
附属明細書
平成27年度事業実施状況

(敬称略)
事　業 年月日 区　分 講　師 摘　要

 野元朋子 新入社員対象　ビジネスマナー研修

㈲秋月オフィス

法人会全国女性 藻谷浩介

フォーラム福岡大会 日本総研

前川定敏
中小企業基盤整備機構

27.06.17 今西　眞

27.06.18 弁護士

27.04.23 筑紫税務署 4・5月決算期法人対象 決算申告事務について

27.06.09 法人課税担当者 6・7・8月決算期法人対象

27.09.15 9・10・11月決算期法人対象

27.12.08 12・1・2月決算期法人対象

28.03.23 3月決算期法人対象

27.05.23 公3 映画上映会「ペコロスの母に会いに行く」

27.07.20 公3 那珂川支部 川を住民の手で美しくする会・那珂川清掃活動

27.08.30 公3 大野城支部 大野城市民劇団「迷子座」定期公演受付支援

27.10.15 公3 春日支部主管 チャリティーゴルフ大会 夜須高原カントリークラブ

27.11.30 公3 春日支部主管 春日市内中学校への図書贈呈式

安部香予子

ヨーガ療法士

青年部会税務研修会 27.06.15 公1-1 筑紫税務署担当官 「相続税の改正及び法人税法の見方について」

27.06.24 筑紫税務署担当官

28.01.14

27.06.25 次田且弘 「新規開拓と新規事業」

27.07.23 中小企業診断士 「新規事業成功のポイント」

27.10.08 豊島　茂

福岡県観光連盟

27.11.05 栗田博成

㈱キューイシステム

28.01.28 西岡　隆 「公的補助金活用セミナー」

28.02.24 中小企業診断士 「公的補助金活用セミナー」

27.07.21 公2 長谷川幸洋 法人会講演会　県連主催

新聞社論説副主幹 「政治・経済の行方」

27.11.10 公2 三橋貴明 福岡地区五法人会共催講演会

経世論研究所 「日本経済の嘘と真実」

27.12.03 公3 白駒妃登美 支部合同講演会

㈱ことほぎ 「歴史が教えてくれる日本人の生き方」

27.08.01 公1-1 青年部会員 けんたくんと税を学ぼうin太宰府

28.02.09 小学6年生対象　筑紫野市立天拝小学校

28.02.15 小学6年生対象　大宰府市立水城小学校

28.02.16 小学6年生対象　大宰府市立水城西小学校

27.08.07 竹中ひとみ 「ワードで文章作成講座」

27.08.10 ㈲アキラ企画 「パワーポイントでらくらくチラシ作成」

27.08.21 「パワーポイントでらくらくプレゼン」

27.08.24 「パソコントラブル対処法」

27.08.26 「エクセルのらくらく関数」

27.08.28 「エクセルの裏技・書式設定」

合同税務研修会 27.08.19 公1-1 筑紫・博多税務署統括官 マイナンバー制度対策セミナー

博多法人会共催 27.08.20 ＮＴＴ-ＢＳ

公1-2 太宰府市内小学6年生対象

税に関する絵はがきの募集

27.11.30 公1-2

28.01.21 公1-2 表彰式

絵はがきコンクール優秀作品展示

太宰府市いきいき情報センター

27.09.08 公2 内野友昭 「簿記実務１」

27.09.15 税理士 「簿記実務２」

27.09.29 「簿記実務３」

27.10.06 「簿記実務４」

27.10.13 「決算書作成１」

27.10.20 「決算書作成２」

27.10.27 「経営分析１」

27.11.10 「経営分析２」

27.11.17 「経営分析３」

会員のつどい 27.09.17 他1 会員交流会

小河之子 ビジネスマナーの基本、クレーム対応ほか

ＮＴＴユーザー協会

税に関する
絵はがきコンクール

女性部会

28.01.25 公1-2

決算実務講座

職場のマナー研修会 27.10.06 公2

 27.09.01 ～10.31

審査選考会　高等学校美術系教諭・税理士・筑紫税務
署統括官・県税事務所副所長

パソコン講座

公2

租税教室
公1-1 青年部会員

講演会

「IT活用セミナー」
経営セミナー

公2

「外国人観光客の消費動向と効果的な商品ＰＲについ
て」

公3 ストレスマネジメントセミナー

新設法人説明会 公1-1 設立第1期法人対象　新設法人の税務手続ほか

地域社会貢献活動

医療健康セミナー 27.06.02

決算事務説明会

公1-1

 リスクマネジメントセミナー

27.04.22 公2 「海外進出におけるリスク管理とは？」

「雇用トラブルと企業リスク対策」

新入社員研修会
27.04.06 公2

27.04.16 公1-2 税に関する絵はがきコンクール作品展示
記念講演「女性がつくる日本・地域の元気～未来を担
う子供たちへ」

平成27年4月1日～平成28年3月31日



第32回法人会 27.10.08 公1-3 横石知二 平成28年度税制改正提言

全国大会徳島大会 大南信也 パネルディスカッション
ビジネスコミュニケーション 27.10.13 公2 ＮＰＯ法人ＦＦＡ 「中堅社員、中間管理職研修」

セミナー フォロワーシップ協会 フォロワーシップほか

女性部会バス研修会 27.10.22 公3 佐賀市担当者 「佐賀藩の歴史と世界遺産～三重津海軍所」
第22回法人会・大同マスターズ 27.10.29 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

女性部会合同税務研修会 27.11.04 公1-1 筑紫税務署副署長 「女性が輝く社会へ」　
福岡西部・東福岡法人会共催

第15回親睦ゴルフ大会 27.11.11 他1 青連協 親睦ゴルフ大会 ザ・クラシックゴルフ倶楽部

27.11.13 他1 筑紫野支部 会員交流会

27.11.20 他1 会員交流会

27.12.21 他1 太宰府支部 会員交流会

青年部会秋季研修会 27.11.16 公3 ＮＴＴ-ＢＳ 「待ったなし！マイナンバー制度対策セミナー」

医師会部会税務研修会 27.11.18 公1-1 筑紫税務署担当官 「マイナンバー制度と税務」

第29回法人会全国 27.11.19 公1 的川泰宣 租税教育活動プレゼンテーション

青年の集い茨城大会 　　～20 宇宙航空研究開発機構 記念講演「いのちの絆を宇宙に求めて」

新春のつどい 28.01.21 他1 会員交流会

新年会 28.01.22 他1 青年部会 情報交換会

博多法人会青年部会主催

大規模法人税務研修 28.02.05 公1-1 大規模法人対象　講演・税務研修

平成27年度税制改正についてほか

青年部会春季研修会　 28.02.17 公3 渡邉　完 「相続税の基礎知識と対策セミナー」

大同生命保険㈱

青年部会異業種交流会　 28.02.17 他1 異業種交流会

経営セミナー 28.02.18 公2 安田佳生 ブランディングセミナー・パネルディスカッション
ブランドファーマーズ

女性部会春季研修会 28.03.24 公3 本田初美 「『個性学』で見つける輝くわたし」

Ｎａｔｕｒａ

女性部会支部会
大野城・春日
那珂川支部

 福岡国税局調査査察部長


