附属明細書
平成26年度事業実施状況
平成26年4月1日～平成27年3月31日
区
分
新入社員研修会
法人会全国女性フォーラム（香川大
会）
経営者セミナー
決算事務説明会

(敬称略)
年月日 事業区分
講師
摘
要
26.04.08 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
26.04.10 公1-2
宗 由貴（少林寺拳法グループ） 税に関する絵はがきコンクール作品展示
記念講演「しなやかな人間力」
26.04.18 公2
㈱エフアンドエム 担当者
「なぜ、あの会社は儲かるのか？」
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
26.04.22 公1-1
26.06.04
6・7・8月決算期法人対象
26.09.09
9・10・11月決算期法人対象
26.12.11
12・1・2月決算期法人対象
27.03.23
3月決算期法人対象
定時総会記念講演会
26.05.21 公3
谷川浩道（西日本シティ銀行） 「経済の現状と企業経営」
経営セミナー
26.05.28 公2
田代 稔 (中小企業診断士)
「マーケティングセミナー」
26.07.24
安倍欽也（中小企業診断士）
「経営計画策定セミナー」
26.09.25
本田隆博（中小企業診断士）
「実践財務セミナー」
26.11.13
栗脇昭博（ITコーディネータ） 「IT活用セミナー」
27.01.29
西岡 隆（中小企業診断士）
「公的補助金セミナー
27.03.26
西岡 隆（中小企業診断士）
「公的補助金セミナー
青年部会税務研修会
26.06.03 公1-1
筑紫税務署法人課税 統括官
「相続税の改正及び法人税法の見方について」
26.06.03 公2
リスクマネジメントセミナー
赤澤将 (社会保険労務士)
「雇用トラブルと企業リスク対策」
26.06.05
女性部会支部会（筑紫野）
26.06.06 他1
会員交流会
新設法人説明会
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
26.06.20 公1-1
26.12.05
パソコン講座
26.07.25 公2
竹中ひとみ(㈲アキラ企画)
「インターネット活用講座」
26.07.28
「ワード文書作成講座」
26.07.30
「パワーポイント活用講座」
26.08.01
「パソコントラブル対処法講座」
26.08.04
「エクセル応用講座Ⅰ」
26.08.08
「エクセル応用講座Ⅱ」
法人会講演会 (県連主催)
26.07.29 公2
神田 紅（講談師）
「歴史に学ぶサムライ心 軍師黒田官兵衛」
租税教室 (青年部会)
26.08.23 公1-1
けんたくんと税を学ぼうin太宰府
社会貢献活動（大野城支部）
26.08.31 公3
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
26.09.01 公1-2
春日市内小学6年生対象 税に関する絵はがきの募集
作品募集（女性部会）
～10.31
決算実務講座
内野友昭 (税理士)
26.09.02 公2
「簿記実務１」
26.09.09
「簿記実務２」
26.09.30
「簿記実務３」
26.10.07
「簿記実務４」
26.10.21
「決算書作成１」
26.10.28
「決算書作成２」
26.11.11
「経営分析１」
26.11.18
「経営分析２」
26.11.25
「経営分析３」
職場のマナー研修会
26.09.11 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
高齢運転者安全運転講習会（大野城支部） 26.09.23 公3
春日警察署、南自動車学校指導員 座学、実技講習会、飲酒ゴーグル体験ほか
女性部会バス研修会
26.09.26 公3
宗像市 担当者
「宗像・沖ノ島と関連遺跡群」
第2１回法人会・大同マスターズ
26.10.09 公3
チャリティー親睦ゴルフ大会（福岡CC 和白コース）
チャリティーゴルフ大会
女性部会設立20周年記念式典
26.10.10 他1
記念式典
会員交流会
第31回法人会全国大会（栃木大会）
26.10.16 公1-3
杉尾秀哉（TBSテレビ報道局）
平成27年度税制改正提言
記念講演「日本の行方～政治と経済の現状分析と展望」
中堅社員、中間管理職研修
26.10.16 公2
NPO法人FFAフォロワーシップ協会 「ビジネスコミュニケーションセミナー」
トレーナー
県連青連協第14回親睦ゴルフ大会
26.10.21 他1
親睦ゴルフ大会(ザ・クラシックゴルフ倶楽部）
会員勧奨推進決起大会
26.10.22 他1
会員交流会
支部合同講演会
26.10.23 公3
井手誠之輔(九州大学文学部教授) 「宋元時代の絵画世界」
社会貢献活動（大野城支部主管）
26.10.29 公3
チャリティーゴルフ大会 （筑紫ヶ丘ゴルフクラブ）
福岡地区五法人会共催講演会
26.11.07 公2
竹中平蔵
「日本経済の課題と展望」
（慶応義塾大学総合政策学部教授）

女性部会合同税務研修会
青年部会秋季研修会
第2８回法人会全国青年の集い
（秋田大会）

26.11.10 公1-1
26.11.12 公3
26.11.20 公1
～21

社会貢献活動（大野城支部主管）
医師会部会税務研修会
税に関する絵はがきコンクール
選考審査会（女性部会）
租税教室（青年部会）

26.11.21 公3
26.12.04 公1-1
26.12.09 公1-2
27.01.16 公1-1
27.01.21
27.01.22
27.02.06
27.01.22 公1-2

税に関する絵はがきコンクール
表彰式（女性部会）
新年賀詞交換会
税に関する絵はがきコンクール
優秀作品展示（女性部会）
新年会（博多法人会青年部会主催）
大規模法人税務研修

27.01.22
26.01.23
～02.01
27.01.23
27.02.06

女性部会春の研修会

27.03.13 公3
座禅会
異業種交流会

「相続税のしくみ」福岡西部、東福岡、筑紫法人会合同税務研修会

担当者

他1
公1-1

27.03.26 公3
27.03.26 他1

「ビジネスの即戦力になるタブレット活用術」

橋本五郎（読売新聞特別編集委員） 租税教育活動プレゼンテーション

筑紫税務署法人課税

統括官

青年部会員

記念講演「リーダーはいかにあるべきか～ユタカな国・美しい
心をつなぐために～」
大野城市内中学校への図書贈呈式
「持分なし医療法人について」
審査員 高等学校美術系教諭・税理士・筑紫税務署統括官
小学6年生対象 筑紫野市立天拝小学校
小学6年生対象 那珂川町立岩戸小学校
小学6年生対象 大宰府市立水城西小学校
小学6年生対象 大宰府市立水城小学校
絵はがきコンクール表彰式

他1
公1-2

女性部会支部会（大野城・春日・那珂川） 27.03.16 他1

青年部会春季研修会
青年部会春季研修会

香椎税務署長
㈱ドコモCS九州

会員交流会
絵はがきコンクール優秀作品展示（春日クローバープラザ）
福岡国税局調査査察部長
㈱ドコモCS九州

担当者

情報交換会
大規模法人対象 講演・税務研修
平成26年度税制改正についてほか
「タッチでかんたん！できるタブレット活用」
会員交流会
太宰府市「戒壇院」座禅会
異業種交流会

