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写真

■発行 久留米青色申告会  ■発行人 長谷広信  ■発行日 平成28年8月
「久留米青色申告会」で検索下さい
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くるめ青色申告会だより
 FAX 0942-33-0933

 〒830-0022 久留米市城南町15-5

 TEL 0942-33-0213

《第12号》 ★ホームページ開設しました！★
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ブルーリターンＡ 検索 

ブルーリターンＡについての     
お尋ねは、                
久留米青色申告会事務局まで 

ＴＥＬ：０９４２－３３－０２１３ 

 東京でそば名人・故片倉康雄氏の技術を受け継ぐ「一茶庵」で
修業した後、当店を開店しました。 
 お陰さまで、今年で開店１０周年を迎えました。 
 最近では「食べログ」や「ミシュランガイド福岡・佐賀 ２０１４ 特
別版」などで当店を紹介していただいた事もあり、遠方からも多く
の方々にお越しいただいています。 
 

【取材を終えて】 
青木さんはビートルズバンドのメンバーという程のビート
ルズファン。店内はＢＧＭにビートルズの楽曲が流れる
素敵なお店でした♪（Chi ） 

事業所名： 蕎麦処 一閑人    事業主名： 青木 廣 
所在地：    久留米市宮ノ陣町五郎丸１５７７－７（宮の陣中学校となり） 

ＴＥＬ  ：  ０９４２－３４－５８５５ 

  「平成２８年度通常総会を終えて」     久留米青色申告会  会長  長谷広信 

  会員の皆様、暑中お見舞い申し上げます。この夏は連
日猛暑日が続く非常に暑い夏になりました。 
６月１日安倍首相は、消費税率10％への引上げ時期を平
成２９年４月から平成３１年１０月へ２年半延期することを
表明しました。この再延期に対する法律改正はまだ行わ
れておらず、秋の臨時国会で改正法案が出される見込み
です。併せて適格請求書保存方式（インボイス方式）も２
年半延期される見込みです。準備期間が延びましたので
しっかりと対応策を講じましょう。 
  さて、６月２８日の平成２８年度通常総会は参加いただ
いたご来賓の皆様、会員の皆様のご協力により無事終了
し、平成２８年度の事業計画が承認されました。今年度の
大きな行事は、全青北部九州ブロック大会（10/18福岡
市）、先進地青色申告会視察研修（11月東京、金沢）を 

 

＜営業時間＞１１：００～１５：００  

＜定休日＞毎週火曜日   ＜駐車場＞有 

●導入時価格   ２７，０００円 （別途消費税） 

   内訳：本体価格 １８，０００円、３年分保守料 ９，０００円 

 ※毎年、税制改正に対応したソフトをお送りします。 

 ※４年目以降の更新料は３年分保守料９，０００円（別途消費税） 

   のみ必要 

●対応ＯＳ   Windows１０ ／ Windows８．１   

          Windows７ ／ Windows Vista  

計画しています。多くの会員の皆様の参加をお願いしま
す。 

  また、２月に久留米青色申告会のホームページを立ち

上げました。当会の様々な活動は、ホームページに詳しく

内容を掲載しておりますので是非ご覧ください。 

  平成２８年分所得税・消費税の確定申告から申告書に

マイナンバー（本人、配偶者・扶養控除対象者、専従者）

の記載及び通知カードの写し・運転免許証等の写し（又は

マイナンバーカードの写し）の添付が必要になります。電

子申告により申告すれば通知カードの写し等の添付は不

要ですので、電子申告をお奨めいたします。 

  今年度当会は、やさしいシリーズ研修会をはじめ様々

な事業を行いますが、皆様のご参加が不可欠です。当会

の運営にご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 毎年恒例の水の祭典、筑後川花火大会、お盆と人々が行き交い、街が活気づく夏も終盤ですが、今年ほど容赦ない暑
さを厳しく感じた年はありませんでした。温暖化による海水の温度上昇が招く世界規模の気候変動は、人類が積み重ね

たエゴへのしっぺ返しなのでしょうか？ 

 身の回りから一歩ずつ、地球に優しい暮らしを取り戻したいものです。秋風が吹き抜ける日まで、どうぞご自愛下さい。 

                                                                       （千） 

 ６月２８日（火）、ハイネスホテル久留米にて平成２８年度通常総会を開催し、全ての議案が原案通り可決

されました。役員改選では長谷広信会長が再任されました。 

承認された平成２８年度事業計画の概要は以下の通りです。 

（承認されたその他の理事は本誌２ページ目を参照ください） 
 

１、会員指導事業の充実 

 ・年数回の「やさしいシリーズ研修会」を中心とした各種 

  研修会を開催 

 ・会計ソフトブルーリターンＡの更なる推進 

２、青色コーナーの充実強化 

 ・確定申告期に税務署内に設置される青色コーナーに 

  おいて青色申告制度の普及促進を積極的に展開 

３、役職員研修事業の実施    

 ・役職員の資質向上を強化 

４、女性部活動の充実強化    

 ・女性部主催セミナー等の開催 

 ・青色コーナーへの積極的協力 

 ・平成２９年度県連女性部研修会開催に向けての企画・準備 

５、青年部活動の充実強化 

 ・親会事業への積極的協力および部員間の連携強化 

 ・各団体との交流事業 

６、広報活動の充実 

 ・ホームページの随時更新による情報発信の強化 

 ※平成２８年１月、当会のホームページを構築しました。 

  WEB検索サイトにて 「久留米青色申告会」で検索ください。 

７、組織の強化拡充 

 ・各種研修会・事業を通じての会員増強 

８、陳情・要望活動  

   挨拶を行う長谷広信会長 

記念講演で講演される久留米税務署 栁署長 

青木さん（写真中央）とスタッフの皆さん  

 全国青色申告会総連合女性部は今年創立４０周年を迎え、５月に
全国の女性部総会と創立記念式典が開催されました。 
 私たち久留米女性部の会員も参加し、大勢の参加者から今後の
活動のヒントを得てきました。 
 今年は９月に別紙の研修会も行いますので、ぜひご参加ください。 
 各企業者の陰の力となっている女性の知恵を、この女性部に集
まって、語り、優れた力になるよう会員一同、税務はもとより、さまざ
まな研修会をしていくことにしています。 
 多くの女性の参加をお待ちしています。異業種の交流もしましょう。
斬新なイベントもしましょう。 
 残暑の季節、体力を保持して、どうぞ健康にお過ごしください。 
                         （女性部長 下川 眞理子）  
                                   

通常総会時のセレモニーにて、久留米税務

署栁署長から使用済み切手を受け取る下

川女性部長  

一番人気の「つけ鴨せいろ（１，４８０円）」  

 ★使用済み切手を集めています★  
 皆様のお蔭をもちまして平成２７年度は８５７枚の使用済み切手が集まりました。また、久留米税務署様にも
ご協力をいただき、通常総会で沢山の使用済み切手を頂きました。 
 今年度も引き続き使用済み切手を集めていますので、ぜひご協力をお願いいたします。                                    
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事業承継相談

経営相談

久留米商工会議所定例窓口無料相談のお知らせ
※月曜日から金曜日まで随時行っておりますので事前にお問合せ下さい。

：親族・社員・第三者への事業承継をはじめ、事業の譲渡・譲受に関する相談をお受けします（第１・第３月曜）。
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特許相談 ：弁理士が、特許、意匠、商標、実用新案に関する相談をお受けします（第１・第３水曜）。秘密厳守。
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司法書士相談

法律相談 ：弁護士が経営上の法律に関する相談をお受けします（第１・第３金曜）。

お問合せ：久留米商工会議所経営支援課（0942-33-0213）

：司法書士が会社・法人登記・不動産登記・債務整理等の相談をお受けします（第２火曜）。

：中小企業診断士が創業、経営革新等の各種相談をお受けします（毎週火曜）。

                      
 

                    「 電子申告で使用する電子証明書 」 
   

                                  久留米青色申告会  会長 長谷広信  税理士  

  １．電子申告するための事前準備 

    所得税及び消費税の確定申告を電子申告により行うためには、次の事前準備が必要です。 

    （国税庁ＨＰ 国税電子申告・納税システムｅ－Ｔａｘ参照） 

    （1）電子証明書の取得 

    （2）ＩＣカードリーダライタの取得・設定 

    （3）開始届出書の提出（オンラインで提出可能）  

    （4）利用者識別番号の取得（オンラインで開始届出書を提出したらオンラインで通知） 

  ２．電子証明書 

    平成28年分所得税・消費税の確定申告で使える上記（1）の電子証明書とは主に次のものです。 

    （1）住基カード … カード内の電子証明書の有効期間がＨ29.3月（申告）まであるもの。 

    （2）マイナンバーカード … 通知カードに同封された交付申請書又はパソコンからも申請できます。 

                     なお、申請から交付までに期間を要します。 

    （3）商業登記認証局 … 法務省が運営する機関（有料） 

    （4）民間の認証局 … 帝国データバンク等（有料） 

  ３．電子申告のメリット 

    電子申告すると、 

    ①自宅からネットで申告 ②源泉徴収票、医療費領収証等の記載内容を入力すれば提出を省略  

    ③還付申告の場合は還付が早い ④24時間受付 ⑤マイナンバー通知カード及び身元確認書類の 

      添付不要 等のメリットがあります。 

  ４．留意点 

    （1）マイナンバーカードの交付には時間がかかりますのでお早めに申請して下さい。 

    （2）ＩＣカードリーダライタはそのカードに対応した機種を購入して下さい。（ＨＰ参照） 

連載 読み物 vol.11 

【お知らせ】 
このたび、全国青色申告会総連合青
年部より「TEN-UP ACTION2015」の表
彰を当会青年部が受けました！これ
は昨年度の会員増強が顕著な青年
部に対して表彰するものです。 
今後も楽しく活動していきながら仲間
を増やしていきたいと思います！ 

 ５月３０日（月）、６月６日（火）の２日間、「やさしいシリーズ研修会」として
『初心者のための帳簿のつけ方編』（参加者３３名）と『青色申告の簡易帳
簿のつけ方編』（参加者２６名）をそれぞれ開催しました。２日間とも当会の
役員である中野厳章税理士が講師を務め、記帳の必要性や領収証等の
帳簿整理の仕方、簡易帳簿の記入の仕方などについて初心者向けにわ
かりやすく説明して頂きました。参加者からは、「これまで知らなかった青
色申告の特典などを知ることができた」などという声を頂きました。 

 ５月１７日（火）、全国青色申告会総連合女性部創立４０周年記念事業およ

び定時総会が横浜市で開催され、当会女性部は下川女性部長はじめ５名が

出席しました。式典終了後の記念講演では岡山大学医学部大学院臨床教授 

片山壽氏を講師に迎え、医療と介護分野において先進的な実践を行っている

地域医療連携について講演いただきました。 

参加された他会女性部との交流を積極的に行い、大変有意義な記念事業へ

の参加となりました。 

 ７月６日（水）、炉ばた十介にて新入会員歓迎会を開催しました（参加
者１６名）。本歓迎会は、当会に新規入会された会員さんを対象に、当
会の活動内容を説明して今後の事業への参加をお誘いするとともに、
会員同士の異業種交流を図ることを目的に開催しました。 
参加者からはお互いの事業内容を知ることができて良かったとの声を
頂き、大変有意義な会となりました。 
当会は今後とも会員事業所さんの異業種交流のお手伝いも積極的に
行ってまいります。 

・ ９月 ７日（水）   女性部研修会「女性健康セミナー」（久留米商工会館） 

・１０月１８日（火）   北部九州ブロック大会（福岡市） 

・１０月２６日（水）   やさしいシリーズ研修会「会計ソフトブルーリターンＡ」編 

・１１月 ５日（土）   一般部会会員交流事業「日帰り旅行」（朝倉市・大刀洗町） 

 
 
 

６月２８日の久留米青色申告会通

常総会にて承認された新役員を紹

介します。 

《敬称略、順不同》 

会長  長谷広信          
（久留米税理士会部会） 

副会長  権藤好弘（久留米歯科医師会部会） 

副会長  内田義行（一般部会） 

副会長  下川眞理子（一般部会） 

理事  溝田伸彦（久留米美容業部会） 

理事  城  行永（久留米青色研究部会） 

理事  倉八啓寿（久留米料理飲食業部会） 

理事  丸山聖人（久留米料理飲食業部会） 

理事  吉山昌子（久留米料理喫茶部会） 

理事  平田久美子（久留米料理喫茶部会） 

理事  中村和洋（久留米税理士会部会） 

理事  岩井一之（久留米自転車商部会） 

理事  江頭利吉（久留米魚類仲買部会） 

理事  鬼塚正敏（久留米青果商業部会） 

理事  田中二三郎（久留米医師会部会） 

理事  井上  寛（久留米新京極部会） 

理事  西田米蔵（久留米鮨部会） 

理事  西山尚子（久留米関東煮部会） 

理事  坂田正則（久留米理容業部会） 

理事  今村好典（久留米旅館業等部会） 

理事  梅野千枝子（一般部会） 

理事  大坪康子（一般部会） 

理事  重吉泰毅（一般部会） 

理事  大坪かえで（一般部会） 

監事  福田 博（一般部会）            

監事  中野厳章 

      （久留米税理士会部会） 

 ４月９日（土）、県連青年部事業として「交流フットサル試合（VS小倉青色申告会青年部）」を開催しました。前回小倉

に遠征したアウェーでは敗北を喫していたので、今回は久留米にお迎えしてのホームでの開催となりました。中村青

年部長はじめ参加者一同楽しく汗を流しながらプレーをして、更なる交流を深めることができました。 

 また、翌々週の４月２３日（土）には久留米税務署職員チームとの交流フットサル試合を開催しました。つい２週間前

に試合を行ったばかりでしたので、参加した青年部メンバーは思いのほか動きにキレが残っていたいた（？）と感じま

した。 

4/9晴天の中、小倉会青年部と交流試合を 

行いました 

4/23小雨が降る中、栁税務署長にも

出場いただきました！ 


