講演頂きました。
米国大統領選挙から一週間という時期に、「なぜ、ト
ランプ氏が選ばれたか？」、
「欧州のナショナリズム」、
「国際情勢を如何に分析するか」など、非常にタイム
リーな話題をはじめ、歴史的、地政学的な知見を元
に国際情勢について説明頂いた。400 名を超える聴
衆は、歯切れの良い説明に熱心に耳を傾けていた。
最後に、聴衆より「賢者は歴史に学ぶと言うが、現代
と相似する時代は過去にあったか？」との質問に対し、
「19 世紀の欧州、
ロシア革 命 前の
状 態。アジ アで
は、日 清 戦 争 の
頃」と回答されま
した。
（文責：吉田
12/9 記）

新入会員の紹介
（同）
ＤＩＣＴ

Ｉ
Ｔ教育サービス

福岡市早良区高取2丁目17-8-102

831-7437

㈱アクセルワイズ

福岡市早良区城西2丁目3-53-201

292-3886

建設業

㈱日和工業

福岡市早良区曙2丁目6-30

831-8482

建設業

スズキアリーナ福岡西

福岡市早良区原3丁目19-23九州スズキ販売㈱原営業所

851-2550

自動車販売

ナナイロヤ
（同）

福岡市早良区原7丁目25−15

834-3920

印刷業

福岡市早良区小田部2丁目1-24

844-3326

飲食業

㈱花園タクシー

福岡市早良区有田4丁目1-35

871-1927

タクシー業

㈱

福岡市早良区有田5丁目17-10

801-8313

建設業

福岡市早良区有田7丁目19−33−1

832-8811

外科・整形外科

㈱ラフィーネ

福岡市早良区次郎丸1丁目21−43ﾗﾌｨｰﾈ西嶋Ⅱ101号

801-1017

不動産業

㈱夢

福岡市早良区次郎丸6丁目11-14

862-6661

ビルメンテナンス

とんかつ専門店

重廣

樹工業

（医）池田整形外科クリニック
屋

㈱福匠建装

福岡市早良区次郎丸6丁目13-5

801-1758

建設業

ＨＯＲＵＷＡ㈱

福岡市早良区田村2丁目13-27-207

090-8839-8728

貿易業

松田建装

福岡市早良区四箇田団地19-207

050-1300-7991

塗装工事

㈲九州デザイン

福岡市早良区飯倉2丁目13−8

515-1587

商業デザイン

㈱テシマ嘉建設興業

福岡市早良区干隈6丁目5−1

861-5631

建設業

原建装

福岡市早良区賀茂4丁目23-24

401-9991

舗装業

㈲エービーシー

福岡市早良区野芥1丁目3−23

864-0353

理美容業

㈲森山工業

福岡市早良区内野6丁目12−41

804-0114

建設業

㈱リブグラント不動産

福岡市城南区鳥飼7丁目5-1

834-7345

不動産業

㈱城南

福岡市城南区別府5丁目25-21

831-7700

住宅の設計、建築、販売

㈱戦国焼鳥家康

福岡市城南区茶山1丁目1-1

851-0061

飲食業

㈱銀河エクスプレス

福岡市城南区茶山2丁目22-6

801-1550

不動産・M＆Ａコンサル

㈱山本ホーム

福岡市城南区田島5丁目1-45

874-5930

建設業

㈲小笹タクシー

福岡市城南区長尾1丁目3-19

862-1116

一般旅客自動車運送業

㈱アトラクト

福岡市城南区南片江4丁目3-26

517-1723

不動産業

㈱Ｉ
ＦＣ総合建築

福岡市西区上山門1丁目4-34

203-1884

建設業

㈱ニシトミ興産

福岡市西区上山門2丁目14−7

885-3257

水道工事業

㈲ナガシマ

福岡市西区上山門3丁目18-46

894-5013

製造業

㈱ミックス

福岡市西区拾六町2丁目18−1

883-7458

サービス業

社会福祉法人恵和会めぐみ保育園

福岡市西区壱岐団地60-4

811-5249

保育園

㈱心渚建装

福岡市西区西の丘2丁目15-2

834-6451

建設業

㈲ＩＮＵ保険オフィス

福岡市西区石丸3丁目7−8

881-7617

生損保険代理店

㈲芋

福岡市西区石丸3丁目45-13

885-7233

飲食業

㈱リファイン

福岡市西区室見が丘1丁目4-6

811-7476

清掃業

㈲ＴＲＩ
ＰＰＥＲＳ

福岡市西区羽根戸861−1

811-6484

建設業

㈱アデル

福岡市西区生松台2丁目36−9

791-7637

広告制作業

㈱リヤン

福岡市西区愛宕2丁目6-63-106

836-6289

建築業

㈱トライル

福岡市西区姪の浜4丁目21-1

881-1019

教育サービス業

満生順子税理士事務所

福岡市西区姪浜駅南3丁目1-9第3城南姪浜ビル2階

894-1548

税理士

平野造園

福岡市西区小戸5丁目5-23

881-1063

造園業

㈱福兆水産
㈱二木建設工業

福岡市西区西都1丁目7-13ﾓﾝﾄｰﾚ九大学研都市駅前1103号 407-1192
807-0508
福岡市西区飯氏789−3

㈲フレッシュワン

福岡市西区周船寺1丁目19−19

807-6247

青果業

樗木施設工業（株）

福岡市西区千里455−10

806-4692

建設業

㈲小川内重機

福岡市西区田尻2328

805-6668

建設業

中原正文税理士事務所

糸島市池田31

332-8226

税理士

㈱コアネス

糸島市曽根660-17

409-9475

建設業

糸島市末永374-3

323-8867

不動産業賃貸業

㈲地盤テクノ

糸島市東331-1

324-9151

地盤調査

㈱保利建設社

糸島市東1437−2

322-4779

建設業

㈱肉の山河

糸島市加布里1023-1

323-0080

食肉小売業

㈱荒平商会

糸島市有田中央1丁目11-12

332-8696

運送業

㈱新希望

糸島市南風台7丁目1-7

329-0023

老人ホーム

㈱アシスト

糸島市志摩桜井3457

327-2393

電気・通信工事

㈲一蘭

糸島市志摩松隈256−10

332-8902

食料品製造業

㈲一蘭テイスティ

糸島市志摩松隈256−10

332-8907

食料品製造業

智能気功㈱

糸島市志摩芥屋3211−34

090-7542-9801

サービス業

（同）森緑

水産物卸販売
建設業

平成28年12月10日現在

平成28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
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学校法人西南学院
西南学院高等学校
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福山
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名
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す

校

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
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岡 田 菜友子

名

作

品

名

私のまわりの「税金」−税金
を納めるようになる前に。

学校法人中村学園
中村学園女子高等学校

ヤンケ 美由起 税金について

福岡県立
修猷館高等学校

中村

学校法人西南学院
西南学院高等学校

西田

私達の
「当たり前」
は

学校法人西南学院
西南学院高等学校

笠利

ODAと私たち

福岡県立
城南高等学校

税金の力で人も動物も

千 遥 笑顔にする社会へ…

名

氏

福島

県 税 事 務所長 賞
学

名

古 庄 こころ

愛 海 税金の有難さ
ちはる

校

学校法人西南学院
西南学院高等学校

まなみ

ひがし

学

福岡県立
修猷館高等学校

の

作

品

名

ふるしょう

ふくしま

しゅん

駿

暮らしを支える税金
の必要性

み ゆ き

なかむら

にし だ

か さり

そ えじ ま

副島

か

な

可奈
みやの

雅音
はるか

瞭

だいき

大幹

福岡県立
福岡工業高等学校

増野

福岡県立
糸島高等学校

松 崎 明日香

学校法人中村学園
中村学園三陽高等学校

安武

ますの

まつざき

やすたけ

こう き

光希
あ す か

まさひろ

政廣

自分たちのための税金
税の作文
「免税店」
をもっと
身近に
医療費と税
「もしもあの時、
税が
なかったら…。
」
税の意味
日本の税金について

第 33 回 法人会全国大会（長崎大会）
第 33 回法人会全国大会が、去る10月20日（木）に長崎にて行
われました。
当法人会からも瀬尾会長、5人の副会長、2人の委員長、女性部
会長、専務理事と総勢10人で参加しました。
昼食をとった中華料理店から長崎港停泊中の巨大な豪華クルー
ズ客船が見え、観光都市の長崎を感じさせました。
大会は、記念講演では長崎総合科学大学教授のブライアン・
バークガフニ氏による「長崎の歴史・人々が気付かぬ内なる長崎
（地方）の魅力」の話があり、盛会でした。

税務署だより

税務署だより

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

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

電話番号 092-518-2120

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3丁目28ｰ1

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

