
(敬称略)
　  　　　区　　　　分 年月日 事業区分 講師 　　　　             摘　　　　　　要
新入社員研修会 25.04.09 公2 野元朋子　㈲秋月オフィス 新入社員対象　ビジネスマナー研修
法人会全国女性フォーラム
（愛知大会）

25.04.11 公2 平林都 税に関する絵はがきコンクール作品展示
記念講演「笑顔の接遇で人生が変る！！」

自転車安全運転講習会
（大野城支部）

25.04.14 公3 春日大野城消防本部
南福岡自動車学校

高校生対象
交通事故情勢について、実車体験、応急救護処置

決算法人説明会 25.04.23 公1-1 筑紫税務署法人課税　指導担当者 4・5月決算期法人対象
決算申告についての留意点ほか

全法連統合プラットフォーム研修 25.04.26 他1 全法連　統合PF担当者 統合プラットフォームシテム指導員の研修
公益移行記念講演会 25.05.21 公3 柿木道子　㈱くいだおれ 「くいだおれ泣き笑い商法」
経営セミナー 25.05.23 公2 山崎良一　(中小企業診断士) 「マーケティングセミナー」
決算法人説明会 25.06.12 公1-1 筑紫税務署法人課税　指導担当者 6・7・8月決算期法人対象

決算申告についての留意点ほか
経営者のための危機管理セミナー 25.06.18 公2 赤澤将　(社会保険労務士) 「起業リスクと労務管理対策」
経営者のための危機管理セミナー 25.06.19 公2 赤澤将　(社会保険労務士) 「起業リスクと労務管理対策」
新設法人説明会 25.06.20 公1-1 筑紫税務署法人課税　指導担当者 設立第1期法人対象　新設法人の税務手続ほか
経営セミナー 25.06.27 公2 渡邉さやか　re:teera 「中小企業の海外展開セミナー」
社会貢献活動（那珂川支部） 25.07.15 公3 「那珂川を美しくする会」による那珂川清掃活動
パソコン講座 25.07.22 公2 竹中ひとみ　㈲アキラ企画 「入門、インターネット活用」
経営セミナー 25.07.23 公2 ㈱エフアンドエム　担当者 「会社にお金を残す心得」
パソコン講座 25.07.24 公2 竹中ひとみ　㈲アキラ企画 「ワード文書作成講座」
パソコン講座 25.07.25 公2 竹中ひとみ　㈲アキラ企画 「パワーポイント活用講座」
パソコン講座 25.07.29 公2 竹中ひとみ　㈲アキラ企画 「エクセル入門講座」
パソコン講座 25.08.01 公2 竹中ひとみ　㈲アキラ企画 「エクセル応用講座Ⅰ」
青年部会夏季研修会
（博多法人会青年部会主催）

25.08.02 他1 藤川孝幸 (元Ｊリーグ) 「サッカーを通じて培ったプロの常勝論」

租税教室　(青年部会) 25.08.03 公1-1 けんたくんと税を学ぼうｉｎ太宰府
パソコン講座 25.08.09 公2 竹中ひとみ　㈲アキラ企画 「エクセル応用講座Ⅱ」
社会貢献活動（大野城支部） 25.08.25 公3 「須恵器の里」

大野城市民劇団「迷子座」定期公演受付支援
税に関する絵はがきコンクール
作品募集（女性部会）

25.09.01
 ～10.31

公1-2 那珂川町小学6年生対象　税に関する絵はがきの募集

決算法人説明会 25.09.03 公1-1 筑紫税務署法人課税　指導担当者 9・10・11月決算期法人対象
決算申告についての留意点ほか

決算実務講座 25.09.03 公2 内野友昭　(税理士) 「簿記実務１」簿記の基礎～入出金・売上・仕入
職場のマナー研修会 25.09.10 公2 小河之子　(公財)NTTユーザー協会 ビジネスマナーの基本、クレーム対応ほか
決算実務講座 25.09.10 公2 内野友昭　(税理士) 「簿記実務２」人件費・税金・経費の処理
決算実務講座 25.09.17 公2 内野友昭　(税理士) 「簿記実務３」固定資産の経理
女性部会研修バスハイク 25.09.20 公3 藪邦彦　（切幡寺住職） 仏教講話
決算実務講座 25.09.24 公2 内野友昭　(税理士) 「簿記実務４」仕訳・転記・集計の流れ
経営セミナー 25.09.26 公2 新飼賢郎　(中小企業診断士） 「中小企業のマーケティングセミナー」
法人会講演会　(県連主催) 25.09.26 公2 高橋洋一　(嘉悦大学教授) 「アベノミクスで日本経済大躍進がやってくる」
第30回法人会全国大会
（青森大会）

25.10.03 公1 佐々木常夫 税制改正提言
記念講演「これからの時代の経営とリーダーシップ」

決算実務講座 25.10.08 公2 内野友昭　(税理士) 「決算書作成１」決算の事前準備
社会貢献活動　筑紫野支部主管 25.10.09 公3 チャリティーゴルフ大会　（筑紫野カントリークラブ）
女性部会支部会　（大野・春日） 25.10.10 他1 会員交流会
決算実務講座 25.10.22 公2 内野友昭　(税理士) 「決算書作成２」貸借対照表・損益計算書の作成
女性部会合同税務研修会 25.10.23 公1-1 西福岡税務署副署長 「トッカンの仕事」福岡西部、筑紫法人会共催
女性部会合同税務研修会 25.10.23 他1 異業種交流会
決算実務講座 25.10.29 公2 内野友昭　(税理士) 「経営分析１」貸借対照表・損益計算書の仕組み
決算実務講座 25.11.05 公2 内野友昭　(税理士) 「経営分析２」貸借対照表・損益計算書を読む
第20回法人会・大同マスターズ
チャリティーゴルフ大会

25.11.06 公3 チャリティー親睦ゴルフ大会（福岡CC　和白コース）

第27回法人会全国青年の集い
（広島大会）

25.11.07
　　 ～8

公1 吉川晃司　（タレント） 租税教育活動プレゼンテーション
基調講演「日本ー心」
～日本の未来のために果たすべきこと～

決算実務講座 25.11.12 公2 内野友昭　(税理士) 「経営分析３」キャツシュフロー計算書作成・読む
経営者セミナー 25.11.14 公2 ㈱エフアンドエム 　担当者 「経営に必要な３本の矢」

附属明細書
平成25年度事業実施状況
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　  　　　区　　　　分 年月日 事業区分 講師 　　　　             摘　　　　　　要
福岡地区五法人会共催講演会 25.11.14 公2 櫻井よしこ　（ジャーナリスト） 「今、日本が直面する内外の課題」
青年部会秋季研修会 25.11.18 公3 ドコモアイ九州㈱　研修担当者 すぐわかるタブレット完全活用！
県青連協第13回親睦ゴルフ大会 25.11.19 他1 親睦ゴルフ大会
支部合同講演会 25.11.27 公3 森光次郎　㈱如水庵 「如水庵の歴史と「軍師官兵衛」
経営者セミナー 25.11.27 公2 梅山香里　(中小企業診断士） 「中小企業の財務・会計セミナー」
医師会部会研修会 25.11.29 公2 筑紫税務署法人課税1部門統括官 医療法人にかかる法人税、消費税等の留意事項について
新設法人説明会 25.12.05 公2 筑紫税務署法人課税　指導担当者 設立第1期法人対象　新設法人の税務手続ほか
女性部会支部会　（太宰府） 25.12.09 他1 会員交流会
社会貢献活動
（筑紫野支部主管）

25.12.10 公2 筑紫野市内中学校への図書贈呈式

税に関する絵はがきコンクール
選考審査会（女性部会）

25.12.10 公1-2 審査員　高等学校美術系教諭・税理士

租税教室 25.12.16 公1-1 青年部会員 小学6年生対象　筑紫野市立原田小学校
決算法人説明会 25.12.17 公1-1 筑紫税務署法人課税　指導担当者 12・1・2月決算期法人対象

決算申告についての留意点ほか
租税教室 26.01.15 公1-1 青年部会員 小学6年生対象　大宰府市立天拝小学校
租税教室 26.01.16 公1-1 青年部会員 小学6年生対象　大宰府市立太宰府東小学校
税に関する絵はがきコンクール
表彰式（女性部会）

26.01.20 公1-2 絵はがきコンクール表彰式

新年賀詞交換会 26.01.20 他1 会員交流会
経営セミナー 26.01.22 公2 高木奈穂　㈱NEAT 「コミュニケーションスキルセミナー」
税に関する絵はがきコンクール
優秀作品展示（女性部会）

26.01.22
    ～28

公1-2 絵はがきコンクール優秀作品展示
（那珂川町中央公民館）

新年会
（博多法人会青年部会主催）

26.01.24 他1 情報交換会

大規模法人税務研修 26.02.06 公1-1 福岡国税局調査査察部長 大規模法人対象　講演・税務研修
平成25年度税制改正についてほか

中堅社員、中間管理職研修
ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾐﾅｰ

26.02.18 公2 福嶋健司
（特非）FFA福岡ﾌｫﾛﾜｰｼｯﾌﾟ協会

ビジネスコミュニケーションセミナー

公庫融資相談会 26.02.20 公2 日本政策金融公庫
福岡西支店　担当者

事業資金・設備投資資金等の相談会

租税教室 26.02.20 公1-1 青年部会員 小学6年生対象　大宰府市立水城小学校
経営セミナー 26.02.26 公2 鈴木裕　九州工業大学教授 「３Dプリンター技術の現状と可能性」
青年部会春季研修会 26.03.19 公3 柏木文正　戒壇院住職 太宰府市「戒壇院」座禅会
青年部会春季研修会 26.03.19 他1 異業種交流会
決算法人説明会 26.03.24 公1-1 筑紫税務署法人課税　指導担当者 3月決算期法人対象　決算申告についての留意点ほか
女性部会春の研修会 26.03.25 公3 湯地洋子　（公社)自彊術普及会 医療健康セミナー

からだに優しい健康体操「自彊術」講習会



平成25年度会議等実施状況
平成25年4月1日～平成26年3月31日

会議名 開催日 事業区分 摘要
《本部》
会計監査 25.04.10 法人会計 平成24年度会計監査
第1回理事会 25.04.18 法人会計 1.第1回定時総会提出議案及び報告事項

2.全法連・県連及び当会表彰について
3.諸規定の改正　4.総会運営　その他

第1回定時総会 25.05.21 法人会計 1.平成24年度決算報告及び監査報告承認
2.役員の報酬等及び費用に関する規程変更承認
3.任期満了に伴う役員改選の件　4.その他報告事項

第2回理事会 25.05.21 法人会計 会長等役職理事選任
組織委員会 25.07.18 他1 平成25年度会員勧奨について
厚生委員会・福利厚生連絡協議会 25.07.23 他1 平成25年度福利厚生制度推進について
第1回正・副会長、総務委員会 25.09.05 法人会計 1.平成25年度会員増強運動　2.社会貢献活動

3.専務理事退職申出　4.諸規程の変更について
第3回理事会 25.09.05 法人会計 1.平成25年度会員増強運動　2.社会貢献活動

3.専務理事退職申出　4.諸規程の変更について
広報委員会 25.10.11 公1-1 1.全法連「平成25年度第１回広報委員会」の結果

2.県連広報活動　3.機関紙の発行　外
第2回正・副会長、総務委員会 25.10.17 法人会計 1.平成25年度支部合同研修　2.平成26年度定時総会記念講演会　外
税制委員会 25.10.18 公1-3 平成27年度税制改正要望事項について
公益事業委員会 25.10.22 公1-1 1.平成24年度研修報告　2.平成25年度研修計画
正・副会長会 25.12.02 法人会計 1.専務理事後任候補者面談　2.講演会講師選定

3.平成25年度社会貢献活動結果
正・副会長、常任理事会 25.12.27 法人会計 会長選任について
第3回正・副会長、総務委員会 26.01.20 法人会計 1.平成25年度会員増強運動の進捗状況

2.平成25年度社会貢献活動及び支部合同研修の結果
第4回理事会 26.01.20 法人会計 1.平成25年度会員増強運動の進捗状況

2.平成25年度社会貢献活動及び支部合同研修の結果
第5回理事会 26.03.18 法人会計 平成26年度事業計画及び平成26年度収支予算の承認　外
《支部》
筑紫野支部役員会 25.07.16 他1 1.平成25年度社会貢献活動　2.会員勧奨　3.支部事業　外
春日支部役員会 25.08.20 他1 1.平成25年度社会貢献活動　2.会員勧奨　3.支部事業　外
大野城支部役員会 25.08.23 他1 1.平成25年度社会貢献活動　2.会員勧奨　3.支部事業　外
太宰府支部役員会 25.09.13 他1 1.平成25年度社会貢献活動　2.会員勧奨　3.支部事業　外
筑紫野支部役員会 25.09.18 他1 1.平成25年度社会貢献活動　2.会員勧奨　外
那珂川支部役員会 25.10.03 他1 1.平成25年度社会貢献活動　2.会員勧奨　3.支部事業　外
筑紫野支部役員会 25.12.06 他1 1.平成25年度社会貢献活動結果　2.会員勧奨　外
太宰府支部役員会 25.12.19 他1 1.平成25年度社会貢献活動結果　2.会員勧奨　外
《部会》
女性部会役員会　　　　　　　　 25.04.25 他1 1.平成24年度事業報告・収支報告の承認

2.平成25年度事業計画・定時総会の運営　3.役員改選
青年部会役員会　　　　　　　　　 25.05.10 他1 1.平成24年度事業報告・収支報告の承認

2.平成25年度事業計画・定時総会の運営　3.役員改選
青年部会第1回定時総会 25.06.03 法人会計 1.平成24年度事業報告及び収支決算報告

2.平成25年度事業計画及び予算配賦額報告　3.役員改選
女性部会第1回定時総会　　　　　　　　 25.06.06 法人会計 1.平成24年度事業報告及び収支決算報告

2.平成25年度事業計画及び予算配賦額報告　3.役員改選
女性部会役員会　　　　　　　　 25.06.17 他1 1.平成25年度事業計画について
青年部会役員会　　　　　　　　　 25.06.21 他2 平成25年度租税教育事業

（租税教室、けんたくんと税を学ぼうｉｎ太宰府）
青年部会役員会　　　　　　　　　 25.07.16 他3 租税教育事業「けんたくんと税を学ぼうｉｎ太宰府」
女性部会役員会　　　　　　　　 25.07.17 他1 1.税に関する絵はがきコンクール

2.合同税務研修会　3.研修バスハイク　外
青年部会役員会　　　　　　　　　 25.08.02 他1 租税教育事業「けんたくんと税を学ぼうｉｎ太宰府」リハーサル
女性部会役員会　　　　　　　　 25.09.12 他1 1.研修バスハイク　2.合同税務研修会

3.女性部会設立20周年記念事業　外
青年部会役員会　　　　　　　　　 25.09.19 他1 1.一般教養研修　2.青年の集い広島大会　3.租税教室（小学校）　外
青年部会役員会　　　　　　　　　 25.11.28 他1 1.租税教室（小学校4校）　2.春季研修会（座禅会・異業種交流会）
医師会部会第1回定時総会 25.11.29 法人会計 1.平成24年度事業報告及び収支決算報告

2.平成25年度事業計画及び予算配賦額報告



会議名 開催日 事業区分 摘要
女性部会役員会　　　　　　　　 25.12.04 他1 1.税に関する絵はがきコンクール表彰式　2.春の研修会

3.設立20周年記念事業　外
青年部会大型保障制度推進会議 26.01.09 他1 青年部会役員大型保障制度推進会議（大同生命共催）
《全法連・県連・その他》
福岡地区五法人会税制委員会 25.04.05 公1-1 「平成26年度税制改正要望事項」の協議検討等
クリエイション・コア福岡関係機関連絡会議 25.04.18 他1 1.経営セミナー実施計画　2.各機関（7機関）からの連絡事項
県女性連協第1回役員会 25.05.15 他1 1.女性フォーラム「愛知大会」の結果　2.局連女性連協の結果　3.役員選任
県連第1回税制委員会 25.06.07 公1-3 1.「平成26年度税制改正要望事項」」協議取りまとめ

2.「税制改正アンケート」の結果
県連理事会 25.06.14 法人会計 1.第1回定時総会への提出議題　2.報告事項
県連第1回定時総会 25.06.14 法人会計 1.平成24年度事業報告及び収支決算報告承認

2.役員改選　3.報告事項　外
県青連協定時連絡協議会 25.06.14 法人会計 1.平成24年度事業報告及び収支決算

2.事業計画及び収支予算　3.役員選任　外
県女性連協定時連絡協議会 25.06.14 法人会計 1.平成24年度事業報告及び収支決算

2.事業計画及び収支予算　3.役員選任　外
福岡地区五法人会連絡協議会 25.06.28 共通 1.退任職員・新任職員の情報連絡　2.質疑応答等について
県連女連協女性フォーラム準備委員会 25.07.23 公1-2 全国法人会女性フォーラム・福岡大会の実行委員会立ち上げ
県連第1回厚生事業委員会 25.08.21 他1 1.全法連「平成25年度第1回厚生事業等推進委員会」結果

2.取扱会社推進員等の表彰基準改定　外
県連福利厚生制度推進連絡協議会 25.08.21 他1 取扱会社の福利厚生制度推進状況
県連第1回広報委員会 25.08.27 公1-1 1.全法連「平成25年度第1回広報委員会」の結果

2.今後の広報活動　外
県連第1回公益事業委員会 25.08.29 公1-1 1.全法連『平成25年度第1回公益事業推進委員会」の結果

2.県連研修参加人員　3.県連主催講演会　外
県連第1回共益事業委員会 25.09.06 他1 全法連「平成24年度第1回共益事業推進委員会」の結果

2.会員数調査結果　外
県連青年部会大型保障制度推進会議 25.09.10 他1 1.大型保障制度の加入状況　2.平成25年度の大型保障制度推進施策
九法連第1回定時総会（理事会合同） 25.09.13 法人会計 1.平成24年度事業報告及び収支決算報告承認

2.平成25年度事業計画・予算　3.役員改選　外
九法連青連協定時連絡協議会 25.09.13 法人会計 1.平成24年度事業報告及び収支決算報告承認

2.平成25年度事業計画・予算　3.役員改選　外
九法連女性連協定時連絡協議会 25.09.13 法人会計 1.平成24年度事業報告及び収支決算報告承認

2.平成25年度事業計画・予算　3.役員改選　外
県連第1回総務委員会 25.09.18 法人会計 1.全法連「平成25年度第1回総務委員会」の結果

2.貸倒保証制度の加入状況　外
福岡地区第1回専務理事等会議 25.09.20 他1 1.全法連「平成25年度第２回全国専務理事等会議」の結果

2.九法連総会結果　3.部内規程の整備　外
「全国女性フォーラム・福岡大会」
第1回実行委員会

25.09.27 公1-2 実行委員会　組織・役割分担の周知

クリエイション・コア福岡関係機関連絡会議 25.10.03 他1 各機関（7機関）今年度の取組み事項・方針・トピックス等報告　外
「全国女性フォーラム・福岡大会」
第2回実行委員会

25.10.22 公1-2 福岡大会会場視察

福岡地区五法人会税制委員会 25.11.01 公1-3 平成27年度税制改正要望事項の検討等
「全国女性フォーラム・福岡大会」
第3回実行委員会

25.12.12 公1-2 香川大会（アピール）の準備（正・副会長会）

県連第1回厚生委員会 26,02.20 他1 1.全法連「平成25年度第2回厚生事業等推進委員会」結果
2.福利厚生事業に対する県連施策

県連福利厚生制度推進連絡協議会 26,02.20 他1 取扱会社の福利厚生制度推進状況
福岡地区第2回専務理事等会議 26.01.07 公1-1 1.全法連「平成25年度第3回全国専務理事等会議」の結果

2.大規模法人税務研修　外
県青連協役員会 26.02.13 他1 1.全法連「第4回青連協役員会」の結果

2.平成26年度事業計画（案）及び収支予算　外
県連第2回総務委員会 26.02.27 法人会計 1.全法連「平成25年度第2回総務委員会」の結果

2.平成26年度事業計画・予算算（案）　外
第2回県連理事会 26.03.05 法人会計 1.平成26年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認

2.公益目的支出計画変更承認　外
県連第1回定期提出書類等の作成研修会 26.03.10 共通 事業計画書等及び事業報告等の作成要領等
県連第2回公益事業委員会 26.03.19 公1-1 全法連『平成25年度第2回公益事業推進委員会」の結果　外
「全国女性フォーラム・福岡大会」
第4回実行委員会

26.03.20 公1-2 福岡大会に向けての進行状況・計画　外



会議名 開催日 事業区分 摘要
県連第2回広報委員会 26.03.25 公1-1 1.全法連「平成25年度第2回広報委員会」の結果

2.平成26年度県連広報活動の検討　外
県連第2回共益事業委員会 26.03.27 他1 全法連「平成25年度第2回共益事業推進委員会」の結果　外


