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実施事項 主催者等 月　日 場　所 対　象 内　　　容
消費税講習会 ○ 福局間連

福岡間税会
11.15 セントラルホテル 会　員

一　般
「消費税免税店制度の活用」

資料配付 ◎ 福岡間税会 11.30 会　員 「消費税実務問題集」配付

研修会 ◎ 西福岡間税会 11.16 三四郎 会　員 「税務職員奮闘記
( 東京編 )」

「気づく力
～感謝の気持ち～」

街頭広報 ◎ 博多間税会 11.14 JR 博多駅前広場 会　員
一　般

税務広報チラシ、
消費税クリアファイル、
シャボン玉をセットし配布

バスハイク ◎ 八幡間税会 11.12 周防大島 会　員 税金クイズ等

バスハイク ◎ 若松間税会 10.23 湯布院 会　員 税金クイズ等

租税教室 ○ 若松間税会 11.15 ひびき信用金庫 会　員 署長講話

「税の標語」
表彰

◎ 田川間税会 11.24 田川税務署 入賞者 入賞者に賞状の授与、
副賞の進呈、参加賞進呈

「税の標語」
授賞式

◎ 飯塚間税会 11.25 穂波西中学校 生　徒 飯塚税務署長賞賞状授与式

講演会 ◎ 久留米間税会 11.16 久留米シティプラザ 会　員
一　般

間税会の説明・横断幕

熊 本 地 震 災 害
チ ャ リ テ ィ －
落語会

◎ 久留米間税会 11.16 久留米シティプラザ 会　員
一　般

立川生志独演会
間税会のしおり・税資料
クリアファイル配布 ･
募金箱

研修会 ◎ 甘木朝倉間税会 11.10 ニュー松屋 一　般 「地方創生を経済学で考え
る」

研修会 ◎ 大川間税会 11.7 大川税務署 会　員 講師　大川税務署長

研修会 ◎ 八女間税会 11.22 広川町 会　員 講師　八女税務署長

書 写 コ ン ク ー
ル

◎ 大牟田間税会 11.11 ～ 17 大牟田市、みやま市
柳川市

一　般 書道作品の展示

まるごと
みやま収穫祭

△ 大牟田間税会 11.19 みやま市 一　般 税金クイズ等

秋の夕べ △ 小倉間税会 11.15 ステーションホテル
小倉

会　員 税金クイズ等

女性スクール ○ 小倉間税会 11.16 小倉税務署 会　員
　

「身近な税の仕組みと税務
署の仕事」

「ユリウス・カサエル古代
ローマ人の名言から学ぶ」

「意外と知らない税の話」

研修旅行 ◎ 小倉間税会 11.20 ～ 21 山口県 会　員 税金クイズ等

街頭広報 ○ 門司間税会 11.11 門司港 ･ 大里 一　般 街頭パレード、グッズ配布

税金展
コンサート

◎ 行橋間税会 11.17 京都ホテル 会　員
一　般

「ワインとジャズを楽しみ
ながら税を考える」

お酒・税金講座 △ 佐賀間税会 11.16 西九州大学 学　生 クリアファイル配布

　毎年 11 月 11 日から 17 日までの期間が「税を考える週間」です。国民一人ひとりに税の仕
組みや目的等を考えてもらい、国の基本となる税に対する理解を一層深めてもらうとともに、
税務行政に対する理解や納税道義の高揚を図ることを目的としています。平成 28 年度の「税
を考える週間」のテーマは「くらしを支える税」です。
　この趣旨を踏まえ、平成 28 年度も講演会、研修会、街頭広報など間税会が単独で、又は中
心となって多彩な行事が実施されましたので、その一部を紹介します。

平成 28年度「税を考える週間」行事実施状況

（注）　◎～間税会主催行事　　○～他団体との共催行事　　△～他団体主催行事へ参加
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　間税会活動の功労により、次の方が受

彰されました。

　またこのほか各税務署においても税務

署長表彰が行なわれ、多数の方が受彰さ

れました。

　受彰されました皆様に福岡国税局間税

会連合会会員一同、心よりお祝い申し上

げます。

講演会 △ 佐賀間税会 12.5 佐賀大学 学　生 署長講演
クイアファイル配布

タックスフェア ○ 鳥栖間税会 11.12 フレスポ鳥栖 一　般 税金相談、税金クイズ
各種パネル展示、説明会
クリアファイル配布
税の作文表彰と展示

講演会 ○ 唐津間税会 11.15 唐津
シーサイドホテル

会　員
一　般

講師　長谷川幸洋氏

税の標語表彰式 ◎ 唐津間税会 11.25 ～ 26 ２校 生　徒 各学校

利き酒会 ◎ 武雄間税会 11.4 武雄温泉ハイツ 会　員 利き酒・親睦会

税の標語
賞状伝達

◎ 武雄間税会 11.14 ～ 16 管内 6 中学校 生　徒 各校にて伝達

公開講演会 ○ 武雄間税会 11.29 武雄センチュリー
ホテル

会　員 講師　高　田　明氏

街頭広報 ◎ 長崎間税会 11.11 浜町アーケード 一　般 間税会資料・e -Tax 資料
クリアファイル等配布

講演会 △ 長崎間税会 11.17 ホテルニュー長崎 会　員
一　般

「これからの時代に求めら
れる日本語力」

研修会 ○ 諫早間税会 11.17 ホテルグランド
パレス諫早

会　員

地酒の集い ◎ 佐世保間税会 12.1 佐世保玉屋 一　般 税金クイズ・日本酒利き酒

講演会 ○ 島原間税会 11.11 ホテルシーサイド
島原

会　員
一　般

街頭広報 ◎ 平戸間税会 10.29 松浦市 一　般 税務関係のチラシとクリア
ファイルを配布

税金クイズ ○ 壱岐間税会 11.12 ～ 13 壱岐市
芦辺町国分

一　般 JA フェスタ会場に「税の
ひろば」を開設し、税金ク
イズを実施

実施事項 主催者等 月　日 場　所 対　象 内　　　容

平成 28 年 納税功労表彰受彰おめでとうございます

（注）　◎～間税会主催行事　　○～他団体との共催行事　　△～他団体主催行事へ参加

（注）受彰者の役職名は間税会関係のみを掲載しています。

《国税庁長官表彰》

　倉田　正平 様 福岡国税局間税会連合会
久留米間税会

前常任理事
前会長

《国税局長表彰》

　小田　晋介 様 小倉間税会 副会長

　能丸　政孝 様 八幡間税会 副会長

　奥村　芳幸 様 福岡間税会 副会長

　今野　　眞 様 西福岡間税会 副会長

　水城　好則 様 筑紫間税会 理　事

　四元　清安 様 佐世保間税会 理　事

　宅島　壽雄 様 島原間税会 副会長

　野口　喬史 様 五島間税会
福岡国税局間税会連合会

会　長
理　事


