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船小屋桜（筑後市）

八女法人会だより
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3月13日（火）

3月22日（木）14:00

4月10日（火）

6月6日（水）14：00

6月19日㈫ 14:00

8月

9月4日㈫ 13：30

9月

9月～１１月

9月

10月

10月

11月

11月

12月

献血　

決算税務研修会

献血　

定時総会講演会

リスクマネジメントセミナー

税制改正研修会

医療健康セミナー

税務セミナー

商業簿記講座（全32回）

決算実務セミナー

ボウリング大会（会員限定）

ビジネスコミュニケーション研修会

青年部会・女性部会　税務研修会

視察研修会

フラワーアレンジメント講座（正月花）

黒木町ふじの里

八女商工会館

ゆめタウン八女

八女市　いわ井

ハイネスホテル久留米

八女商工会館

八女商工会館

八女商工会館

八女商工会館

八女商工会館

八女市

八女商工会館

八女商工会館

未　定

八女商工会館

開催予定 事業内容 場　所

2018春号

八女市立三河小学校
6年　丸林真矢さん

筑後市立水洗小学校
6年　北島すみれさん

最優秀賞 八女税務署長賞

筑後市立水洗小学校
　6年　平　航介さん

広川町立下広川小学校
6年　川原由聖さん

優秀賞 優秀賞

八女市立三河小学校
6年　片小田麗樺さん

優秀賞

八女市立星野小学校
髙木七海さん

優秀賞

優秀賞

広川町立下広川小学校
6年　生田真沙斗さん

各セミナーの詳細については八女法人会事務局（0943）22-3391へお電話ください。
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平成29年度 八女税務署納税表彰



　「働き盛りの健康管理～仕事でもプライベートでも役立つ・やり続けた人が勝者！～」をテーマに開催しまし
た。講師は健康管理士の小久保晴代氏。簡単で楽しいストレッチを取り入れての実技中心のセミナーでした。
会員18名、非会員2名の参加でした。

　八女商工会議所との共催で初歩から検定試験3級合格コースと実務・
実践コースを開催しました。講師は猿渡満徳氏と江﨑洋介税理士。会員10
名、非会員9名の参加でした。

8/28㈪～11/15㈬の32日間

　「決算書を読みこなして経営分析
をしてみよう！」をテーマに決算書と
経営分析のセミナーを開催しまし
た。講師は税理士の米満まり氏。決
算書の基本、損益計算書と経営分
析、資金繰りの管理など具体的に
研修しました。参加者は会員14名、
非会員4名でした。

　「いったい相続税はいくらかかる
の？　知って得する節税対策」をテ
ーマに相続税対策講座を2日間開
催しました。講師は税理士の蔵森邦
彦氏。シミュレーションをしながら
わかりやすい解説のセミナーでし
た。1日目は会員7名、非会員6名の
参加、2日目は会員9名、非会員7名
の参加でした。

１０/12(木) 税務セミナー

税務セミナー

税務セミナー

9/26（火)・27（水) 税務セミナー税務セミナー

簿記講座簿記講座

9/5(火) 医療健康セミナー医療健康セミナー

会員のページ
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全国大会表彰全国大会表彰

福利厚生制度推進表彰



　「職場の接遇力を高め、コミュニケ
ーションのある人間関係をめざそう」
をテーマにコミュニケーションアップ
セミナーを開催しました。講師は西島
昇子氏。講義とロールプレイング形式
で思いを形に、言葉にするを目指して
研修しました。会員22名、非会員4名
の参加でした。

　恒例の秋の視察研修会に出かけました。バスの中で「税金クイズ」（八女税務署作成）を考えながら福岡市
のもーもーらんどへ向かい、食品サンプル作成を体験した後、ヒルトン福岡シーホークで昼食。午後は中洲か
ら船で博多湾一周をして、ベイサイドミュージアムやポートタワー見学などを楽しみました。会員45名の参加
でした。

８ 八女法人会だより vol.51

　福利厚生事業の一環としてボウリング
大会を開催しました。18チーム72名の
会員の皆さまが参加しました。優勝は古
賀製茶本舗チームでした。

　八女ライオンズクラブ、福岡県生コンクリート
工業組合青年部と共催で開催しました。172名
の皆さんに参加していただき、採血者は156名
でした。
 黒木ライオンズクラブと共催で開催しました。
59名の皆さんに参加していただき、採血者は55
名でした。

　八女市主催のキャンペーンに参加しました。
八女法人会からは会員5名が参加し、八女市を
きれいにするために空き缶や空き瓶、紙くず、吸
いがらなどを拾いました。

会員のページ

11/7㈫ 視察研修会

ビジネスコミュニケーション研修会

ボウリング大会

献血 空き缶空きびん回収キャンペーン

視察研修会

10/19㈭ ビジネスコミュニケーション研修会

献血

ビジネスコミュニケーション研修会

ボウリング大会10/13(金)

献血献血11/15(水)・11/17(金) 空き缶空きびん回収キャンペーン空き缶空きびん回収キャンペーン11/19(日)



　今年度、八女税務署管内で新設された法人を対象に、
八女税務署と共催で税務研修会を開催しました。法人税や
消費税、等の説明を法人課税部門の山口統括官と小林上
席にしていただきました。非会員8社9名の参加でした。

　「会社がもらえる助成金」をテーマに開催しま
した。講師は産学コーディネーターの太田嘉孝
氏。企業継続・成長の条件や新技術・新商品開
発への助成事業の活用などを研修しました。また
黒木町の井手電工さんが事例発表をしました。
参加者は会員24名でした。

　グリーン八女の江渕康
枝さんを講師に正月花の
フラワーアレンジメント講
座を開催しました。会員
26名と非会員1名の皆さ
んが参加しました。

　納税に関する意識を
高めていただこうと八女
税務署管内の新成人の
方々に税に関する小冊
子「日本の財政を考えよ
う」を1,300部（八女市
650部、筑後市400部、
広川町250部）配布しま
した。ご成人おめでとう
ございます。

　法人会は毎年税制改正に関し、政府・政党・関係省庁等に対して建設的な意見を提言し、その実現を訴え
ています。八女法人会でも税制委員が野田くによし事務所と八女市役所、立花支所を訪問し、野田参議院議
員と三田村市長、川口市議会議長に「平成30年度税制改正に関する提言」を提出しました。
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税制改正要望書提出

新設法人説明会 成人式税の小冊子配布

フラワーアレンジメント講座

経営セミナー

1/9(火) 税制改正要望書提出

フラワーアレンジメント講座

経営セミナー

税制改正要望書提出

2/6(火） 新設法人説明会新設法人説明会 成人式税の小冊子配布成人式税の小冊子配布

12/26(火) フラワーアレンジメント講座フラワーアレンジメント講座

11/24(金) 経営セミナー経営セミナー
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　　八女税務署の浴本康生署長を講師として税務研修会を開催しました。「税のよもやま話」をテーマに講話
をしていただきました。8名の部会員の皆さんが参加しました。

青年部会だより

10/27(金) 税務研修会

租税教室

　1月26日㈮
筑後市立松原小学校（48名）

講師：中村太一

　12月18日㈪
八女市立三河小学校（20名）

講師：松木　誠

　12月7日㈭
八女市立忠見小学校（33名）

講師：福島正治

　1月29日㈪
八女市立上妻小学校（43名）

講師：谷川徹治

　12月20日㈬
筑後市立筑後北小学校（54名）

講師：小川海志郞

　12月13日㈬ 
八女市立長峰小学校（89名）

講師：坂田淳一

　 1月30日㈫
八女市立黒木小学校（52名）

講師：松木　誠

　1月19日㈮
八女市立上陽北汭学園小学校（24名）

講師：山口昇平

　12月14日㈭
八女市立星野小学校（13名）

講師：椿原　淳

　2月1日㈭
広川町立上広川小学校（35名）

講師：高鍋一成

　1月25日㈭
筑後市立水田小学校（44名）

講師：野口　剛

　12月15日㈮
八女市立川崎小学校（20名）

講師：福島正治
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11/6㈪

女性部会だより

　飲酒運転撲滅と未成年者の飲酒防止に取り組んだ街頭キャンペーンを酒類業八女地区懇話会と共催で
開催しました。八女市の祭、あかりとちゃっぽんぽんの会場で地元高校生のボランティア部員たちとともに啓
発チラシやポケットティッシュ、うちわ等を配布しました。

税務研修会税務研修会

絵はがきコンクール絵はがきコンクール

　八女税務署管内の小学6年生を対象に「税に関する絵はがきコンクール」を開催しました。全作
品をサンリブ筑後店（2月10日～19日）、八女伝統工芸館（2月20日～3月15日）、八女税務署
（3月16日～30日）に展示しました。参加した生徒の皆さん、ありがとうございました。

  八女税務署の浴本康生署長を講師として税務研修会を開催しました。「税のよもやま話」をテーマに講話を
していただきました。22名の部会員の皆さんが参加しました。

9/23㈯ 飲酒運転撲滅キャンペーン飲酒運転撲滅キャンペーン

授賞作品は５ページをご覧ください。

審査の様子 サンリブ筑後店での展示



Garden Hall 有限会社矢部川城観光

〒834-0024 福岡県八女市津江913-1
TEL 0943－22－6237
FAX 0943－24－3440

代表取締役   野中　光則
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「宴会のお客様には癒しの場を」
　「結婚式のお客様には第二のふるさとになる事」
２０１８年は創立５０周年の節目を迎える矢部川城。
新なビジョンを掲げ、これから１００年後もこの場所で矢部川城はあり続けます。
  「変えてはならぬもの、変えなければいけないもの」を見極めお客様のニーズを
読み進化していく事で地域の貢献に努めます。



〒８３３－０００５ 筑後市大字長浜2249-2
TEL 0943-53-0641　
FAX 0943-53-3419 代表取締役　大﨑　正敏

大﨑商事株式会社

堀り炬燵席・座敷席（最大75名）

大広間（最大45名様）

1F

2F

8名様以上で無料送迎も承ります（要相談）
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九州各地の血統牛をはじめ、店主が厳選した最高クラスの全国ブランド牛に、創業以
来変わらぬ秘伝のタレ。ハラミやホルモン、センマイなど、稀少な黒毛和牛の内臓もご提
供しております。さらにお米は契約農家の受賞米を使用。肉はもちろん、細部まで一切妥
協致しません。お肉に感度の高い方はもちろん、ご家族、カップル、大切な方とのお食事
に、ぜひご利用ください。

肉・タレにとにかくこだわり、
より良いものをより安く提供！
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企業紹介
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