
附属明細書
平成30年度事業実施状況

(敬称略)
事　業 区　分 年月日 講　師 摘　要

30.06.07 筑紫税務署担当官

30.12.12

30.04.24 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

30.06.05 法人課税担当官 6・7月決算期法人対象

30.08.23 8・9・10・11月決算期法人対象

30.12.04 12・1・2月決算期法人対象

31.03.26 3月決算期法人対象

税務研修会 公1-1 30.11.28 筑紫税務署担当官 「消費税軽減税率対策セミナー」

青年部会税務研修会 公1-1 30.06.20 博多税務署担当官 「お酒に関する豆知識」

女性部会合同税務研修会 公1-1 30.11.05 筑紫税務署副署長 「くらしを支える税と税務行政」福岡西部・東福岡法人会共催

30.11.14 福岡国税局担当官 「消費税軽減税率制度研修会」　県連主催

31.02.06 大規模法人対象　講演・税務研修　県連主催

平成30年度税制改正についてほか

30.08.04 けんたくんと税を学ぼうin太宰府

31.01.24 小学6年生対象　大野城市立大野東小学校

31.01.28 小学6年生対象　大野城市立大城小学校

31.01.30 小学6年生対象　筑紫野市立阿志岐小学校

31.02.05 小学6年生対象　春日市立春日西小学校

31.02.06 小学6年生対象　筑紫野市立山口小学校

31.02.13 小学6年生対象　筑紫野市立天拝小学校

31.02.14 小学6年生対象　筑紫野市立筑紫小学校

31.02.22 小学6年生対象　太宰府市立水城西小学校

第31回法人会全国 公1-1 30.11.08 紺野美沙子 租税教育活動プレゼンテーション

青年の集い岐阜大会 　　～09 芸能人 記念講演「今私たちにできること～未来のために～」

医師会部会税務研修会 公1-1 30.12.07 筑紫税務署担当官 「よくわかる消費税軽減税率制度」

女性部会 那珂川市内小学6年生対象

税に関する絵はがきの募集

30.12.03 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・県税事務所長・那珂川市担当官

31.01.23 表彰式

絵はがきコンクール優秀作品展示

那珂川市中央公民館

第13回法人会全国女性 国井雅比古 税に関する絵はがきコンクール作品展示

フォーラム山梨大会 フリーアナウンサー 記念講演「小さな旅と私～人との出会いと発見～」
第35回法人会 公1-3 30.10.11 島原道範 平成31年度税制改正提言
全国大会鳥取大会 ㈱大山どり代表者 記念講演「大山どりの奇跡～35歳、どん底からの挑戦～」

公1-3 30.10.25 福岡５区選出国会議員 平成31年度税制改正提言 

30.11.22 那珂川市長

30.11.22 太宰府市長

30.05.11 酒井　悦子 「IT戦略・インターネット活用策セミナー」

30.08.02 摩嶋　隆視 「売上倍増セミナー」

30.09.13 田口　勝

30.11.16 小谷　晴美 「経営と資産形成のためのお金の話セミナー」

31.02.14 稲岡　淳之 「営業成績倍増セミナー」

30.06.20 赤澤　将
30.06.21 社会保険労務士

野元　朋子 新入社員研修会　～社会人としての心構えと基本動作～

㈲秋月オフィス

30.11.06 「若手社員のための“報・連・相”実務セミナー」

30.11.14 秋月　枝利子

㈲秋月オフィス

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

「創業啓発セミナー・ビジネスモデル　売れるための
キーポイント20」

「ポジティブメンタルヘルスによる組織生産性の向
上」

青年部会員

税に関する
絵はがきコンクール

公1-2

公2

公1-2

公2

「管理者・経営者のための“報・連・相”実務セミ
ナー」

大規模法人税務研修

平成30年4月1日～平成31年3月31日

30.04.05

30.04.12

リスクマネジメント セミナー

新設法人説明会

福岡国税局
調査査察部長

30.09.01
 ～10.31

31.01.25
 ～02.01

公1-1

公1-1

公1-1

租税教室

経営セミナー

税制改正提言活動

公1-1

人材育成セミナー

公2



事　業 区　分 年月日 講　師 摘　要

公2 30.10.02 内野　友昭 「簿記実務　入出金・仕入・売上」

30.10.16 税理士 「簿記実務　人件費・経費」

30.10.30 「簿記実務　固定資産」

30.11.13 「簿記実務　転記・集計・合計残高試算表」

30.11.27 「決算書作成　決算前整理手続」

30.12.11 「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 30.10.10 浅井道雄 「中小企業会計啓発・普及セミナー」

公認会計士

30.08.29 竹中　ひとみ 「ワード　らくらく　文章作成」

30.08.30 ㈲アキラ企画 「ワード　ウラ技　ネット活用」

30.09.06 「パワーポイント　らくらく　プレゼン」

30.09.13 「パワーポイント　ウラ技　チラシ作成」

30.09.27 「エクセル　らくらく　関数」

30.10.01 「エクセル　ウラ技　書式設定」

30.04.24 日本政策金融公庫 資金繰表の活用、融資制度及び公庫利用方法等

30.06.05 福岡西支店担当官

30.08.23

30.12.04

31.03.26

公2 30.07.25 ケント・ギルバート 法人会講演会　県連主催

弁護士 「今後の国際情勢と日本経済に与える影響」

公2 30.11.15 三浦　瑠璃 福岡地区五法人会共催講演会

東大講師 「第二次以降安倍政権を中間総括する」

公3 31.03.12 松中　信彦 「野球から学んだこと」

プロ野球解説者

30.08.02 湯ノ口　弘ニ

社会起業家

30.11.09 鈴木　ゆり子 「実践！満室大家塾」

㈱スズヨシ代表者

31.01.08 森　晃爾 「健康経営の推進のすすめ」

産業医科大学教授

女性部会秋の研修会 公3 30.10.12 女性部会一般教養セミナー「めんたい工場見学」

女性部会春の研修会 公3 31.03.18 春日警察署担当官 「防犯教室」

公3 30.12.08 大石　一久

大浦天主堂研究部長

30.06.02 映画上映会「この世界の片隅に」

30.07.16 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

30.08.26 大野城支部 大野城市民劇団「迷子座」定期公演受付支援

30.10.05 筑紫野支部 チャリティーゴルフ大会 夜須高原カントリークラブ

30.10.17 筑紫野支部 筑紫野市内中学校への図書贈呈式
第25回法人会・大同マスターズ 公3 30.10.19 チャリティーゴルフ大会 古賀ゴルフ・クラブ
チャリティーゴルフ大会 県連主催

会員のつどい 他1 30.09.14 会員交流会

新春のつどい 他1 31.01.23 会員交流会

女性部会春の懇談会 他1 30.04.16 異業種交流会

女性部会観劇会 他1 30.11.21 会員交流会「博多座」

31.02.28 太宰府支部 会員交流会

31.03.14 会員交流会

31.03.26 筑紫野支部 会員交流会

第18回親睦ゴルフ大会 他1 30.11.22 青連協 親睦ゴルフ大会 福岡雷山ゴルフ倶楽部　県連主催

新年会 他1 31.01.25 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 30.11.02 青年部会 スポーツレク・異業種交流会

『世界遺産国宝「大浦天主堂」・出島』～「長崎と天
草地方の潜伏キリシタン関連遺産～

講演会

公2

コミュニケーションがうまくなる「コーチング基本
編」

大野城・春日
那珂川支部

地域社会貢献活動

公3

女性部会バス研修会

パソコン講座

簿記実務講座

女性部会支部会

一般教養セミナー

公3

他1

公庫融資説明会・相談会

公2


