
附属明細書
平成28年度事業実施状況

(敬称略)
事　業 区　分 年月日 講　師 摘　要

28.06.13 筑紫税務署担当官

28.12.07

28.04.21 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

28.06.07 法人課税担当者 6・7・8月決算期法人対象

28.09.06 9・10・11月決算期法人対象

28.12.06 12・1・2月決算期法人対象

29.03.22 3月決算期法人対象

税務研修会 公1-1 28.12.10 中小企業庁財務課長 「中小企業税制・事業承継税制」

女性部会合同税務研修会 公1-1 28.11.07 西福岡税務署副署長 「税金あれこれ」　
福岡西部・東福岡法人会共催

大規模法人税務研修 公1-1 29.02.07 大規模法人対象　講演・税務研修

平成28年度税制改正についてほか

28.07.30 けんたくんと税を学ぼうin太宰府

29.01.19 小学6年生対象　筑紫野市立天拝小学校

29.01.30 小学6年生対象　春日市立天神山小学校

29.02.10 小学6年生対象　大宰府市立水城西小学校

29.02.14 小学6年生対象　筑紫野市立二日市北小学校

29.02.17 小学6年生対象　大野城市立下大利小学校

第30回法人会全国 公1-1 28.09.08 葛西　紀明 租税教育活動プレゼンテーション

青年の集い北海道大会 　　～09 スキージャンプ選手 記念講演「夢は、努力でかなえる」

医師会部会税務研修会 公1-1 28.11.22 筑紫税務署担当官 「税について考えよう」

女性部会 筑紫野市内小学6年生対象

税に関する絵はがきの募集

28.12.06 女性部会 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

29.01.20 表彰式

絵はがきコンクール優秀作品展示

筑紫野市生涯学習センター

法人会全国女性 大和田　新

フォーラム福島大会 フリーアナウンサー

第33回法人会 公1-3 28.10.20 ブライアン・バークガフニ 平成29年度税制改正提言

全国大会長崎大会 長崎総合科学大学教授 記念講演「地方が生きるために」

28.04.20 次田　且弘 「第二創業・新規事業キーポイント」

中小企業診断士

28.06.29 松永　幸子 「営業戦略のキー！ブランディングと名刺」
福岡県よろず支援拠点

28.09.05 西村　慶太
KICKコンサルタント

28.11.10 小谷　晴美

中小企業診断士

29.02.02 酒井　悦子 「無料でホームページが作れるセミナー」

スクーデリア・ノーベ代表者

29.03.22 次田　且弘 「1つの生き方　創業　その素晴らしさとリスク」

中小企業診断士

29.02.21 高柴　昭 「わが街再発見セミナー」

古田　高士

公庫金融セミナー 公2 28.05.17 日本政策金融公庫 金融セミナー・個別融資相談会

融資担当課長

28.06.15 平山　貴之

28.06.17 ティーペック社特別認定講師

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

平成28年4月1日～平成29年3月31日

新入社員研修会
28.04.06

28.04.14

リスクマネジメント セミナー

新設法人説明会

租税教室

設立第1期法人対象　新設法人の税務手続ほか

決算事務説明会

税に関する絵はがきコンクール作品展示
記念講演「伝えることの大切さ」

「BtoBビジネスを前提としたSNSのすすめ」

「業績に貢献する社員の生活設計支援」

ストレスチェック制度導入後における課題と職場環境
改善に向けた必要な取組み

青年部会員

税に関する
絵はがきコンクール

福岡国税局
調査査察部長

28.09.01
 ～10.31

29.02.01
 ～02.06

公1-1

公1-1

公1-1

公1-2

公2

公1-2

公2

経営セミナー

公2



事　業 区　分 年月日 講　師 摘　要

28.09.28 ＮＰＯカウンセリング

ＮＰＯ副代表

28.10.27 井原　隆彰 「総務担当者のための　総務の基本と実務」
特定社会保険労務士

公2 28.09.13 内野　友昭 「簿記実務　入出金・仕入・売上」

28.09.27 税理士 「簿記実務　人件費・経費」

28.10.11 「簿記実務　固定資産」

28.10.25 「簿記実務　転記・集計・合計残高試算表」

28.11.15 「決算書作成　決算前整理手続」

28.11.29 「決算書作成　貸借対照表・損益計算書」

中小企業大学校セミナー 公2 28.10.04 浅井道雄 「中小企業会計啓発・普及セミナー」
公認会計士

28.08.18 竹中　ひとみ 「ワード　らくらく　文章作成」

28.08.19 ㈲アキラ企画 「ワード　ウラ技　ネット活用」

28.08.22 「パワーポイント　らくらく　プレゼン」

28.08.24 「パワーポイント　ウラ技　チラシ作成」

28.08.26 「エクセル　らくらく　関数」

28.08.30 「エクセル　ウラ技　書式設定」

公2 28.11.27 税理士・司法書士 相続・事業承継等個別相談会

こころ亭久茶 「落語で学ぶ　相続・遺言・後見」

公2 28.07.28 長谷川　幸洋 法人会講演会　県連主催

新聞社論説副主幹 「激動する世界～日本の針路を考える」

公2 28.11.15 宮家　邦彦 福岡地区五法人会共催講演会
外交政策研究所代表 「最新の国際情勢と日本経済に与える影響」

公3 28.12.08

28.05.15 映画上映会「くちびるに歌を」

28.07.18 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

28.10.07 太宰府支部担当 チャリティーゴルフ大会 太宰府ゴルフ倶楽部

28.10.30 大野城支部 大野城市民劇団「迷子座」定期公演受付支援

28.11.28 太宰府支部担当 太宰府市内中学校への図書贈呈式

第23回法人会・大同マスターズ 公3 28.10.13 チャリティーゴルフ大会 福岡カンツリー倶楽部
チャリティーゴルフ大会

公3 29.03.08 亀田　真砂子 青年部会・女性部会合同講演会

岩城　朋子 「面白きこともなき世を面白く　望東尼・想」

市民講演会 公3 28.11.18 髙田　明 創立45周年・社団化30周年記念講演会

㈱A and Live代表 「夢持ち続け日々精進」

会員のつどい 他1 28.09.15 会員交流会

新春のつどい 他1 29.01.20 会員交流会

周年式典祝賀会 他1 28.11.18 創立45周年・社団化30周年記念式典祝賀会

女性部会春の懇談会 他1 28.04.20 異業種交流会

28.10.11 会員交流会

28.10.19 太宰府支部 会員交流会

28.11.28 筑紫野支部 会員交流会

第16回親睦ゴルフ大会 他1 28.11.16 青連協 親睦ゴルフ大会 小郡カンツリー倶楽部

新年会 他1 29.01.20 青年部会 情報交換会

博多法人会青年部会主催

青年部会異業種交流会　 他1 29.03.23 異業種交流会

大牟田市石炭産業
科学館館長

人材育成セミナー

大野城・春日
那珂川支部

女性部会バス研修会

パソコン講座

『大牟田近代産業の歴史と世界遺産「三池炭鉱関連遺
産」』

「中堅社員・中間管理職のためのコミュニケーション
能力向上セミナー」

地域社会貢献活動

講演会

相続・遺言・後見セミナー

簿記実務講座

他1

一般教養セミナー

公2

公2

公3

女性部会支部会


