
w e s t 　 　  w i n d

Vol.88

２
０
１
３ 

夏
号

健康について
認知症の検査と予防

第１回 定時総会開催

古墳物語
今宿古墳群

新入会員の紹介

西福岡税務署の異動

税務署だより

各支部研修会を開催

青年部会・女性部会レポート

公益社団法人福岡西部法人会



福岡西部法人会  会報  西の風  vol.88

　公益社団法人福岡西部法人会の平成24年度定時
総会が、平成25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。総会には松
元西福岡税務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684社に対して、出席・委任状
社数合計は993社と、定足数の報告が行われ、総会
の成立を宣言。樋口德一会長を議長に選出、第1号
議案（平成24年度収支決算報告及び監査報告承認
の件）、第2号議案（任期満了に伴う役員選任の件）
が審議され、満場一致によって承認されました。
　第2号議案の新役員選任は、執行部案の理事・監
事52人が承認され、新理事の互選で会長、副会長、
専務理事、常任理事18人と顧問、相談役が決まりま
した。

　議事終了後は、樋口德一会長の再任あいさつがあ
り、続いて福岡西部法人会長感謝状の贈呈が行われ、
来賓の松元西福岡税務署長並びに長松西福岡県税事
務所長より丁重な祝辞をいただき、つつがなく閉会の
運びとなりました。
　総会終了後は、作家の竹田恒泰さんによる記念講
演を拝聴したあと、同ホテルでの懇談会と福引抽選会
へ。会員同士の歓談を楽しみ、有意義な時間を過ご
しました。

公益社団法人　福岡西部法人会　平成24年度

第1回 定時総会開催

公益社団法人への移行後初の定時総会を開催。新役員52人が決定しました。

日時：平成25年5月23日　場所：西鉄グランドホテル　鳳凰の間
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会長あいさつ
会長　樋口　德一

　皆さんこんにちは。一言ごあいさつを申し上げます。
　本日は、本年、4月1日付けで公益社団法人に移
行いたしまして、第1回の定時総会を開催いたしまし
たところ、会員多数のご出席を頂きまして誠にありがと
うございます。
　また、西福岡税務署の松元署長様をはじめ幹部の
方々、西福岡県税事務所の長松所長様、そして九州
北部税理士会西福岡支部の加茂支部長様、また、大
同生命保険株式会社初め受託保険会社の幹部の方々
には、公務ご多用のところご臨席を賜わりまして誠にあ
りがとうございます。
　当福岡西部法人会は、昭和44年に創立されてから、
今年で44年目を迎えることができました。その間、諸
事業活動が活発にとり行われ、特にここ数年来各委
員会のほか、各支部、青年部会並びに女性部会等の
ご活躍が目覚しく、極めて順調な運営が図られており
ます。会員の皆さん方の絶大なご協力に対しまして、
厚くお礼を申し上げます。さらに、今日ここに至ること
ができましたのは、ひとえに西福岡税務署、西福岡県
税事務所ご当局の温かいご理解による適切なご指導
と、税理士会のご支援の賜であります。
　さて、私ども福岡西部法人会は、国家と社会に貢献
することを使命とする「健全な納税者の団体」として、
申告納税制度の維持・発展、税務行政の円滑な執行
に寄与するとともに、我が国の将来を見据えた税の提
言も行っています。なかでも、青年部会、女性部会が
中心となって取り組んでいる小学生、中学生を対象と

した「租税教室」や「税に関する絵はがきコンクール」
は年々児童・生徒数も増え、また単位会としては初め
てとなる、青年部による高校での租税教室を実施して
いただきました。これら、税に関する事業は法人会活
動の基本であり、今後とも一層充実させてまいりたい
と考えております。
　そして、新しい公益法人制度のもと、これまでの半
世紀余りの歴史を踏まえ、組識基盤をより強固なもの
とするとともに、事業面や運営面においても、さらに「公
益性」、「透明性」を高め、企業経営と社会の健全な
発展に貢献する幅広い活動を従来以上に積極的に展
開してまいりたいと考えております。なお、ご来賓の皆
様方におかれましても、当会に対しまして、なお一層
のご指導ご鞭撻と、ご支援を賜わりますようお願い申し
上げます。
　ところで、私達をとりまく経済環境は、政権交代後半
年を過ぎ、円安、株高とアベノミクスと日銀による金融
政策で少しは、経済状況が良くなってきている感がい
たしております。しかし、私ども中小企業にとっては、
まだまだ、実感として湧いてきておりません。かかる情
勢のもと皆さん方の経営努力とご苦心は如何ばかりか
と存じますが、この様な状況の中にあってこそ、皆さ
んがその持てる力を十二分に発揮され、自社企業の
ご発展に努力して頂きたいと念ずるものであります。
　最後になりましたが、会員企業各社の、ご繁栄をご
祈念申し上げまして、私のご挨拶といたします。

理　事 岡田 　　進 吉田　純一 吉 田　耕二 平山　晶 生 白水　初男 馬場　里美
金 堀　雄二 平 井　博雄 樋口　慶徳 山内　映 子 三野原信二
石橋　康治 井村　　 哲 曽根田 　馨 柳田　恵 隆 波田　英 次 上村　保 之
川口　敬 介 穴井幸一郎 松本　好弘 稲永　康 敏 吉山 　　満 林　　 宗一
清 水　冨且 久保田晋平 入里　健二 冨永　計久 笠　　 康雄 甲山　　 敦
中 村　利行

監　事 大 野　雅由 桑 野　龍一 顧　問 加茂　邦彦 相談役 岩本　　 清

新しい公益法人制度のもと、「公益性」、「透明性」を高め、
企業経営と社会の健全な発展に貢献を。

岩下　祐 士
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竹田恒泰（たけだ・つねやす）
作家・慶応義塾大学講師・
一般財団法人竹田研究会財団理事長

昭和50年（1975年）、旧皇族・竹田家に生まれる。明治天皇
の玄孫にあたる。慶応義塾大学法学部法律学科卒業。専門
は憲法学・史学。作家であり、また慶応義塾大学法学研究科
講師（憲法学）として、「特殊憲法学（天皇と憲法）を教えて
いる。読売テレビ「たかじんのそこまで言って委員会」他、
数々のテレビやラジオ番組などメディア出演し、多方面の
分野で活躍中。

講師

表彰・感謝状贈呈

理　事　原　　武人

理　事　

副会長

原　　武人
穐吉　憲一

理　事　樋口　德一

大同生命保険株式会社
大同生命保険株式会社
AIU損害保険株式会社

徳永　美香
瓜生　孝江
㈱ワンライフ

県連役員表彰

県連功労者
副会長
理　事
理　事

末吉　信彦
李　　憲章
西原　寛昭

感謝状

副会長 原　　武人

会員増強に貢献した
支部役員に対する表彰

功労者表彰

単位会功労者

単位会表彰

全国法人会総連合
功労者表彰

福岡県法人会連合会
功労者表彰

福岡西部法人会会長
功労者・感謝状表彰

　世界の人と比べて、日本人がどれだけ日本のことを
知らないか、日本を愛せていないかの調査データが示
されて始まった記念講演。世界的にみても自国の成り
立ちを知らない国民は日本人だけという事実に胸を衝
かれる想いでした。そんななか、「ここ3年くらいで日
本のことを知ろうという変化が表れてきた」と話す竹
田さん。きっかけの一つは2011年の東日本大震災。
被災地の方々の、礼儀や礼節を失わず、互いに助け

合う姿が世界で絶賛され、人の絆、和を大切にする日
本人の精神が高く評価されたこと。このことが、日本
の良いところを知ろうという変化を生み出したそうで
す。
　続けて、民族の精神を成り立たせる「自然観」、「死
生観」、「歴史観」の3つの柱をもとに、日本人独特
の精神を説明いただきました。食事の際に「命をいた
だきます」、「走り回ってくれてありがとう、ごちそうさ
ま」と手を合わせる習慣が「自然観」、「死生観」を伝え、
さらに「死生観」を、生きがい=「労働観」と捉えな
おせば、「感謝されることに喜びを見出し、要求以上
の精度で応える日本人の気質が経済大国へと導いたの
では」と話す竹田さん。「残りの「歴史観」を培う教
育の実現で、日本の若者が自国に誇りを持てたら、もっ
ともっと輝く。それが達成できてこその復興ではない
か」との言葉に、将来への希望と、日本人気質を活
かした仕事の可能性を感じた素晴らしい機会となりま
した。

日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか
自分の国に誇りを持てたらもっともっと輝ける。

講 演

副 会 長

副 会 長

常任理事

常任理事

常任理事

理　　事

𠮷田　純一
瀬尾　亮二
廣田　栄作
天野　吉介
橘　　秀二
川口　敬介

李　　憲章
上村　保之
隈　　悦郎
岩下　祐二
宮崎美佐子

理　　　　事

総務副委員長

共益事業副委員会

厚生事業委員

厚生事業委員



■認知症は後戻りできない脳の変化
　認知症という言葉は毎日のようにテレビや新聞でク
ローズアップされていますが、ひとたび近親者にその
症状が現われ、症状が進行して別人のようになられた
場合、これほど愕然とする病も少ないでしょう。
　認知症の中核症状は、認知機能障害すなわち記憶
力の低下です。例えて言うならば、脳のなかにあるい
ろいろな役割をもった部屋の電気が一つひとつ消えて
いくような病気です。残念ながら、後戻りできない脳
の変化といえるでしょう。

■予防・治療が可能な認知症と、そうでない
　認知症
　アルツハイマー型認知症と脳血管性認知症、また、
このふたつが合併している型を合わせると、認知症全
体の約8割を占めると言われています。
　アルツハイマー型認知症に比べて、脳血管性認知
症は、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳卒中が
原因で起こりますから、しっかり治療することで症状
の進行を抑えることが可能なケースもあります。
　ですから認知症の症状が顕著な場合は、まず脳神
経外科などで検査されることをお勧めします。

■脳の活性度を知る検査
　最近私どもは地域の方対象に認知症予防的な意味
で脳機能検査（脳内ニューロン活動異常画像化技術
＝NAT）などを実施しました。これは写真のように電
極が付いたヘルメットを数分間かぶって脳波を測定す
るものです。脳波を解析し、その活性度度合いを見
ると、認知症の初期症状の有無を判別することが可能
といわれています。
　脳波や脳血流を測定する検査機器は、これ以外に
もSPECTなどありますが、このNATは比較的安価

で利用者の心理的抵抗も少ないように思われます。
　このような検査を活用して早めに認知症の傾向が発
見できれば、予防的な認知症リハビリテーションや治
療によって症状の進行を遅らせることが可能になって
きました。
　現在は認知症予防に関する取り組みも進んできまし
たし、効果的な認知症の新薬も増えています。先述の
とおり後戻りできない脳の状態であっても、できるだ
けゆっくり穏やかに移行させることが大切です。
（写真は脳波解析の図表と、脳機能検査の様子）

認知症の検査と予防
医療法人泯江堂理事長・油山病院院長　三野原 義光
（精神科医、福岡産業保健推進センタ－特別相談員、 

認知症サポート医）

～進行を遅らせるために～

健康に
　ついて
健康に
　ついて

脳波を解析すると
結果が印刷されます。

測定中の脳波

後頭部を中心にα波が
多く出ています。

①より②の方が脳の活性度が高い。
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　去る、5月23日（木）に公益社団法人福岡西部法人会第1
回定時総会ならびに懇談会が開催されました。青年部として
は、例年、参加者のご案内や懇談会についての運営協力をさ
せていただいており、今年も法被に身を包んだメンバーが率
先して汗をかき、青年部らしい働きが出来たものと自負して
おります。
　懇談会におきましては、司会・抽選会を青年部で運営いた
しましたが、抽選会では、林理事の活気あふれる進行の下、
当たった方も当らなかった方も楽しいひと時を過ごしていた

だいた様です。本年度も昨年同様
青年部への入会希望者が何名かあ
り、充実した懇談会となりました。
　毎年の親会定時総会は青年部
にとっても講演会や運営などで携
わるほど勉強になることが多く、来
年はどのような方にお話しをして
いただけるか楽しみです。 

  （波多江　和仁）

親会総会運営協力の報告

青年部会長あいさつ

　はじめまして、青年部会長の岩
下です。
　私達青年部は、常に人と人との
繋がり、縁を大切にし地域貢献を
行っております。
　中学校・高校へと租税教室を
行い、子ども達に税金の大切さや
どのように使われているか身近に
感じてもらっています。
　また、研修会や懇談会なども定

期的に実施し会員の絆を深めています。只今、会員募集中
です！是非、次世代を担う有望な人材を青年部へ入会させ
て下さい。
　新しい仲間にお会いできる事を楽しみにしております。
どうぞ宜しくお願い致します。

出前講座　租税教室

　平成20年度に始めました租税教室も6年目を迎え、租税教
室にも充実に向け“挑戦の手ごたえを継続する力”となるよう
に下記の重点目標を定めました。
1.租税教室の拡大（受講者）
　平成24年度　17クラス　850名→平成25年度
　20クラス　1,000名
2.青年部会・女性部会合同の租税教室
　小学生の受講者にチャレンジ
3.講師育成　8名から12名へ　
4.講義内容の充実

　各講師の仕事の内容や人生経験を披露し、会社の制服で
講義し親密感を持たせる。これまでの租税教室も、青年部会
メンバーが積極的参加し、われ先に講師を務めていた状況
が続いています。これもひとえに租税教室が、講師・学生と共
に新たな気づき・成長のきっかけとなる可能性に満ちた素晴
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。この租税教室を通して、時代を担う子ども達が健全に育
ち、地域の絆が尚一層、深まるように、私達がその推進役にな
りたいと思います。法人会には、「地域社会に貢献する良き経
営者団体」という理念があります。租税教室活動に参加する
事は、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。 （岩本　芳浩）

平成２４年度定時総会開催報告

　去る、4月18日（木）
西部法人会青年部会
定時総会が、華風福
寿飯店にて行われま
した。当日は、大変ご
多忙の中、ご来賓とし
て西福岡税務署から
松元敏博税務署長を
はじめ、石松規史副署長、大城匡史統括国税調査官、桑野義
則上席国税調査官にご出席を賜り、親会からは樋口德一会
長、瀬尾亮二副会長、田中修二専務理事にご臨席を賜り年に
1回の厳粛なムードの下での開催となりました。
　会議の目的事項としては、平成24年度事業報告ならびに
収支決算報告、平成25年度事業計画ならびに収支予算案、
役員及び理事の一部改選の件、以上三つの議案が三野原議
長より上程され、議案説明が各担当によって行われた後、全
議案滞りなく、満場一致の下、承認・可決と相成りました。
　平成25年度の事業計画について、若干触れさせていただ
きますが今年度も昨年度同様租税教室を中心に恒例の夏
季・秋季・年度末研修会とともに、法人会全国青年の集い広
島大会への参加が承認されております。又この度、理事の一
部改選が行われ三野原部会長の任期満了に伴い岩下副部
会長が新部会長として承認可決されましたので、ここにご報
告させていただきます。三野原前部会長、長い間お疲れ様で
した。
　さて、総会終了後の懇親会では税務署や親会の皆様方と
青年部会会員との間での活発な意見交換が行われ、特に租
税教室については貴重なアドバイスを多数いただいた様で
す。

　末筆とはなりますが、会にご参加いただいた皆様方のご健
勝と益々のご発展をご祈念申し上げ定時総会担当として報告
に代えさせていただきます。 （波多江　和仁）

公益社団法人　
福岡西部法人会青年部
部会長　岩下　祐士　　　　　　　　　

　　　　　　　



　６月５日、百道浜小学校にて６年生93人へ租税教室を実
施しました。時間は三時限目、お昼前の授業にもかかわら
ず皆さんとても熱心に講義に耳を傾けてくれました。
授業は3部構成で、まず税の概要を説明した後、「もし税
金がなくなったら？」というアニメを観賞、最後に税に関す
るクイズで盛り上がりました。そして終盤に登場する１億円
のレプリカにはさすがにお行儀良く授業を聞いていた皆さん
も大はしゃぎ、それぞれ手にとって１億円の重みを実感でき
たようです。
　それにしても、租税に関しては６年生の３学期で学ぶらし
く未知の分野だったはずなのですが、消費税や所得税など
の税金の名前や、大人だけでなく自分たちも買い物をした
時に消費税を支払っていることなど、既に税金についてとて
も理解していて、難しい税金クイズにも解答できていたので
驚きました。
　また、ご協力いただきました百道浜小学校の先生方、本
当にありがとうございました。
　そして、もう１つの楽しみは女性部会が毎年開催している
「税に関する絵はがきコンクール」です。租税教室で学んだ
ことを題材に小学生の皆さんが沢山の絵はがきを描いてくれ
るのですが、豊かな
発想やデザインが多
く皆さんビックリする
ほど上手です。
　今回もどんな作品
が届くか今から楽し
みです。

租税教室　百道浜小学校

日時：平成25年6月12日（水）～13日（木）
場所：長崎県長崎市野母崎692-1
　今年の一泊研修会は、長崎最西端の温暖な野母崎半島
で、軍艦島が眺望できる、野母崎・岬温泉・海の健康村で
開催いたしました。
　今年の研修会は、まず参加者の自己紹介からはじまり、
女性部会主催の「租税教室」と、「税に関する絵はがきコン
クール」のことを検討。「夏季研修会」と「秋季研修会（青年
部との共同事業）」の進捗状況を報告いたしました。
　その後、クジャク公園と女神橋、亜熱帯植物園と軍艦島
資料館を見学いたしました。
　研修会終了後には、懇談会も開かれ、いろいろな方との交
流を深め、とても
楽しいひと時を過
ごしました。

一泊研修会

「信長・秀吉・家康が先輩だ！～未来につなぐ、
力ひとつに心ひとつに～」　　　
　　4月11日、金のしゃちほこを
頂く名古屋城を目の前に臨む、ウェ
スティンナゴヤキャッスルにて、第
8回愛知大会が開催されました。
全国から1700名近い女性部会員

が集まり、福岡西部法人会からも4名参加致しました。式
典に先立ち「笑顔の接遇で人生が変わる！」と題して、エ
レガントマナースクール学院長、平林都氏の記念講演があ
り、笑顔のタイミングや表情の作り方を実演しながらの講
演は、会場を沸かせ大いに盛り上がりました。式典では、
開催地歓迎の挨拶やスローガン唱和に続き、国税庁課税部
長の来賓挨拶を皮切りに、大村知事や河村市長が名古屋弁
で挨拶されると、会場は大きな笑いと和やかなムードに包ま
れました。事例報告では、租税教室の講師や小中学生対象
の芸能フェスティバルの運営など、長期にわたって様々な活
動をされている様子が映像で紹介され、大変参考になりま
した。また会場内には、税に関する絵はがきコンクールの
入賞作品の展示や愛知県の物産展もあり、愛知大会は盛会
のうちに幕を閉じ、香川大会に大会旗が引き継がれました。

法人会全国女性フォーラム愛知大会

　平成25年４月22日、華風福寿飯店にて平成24年度の
定期総会が開催されました。ご多忙の中、西福岡税務署長
松元敏博様、親会会長樋口德一様をはじめ来賓の方々にご
臨席を賜り、下記の通り議事が進行されました。

《議　事》
・平成24年度事業実績並び収支決算報告
・平成25年度事業計画並び収支予算案
・任期満了に伴う役員及び理事改選

　各々十分に審議され、満場一致で承認可決されましたこ
とをご報告申し上げます。

　出席者全員でスローガンを唱和し、和やかな雰囲気の中
定期総会が無事に閉幕いたしました。ご協力いただき、感
謝申し上げます。誠にありがとうございました。

《役員紹介》
【部会長】荻田和代　【副部会長】山内映子　馬場里美
【理　事】佐治優子　山田澄江　李　淑英　松尾道子
　　　　 原田トキミ　江口美香　白木智佐子　中尾厚子
【監　事】濱田恵子　渡邉　史

第２６回　定期総会報告

女性部会「スローガン」
わたしたち法人会女性部会は法人会組織の一員として
研修、交流を通じた部会員の資質向上と社会への貢献
を目指す法人会活動の充実に努めます。
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　本年７月の定期人事異動で、八女税務署長から西

福岡税務署長として着任いたしました大内田でござ

います。

　公益社団法人福岡西部法人会の皆様方には、日ご

ろから税務行政の円滑な運営につきまして、深いご

理解と格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　当署管内は、古代からの歴史と豊かな自然に恵ま

れていることに加え、住宅地や開発地域としての発

展がめざましく、地下鉄七隈線の開通、福岡都市高

速道路５号線、環状線の整備、また昨年７月には福

岡都市高速の福重ジャンクションが開通し「都市高

環状線」が誕生するなど、今後更なる発展が期待さ

れる地域であります。

　このようなすばらしい環境と活気ある地域を管轄

する署において仕事ができますことを大変うれしく

思っております。

　さて、福岡西部法人会におかれましては、各種研

修会・講演会や委員会などを通して、会員企業の発

展や税務知識の向上並びに組織の拡充強化に努めら

れるなど積極的な活動を展開されています。

　また昨今は、青年部会及び女性部会が中心となり、

租税教室や税に関する絵葉書コンクールを開催する

など地域の社会貢献活動に力を注いでおられます。

　なお、福岡西部法人会は本年４月に公益社団法人

として新たな一歩を踏み出されましたが、新公益法

人制度の下でも会が一丸となってますます活発に事

業活動を展開されることを期待しております。

　ところで、税務行政を取り巻く環境は、少子・高

齢化の進展や経済取引のグローバル化、ＩＣＴ化に

より大きく変化しており、税務の仕事は一層複雑か

つ困難なものになっております。

　このような状況の中で、私ども国税職員は、適正

かつ公平な課税と徴収の実現に向けて、国税庁に与

えられた任務を着実に果たしていくことにより、国

民の負託に応え、税務行政への理解と信頼を得られ

るよう、引き続き全力で取り組む所存でございます。

　会員の皆様方におかれましては、今後とも、税務

行政全般に対しまして、より一層のお力添えを賜り

ますようお願い申し上げます。

　最後に、公益社団法人福岡西部法人会の今後ます

ますのご発展と、会員企業の更なるご繁栄を祈念い

たしまして、着任のあいさつとさせていただきます。

着任のごあいさつ
西福岡税務署長

大内田  修 一

平成25年7月10日

大内田修一

高田　　力

嵩　　洋一

野見山慎一

長野　康宏

中山　恵未

大城　匡史

梶山　浩二

中園　三喜

山形　大輔

力久　講平

森永　憲治

八女署長

留　任

佐賀署  特別徴収官

佐世保署  総務課長

若松署  管理運営部門  総括上席調査官

留　任

留　任

国税局  課税第一部  課税総括課  主査

留　任

武雄署  法人課税部門  上席調査官

留　任

久留米署  法人課第一部門  上席調査官

オオウチダ シュウイチ

タカダ ツトム

ダケ ヨウイチ

ナガノ ヤスヒロ

ナカヤマ エミ

ノミヤマ シンイチ

オオギ マサシ

カジヤマ コウジ

ナカゾノ ミツヨシ

ヤマガタ ダイスケ

リキヒサ コウヘイ

モリナガ ケンジ



リスクマネジメントセミナー

経営者セミナー 2013

　平成25年6月18日（火）19（水）の両日、福岡地区五法人会主催で
福岡ガーデンパレス及びJR博多シティに於いて実施されました。雇用
環境がまだ不安定な中、年々増え続ける労働トラブルの現状から多様
化するリスクや法的責任について解
説して頂きました。参加者の手元の
モニターでリアルタイムアンケート
を取りながら講習を受けました。雇
用トラブル防止への実務対応、雇用
リスクへのソリューションの重要性、
必要性を実感させて頂きました。

決算事務説明会

　平成25年6月26日（水）福岡県
立ももち文化センター（ももちパレ
ス）にて6月・7月の申告法人企業を
対象に実施。申告の留意点、改正税
法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、40社の法
人会員企業が受講しました。次回開催は、8月申告法人企業を対象に
8月21日（水）に実施します。

　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。
　公益社団法人福岡西部法人会　・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2月19日（火）ももち文化センターに
おいて、経営者セミナーが開催されました。　
　第一部は川原孝行税理士の「中小会計要領を勉
強しましょう！」　中小企業向けの新しい会計ルール
である「中小企業の会計に関する基本要領」および
経営力・資金調達力の強化について解説・ご講演
のうえ、五木寛之氏の「大人の幸福論」（インタ
ビュー記事）をご紹介いただきました。
　第二部は日本政策金融公庫福岡西支店　高嶋
賢融資第二課長の「日本政策金融公庫の融資制度
について」　パンフレットだけでなく、今回用のレ
ジュメをもとに金融機関からの上手な借り方・アピー
ルの仕方などについてお話いただきました。
　既に当会ではお馴染みとなった川原税理士のフ
レンドリーな口調のおかげで、柔らかい空気のなか
リラックスして聴講でき、有意義な２時間半となりま
した。次回は皆さまも是非ご参加ください。
　なお、田中専
務理事におか
れましては司会
進行役、ご苦労
さまでした。
（文責：広報委
員川原）
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日時　平成２５年３月１３日　１８時より
講師　オフィスサイトウ代表　西藤孝子
演題　「空での人生いろいろ～本物のエグゼクティブの振
る舞い～」

　講師のキャビン
アテンダントとして
のキャリア、経験
談を通しての講演は
とても面白く、また
ためになりました。

　普段、乗客として何気なく搭乗しているわけですが、
キャビンアテンダントの立場から見るといろんなことに気
づかされます。まず彼女たちは安全管理上の業務として、
搭乗時から我々をつぶさに見ているというを初めて知りま
した。
　笑顔の瞳の奥で、乗客はどのような性質で、どのよう
な特徴を持っているのかまで見ているそうです。
　マナーというのはだれが見ているから、というもので
はありませんがまさに機内では見られていたんです。ま
た、笑顔でスマートな対応をされると疲れも吹き飛んで、
一日気持ちよく働けるそうです。
ちょっとした心遣いや笑顔の大切さを伝えていただきまし
た。

第４・５支部合同研修会

第一・第二・第三支部合同研修会
「漫画家うえやまとち先生を迎えて」

　平成25年3月29日(土)、早良区の西新パレスホールに
おいて、第一・第二・第三支部の合同研修会を実施致しま
した。
　ゲストには全国的に著名な漫画家うえやまとち先生を
お招きし、「クッキングパパが続く訳」という演題で、第三
支部長の三野原が聞き手となり、対談形式で実施させて
いただきました。
　対談の冒頭には、うえやま先生と幼稚園から中学校ま
で一緒だった第三支部副支部長の井村哲さんより先生の
プロフィールをご紹介いただき、和やかな雰囲気の中でス
タート致しました。
　うえやま先生からは、漫画家デビューして今日までの体
験談、なぜ東京から福岡に帰ってきたのか、一時、浮羽郡
の山の中で生活していたのはなぜか、などのエピソードを

お話しいただき、
漫画家という職業
や作品の魅力に裏
側から迫ることが
出来ました。
　また、「クッキング
パパ」が100巻以上

続く世界の漫画ベスト10のうちの3位である、など、あまり知
られていない特ダネ情報も80名の参加者に提供することが
出来、この作品の凄さを実感していただけたようです。
　うえやま先生には講演後も懇親会、二次会とご参加いた
だき、その気さくな人柄や周囲への気配りに触れることが
出来ました。先生にお会いできたのも法人会という組織が
あったからこそ、と、改めて会の存在に感謝した次第です。
　うえやま先生の作風や登場人物同様、愛情あふれる、
楽しい研修会となりました。最後になりますが、今回の研
修会のきっかけをつくっていただいた井村さんに心から
御礼申し上げ、私からの報告に代えさせていただきます。

第三支部　三野原信二

第1・2・3支部合同研修会

各 支 部 で 研 修 会を開 催しました 。

平成 25 年 3月18日 ( 月 )18：00より第 6Ａ・6B支部
合同主催による『特別研修会』を三四郎 ( 西区愛宕 )に
於いて、開催致しました。
第 1 部の研修会は、～元特別調査担当官が語る「税務
調査」とは～【税務調査の仕組みと対策】と題し、税
理士の川原 孝行先生にご講演頂きました。福岡国税局
及び税務署の内部機構（調査部門・担当）説明や法人
税調査等の事績、又、調査の種類並びに現況調査の受

け方・心構え、加
えて法人側から診
る調査官の能力判
定評価等々、事細
かにわかり易くお
話され、とても興
味深く拝聴させて

頂きました。第 2 部の懇談会においても、和やかな雰囲
気の中で質疑応答等もあり、盛会裡に終えることができ
ました。私事で恐縮でございますが、いつ調査入りがあっ
ても動じない・ウソをつく必要のない正しい決算の申告
が一番と改めて肝に命じた次第です。スタッフの方々を
はじめご参加の皆様、誠に有難うございました。

6A・6B支部合同『特別研修会』
第6Ａ支部長　稲永　康敏
第6Ｂ支部長　隈　　悦郎



海鳥社出版「西区は歴史の博物館」より引用

海鳥社出版「西区は歴史の博物館」より転載

　ＪＲ周船寺駅より東へ徒歩10分くらいのところに丸

隈山古墳がある。1928年に国史跡に指定されており、

標識も立っているのでわかりやすい。丸隈山古墳の発

見のいきさつは興味深い。

　福岡藩の大学者貝原益軒が編纂した『筑前国続風

土記』（1674年）によると、江戸時代前半の寛永16

（1639）年、周船寺村の新蔵という者が、村内の丸

隈山というところに石棺があるという夢をみた。そこで

８月21日から掘り始め、27日には石室の口があいた

という。中には石棺があり、頭蓋骨をはじめ、鏡や刀、

鏃などを見つけた。この新蔵なるものの口上書という

文書が地元の妙正寺に伝わっており、こちらでは、夢

枕に観音が立って、丸隈山にこもっているので掘りだ

すように告げたという。話としてはこちらの方がおもし

ろいが、口上書は後年の寛政８（1796）年の写しで、

1984～ 86年に調査を行った柳沢一男氏（元・福岡

市教育委員会埋蔵文化財課、現・宮崎大学教育学部）

によると、『筑前国続風土記』をもとに改作された可

能性があるという。

　その後石室には祀堂が建てられたが、1925年に朽

ち倒れたのを機に、石室修理が行われ、1928年に

完成した。石室は現在でも見ることができる。

　古墳の形は前方後円墳で、古墳の登り口の階段の

側が前方部である。全長は84.6メートルと推定され

ている。後円部は三段、前方部は二段に築かれている。

斜面には石が葺かれており、斜面の上のテラスには埴

輪が並べられていた。埴輪は円筒形のほかに楯形、

鳥形なども見つかっている。またこの古墳の特徴はな

んといっても石室にある。石室は現在でも平たい玄武

岩の割石を小口積みにしてアーチ状に持ち送り、天井

を掛けているのがわかるが、本来は手前側、つまり前

方部側に入口を持つ横穴式石室であった。（なお、現

在では入口そのものは破壊されている）。しかし前章

で紹介した夫婦塚古墳や、今は見ることができないが

飯氏二塚古墳をはじめ、飯盛山や高祖山の麓で多数

見られる横穴式石室とはずいぶん異なっている。その

理由は、丸隈山古墳は夫婦塚古墳などよりは100年

以上も古くに造られた初期の横穴式石室であるからで

ある。丸隈山古墳は、石室が容易に見学できることか

ら、横穴式石室の研究には長く重要な役割を果たして

きた。初期の横穴式石室の特徴は、墳丘を掘り込ん

だ石室掘方の中に平たい割石を小口積みにして四周の

壁を築いているが、この方法は前代から造られている

竪穴式石室と同様の造り方である。その一方の壁に入

口を設けて、出入りできるようにし、追葬を可能にし

たのである。なお、後期六世紀以降流行する横穴式

石室は、石室を組みながら墳丘盛土を被せていく方

法で造られるのが普通である。

　石室の中には石棺があり、間に仕切石があって、二

体埋葬されたと考えられる。副葬品には日本製（仿

製鏡と呼ぶ）の二神二獣鏡と六獣鏡という二面の鏡、

巴形銅器、鉄製の刀、鏃、また勾玉、管玉などが見

つかっている。五世紀中頃の築造である。石室内外

の出土遺物の一部は、現在福岡市博物館の常設展示

で見ることができる。

五世紀中頃の築造
副葬品として、刀、鏃、勾玉、管玉など

丸隈山古墳

地域情報

今宿古墳群

まる くま やま

やじり

し  どう

毎年8月17日は丸
隈山古墳観世音大祭
（慰霊祭）が地元の
保存会の人たちによ
り厳粛に開催されて
います。宇田川原の
豊年獅子舞や太鼓演
奏などが奉納され、
その日は地元周船寺
商工連合会により丸
隈山観世音大祭奉納
花火大会も行われます。商店街通りは１００軒以上の露天が
並び周辺の人が集まり歩行が困難になるほどです。

昨年のチラシ
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㈱童　夢

西新エステート

㈱バランス

ＮＰＯ法人　リアライズ

㈲エフォールドパレ

㈱タイラ電工

㈲岩井工務店

㈲瑞希美建

㈱西嶋興産

㈱雄承

東興電気工業㈱

㈱フルカワ創美

㈲アスカ

㈲ワズ

㈱橋口組

㈱ユウキコーポレーション

㈱オープンハウス

㈲プロテクト

㈲ウインゲージ

㈲ウエルネス加藤

ハウスプラザ㈱

㈲金村商事

（医）いこいの森

㈲ケイズブルーイングカンパニー

㈱セキュリティハウス福岡

（同）ｙｏｕ＆ｍｅ

㈲白雅堂

㈲ホリタ

㈲サンロード

㈱崎田工務店

㈱クラフト工業

前原相互印刷㈱

㈱クイックハンド

㈱ナカニワ

日高木工㈲

㈲割烹丸一

㈲広起建設

㈱ＰＯＷＥＲ　ＬIＮＥ

㈱吉田酸素

福岡市早良区西新５丁目１３－２８

福岡市早良区祖原２－８第2天野ビルＡ－２

福岡市早良区藤崎１丁目５－２０－２０１

福岡市早良区藤崎１丁目５－２０－３０７

福岡市早良区百道浜１丁目３－７０－3502

福岡市早良区原８丁目５－２３

福岡市早良区原８丁目１２－３３

福岡市早良区小田部４丁目１１－５コモダビル106号

福岡市早良区次郎丸５丁目１５－１４

福岡市早良区有田３丁目８－３９

福岡市早良区野芥７丁目３６－１４

福岡市早良区野芥４丁目４５－５５

福岡市早良区野芥５丁目８－３１

福岡市早良区早良１丁目１０－１６

福岡市早良区重留５丁目７－５－４

福岡市早良区田村６丁目２－４

福岡市早良区梅林６丁目１８－２７

福岡市城南区干隈２丁目５０－２３－９０２

福岡市城南区七隈５丁目９－１２

福岡市城南区七隈２丁目１３－３８

福岡市城南区七隈４丁目１１－１１

福岡市城南区茶山６丁目１－３６

福岡市城南区東油山６丁目１９－２３

福岡市城南区別府１丁目１９－１

福岡市城南区友泉亭１－４８－友泉亭ハイツ１階

福岡市西区豊浜１丁目２－１３

福岡市西区豊浜２丁目１２－１５

福岡市西区今宿２丁目６－２２－１０２

福岡市西区今宿３丁目１４－４１

福岡市西区今宿青木３７２

福岡市西区今宿東1丁目19-12

糸島市浦志2丁目19-5

糸島市高上２１７－１

糸島市神在９６－１

糸島市前原西４丁目１４－２６

糸島市前原中央３丁目１－２７

糸島市有田４５２－３

糸島市志摩松隈２９７－５

糸島市二丈松国３４２－６

851-2313

833-3633

845-2461

791-4288

852-9660

861-4568

865-0007

852-8750

861-4587

883-1112

865-2164

407-0718

861-5373

872-3122

804-1976

801-2100

861-8505

864-7110

874-0207

873-7122

874-0323

831-8342

866-3500

841-6336

717-5351

883-2125

881-1330

807-7323

806-7152

807-6336

805-7600

322-3445

321-0311

330-6541

322-2523

322-2613

324-0061

327-3033

325-0201

学生寮

不動産業

記帳代行業

就労支援

化粧品卸　

電気工事業　

建設業

塗装業

建売・土地売買　

食肉卸・小売

電気工事業　

建設業

建設業

防水工事業

建設業

舗装工事業

不動産業

防犯設備工事業

遊戯機器の設置メンテナンス

飲食料品　

不動産業　

建設業

医業

製造業　

防犯設備設計施工

サービス業

陶磁器卸売・小売業

コンビニエンスストア

舗装工事業

建設工事業

建築工事　

印刷業　

一般土木

対個人サービス　

建具製造

料亭　

建設業

土木建築 ｻｰﾋﾞｽ

高圧ガス販売製造
平成25年6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



〒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）



◎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
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ケイ・エスクラフト工業株式
会社

水処理機械設備・設計・施工・管理

代表取締役

福岡本社
〒814-0155  福岡市城南区東油山6-9-7
TEL 092-566-1506  FAX 092-566-1621

http://www.ks-craft.com
e-mail : k-kawaguchi@ks-craft.com

〒814-0155  福岡市城南区東油山1丁目35番7号
TEL（092）861-4321  FAX（092）861-4786
URL : www.anai.co.jp  E-mail : k@anai.co.jp

Keisuke Kawaguchi

川 口  敬 介

代表取締役社長

KOICHIRO ANAI

一級建築士
AFP（ファイナンシャルプランナー）
blog「けんちく夢日記」

穴 井  幸 一 郎


