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　公益社団法人福岡西部法人会の平成29年度定時
総会が、平成30年５月23日、福岡市中央区の西鉄
グランドホテルにおいて開催されました。総会には飯
田西福岡税務副署長をはじめ多数の来賓をお招きし、
議案を審議しました。
　総会の有効成立数775社に対して、出席・委任状
社総合計は1,055社と、定足数の報告が行われ、総
会成立を宣言。瀬尾会長を議長に選出し、報告事項と
して⑴平成29年度事業報告⑵平成30年度事業計
画⑶平成30年度収支予算が説明されました。引き続
き審議事項として、平成29年度収支決算報告並びに

監査報告承認の件が審議され、満場一致で承認され
ました。
　議事終了後、全法連会長表彰、県連会長表彰、福
岡西部法人会会長感謝状の贈呈が行われ、来賓の西
福岡税務副署長並びに西野龍太郎九州北部税理士会
西福岡支部長から丁重な祝辞をいただき、総会はつつ
がなく閉会の運びとなりました。
　総会終了後は、米カリフォルニア州弁護士でタレン
トのケント・ギルバートさんによる、「だから日本は素
晴らしい　～世界があこがれるこの国に暮らして～」
と題したたいへん示唆に富む記念講演に耳を傾けた
後、同ホテルでの懇談会と福引抽選会へ。会員同士の
歓談や、豪華なプレゼントが用意された抽選会に、楽
しく有意義な時間を過ごしました。

30年度事業計画などを承認し、
記念講演、懇談会も盛況に開催。

公益社団法人 福岡西部法人会 平成29年度

第６回 定時総会開催
日時：平成30年5月23日（水）　
場所：西鉄グランドホテル 鳳凰の間
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全国法人会総連合
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福岡県法人会連合会
功労者表彰

会員増強功労者表彰

福岡西部法人会会長
功労者・感謝状表彰

　法人会活動にご尽力いただいた
方々に感謝状が贈呈されました。
皆様、おめでとうございます。

岩下　祐士

曾根田　馨

波田　英次

川口　敬介

上村　保之

三坂　廣明

小熊坂　哲
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会員拡大に成果、昨年は62社、全国３位。
交流と研鑽が、会員各社発展の一助に。

　皆様こんにちは。
　本日は、ご多忙の中、第６回定時総会にご出席を頂きま
して、誠にありがとうございます。
　また、ご来賓としてご出席をいただいております、西福
岡税務署の幹部の皆様をはじめ、九州北部税理士会西
福岡支部の 西野支部長様、関係保険会社の幹部の皆様
におかれましては、公務ご多用の中ご臨席を賜りまして、
誠にありがとうございます。心から御礼申し上げます。
　当会は、平成25年４月に公益社団法人となりましたが、
公益法人化後は、それまでにもまして、公益性及び透明
性を十分に確保した活動を行って参りました。
　この間、会員相互の連携が保たれ、会の運営も順調に
進展いたしておりますが、これもひとえに税務ご当局、税
理士会及び受託保険会社の皆様方の温かいご理解と適
切なご指導・ご支援の賜でありまして、心より御礼を申し
上げる次第です。
　昨年度の当会の運営について振り返ってみますと、重
点課題として取り組みました「会員の増強」において、役
員の皆様が中心となり、会員一丸となって努力を重ねて
いただいたお蔭で、１月から12月の純増会員数が62社
という結果を残すことができました。これは、全国第３位
の成績でございました。
　純増60社以上を達成いたしますと、全法連が特別最
優秀賞として表彰をしてくれるのですが、3年前の純増が
60社、2年前が109社でございまして、3年連続して達
成しておりまして、勿論これは全国で当会のみでございま
す。
　この3年間、会員拡大に力を入れて取り組んできたの
ですが、その背景を少しご紹介したいと思います。3年半
前の平成26年12月末時点での福岡県平均の加入率は

34.5％でしたが、当会は24.2％でして、平均から10ポイ
ントはなれて県内最下位の加入率でございました。
　そこで、せめて加入率を30％にしようと、この3年間頑
張ってきたわけでございます。3年間合計で純増会員数
が231社となりましたが、昨年末の加入率は25.7％とわ
ずか1.5ポイントの改善に留まっております。新設法人の
数がとても多いからです。
　都市部においては新設法人数がとても多く、福岡県の
平均加入率はこの3年間で34.5％から32.1％と2.4ポイ
ント下げております。
　県内大半の法人会が加入率を下げる中で、当会は加
入率をあげておりますので、加入率において最下位脱出
が間もなく達成できるのではと考えているところでござい
ます。
　ご協力を賜りました会員の皆様、役員の皆様、そして
受託保険会社の皆さまに対し、改めて感謝を申し上げま
す。誠にありがとうございました。
　ところで、我が国の経済情勢は回復基調にあると言わ
れておりますが、私達多くの中小企業の経営者は、まだま
だ実感できる状況にはないと感じております。
　このような経済環境の中にありましても、私達会員企業
は、自社の発展と繁栄を目指して、努力していかなければ
なりません。この法人会での会員相互の交流や研鑽が、
その一助となることを切に願うものであります。
　関係ご当局におかれましても、引き続き、当会に対する
ご指導とご支援を賜わりますようお願申し上げます。
　本日ご審議いただく議案は、事前に送付させていただ
きました議案書のとおりでございますが、どうか忌憚のな
いご意見をお聞かせいただければと思っております。よろ
しくご審議の程をお願い申し上げます。
　終りになりましたが、本日ご列席の皆様方のご健勝とご
隆昌を心からお祈り申し上げまして、私の挨拶とさせてい
ただきます。

会長　瀬尾　亮二
会長あいさつ
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　「私は初来日した際、実はここ福岡の平尾浄水町に
住んでいました」と意外な福岡との縁を冒頭に語った
ケント・ギルバートさん。テレビなどでお馴染みの流
ちょうな日本語で、軽快にお話を進められました。
　ケントさんは、日本のどこが好きかと聞かれた時、
その礼儀正しさや争いを好まないこと、誠実、正直、
思いやり、義理人情、協調性、我慢強さ、潔さ、お
もてなしの心などを列挙しつつ、結局は日本人そのも
の、その国民性こそが最大の魅力だとおっしゃいます。
　しかし、その日本人の良いところが、悪い結果を招
くとも指摘。空気を読む、組織の決定に無条件に従
うことの危うさに触れ、さらに、変化や変革、失敗
を極端に恐れる傾向は、臆病になって挑戦すること
を躊躇し、それが外交面や安全保障の面で大きなマ
イナスになると説くケントさん。その最たるものが、
憲法改正問題であり、日本人の多くは戦後の流れを
正しく理解していないのだとも。ケントさんは、戦後
の GHQ による占領政策を詳しく解説し、その上で憲
法は改正した方が良いと持論を述べられました。
　外国人の視点から見た日本人、そして日本という国
を知るよい機会となり、あらためて日本人として誇り
を持てる点や自らの国の在り方など、今後、様々な局
面において考える上での、多くのきっかけを与えてい
ただいた講演となりました。

「だから日本は素晴らしい
 ～世界があこがれるこの国に暮らして～」

ケント・ギルバート氏
米カリフォルニア州弁護士／タレント

1952年、米国アイダホ州生まれ、ユタ州育ち。1971年
に、米プリガムヤング大学在学中に19歳で初来日。1975
年の沖縄国際海洋博覧会の際にアメリカ館ガイドとして
再来日。1980年に大学院を卒業し、法学博士号と経営学
修士号、カリフォルニア州弁護士資格を取得、東京の国際
法律事務所に就職。1983年にテレビ番組「世界まるごと
HOWマッチ」にレギュラー出演
し、一躍人気タレントとな
る。近年は、企業経営や講
演、執筆活動も行う。夕刊
フジ連載「ニッポンの新常
識」、読売テレビ系「そこま
で言って委員会NP」、DHC
シアター「真相深入り!虎
ノ門ニュース」
などで、「国
が国民を
守れない
憲法９条
こそが憲
法違反」
な ど の
大 胆 な
発 言 が
話 題 に
なる。

講師
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　記念講演に続いて催された懇談会は、服部副会長の挨拶で開会。美味しい
料理の数々に舌鼓を打ちながら、久しぶりに顔を合わせた会員同士、終始なご
やかな歓談の時間が流れました。また、この機会に、初顔合わせの会員が名刺
交換を行う姿なども。福引抽選会では、西鉄グランドホテルペアディナー券など
の賞品が58名の方へ贈られました。

情報交換、近況報告などで盛り上がる。
懇談会・福引抽選会

真
の
平
和
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。
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西区は歴史の博物館
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めいのはま

唐津街道の風景

海鳥社出版「西区は歴史の博物館」より引用　（次号へつづく）

　姪浜は太宰府や博多などに次いで福岡で最も古い町
のひとつであり、鎌倉時代から室町時代にかけては
「九州探題」が置かれていたといわれ、政治的・軍事
的に重要な所であった。豊臣秀吉の頃には、一時的
ではあったがキリシタン宣教師のルイス・フロイスた
ちが滞在したが、そのことについては彼の著書である
『日本史』にも書かれている。近世では早良平野の物
資の集散地となり、唐津街道の宿場町として箱崎と共
に福岡藩の茶屋（本陣）が置かれ、漁業の町、海運の
港、筑前最良の塩の産地としても栄え、人口も福岡、
博多に次ぐ町であった。
　明治になると姪浜炭田が発見され、炭鉱町として昭
和30年頃までは大発展を遂げたが、石炭から石油へ
の「エネルギー革命」の時代を迎えると一気に衰微し
はじめた。しかし、地下鉄の開通や西区役所の開設、
海岸の埋め立てによるマリナタウンの開発、ビル・ラッ
シュなどと新しい大変貌の時代を迎えたのが現在であ
る。
　それだけに、古き良き時代の文化的遺産もずいぶん
と失われつつあるのが現状である。もうこれ以上失い
たくない、そんな思いも込めて新しい町づくりが行わ
れたら、姪浜は輝いた町へと発展するに違いないと思
うのである。

　姪浜は神功皇后伝説にまつわる話の多いところであ
り、姪浜という町名の起源といわれる「袙の浜」もそ
のひとつである。名柄川の最下流の橋から小戸へとぬ
ける道の辺りは埋め立て前までは海岸であり「袙の浜」
と呼ばれていた。神功皇后が朝鮮からの帰り道にここ
に立ち寄り、その肌着である袙を干したので袙の浜と
いうようになり、その「あこめ」が「めい」に変化した
というのである。町名はともあれ、この名柄川に沿っ
た一帯が姪浜の起源であることは間違いのないところ
である。
　袙の浜の東の端に小高い丘がある。丸隈山といい、
志々岐神社がある。志々岐神社は博多湾から糸島郡

にかけての漁村で多く祀られている神社だが、その多
くが小さな石祀であり、社が在ることさえ忘れられて
いるところもある。しかし、志々岐神社は平戸の神様
であり、かつての姪浜が松浦党の影響下にあったこと
を示す神社である。
　袙の浜一帯は、現在では何の変哲もないところだが、
『福岡県地理全誌』や『早良郡誌』には、ここにも元寇
防塁があると書かれている。

　小戸もまた伝説と歴史に彩られた所である。今では
地盤沈下で見られなくなったが、膳碗を配置したよう
な岩が幅10m、長さ40ｍもあって、神功皇后の出陣
の祝いの場所といわれて筑前名所のひとつであった。
また、イザナギ・イザナミの神が禊をした場所との伝
説もある。ともあれ、この丘陵一帯は古墳の多い場所
であり、幕末には外国船の侵入に備えて砲台が築か
れた。
　炭鉱が盛んな頃には丘陵の東に隣接して大きなボタ
山があり、夜には赤く火が燃えてそれなりの景観であっ
た。現在ではボタ山は取り払われ、小戸公園、あるい
はヨット・ハーバーとして憩いの場所となっている。

　姪浜小学校の正門前を少し西に行った辺りで、市道
千代今宿線から右に別れた旧道が約1kmばかり市道
と平行しており、これが近世の唐津街道である。この
道はつい最近まで数百年もの間、姪浜のメイン・スト
リートであり、福岡藩主や唐津藩主たちが泊まった御
茶屋（茂木病院付近）や住吉神社、それに姪浜の代表
的な寺の多くがこの道沿いに建てられた。現在でも古
い建物のいくつかが残っていて昔の雰囲気を感じさせ
てくれるが、この道から北側へのびるいくつもの路地
に入りこむと、網屋をはじめ“昔”を実感できる風景が
数多く現存している。

姪浜の変貌

あこめ はま し　し　き

袙の浜と志々岐神社

お　ど

小戸

唐津街道

姪浜から愛宕山へ

な がらがわ お　ど

じんぐうこうごう

まつ

せき し やしろ

ぜんわん

みそぎ
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の皆様方、また、青連協会長の川畑康太郎様をはじ
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181名、式典・祝賀会
155名を超えるご出席を賜り、盛大に挙行することが
できました。ここに改めて関係各位の青年部会へのご
支援に厚く御礼申し上げます。
　記念講演では、「時代を読む　どうなる日本の政治
経済」と題し、ニュースキャスターで、そこまで言って
委員会ＮＰ議長の辛坊治郎氏を迎え、最初から最後
までユーモア溢れる口調で興味深い講話を楽しく拝聴
することができました。
　記念式典は、本年度青年部会長の波多江和仁、女
性部会長の馬場里美のお礼と挨拶から始まり、続いて
公益社団法人福岡西部法人会会長　瀬尾亮二様から
ご祝辞をいただきました。次に、青年部会・女性部会
の歴代部会長紹介をさせていただきました。次に、青
年部会・女性部会の活動報告及び現在行われている
租税教育をまとめた動画を放映して、皆様に日頃の活
動を知っていただくことができました。続いて西福岡
税務署署長　田畑宏樹様にご祝辞を賜り、厳粛なムー
ドの中、無事に終了することができました。
　引き続き祝賀会では、大同生命保険株式会社九州
北部地区営業本部　廣中淳司様よりご祝辞を賜り、そ
して西福岡税務署副署長　飯田健様の乾杯の音頭で
盛大に宴が開幕しました。
　その後、サプライズショータイムということで幻想
的な自然界やアジアをテーマに、日本全国、海外から
も出演依頼を受け活動する「黒龍武術団」による変面

　平成30年3月5日(月)、ホテルオークラ福岡 平安
の間Ⅱに於いて、公益社団法人福岡西部法人会青年
部会・女性部会創立30周年記念式典を開催いたしま
したところ、税務ご当局をはじめ、受託保険会社代表
の皆様、親会の瀬尾会長をはじめとする法人会幹部

ショーが行われました。目の前で繰り広げられる変面
に、多くの皆様は不思議な気持ちと感動を生んだので
はないかと思っております。
　また、日頃は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会の方 と々もお酒を酌
み交わしながら歓談することができ、大変意義のある
時間を過ごすことができました。
　今回ご出席を賜りましたご来賓の皆様方をはじめ、
親会の役員や会員の皆様方、本当にありがとうござい

ました。当日は反省すべき点や行き届かなかった点も
多々あるかと存じますが、今後とも青年部会と女性部
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
できたのも事務局のバックアップと部会員の皆様のご
協力のおかげでございます。心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。

副部会長　林　政之介

青年部会・女性部会30周年式典
日時：平成30年3月5日（月）　場所：ホテルオークラ福岡 平安の間Ⅱ
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創立30周年記念　オリジナル鶴の子

の皆様方、また、青連協会長の川畑康太郎様をはじ
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181名、式典・祝賀会
155名を超えるご出席を賜り、盛大に挙行することが
できました。ここに改めて関係各位の青年部会へのご
支援に厚く御礼申し上げます。
　記念講演では、「時代を読む　どうなる日本の政治
経済」と題し、ニュースキャスターで、そこまで言って
委員会ＮＰ議長の辛坊治郎氏を迎え、最初から最後
までユーモア溢れる口調で興味深い講話を楽しく拝聴
することができました。
　記念式典は、本年度青年部会長の波多江和仁、女
性部会長の馬場里美のお礼と挨拶から始まり、続いて
公益社団法人福岡西部法人会会長　瀬尾亮二様から
ご祝辞をいただきました。次に、青年部会・女性部会
の歴代部会長紹介をさせていただきました。次に、青
年部会・女性部会の活動報告及び現在行われている
租税教育をまとめた動画を放映して、皆様に日頃の活
動を知っていただくことができました。続いて西福岡
税務署署長　田畑宏樹様にご祝辞を賜り、厳粛なムー
ドの中、無事に終了することができました。
　引き続き祝賀会では、大同生命保険株式会社九州
北部地区営業本部　廣中淳司様よりご祝辞を賜り、そ
して西福岡税務署副署長　飯田健様の乾杯の音頭で
盛大に宴が開幕しました。
　その後、サプライズショータイムということで幻想
的な自然界やアジアをテーマに、日本全国、海外から
も出演依頼を受け活動する「黒龍武術団」による変面

　平成30年3月5日(月)、ホテルオークラ福岡 平安
の間Ⅱに於いて、公益社団法人福岡西部法人会青年
部会・女性部会創立30周年記念式典を開催いたしま
したところ、税務ご当局をはじめ、受託保険会社代表
の皆様、親会の瀬尾会長をはじめとする法人会幹部

ショーが行われました。目の前で繰り広げられる変面
に、多くの皆様は不思議な気持ちと感動を生んだので
はないかと思っております。
　また、日頃は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会の方 と々もお酒を酌
み交わしながら歓談することができ、大変意義のある
時間を過ごすことができました。
　今回ご出席を賜りましたご来賓の皆様方をはじめ、
親会の役員や会員の皆様方、本当にありがとうござい

　ご列席いただいた方々に、ちょっとした記念の品を
お持ち帰りいただこう！ということで、「鶴の子」をプチ
ギフトに決めました。２個入りの鶴の子の容器に、お
気に入りの写真等を張り付けたオリジナルのものが作
成できるとのことで、絵はがきコンクールの優秀作品
を使って製作してもらおうということになりました。数
年分の優秀作品の中から、平成28年度の作品で、第
１回税務署長賞・全国女性部会連絡協議会会長賞を
受賞された、百道小学校６年生の作品が選ばれまし
た。レイアウトは青年部会と石村萬盛堂さんとのやり

取りの中で、ギリギリまで調整しつつ、素敵なものが
出来上がりました。鶴の子を食べた後は、ちょっとし
た小物入れにもなり、良い記念になると好評でした。
租税教室や税に関する絵はがき
コンクールも、単に開催し
て表彰して終わるのでは
なく、更に新しい活動
につながっていくので
はないかと思える、とて
もよい機会になりました。

ました。当日は反省すべき点や行き届かなかった点も
多々あるかと存じますが、今後とも青年部会と女性部
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
できたのも事務局のバックアップと部会員の皆様のご
協力のおかげでございます。心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。

副部会長　林　政之介
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　去る4月19日(木)17時から、華風福寿飯店にお
いて西福岡税務署から署長 田畑宏樹様、副署長 飯田
健様、法人課税第一部門統括国税調査官 西田有宏
様、また、親会から、会長 瀬尾亮二様、青年部会担
当副会長 穐吉憲一様、専務理事 身吉英二様のご臨
席を賜り厳粛なムードで定時総会が開催されました。
議長には会則に基づき、波多江和仁青年部会長が務
め第１号議案、第２号議案共に部会員の皆様の慎重
審議をもって可決されました。
　懇談会では、新たに入会された部会員による自己紹
介タイムなどで盛り上がり、有意義な時間となりました。
　最後に司会を務めて頂いた部会員の稗田徳広君と
吉田匡典君は、初めての経験で戸惑いながらも一生
懸命されていた姿が微笑ましかったです。

青年部会　副部会長　入里　健二

　去る5月23日(水)公益社団法人 福岡西部法人会
の第６回定時総会並びに懇談会が開催されました。
青年部会は、例年どおり参加者のご案内や懇談会の
運営協力をさせていただいており、今年も活力ある青
年部会メンバーが率先して部会らしい運営ができたもの
と思っております。
　懇談会では、司会と福引抽選会を青年部会で運営
いたしました。司会は吉田匤典君、抽選会は稗田徳
広君で、お二人の軽快な進行の下、楽しい会となりま
した。また講師のケント・ギルバート先生にも懇談会
に出席していただきましたが、気さくな方で講師と親睦
を深めることができたことは、貴重で有意義であった
と感じております。毎年の親会定時総会は青年部会に
とっても、講演会
やその他の運営な
どに携わることは勉
強になることが多
く、次年度総会も
楽しみとなりまし
た。
青年部会 副部会長

　入里　健二

　青年部会、平成30年度上半期の租税教育活動は、
昨年に引き続き、６月７日、県立城南高校の租税教
室から始まりました。
　今年は、先生方からの要望もあり、３年生に対して、
主権者教育の一環として行うこととなりました。
　内容としましては、現在、税負担により無料で運用
されている救急車出動件数の増加による、「現場到着
遅延問題」を題材に、

　この２つの選択肢の中から生徒達に、自分の考え
に近い方を選んで体育館の中で、２つに分かれてもら
い、その中から代表して数人が、その政策を選択した
考え（理由）を発表し、相手方と議論するというもので
した。
　このような議論を行うことにより、少しでも生徒達が、
社会の一員として選挙権の行使にも興味を持つように
なればと、先生方からも一定の評価をいただきました。
　今年度の租税教育活動の方針は、生徒達に、「税
の使い方と選挙権」についても考える機会を提供でき
るような内容を加えられるよう勉強会を重ね、昨年度よ
りも更に実りある租税教室を開催したいと考えておりま
す。皆様のご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

担当副部会長　渡辺　克己

　「平成29年度 税に関する絵はがきコンクール」に
おいて、城南小学校の宮原さんの作品が九北連会長
賞を受賞されました。

平成29年度定時総会開催報告

親会運営協力

租税教育活動

絵はがきコンクール

青年部会レポート

「真に救急搬送が必要な人の命を守る政策」。
1.税負担を引き上げて救急車の台数を増やす。
2.税負担は変更せずに、救急車出動を有料にする。

今後の予定　租税教室決定校

玄洋中学校　７月６日（金）　６限目
高取中学校　８月29日（水）、30日（木）１限～４限目
※勉強会は、日程がきまりしだい案内致します。

税に関する絵はがきコンクール

福岡市立 城南小学校 6年

九北連会長賞

宮 原 さん
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第１3回 法人会

「全国女性フォーラム
山梨大会」に参加して

　4月12日朝、馬場部会
長をはじめ役員6名で福
岡空港より出発いたしまし
た。私は初めて参加させ
ていただきました。当日は
青空の素晴らしい天気に
恵まれ、全国から参加の
1593名を富士の山が歓迎してくれているようでした。
　会場では、山梨法人会女性部会をはじめ、会員の
方々から、心のこもったお迎えを受けました。歓迎ア
トラクションでは、「大月法人会女性部会　コーラス
部」の素敵な歌が披露され、最後の曲「富士山」では、
私たちも会場一体となり声高らかに歌いました。
　第1部は、プロジェクトＸに出演されていた元ＮＨＫ
アナウンサーの国井雅比古氏による記念講演でした。
「小さな旅と私～人との出会いと発見」という演題で、
「小さな旅」という番組で出会った、たくましくも明る
い、生き生きとした女性たちとの出会いを、熱く紹介
されました。また、「昔は税金を納めるのは男性だっ
たが、女性の支えがなければなし得なかった。今日
でも女性は基盤であり、社会を支え引っ張っている！」
とのお話が印象に残りました。
　第2部の式典では、甲府市長が挨拶に立たれ、当
日は武田信玄公の命日でもあり、来年2019年は甲府
開府500年の節目にあたることから、「先人から引き
継いだ伝統文化を次に繋げていこうと、山梨は皆気持
ちを一つにしております！また、9年後のリニア開業で
新駅ができ、これから益々発展していきますので、是
非四季折々の良さを楽しみに、山梨にお越しくださ
い。」とお話されました。
　第3部の懇談会では、山梨の郷土料理を楽しませ
ていただきました。また物産展では山梨の良さをたく
さん見つけることができました。今回、全国各地の女
性の活躍と素晴らしさをひしひしと感じ、有意義な日
を過ごさせていただいたことに対して感謝の気持ちで
いっぱいです。本当にありがとうございました。

 女性部会　山内　佐智子

　本年度から福岡５地区法人会が持ち回りで開催する
ブロック会議の第1回目を福岡西部主催で開催致しま
した。せっかく遠くからお越しいただくので、福岡西
部らしい場所をと思い、早春の室見川河畔「三四郎」
で開催致しました。第1部は、受託保険会社３社によ
る福利厚生制度の説明と、大同生命の渡辺　完氏に
よる終活をテーマにした講話をしていただきました。
エンディングノート・遺言・相続などわかりやすくお話
いただきました。第２部は福岡西部法人会作成のＤＶ
Ｄ「女性部会租税教室への歩み」を視聴していただい
た後、１グループ５～６名×５グループに分かれて、
絵はがきコンクールや部会活動・部会員増強をテーマ
に20分程度のグループ討論を行いました。討論の内
容についてはグループごとに発表していただきました。
法人会活動も単位会ごとに特徴があり、大いに参考に
なりました。最後に、伊藤女連協会長から講評をいた
だきました。周年事業の記念品としてお配りした「鶴
の子」のパッケージデザインに絵はがきコンクールの
受賞作品を使用したことについて、よい企画であった
と評価していただきました。第３部の懇談会は、美味
しいお料理をいただきながら、大変楽しく親睦を深め
ることができました。終わりに次年度開催地「博多法
人会」による楽しいアピールもあり、来年の開催がとて
も楽しみになりました。

女性部会長　馬場　里美

　平成29年度定時総会を４月23日、華風福寿飯店に
おいて開催しました。来賓として西福岡税務署より田畑
署長をはじめ幹部の方々、親会から瀬尾会長はじめ稗
田副会長、身吉専務理事にご出席いただきました。会員
の参加者は２１名で、皆様のご協力により、議案の審議
も滞りなく承認され、無事終了しました。田畑署長と瀬
尾会長にはご祝辞を賜り、ありがとうございました。最
後に女性部会のスローガンを唱和して総会が閉会とな
り、その後少しお時間をいただいて、理事の江口美香
さんから、３月８日の「福岡５地区女性部会ブロック会
議」の報告をさせていただきました。ご参加いただいた
会員の皆様、誠にありがとうございました。また懇談会
では、美味しいお料理をいただきながら、親睦を深める
ことができました。華風福寿飯店の皆様に心から感謝
申し上げつつ、総会のご報告とさせていただきます。

女性部会副部会長　田中　由美子

日時：平成30年4月23日（月）16時30分から
場所：華風福寿飯店

日程：平成30年３月８日（木）
場所：三四郎
参加：福岡中部・博多・東福岡・筑紫・福岡西部　
　　 各法人会役員及び保険会社  合計30名

平成30年4月12日（木）アイメッセ山梨にて

福岡5地区女性部会ブロック会議

平成29年度女性部会総会

29年度  租税教室実施校

女性部会レポート

11月28日 ：城原小学校（66名）
12月 １日 ：城南小学校（129名） 12月12日 ：百道小学校（102名）
12月19日 ：鳥飼小学校（125名） 12月20日 ：原　小学校（101名）
  1月16日 ：野芥小学校（101名）   1月25日 ：飯倉小学校（93名）

平成30年度租税教室を小学校８校で実施予定
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着任のごあいさつ
西福岡税務署長

向　洋行

平成30年7月10日

向　　洋行

東谷　光則

吉田　　享

坂本　信一

大城　匡史

金谷　真弓

岩本　和男

白石　武之

鷲崎　　修

岡田　蔦枝

藤川　聖一

吹田　満晴

福岡国税局  総務部　人事第一課　課長

福岡国税局　課税第二部　酒税課　酒類業調整官

福岡国税局　調査査察部　査察第四部門　統括国税査察官

留　任

小倉税務署　個人課税第一部門　記帳指導推進官

留　任

八幡税務署　法人課第一部門　統括国税調査官

留　任

西福岡税務署　法人課第四部門　統括国税調査官

佐賀税務署　法人課第三部門　統括国税調査官

留　任

留　任

むかい　ひろゆき

ひがしだに　みつのり

よしだ　とおる

おおぎ　まさし

かなや　まゆみ

さかもと　しんいち

いわもと　かずお

しらいし　たけゆき

わしざき　おさむ

おかだ　つたえ

ふじかわ　せいいち

ふきた　みつはる

事異動に伴う西福岡税務署幹部及び法人課税部門職員（関係分）

　本年7月の人事異動により、福岡国税局 総務部 人
事第一課長から西福岡税務署長を拝命しました向でご
ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。
　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、厚くお礼申し上げます。
　私は、平成13年７月からの１年間でありますが西福
岡税務署に勤務しており、今回は2度目の勤務になり
ます。
　私が勤務していた当時に比べますと管内は目覚まし
く発展しており、福岡市の副都心という機能を持ちな
がら、伊都国にかかわる史跡、豊かな緑や美しい海
岸などの自然が数多く残され、福岡市のベッドタウン
として、また、学研都市として更なる発展が期待され
ていると伺っております。
　このような魅力溢れる地域を管轄する税務署で再び
仕事ができる機会に恵まれましたことを、大変光栄に
思っております。これから、法人会の役員の皆様や多
くの会員の皆様方のお話を伺いながら職務に従事して
いきたいと考えておりますので、前任の署長同様よろ
しくお願いいたします。

　さて、福岡西部法人会におかれましては、昭和44
年に創立されて以来、「よき経営者を目指すものの団
体」として、各種研修会や講演会などを通して、会員
企業の健全な発展や税知識の普及と納税意識の高揚
など、地域に根差した活動を積極的に展開されておら
れ、特に近年では、青年部会・女性部会を中心に、
歴代の部会の皆様方が築いてこられたノウハウを生か
した租税教室や絵はがきコンクールに力を注がれるな
ど、まさに実のある公益活動を継続して実施されてい
ると伺っております。
　これもひとえに、瀬尾会長をはじめとする役員の皆
様の御尽力並びに会員の皆様の御理解と御協力の賜
物であり、ここに深く敬意を表しますとともに、引き続
き、積極的な事業活動を展開されますようお願いする
次第でございます。
　ところで、御承知のとおり、消費税率の10％への
引上げ及び軽減税率制度の導入が、平成31年10月
から実施されることとなっております。
　当局といたしましては、事業者の皆様に制度の内容
を十分理解していただけるよう、着実な周知・広報や
丁寧な相談対応に取り組んでまいります。
　法人会の皆様には、引き続き、制度の周知等にま
すますのお力添えをいただきますようよろしくお願いい
たします。
　最後になりましたが、公益社団法人福岡西部法人
会のますますの御発展と、会員企業の更なる御繁栄並
びに皆様の御健勝を祈念いたしまして、着任のあいさ
つとさせていただきます。
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㈱西新不動産
エース設備㈲
㈱えんどう
㈲津田総合事務所
㈱フォルサ
（同）えぐち
㈲ティエス企画
㈱横浜アートニクス
㈲トリニティ
㈲千代ホーム
ニシパン
㈱トーシン
㈱ア・ライズ
㈲古城冷凍工業所
㈱アール・シー・シー
㈱紺然想
㈱さくら警備産業
医）明優会
㈱ウイングトゥーワン
上田工業
龍設備工業
㈱結誠社
㈱光　建
㈱徳丸プランニング
㈱ＣＫ不動産
㈱Ｋ・サービス
㈱リアルライフ ケア
ロック福岡㈱
㈱七隈不動産
㈲丸田工務店
㈱エール
㈲茶山ビル
ＵＨシール
㈱テクノス
シンクス㈱
かば歯科クリニック
㈱Ａ＆Ｆグループ
㈱Ｓａｋｕｒａ
㈲サクセス古森
㈲アミューズ
トーヨー㈱
㈱猿渡工務店
㈱花咲建工
ＴＢＲ　ミサカ
㈲ナギノ
㈱徳翔
㈱福岡グリーンセンター
サカモト塗装
古川工業
ＡＩＥシステム㈱
㈲酒の立道
志摩総建㈱
㈱ＫＯＩＺＵＫＡ
オフィスＨＡＲＡＤＡ
㈲都市住宅設備
㈱エステートギャラリー福岡
㈱オールワイアード
㈲葦地研
衛藤工務店㈲
㈱Ｋ・コーポレーション
㈱Ｋａｚｏｏ
㈲ウッデイ企画
オルケスタ税理士法人
㈱平石時計店
功和建設工業㈱
（資）ヨシムラ
㈱トライ・アムサンカクヤ
社会福祉法人太陽のちから
㈲田口企画
㈱エーワンディヴェロップ
大神建設㈱
㈱サン化学福岡

福岡市早良区西新3丁目7-11
福岡市早良区城西2丁目3-15
福岡市早良区城西3丁目21-33-1101
福岡市早良区祖原14-9
福岡市早良区祖原24-25-504
福岡市早良区高取1丁目28-24-603
福岡市早良区百道浜1丁目3-13-901
福岡市早良区百道浜2丁目1-22福岡SRPセンタービル
福岡市早良区百道浜2丁目1-22-505-A号
福岡市早良区室見4-22-26
福岡市早良区荒江2-10-12
福岡市早良区有田5丁目18-17
福岡市早良区次郎丸5丁目4-20
福岡市早良区田村5丁目10-13
福岡市早良区飯倉4丁目5-5
福岡市早良区賀茂2丁目9-9
福岡市早良区重留6丁目2-33
福岡市早良区野芥4丁目2-15
福岡市早良区野芥6丁目52-21-1号
福岡市早良区野芥7丁目27-9
福岡市早良区脇山1697-45
福岡市城南区梅林4-5-38-205
福岡市早良区梅林7丁目3-6B-201
福岡市城南区別府3-3-1
福岡市城南区別府4丁目4-4-1F
福岡市城南区別府5丁目3-20-204
福岡市城南区別府6丁目2-32-1F
福岡市城南区七隈4-11-6
福岡市城南区七隈7丁目40-1
福岡市城南区飯倉1丁目9-8
福岡市城南区茶山4-11-7
福岡市城南区茶山4丁目14-15
福岡市城南区田島1丁目4-8-211
福岡市城南区神松寺3丁目22-2ロッジイン神松寺1F
福岡市城南区樋井川6-27-60
福岡市城南区片江1丁目4-54
福岡市城南区南片江3丁目10-12
福岡市城南区干隈2丁目26-31-101
福岡市西区拾六町3丁目1-5
福岡市西区戸切3丁目7-2
福岡市西区野方1丁目17-29
福岡市西区野方5-58-12
福岡市西区野方6丁目29-39アルカンシェルⅡ305
福岡市西区石丸4丁目12-2-806
福岡市西区橋本2丁目28-4
福岡市西区野方2-13-13
福岡市西区金武2044
福岡市西区吉武829-3
福岡市西区生松台2丁目5-4
福岡市西区生の松原1丁目2-9-405
福岡市西区生の松原1丁目20-32
福岡市西区姪の浜1丁目23-29-402
福岡市西区姪の浜1丁目24-25
福岡市西区姪浜3-39-4-508
福岡市西区姪の浜4丁目22-5
福岡市西区姪の浜4丁目22-50
福岡市西区姪の浜5丁目5-6-101
福岡市西区姪の浜5丁目6-23
福岡市西区姪の浜5-18-18
福岡市西区姪浜駅南1丁目4-1-202
福岡市西区北原1丁目6-18
福岡市西区姪浜駅南2丁目23-23フローレンス姪浜2階
福岡市西区姪浜駅南3丁目1-9-2F
福岡市西区愛宕4-1-17
福岡市西区愛宕南1丁目7-10
福岡市西区内浜1丁目1-23-201
福岡市西区内浜1丁目15-43
福岡市西区福重1丁目2-6
福岡市西区福重3丁目5-16
福岡市西区十郎川団地15-201
福岡市西区宇田川原214-5
福岡市西区周船寺3丁目17-8

852-1110
405-9530
846-8336
851-6638
986-3572
841-3511
831-1813
846-0611
851-8385
831-1687
407-4516
864-2825
834-5800
864-5432
707-7207
707-7796
202-7182
407-8122
874-3655
866-0518
804-3909
836-8614
862-2912
577-0863
080-3948-0520
401-0091
821-3113
863-4700
874-0719
831-2722
871-1010
821-7347
845-0039
874-0211

873-1111
775-3662
864-4350
891-8188
812-4001
836-5368
400-6662
407-6455
090-1190-5299
811-0556
894-8010
811-6813
206-9423
519-1313
882-7774
883-8092
775-8370
883-9589
885-5081
883-0482
895-2200
881-5220
884-2230
891-0417
882-6253
805-5533
885-3261
894-1548
881-0001
881-2806
884-3787
884-2816
707-7158
895-5747
891-5330
806-2988
807-5545

宅地建物取引業
管工事業
鉄鋼製品卸売業
コンサルタント事務処理
広告
建築業
不動産賃貸
電子機器設計
ソフト開発
不動産賃貸
パン製造販売
家庭用消耗品卸
一級建築士事務所
管工事
建設業
医療関連サービス
警備
眼科
シロアリ防除工事業
防水
建設業
電気工事業
建設業
コンサルティング業
不動産業
コンビニエンスストア
介護事業
錠取扱業
不動産業
左官工事業
建設業
不動産賃貸
建設業シーリング工事
建築業
警備業
歯科
建設業
飲食業
コンビニエンスストア
販売業
仮設資材製造販売
建築工事
建築業
建設業浴室特殊パネル
小売業
建築業
造園工事
塗装業
建設業
給排水衛生設備
コンビニエンスストア
土木左官工事
不動産賃貸
ホームページ管理
管工事
不動産
オーディオ関連機器製造販売
不動産賃貸
建設業
ビル・アパートメンテンス
動物病院
コインランドリー
税理士業
時計･貴金属メガネ小売
建設業
理容業
その他の小売業
保育園
内装仕上工事業
一般建築業
建設業
クリーニング業

新入会員の紹介新入会員の紹介
平成30年7月10日現在
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2018年新社会人セミナー報告
　平成30年4月4日(水)
に電気ビル共創館3階会
議室Aにおいて平成30
年度の新社会人セミナー
が福岡西部法人会、福岡
中部法人会、東福岡法人
会の共催により開催されました。定員は70名でしたが、
49名の新社会人が参加され、その内、福岡西部法人会
の会員企業からは12名が参加されました。
　講師はビッグ・フィールド・マネージメント㈱の藤重
知子氏でナレーターなどで活動された後、話し方講座
やマナーコミュニケーション講座で活動中です。研修
は９のテーブルに分かれて行われました。「社会人とし
てのあるべき姿を明確化し、お客様や会社に貢献する
ための基本を習得する」ことを目的とした研修で、ビジ
ネスマナーや接客の講習をただ話を聞くだけではなく
グループによる実践を伴った研修内容でした。
　まず、「後だしじゃんけん」で研修への準備運動をし
てその後本題にはいり、第一印象の大切さを学んだ上
で自己紹介を兼ねた挨拶の練習や社会人としての基本
的な心構えとマナーの習得を朝9時半から午後4時ま
で行いました。
　最後まで受講者の皆さん熱心に研修に参加されてい
たのが印象的でした。　　　　  報告者　上村　保之

リスクマネジメントセミナー
　「ポジティブメンタル
ヘルスによる組織生産
性の向上」と題し、福岡
地区5法人会主催（AIG
損保共催）により6/20、
21に開催された。
　従来のメンタルヘルス
対策では、長時間労働等を減らすことでストレスを減少
させ、予防するという考え方で行われていた。これに対し
ポジティブメンタルヘルスでは、人の心理的幸福を基に
「ワークエンゲージメント；1．仕事に誇りややりがいを感
じ、2．熱心に取り組み、3．仕事から活力を得ていきいき
している状態」を活用した新しいメンタルヘルス対策を
実施。ワークエンゲージメントが上がると、ストレス反応
の低減や生産性の向上が見込まれるとのこと。
　従来型の対策は健康管理問題であり、コストとして捉
えられていた。ポジティブメンタルヘルスでは、職場の活
性化や生産性の向上につながる前向きな投資と捉えるこ
とができる。また、2015年から労働者が50人以上の企
業に義務づけられたストレスチェック制度では、無記名
方式でアンケートを実施し、部署単位、年齢層単位など
でのストレスが可視化される。これを活用した職場の環
境改善などもとても有効であると結ばれた。

文責　吉田　大輔

　平成30年3月23日（金）福岡県立ももち文化センター（ももちパレス）３階小ホールにて、
３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49社の法人会員企業が受講しました。
　決算事務説明会は、4・6・8・9・11・1・3月（日付未定）の年7回実施しています。
　詳しい事は、福岡西部法人会事務局へお問い合わせ下さい。　  広報委員　宗　隆文

青葉造園土木㈱
㈲ナカヤマ彩工
龍建装
㈲新緑園
㈲波　正
㈲丸は産業
岡・金源司法書士事務所
㈱プライムコーポレーション
福岡県清涼飲料工業(協）
㈱Ｈ＆Ｔ　Ｐａｉｎｔ
童夢の国㈱
㈱丸　一
㈱お茶の山口園
㈱ナカテクノサービス
㈱井田
田丸電設サービス
㈱ビッグバン
ＵＥＲＦ（同）
ロジェ㈱
糸島コンクリート㈱
㈱まるそう
㈲トヤマ
㈲荒川建設
㈱ヨシウラファーム
㈱サンテック
㈱三坂自動車
TAISHO　COFFEE　ROASTER
庄島空調
ヤマイチテクノ㈱
ハミングジョー㈱
㈱田中組

福岡市西区周船寺264-1
福岡市西区今宿東2丁目24-27
福岡市西区今津1802
福岡市西区小田1620-4
福岡市西区小田2837
糸島市高田５丁目２７－２６
福岡市東区箱崎1-10-8
糸島市池田328
糸島市波多江100
糸島市曽根234-21
糸島市浦志3丁目3-3
糸島市前原中央2丁目5-12第3丸一ビル
糸島市前原東3丁目11-1
糸島市神在535-35
糸島市岩本214
糸島市有田中央2丁目4-33
糸島市篠原284-1
糸島市南風台7丁目1-3
糸島市南風台8丁目4-6
糸島市香力264-1
糸島市志摩野北1156
糸島市志摩桜井4192-3
糸島市志摩馬場156-8
糸島市志摩松隈515-1
糸島市志摩師吉1268
糸島市志摩小富士957-1
糸島市二丈深江569-1
糸島市二丈片山1647
糸島市二丈松末1065-8
糸島市二丈浜窪179-1
糸島市二丈武440-2

806-4584
805-4106
080-1770-2243
809-2337
809-1046
321-3311
080-4276-0545
332-8460
324-9999
324-1602
330-7130
324-3385
322-2257
324-3372
322-0732
332-1675
324-9601
324-6216
323-0220
323-5000
327-1770
327-2213
327-1902
327-2356
327-5881
328-2211
334-3328
325-2028
325-1919
325-3690
325-0035

造園土木業
塗装工事
建築業
造園工事業
造園業
不動産賃貸
司法書士
建築工事
各種協同組合
塗装工事
パン製造販売
不動産賃貸
小売業
電気・通信工事
農業
冷凍・冷蔵装置設置工事
自動車・部品
不動産業
婦人服小売業
コンクリート製品販売
農業
造園工事
土木工事業
飲食料品
鉄綱加工品
一般自動車整備
飲食業
電機工事
建設業
小売業
土木工事業

決算事務
説明会
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〒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

福岡プロチャネル営業部
〒810-0041　福岡県福岡市中央区大名2-4-35
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）



◎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3丁目28ｰ1　　　　　　　　　　　  　  　　　TEL（092）806ｰ1661　FAX（092）806ｰ3554

第6回

チャリティーゴルフコンペのご案内
30 9月11日（火）

13,400

◆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

　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げ
ます。
　さて、恒例の当会主催「第６回チャリ
ティーゴルフコンペ」を開催いたします。
　日ごろ、会社の業務に精励され、何かと
お疲れのことと存じますが、新鮮な空気と
緑の中で妙技を振るわれて１日を快くお過
ごしください。
　本年度も皆様からいただきますチャリ
ティーの収益金により、車いす等の寄贈を
させていただきますので、奮ってご参加く
ださい。


