
　ド～ン、ガタ・ガタ、かつて経験したことのない激しい揺れに深夜
突然襲われた。熊本地震である。
　日を置かず、4月 16 日未明再び激しい揺れが熊本を襲った。しば
らくして、テレビに映った熊本城を見て我が目を疑った。そこには、
熊本市民と共に 400年の歴史を歩んで来たお城の無残な姿が映し出さ
れていた。
　瓦が砕け落ちた大天守・小天守、重要文化財の北十八間櫓、飯田丸、
長塀等々ことごとく被災していた。
　一方、阿蘇の方に目をやると、阿蘇観光を支えてきた「阿蘇大橋」
が崩落し、友人に水を届けに行った心優しい大学生を大橋は飲み込ん
でしまった。
　震災から５年、熊本城本丸に観光客を迎え入れるまでに復興が進ん
でいるが、往時の姿を取り戻すためには、後 20年の歳月を待たねば
ならない。
　崩落した「阿蘇大橋」も橋長 525 ｍ、橋脚最大高 97ｍの堂々とし
た「新阿蘇大橋」として蘇った。　
　全国のミロク会計人会が持ち回りで開催している全国統一研修会を
熊本地震からの復興を全国の皆さんに見て頂こうと、昨年MJSの全
面的なバックアップの下、準備を進めてきたが、コロナ禍の中開催を
見送り、本年再起をかけて、「蘇る熊本！復興からの新たなる発展」
をスローガンに、11 月開催に向けて九州ミロク会計人会一丸となっ
て準備を進めているところである。

（熊本地区会　中尾 好輝）
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　令和３年 11 月 18 日、ホテル日航熊本において待ちに待った第 45 回全国統一研修会熊本大会が開
催されます。
　基調講演、記念研修会、記念分科会そして移動分科会という興味深い研修会。また翌日からは懇
親ゴルフ大会・記念旅行と盛りだくさんの内容で、全国の会員の皆様のお越しをお待ちしています。
　本来なら昨年の 11 月５日に行われる予定でしたが、新型コロナの影響により１年先延ばしとなり
ましたこの大会、九州の実行委員会のメンバーが足掛け４年にわたって計画を練り上げて参りまし
た。必ずや参加された皆様にご満足していただける内容になったと思っています。
　今回のテーマは「蘇る熊本！復興からの新たなる発展」です。ぜひ熊本地震から復興した熊本。
新型コロナウィルス感染症・豪雨災害から立ち上がる熊本。
　その象徴である熊本城や熊本の街並みを皆さんに見て、熊本の熱い想いを肌で感じて頂きたいと
思います。
　なおこの原稿を書いている６月初旬現在、全国各地で緊急事態宣言が発令中です。
　そのため、今回はソーシャルディスタンスを徹底して、式典・基調講演を定員 700 名、懇親パー
ティーを定員 300 名へと当初の計画より縮小させていただきました。熊本ならではの「お・も・て・
な・し」で皆様に楽しんでいただきたいと思っています。
　新型コロナ感染症が感染拡大してから初の全国統一研修会の開催です。ホテル・旅行会社と綿密
に連携し、検温・消毒・除菌・検査等考えられる感染対策を徹底的に実施して、安心して参加して
いただける新たなる時代・ウィズコロナでの全国統一研修会として開催して行きたいと思います。
　皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

第45回全国統一研修会　熊本大会

熊本の熱い想いを伝えたい
実行委員長 宮本律夫

第45回全国統一研修会

熊本大会
　日時 令和３年11月18日木
　会場　ホテル日航熊本
　　　　　熊本市中央区上通町2-1

式典・基調講演 ………13：45～16：00
●演　題

 「エイズ治療薬開発から新型コロナ
　　ウイルス感染症治療薬開発へ」
●講　師  満屋  裕明 氏

ウイルス学者、国立国際医療研究センター研究所長
熊本大学特別招聘教授

大会記念研修会………16：30～18：00
●演　題

「IT・AI時代に求められる企業競争力」
●講　師  夏野  剛 氏

慶應義塾大学 政策・メディア研究科、特別招聘教授

大会記念分科会……… 16：30～18：00
●演　題  「今、清正公に学ぶこと」
●講　師  湯田 栄弘 氏 加藤神社名誉宮司

移動分科会 ……………16：30～18：00

●演　題  「今こそ見て欲しい熊本城
　　　　　　　　　　　 ～記憶の記録～」
●案内団体  くまもとよかとこ案内人の会
バスにて熊本城へ移動し、現地ガイドによる見学説明会
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会員に聞きました！

熊熊 本 県 の

おすすめおすすめスポスポット
熊 本 県 の

おすすめスポット

波乱と永華に満ちた「熊本城」
　熊本市内の中心部、鶴屋百貨店前の路面電車の線路
先に目線を上げると、悠然とした姿が。熊本と言えば、
の定番中の定番「熊本城」です。
　戦国時代の名将、加藤清正が 1601 年（慶長 6年）
から 7年がかりで造った日本三名城の一つ。西南戦
争時代に不審火（諸説あり）で焼失するものの、西郷
隆盛でも攻め落とせなかった難攻不落の城と言われて
います。その最強の城が熊本地震により甚大な被害を
受けました。石垣の崩れた様を見たときは言葉を失う
程でしたが、同時に、崩れなければ見ることが叶わな
かった先人達の技術の痕跡に改めて尊敬の念を抱きま
した。現在も復旧工事が続いていますが、2021 年３
月、最優先された天守閣の工事が完了しました。最新
の耐震・制震装置の備えやエレベーターの設置、また、
１階から最上６階の各フロアにコンセプトが設定さ
れ、古の時代と現代を融合した多様な楽しみ方ができ
る空間等も造られました。時代が移り変わっても、城
下町を見守り多くの民から愛される不動の存在です。

武士道を生涯貫いた剣豪の
棲み処「霊巌洞」
　熊本市の西方、金峰山の懐に、九州西国三十三観音
第 14番霊場・雲巌禅寺があり、その裏山に歩みを進
めると、１つの洞窟に辿り着きます。
　生涯 60余戦不敗伝説を持つ剣豪・宮本武蔵が、晩
年、自身の集大成といえる兵法の指南書「五輪書」を
書き上げるために籠った「霊巌洞」です。それは古木
で覆われた岩山の絶壁に大きな口を開け、奥には岩戸
観音が祀られています。辺りは静かで荘厳な空気が漂
っており、洞内に剥き出した岩肌に手をあてれば精神
が研ぎ澄まされるような感覚に。夜は闇に包まれるこ
の場所に２年も籠っていたとは、武蔵のストイックさ
に敬服です。
　秋には肥後耶馬渓と呼ばれる美しい紅葉の景色を眺
めながら、遠く果てなき古の時代に思いを馳せる時間
は、いと至福かな。
「身をあさく思 世をふかく思ふ」（武蔵「独行道」より）

（熊本地区会　河上 侑子）

熊本城

霊巌洞

五百羅漢
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玉名市名誉市民は金栗四三
　玉名市の最近の自慢といえば、2019 年 NHK大河
ドラマ「いだてん」で話題となった名誉市民金栗四三
です。テレビでご覧になった方も多いと思いますがエ
ピソードのいくつかをご紹介します。
１　日本初のオリンピアンで 1912( 明治 45) 年に第

5回ストックホルム大会に出場しました。
２　当時の世界記録を３回更新しました。
３　箱根駅伝を創設しました。
４　大阪道頓堀にあるお菓子メーカー「グリコ」の有

名なマークのモデルの一人と言われています。
　現在、玉名市では市内に金栗四三ゆかりの地をめぐ

る「マラニック」と称した２つのランニングコースを
作成し、市民ランナーに親しまれています。
次に、熊本ラーメンのルーツとされる玉名ラーメンの

ご紹介をします。特徴としては、濃厚な豚骨スープ
と中細ストレート麺と焦がしニンニクのトッピングで
す。焦がしニンニクは乾燥したものを油で揚げるものと、
ニンニクそのものをフライパンで煎る製法があり、店ご
とに異なります。当地でラーメン店が隆盛の背景には、
労働者たちの間で、焦がしニンニクが精がつくとして
支持があったといわれています。
　最後に、菊池川右岸の玉名平野を南に望む丘陵裾部
に位置する国指定遺跡「永安寺東古墳」です。６世紀末
から７世紀前半に築造されたと考えられています。この
古墳の最大の特徴は、石室内部に装飾が施されている
装飾古墳であることです。石室内は、赤の顔料で描か
れた、三角文・円文や船や馬もあります。
　もうひとつ、玉名市には 1300 年余の歴史がある立
願寺温泉（別名白鷺温泉）もあります。玉名市は九州
新幹線の新玉名駅や九州自動車道の菊水インターチェ
ンジがありアクセスが非常に良いところですので、是
非一度おいでください。　　（熊本地区会　坂本 祐資）

異世界への入り口　阿蘇
　阿蘇といえば、世界有数の巨大カルデラと言われる
阿蘇山をはじめ、孝霊天皇 9年（紀元前 282 年）に
設立され、現在 2300 年余りの歴史を持つ阿蘇神社、
世界農業遺産にも認定されている草原、そして名水百
選となっている白川水源をはじめとした多くの水源な
ど、多くの観光スポットがあります。また、古代より
伝承された様々な伝統文化なども多く四季折々、様々
な風情で人々を楽しませてくれます。
　その中でも最近アニメ映画の舞台に使われ、SNS
で「異世界への入り口」と注目されているのが、高森
町にある上色見熊野座神社です。
　鳥居をくぐると緩やかな上り坂の参道が見えてきま
す。その参道の途中には、いかつい狛犬や穿

うげといわ

戸磐を
蹴破った時に落ちてきたといわれる岩塊などがありま
す。また、小高い杉の立木、シダ植物、石段のコケな
どを愛でながら時々涼しい風が通り抜け、天然のマイ
ナスイオンをたっぷり浴びつつ10分程度の石段を登
りきると、社殿に到着です。
　崇高な空気、そして包み込まれるやさしい気の流れ
を感じながら参拝。そして、そこからさらに社殿の裏
に続く坂道をさらに 10分程度上がっていくと、巨大
な磐に穴が開いた穿戸磐があります。この磐は、古い

昔、阿蘇大明神が弓を楽しみ、阿蘇山頂より矢を放た
れた際、大明神の従者、鬼八法師が、主人の矢をいち
いち拾い来ることを面倒くさく思い、足の指に挟み投
げ返したことを大明神が激怒し猛追され、鬼八法師は
上色見の外輪山を超えて逃げようとしますが、この岸
壁に疎外されました。その時に岩壁を蹴破って逃げ去
った岩穴が穿戸という伝説となっています。訪れたの
が雨上がりの午後だったからでしょうか？それは何と
も言い難い幻想的な空間がそこにありました。
　コロナ禍が落ち着いたら、上色見熊野座神社をぜひ
一度訪れてみられてはいかがでしょうか？すぐ近くに
は、高森名物の田楽を楽しめるお店、そしてもう一つ
のパワースポット、九州のへその位置にある幣立神宮、
そして、一歩足を延ばせば高千穂峡などもある風光明
媚な場所です。　　　　　　（熊本地区会　藤田 香織）

上色見熊
野座神社

金栗四三
の生家
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大津町の歴史と自慢
　大津町は通称「肥後大津」呼ばれています。郷土史
である「合志川芥」という書物には、『此の地は「火
児国大水」（ヒゴクニオオズ）」にと呼ばれていた』と
あります。この地は阿蘇の外輪山から流れ出す伏流水
の豊かなところです。
　天正 16（1588）年加藤清正が肥後北半国の領主と
して入国、大津下井手、上井手の開削に着手しました。
その没後、井手は細川氏により完成し、1,300 町歩
に及ぶ一大穀倉地帯となり、大津原野は大津千町とよ
ばれる穀倉地帯へと見事に生まれ変わりました。
　大津は、肥後と豊後を結ぶ豊後街道の要衝として、
細川藩主の参勤交代の最初の宿泊地として大いに栄
え、街道沿いには一行を一人でも多く宿泊させるため
の家々が立ち並んで「大津千軒鍋釜干さず」といわれ
るように行列が来る時には、鍋や釜を干す暇も無い忙
しさだったと言われます。
　横綱土俵入りの不知火型の起源といわれる、第十一
代横綱「不知火光右衛門」は大津町下町の出身で、「不
知火光右衛門」の行っていた土俵入りが「白鶴の翼を
はれるがごとし」の形容で華麗さはかってないところ

とされる程見事だったと伝えられています。また、大
変な美男子でもあったので、その錦絵は飛ぶように売
れたといいます。
　大津の銘菓として、「銅銭糖」があります。米の粉
を固めたもので、１銭銅貨を 50枚重ねた円筒型のら
くがん菓子で、これを一つ一つ紙で包んでありお客様
にお出しするお茶菓子として重宝されます。
　毎年８月 23 日・24 日に「大津地蔵祭り」が開催
されています。1850 年（嘉永 2年）から続いている
祭りで、水害・災害・疫病で亡くなった子どもたちの
霊を慰めるためにお地蔵様をまつり、お供えしたこと
が始まりとされています。
　現在は各町内のお地蔵を祭りの２日間は小屋を造
り、新しい前掛けに付け直して、子どもたちが祭って
います。「梅の造花」（伝統工芸品）も展示されます。
　この「梅の造花」は江戸から続く町指定無形民俗文
化財で、枝材には梅の古木、花びらなどには通草紙が
使用され、その見事な作りから本物と見間違えるほど
です。
　大津町の特産品は「からいも」（甘藷・さつまいも）
です。「からいもフェスティバル in おおづ」が毎年
11月の第二日曜日に開催され、「からいもほり大会」
「からいも絵手紙」「珍からいも大集合」などのイベン
トがあり町内外の大勢の人が参加されます。
　大津町は国道 325 号と国道 57 号が縦・横断し、
熊本空港、九州縦貫自動車道熊本 IC、JR豊肥線を擁
する交通条件に恵まれた田園産業都市で、現在の人口
は約３万５千人を超え近年ますます増加をつづけてい
ます。人と自然と産業が調和した「住みたい町、住み
続けたい町」として発展を続けています。

（熊本地区会　二田水 久雄）

昭和園（
ツツジの

名所）



山都町のシンボル「通潤橋」
　山都町は山

やまあい

間の自然豊かな町ですが、丁度九州の真
ん中に位置することから「九州のへそ」の町とも言わ
れています。
　そんな山都町の自慢は、全国で唯一の放水する石橋
である国指定重要文化財の「通潤橋」です。通潤橋は、
1854 年に四方を河川に囲まれた台地に農業用水を送
るために建設された日本最大級の石造りアーチ橋で、
今でも夏場の農繁期には水路橋として周囲の田畑を潤
しています。何よりも美しいのは、通水管に詰まった
堆積物を取り除くために橋の中央から豪快に放水され
る姿です。熊本地震や豪雨などの被害も乗り越えたそ
の雄姿から、石橋の多い九州の中でも通潤橋は最高傑
作のひとつだと思います。
　山都町では、江戸時代から始まる五穀豊作を願う
八
はっさくまつり

朔祭が９月の第１土日曜日に開催されますが、その
中で町内の人が自然の材料（竹、杉、ススキ、松笠等）
を利用して作成する「大造り物」が、祭りの中で何体
も町内を引き廻される様は圧巻です。残念ながら、昨
年はコロナ禍で祭りも中止されましたが、これまでに
作成された大造り物が町内に展示されています。

　ところで、山都町の町長は「梅
うめだゆたか

田穣さん、音読みす
るとアメリカ大統領と同じ名前の「バイデン・ジョ
ウ」になります。NHKの「日本人のおなまえ」の中
でも取り上げられ、バイデン人気にあやかろうと地酒
のPRにまで登場しています。
　そんな山都町までは、高速で九州道から宮崎の延岡
を結ぶ九州中央道が一部は開通していますが、山都町
まで令和５年度には開通します。九州道からは無料で
すので、是非とも一見する価値がある「通潤橋」と「大
造り物」を見にいらしてください。

（熊本地区会　渡邉 猪夫）

見浦のぞうさん岩」と合わせて、今、注目のスポット
です。
　夕陽の名所も西海岸の至る所にありますが、一番の
おすすめが「牛深の烏帽子抗（明治時代に採掘されて
いた海底炭鉱）跡」、日本の夕陽百選にも選ばれてい
るこの場所から見る夕日は、まさに絶景。
　お土産としては、天草オリーブ園のオリーブオイル。
91g で 11,880 円と少々お高めですが、2013 年「全
国豊かな海づくり大会」で天皇陛下歓迎レセプション
の物品として採用されました。また、「JRななつ星」
の車内の食事でも使われている高級オリーブオイルで
す。
　変わったところでは、マンゴーを食べて育った地鶏
の卵「AMAKUSA タマンゴ」（10 個 8,880 円）。黄
身がマンゴー色？ご自分で購入するのはちょっと…と
いう方は、天草市のふるさと納税の返礼品になってい
ますので、そちらから検討されてみてはいかがでしょ
うか。もちろん、幻の地鶏と呼ばれる「天草大王」も、
天草の名産です。地鶏の硬さはなく、程よい歯ごたえ
とジューシーさが魅力です。
　名所・名産がぎっしり詰まった「日本の宝島天草」へ、
ぜひ一度お越し下さい。

（熊本地区会　福岡 耕二）

日本の宝島天草へ
　天草市の代表的な観光名所は、世界遺産に登録され
た「潜伏キリシタン関連遺産」ですが、このほかにも
隠れた名所が盛りだくさんです。
　まず、「牛深の茂串海岸」、素潜りで熱帯魚を見る
ことができ、ウミガメが産卵に訪れることもありま
す。見渡す限り人口構造物がなく手つかずの自然
が残っているため、かつて NHK 大河ドラマ「武蔵
MUSASHI」2003 年のロケにも使われました。
　次に、近年有名になっているところが、「青の洞窟
～伏

ふくまどう

魔洞～」海底まで目視できる透明度は、九州でも
有数。洞窟の壁面は、緑色に輝く宝石のようです。「妙

通潤橋

妙見浦の
ぞうさん

岩
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き出したので、それを天皇に差し上げることができた。
そのためこの島を水島と呼ぶ」という記述が日本書紀
にあります。また、夜間航行時に方角を見失った天皇
が乗られた船を陸地へと導いたとされる「不知火」に
ついても記されています。その後、万葉集では長田の
王により「聞きし如

ごと

まこと貴く奇
くす

しくも神
かむ

さび居
を

るか
これの水島（人の言うように、貴く不思議にも神々し
く見えることよこの島は）」と景行天皇の故地を偲び、
水島で歌を詠んでいます。
　この「水島」と「不知火」を合わせて、八代海にお
ける天皇巡幸故事にまつわる景勝地として、国の名勝
に指定されています。
　昔は船で向かう小さな島でしたが、江戸時代以来の
干拓により、今では車で向かうことができますし、島
の手前にある龍神社までは橋がかかっています。近く
には、万葉の里公園も整備され、休日になると子供達
の声が聞こえるところです。水島に行くと、島、神社、
公園の三つしかない所ですが、八代海の眺望が広がり
ます。
　特に天気がいい日は、眺望と海風が心地良くさせて
くれます。ぼーっと眺めていると、長田の王が水島を
詠んだ一句「葦北の野坂の浦ゆ船出して水島に行かむ
泡立つなゆめ（葦北の野坂の浦から出船し、水島に行
こう。波よ、どうか立たないでくれ。）が目に浮かぶ
ようです。
　普段の忙しい業務を忘れたい、万葉の気分に浸って
ゆっくりした時間を過ごしたいという方には、お勧め
の場所です。あと、「三密」とは無縁の場所という事
も書き添えておきます。

（熊本地区会　渕川 知幸 )

天皇巡幸故事にまつわる
　　国指定の景勝地「水島」
　熊本県のへその位置にある八代市。八代市の「八」
は沢山の意、「代」は田を意味するとも言われるように、
主産業は農業であり、特に畳表の原料であるい草の生
産量は日本一で、国内のほぼ 100％に近い生産を八
代地域で担っています。近年、中国産に押されて、い
草農家が最盛期の１割近くまで減少していますが、い
草の再興を図る若手農家も増えてきており、心強く思
っております。
　その八代市で有名と言えば、九州三大祭である八代
神社の「妙見祭」ですが、今回は景勝地である「水島」
をご紹介します。
　水島は球磨川河口にある小さな島です。三世紀半
ばの景行天皇が八代地方に行幸した際に、「天皇がこ
の島で食事をなさろうとした際、水が無かったので、
小
おひだり

左という人物が天地の神々に祈ったところ冷水が湧

水島・龍
神社

八代妙見
祭
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亀蛇（通称：ガメ）



天草市

水俣市 人吉市

球磨郡

八代市

阿蘇市
菊池市

山鹿市

玉名市

熊本市

宇土市

宇城市

荒尾市

上益城郡

上天草市

葦北郡
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　パワースポットとは、自然の力や活
動の源となる地球のエネルギーが集中
している場所のこと。熊本県には、豊
かな自然、長い歴史のある神社や仏閣
も多く、強力な力を感じられるパワー
スポットがたくさんあります。
　コロナ禍に見舞われ、今までの日常
が失われました。こんなときだからこ
そ、パワースポットの良い運気をいた
だき、コロナの災いを退け、健康運や
金運、仕事運を上げましょう。ぜひ一度、
足を運んでみてはいかがでしょうか？

出水神社 （熊本市中央区）

神水「長寿の水」が有名です。
石水盤は細川忠興公が「袈裟」
と命名し庭に置き、毎日楽し
んでいたと言われています。

北岡神社 （熊本市西区）
御神木である「夫婦楠」をく
ぐり参拝すると、 様々な良縁に
恵まれ、願い事が成就すると
言われています。

豊臣秀吉の家臣・
加藤清正が築城し
た熊本城。日本三
名城のひとつでも
ある熊本城は、そ
の立地自体が強い
パワーを持ってお
り、その出で立ち
からも力強さが伝
わってきます。

熊本城
（熊本市中央区）

熊
本
県
の

パ
ワ
ー

ス
ポ
ッ
ト

Power Spot

蓮華院誕生寺（玉名市築地）
世界最大級の大梵鐘「飛龍の
鐘」があることで知られ、「一
願成就」のお寺として多くの
参拝者が訪れています。

寂心さんの樟  （熊本市北区）
指定天然記念物の大きな樟で、
樹齢は約800年。鹿子木親員
（のちの寂心）のものと伝わ
る墓石が根元に巻き込まれて
いるため「寂心さんの樟」と
呼ばれるようになりました。

熊本ラーメン
とんこつスープと焦がしニン
ニクの香ばしい香りが食欲を
そそる熊本のラーメン。

からし蓮根
からし蓮根は、レンコンにか
らし味噌を詰めて揚げた熊本
の郷土料理。

いきなり団子
サツマイモと餡を餅または小
麦粉の生地で包み、蒸した伝
統的なお菓子。

Food

熊本の
うまいもん

心心も身体身体もリフレッシュ！リフレッシュ！
　自然のパワーパワーをもらおうをもらおう
心も身体もリフレッシュ！
自然のパワーをもらおう
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金剛乗寺 （山鹿市山鹿）

空海によって開かれた金剛乗
寺。石門は円形の形が「縁」
に通ずるとして、縁結びのご
利益があると言われています。

不動岩 （山鹿市蒲生）
５億年以上前の「変はんれい
岩」からできたもの。「君が代」
の歌詞「さざれ石の巌」の状
態にあるのが不動岩です。

阿蘇外輪山から湧き
出した伏流水は日本
名水百選にも選ばれ
ています。春は瑞々
しい新緑、夏は冷た
い清流、秋は美しい
紅葉、冬は霧氷の花
が咲くなど四季折々
の景色が見られます。

菊池渓谷（菊池市原）

宝来宝来神社（阿蘇郡南阿蘇村）
宝来宝来神社は、宝くじに御
利益がある御神体「当銭岩」
によって全国的に知られてい
ます。

押戸石の丘（阿蘇郡南小国町）
巨石文化遺跡。磁場を持つ石
やシュメール文字が刻まれた
石など、古代のロマンを感じ
させます。

四山神社   （荒尾市大島）
「福銭五円」を借りる「福授け」
の習わしがあり、商売繁昌、
縁結び、家庭円満にご利益が
あるとされています。

八代海に面し、祭神
は「海童神」と伝え
られています。一番
の絶景が見られるの
は夕暮れ時で、八代
海の水面に沈んでい
く夕日が写り込む時
間帯の神々しい美し
さは必見です。

永尾剱神社
（宇城市不知火町）

阿蘇白水龍神権現
（阿蘇郡南阿蘇村）

金運と商売繁盛のご利益があ
ると言われ、「銭洗い弁財天」
の水盤でさらに金運UP！

鍋ヶ滝 （阿蘇郡小国町）

幅広く落ちる水が神秘的。滝
を裏側から眺めることができ
るため、別名「裏見の滝」と
呼ばれています。

高森殿の杉（阿蘇郡高森町）
高森殿の杉は、2本の杉が絡
み合ったもので、触れると縁
結びのご利益があると言われ
ています。

粟嶋神社 （宇土市新開町）

粟島神社は「日本一のミニ鳥
居」（縦横30cm）でも知られ、
これをくぐると様々なご利益
があるとされています。

幣立神宮（上益城郡山都町）
九州のおへそとも言われる位
置にあり、15000 年の歴史
を持つ幣立神宮。神事「五色
神祭」が有名です。

馬刺し
熊本は馬肉の生産量
が全国１位！熊本城
の城主・加藤清正が
食し始めたのが「馬
肉文化」始まりと言
われています。

太平燕
鶏ガラスープに野菜や海の幸をた
っぷりのせた春雨スープ。

ひともじぐるぐる
ひともじとはワケギのこと。
藩安くて美味しい酒の肴はな
いかと考え出されました。
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雨宮神社 （球磨郡相良村）

その形からトトロの森と呼ば
れ、裏にある巨石のトンネル
をくぐると「幸せを産む」「金
を産む」と言われています。

矢黒切り通し（人吉市矢黒町）
幅 2.5mほどの道の両側は高
さ５～15mの切り立った壁に
なっており、迫力ある風景が
200mほど続いています。

平安時代に創建され
た茅葺の建物として
は全国唯一のもので、
本殿や楼門、拝殿な
どが国宝に指定され
ている神社です。特
に試験合格や事業成
就のご利益があると
言われています。

青井阿蘇神社
（人吉市上青井町）

球泉洞    （球磨郡球磨村）
約3億年前に海底にあった石灰
岩層が隆起してできたと言わ
れ、九州最大の鍾乳洞です。
大地の神秘を堪能できます。

夫婦岩 （球磨郡あさぎり町）

夫婦岩は夫婦円満を表してお
り、2つの岩の間をくぐりぬ
けると、夫婦円満、縁結びの
ご利益があるされています。

二俣橋  （下益城郡美里町）
ハートが見られるのは、太陽
の角度が低い 10 月～２月の
晴れた日の午前 11 時～ 12
時頃のみ。

キリスト教解禁後、
天草で最も早く造
られた教会。高台
に建つ白亜の美し
いロマネスク様式
の教会で、清らか
な祈りのパワーに
溢れています。

大江天主堂
（天草市天草町）

おっぱい岩（天草郡苓北町）
女性の乳房にそっくりな変形
岩。干潮時にしか見ることが
できないので、潮汐表の確認
が必要です。

本渡諏訪神社（天草市諏訪町）
参道に並ぶ「子抱き獅子」は、
全国的にも珍しく、子授け、
安産、家内安全等の象徴とし
て親しまれています。

千巌山   （上天草市松島町）
島原の乱の出陣時、天草四郎が
酒を飲み交わしたと伝えられ
る事から、昔は「手杓子山」と
呼ばれていました。

ラピュタの木（天草市天草町）
アコウの木が巨岩に根をは
り、大きく枝を伸ばす姿は迫
力満点。ジブリ映画『天空の
城ラピュタ』のラピュタの木
を思わせるところから「天草
のラピュタ」として話題にな
りました。

令和２年７月豪雨で浸水被害を受け復興中の青井阿蘇神社

SL人吉
現役では日本最長老の
蒸気機関車。

熊本の列車
Train

トロッコ列車
阿蘇の山々を眺めること
ができるトロッコ列車。

A列車で行こう
南蛮文化をテーマに熊本
－三角をつなぐ観光特急。

あそぼーい！
阿蘇外輪山に広がる美し
い風景が楽しめる列車。
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福岡地区会 研修会「土地評価の基本と盲点」
臨場感あふれる研修会

　令和 3年 3月 25日（木）、（株）ミロク情報サ
ービス福岡支社研修室において、九州ミロク会計
人会主催の「土地評価の基本と盲点」と題しまし
た研修会が開催されました。講師に税理士で関東
信越ミロク会計人会研修委員長の田村栄氏をお招
きして、13時 30分から 16時 30分までの 3時
間の研修となりました。
　この時期は、本来であれば、確定申告業務も終
わり、ほっと一息といった状況なのでしょうが、
新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態
宣言の期間が令和 2年分所得税の確定申告期間
と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保し
て確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点か

ら、申告期限が令和 3年 4月 15日（木）まで延
長されたため、本件研修に参加された会員の先生
方におかれましては、まだ、確定申告業務真っ只
中の方もいらっしゃったと思います。
　福岡県が 2月 28日（日）に緊急事態宣言の対
象区域から解除されたとはいえ、コロナ禍である
ため「定員を 40名に限定し、１テーブル１名で
着席することによりソーシャルディスタンスを保
つ」、「休憩時間を１時間毎に設定し、その都度扉
を開けて換気をする」、「参加者は、検温・マスク
着用、講師の田村栄氏は、マスクにさらにフェイ
スシールドを着用」といった感染症対策を施して
の開催となりました。
　研修は、間口距離、評価単位からはじまり、実
務で直面する土地評価の盲点について解説いただ
きました。さらに、講師が実際に評価された事例
を交えながら、写真付きの資料にてご講義いただ
き大変参考になりました。後半、講師が実際に使
用されている測量道具を現物にてご紹介される
等、Web 研修と違った臨場感あふれる研修とな
りました。

（福岡地区会　古賀 照章）

研修会「令和3年度税制改正の概要解説」
久々の会場参加型の研修会
　福岡地区会では、令和 3年 4 月 20 日（火）、
午後 1時 30分から、㈱ミロク情報サービス福岡
支社において、税理士でMJS税経システム研究
所客員研究員の中島孝一氏を講師にお迎えして、
「令和 3年度税制改正の概要解説」をテーマとす
る研修会を開催いたしました。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響から、この
一年間は、九州ミロク会計人会に限らず、税理士
会においても、会場参加型の研修会はことごとく
中止となり、Web研修が中心となっていました。
今回は久しぶりの会場参加型の研修会ということ
もあり、密とならないよう、参加人数を限定し、
広い会議室で十分な距離を保ち、検温、消毒、マ
スク着用を徹底するなど、感染防止対策を十分に
行い開催されました。
　講師の中島氏には、分かりやすいテキストにそ
って、分かりやすい解説をしていただきました。

中島先生の解説のおかげか、久々の会場参加型の
研修会のおかげか、その両方かもしれませんが、
いつもより理解が深まったような気がします。
人数限定での研修会ではあったものの、久しぶり
にお会いする会員ともご挨拶することができ、や
はり会場型はいいなと感じました。
　まだまだ、新型コロナウイルスの影響はありま
すが、会員の皆様と大勢でお会いできる日が、一
日でも早く訪れることを願っています。

（福岡地区会　古賀 一生）



顧問先管理全般

Ｑｰ 1（NX■）
　顧問先情報を、市販の顧客管理システムと同様の使い
方ができるようにして欲しい。 
→例えば、
・顧問先情報に入力できる項目を追加・削除を可能にする
・追加項目のデータ形式（文字列・数値・日付など）も選
択可能にする

・入力データの検索、集計機能の強化
　など。

A 顧問先管理の「フリー項目管理」では、顧問先情報
にはない任意の項目を登録することが可能です。
　また、任意の項目を「顧問先分類としても使用する」
項目として登録していただけると顧問先検索エクスプ
ローラーで顧問先の絞り込み項目として使用することも
可能となりますのでご確認ください。

財産評価明細

Ｑｰ 2（NX◎）
　かげ地計算オプションを追加してほしい。

A 令和2年10月26日に、『財産評価明細書』のオプショ
ンとして『かげ地計算』をご提供開始いたしました。地図
画像を読み込んで対象地を指定することで想定整形地の
作成やかげ地割合の計算が可能となっています。

減価償却

Ｑｰ 3（NX■）
　任意償却をしなかった場合の期末残高が計算できる様
にしてほしい。

A 減価償却資産について、計算パターンを登録するこ
とで、過年度で税法（償却限度額）の通りに償却費を計
上していたと仮定した場合の期首帳簿価額の計算が可能で
す。ご登録いただいた計算パターンを指定して減価償却内

　Vol.100 に掲載しました「会計大将」「所得税確
定申告書」以外の改善要望に対する会員アンケート
回答の続編です。
　多岐に渡る改善要望をたくさん頂きました。皆様
のご協力、誠にありがとうございました。
　今回も紙面の関係上、改善の「対応済み」「対応予
定」「運用で対応可能」を中心に会報掲載しておりま
すので、すべての質問内容につきましては、全ての
質問内容および回答について九州ミロク会計人会の
ホームページ「会員の部屋」にアップしております。
　NX-Pro の追加機能やシステムＱ&Ａは、ミロク
会計人会連合会や TVSのホームページから見る事
が出来る「ACELINK追加機能一覧 」に掲載されて

いますので、ご活用ください。
　本年もシステム改善要望アンケートを７月中にお
送りする予定です。皆様のたくさんのご意見・要望
をお待ちしておりますので、ご協力を宜しくお願い
致します。

九州ミロク会計人会
http://www.kyushukai.ne.jp/cgi-bin/1/index.php
ミロク会計人会連合会
http://www.mirokukai.ne.jp/

＊回答は令和２年12月７日現在のものです。

NX…ACELINK NX-Pro ◎…対応している
○…対応する予定

■…運用で対応可能
△…調査・検討

Q&Aの記載方法
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訳表を出力することで、期末帳簿価額を確認できます。
※計算パターンは拡張機能オプションのご導入が必要です。

法人税申告書

Ｑｰ 4（NX○）
　法人税申告書で、別表6（5の 2）を作成できる様に
して欲しい。

A　次の別表に対応いたします。対応時期は令和 3年 3
月の予定です。
別表 6（5の 2）
「分配時調整外国税相当額の控除に関する明細書」
（令和 2年 4月 1日以後終了事業年度分）
………………………………………………………………

Ｑｰ 5（NX■）
　法人税申告の添付書面を作成し、電子申告に変換する
と段がずれたりするので改善してほしい。

A　添付書面の様式には紙用と電子申告用の２種類を用
意しています。
　電子申告用を使用していただくと、電子申告抽出後の帳
票確認で改行位置などがずれないように文字数を調整し
ていますので、もし、紙用を使用しているようでしたら電
子申告用を使用していただけますようお願いいたします。
………………………………………………………………

Ｑｰ 6（NX△）
　事業所税の電子申告及びダイレクト納税を可能にして
ほしい。

A　申告税目の追加につきましては、対応に向けて引続
き調査検討させていただきます。
………………………………………………………………

Ｑｰ 7（NX△）
　見込み納付の納税をダイレクト納税でできる様にして
ほしい。（別表との連動）

A　法人税システムで計算した納付税額（見込納付額）
を『地方税共通納税システム』や弊社電子申告システム
に取り込む対応を検討いたします。

決算内訳書

Ｑｰ 8（NX■）
　決算内訳書にインポートした時、科目の欄が文字入力
になるのを、辞書登録のコード入力になるようにしてほ
しい。文字入力では小計がならない為。

A　『会社辞書』－ツールバー［辞書更新］（［内訳書に
更新］を選択）を実行することで、内訳書入力データに
辞書コードをセットすることができます。インポート時

に自動で「辞書更新」を実行する機能については、今後
検討してまいります。
………………………………………………………………

Ｑｰ 9（NX■）
　決算内訳書のレイアウトについて
　→各内訳書に設定した書式（小計行表示、均等割り付
けなど）を、そのまま他の顧問先に引用できるようにな
らないか。

A　『システム様式情報』にて事前登録しておくことで、
新規データ作成時に『会社様式情報』にコピーされます。
　既に作成済みの顧問先（会社）データの場合、『システ
ム情報コピー』（［システム様式情報］にチェックをつける）
を実行することで、『システム様式情報』の登録内容を『会
社様式情報』にコピーすることができます。

申請・届出書作成

Ｑｰ 10（NX■）
　県で作成した届出を市にコピーできる様にしてほしい。

A　県で作成した届出書を下記の手順で流用することが
可能です。未提出の場合は、基本項目変更の提出先選択
で市の提出先を追加してください。提出済みの場合は提
出した手続をコピーし、基本項目変更の提出先選択で市
を追加した後、県を削除してください。

電子申告

Ｑｰ 11（NX■）
　電子申告の申告先の追加が電子申告システムを実行し
たままできるようにしてほしい。

A　電子申告システム以外のシステムから電子申告デー
タ作成を起動した場合は、ダイアログのツールバーにある
登録処理から、利用者情報登録を起動することが可能です。
　この機能を使用して、手続き追加を行うことができま
すので、お試しください。
………………………………………………………………

Ｑｰ 12（NX△）
　事業所税の電子申告に対応してほしい。

A　事業所税の対応については、対応を検討いたします。

顧問先システム

Ｑｰ 13（NX■）
　顧問先がかんたんクラウドを直販で購入した場合、会
計事務所のNX-Pro などのデータと同期ができる状態に
なるのはいつ頃になる予定でしょうか。
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A　ご要望の直販で購入されたデータと NX-Pro の同期
については現在のところ対応予定はございません。なお、
NX-Pro のデータ関係処理＞ 1. データ関係処理＞かんたん
クラウド＞直販データ移行より、直販のデータを事務所
管理サイトに移行することで NX-Pro とデータ同期するこ
とが可能ですので、ご検討いただければと思います。
………………………………………………………………

Ｑｰ 14（NX■）
　かんたんクラウド　外部コード入力希望

A　外部コードの入力ということで、仕訳入力系画面の
ご要望として回答させていただきます。かんたんクラウ
ドの仕訳入力系の画面のおいては、勘定科目・補助共に
外部コードによる選択が可能になっております。また、
かんたん入力については外部コード入力に未対応ですが、
勘定科目欄では文字入力による検索に対応しております
ので、この場合はこちらのご利用をご検討いただければ
と思います。
………………………………………………………………

Ｑｰ 15（NX◎）
　クラウド　定型仕訳の3～4桁での登録をできる様に
してほしい。

A　定型No（登録する定型仕訳のNo）につきましては、
現在でも 1～ 9999 の範囲で登録可能となっております
ので、引き続きご利用いただければと思います。

報酬請求管理

Ｑｰ 16（NX■）
　報酬請求管理の中で、摘要検索を Excel 抽出せずに行
えるようにしてほしい。かつ、検索した内容がコピーでき、
日付や宛先を変えると同じ内容の請求ができるようにし
てほしい。

A　報酬請求管理内の検索機能については、対応を検討
させていただきたいと思いますが対応には大幅な改修が
予想されるため簡単に対応することはできません。
　ACELINK NX-Pro Ver.1.73.0000（2019/10/3 リリー
ス）にて付箋機能に対応しましたので、付箋備考機能を
活用していただけますようお願いいたします。
　また、同バージョンにて請求データのコピー機能にも
対応いたしましたので併せてご確認ください。

その他

Ｑｰ 17（NX△）
　AI 監査支援仕訳重複監査実行について
　仕訳科目だけでなく、金額による条件での重複実行が
あればありがたいです。

　（例）10万以上の金額についての仕訳重複監査
　細い仕訳は振込手数料など多すぎる重複です。

A　他のお客様から同様のご要望を頂いており検討を進
めています。
　重複のチェックから除外する科目を設定できるように
考えており、例えば「振込手数料」を指定した場合、該
当する仕訳は対象外として結果を表示するような仕組み
で検討しております。
………………………………………………………………

Ｑｰ 18（NX△）
印刷が済んだら元の画面に戻してください。
（又、印刷画面に戻るからダブリ印刷ミスが起きる）

A　『法人税申告書』における「法人事業概況説明書」
の印刷につきましては、裏面または両面印刷後にダイア
ログを閉じる、あるいは印刷が実行されたことが分かる
仕組みを検討します。
………………………………………………………………

Ｑｰ 19（NX◎）
　「一括印刷」の機能で、勘定科目内訳書を印刷する際に
表紙の印刷もできるようにしてほしい。 
→せっかく一括印刷で複数システムを開く手間が省けて
いるのに、表紙の印刷のためだけに内訳書のシステムを
起動しなければならないのが不便です。

A　「表紙／目次」タブにて、［表紙　印刷する］にチェッ
クをつけることで、印刷することができます。
　なお、『一括印刷』は印刷物に対して表紙を１枚印刷し
ますので、「決算書」（会計大将）と「決算内訳書」でそ
れぞれ表紙印刷するということはできません。
………………………………………………………………

Ｑｰ 20（NX△）
　「一括印刷」の機能で、表紙の事業年度の日付は顧問先
情報からデータを飛ばしているようですが、設立事業年
度については、設立年月日を入力している場合は開始の
年月日が設立年月日になるようにしてほしい。 
→今のところ顧問先情報の「事業年度」の項目が優先さ
れるため、●月1日～◎月31日の形で入力していると、
設立年月日を入力していても表紙の日付は開始が●月1
日からになってしまう。一括印刷の表紙の印刷のためだ
けに、一旦顧問先情報の事業年度の日付を書きかえ、印
刷が終わってから再度戻すという作業をしなければなら
ず、非常に不便です。また、顧問先情報の書きかえは間
違いのもとになるので、できるならあまりしたくありま
せん。何とかならないでしょうか。

A　「一括印刷」でご不便をおかけ致しております。ご
指摘いただきました内容につきまして、表紙の日付は事
業開始年度については設立年月日を表示するべきと考え
ますので、対応させていただきたいと思います。
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　「九州の風」第 101号は全国統一研修会熊本大会
特集号です。熊本県の各地方の歴史や名所など紹
介していただきました。ご協力いただきました熊
本地区会の皆様に、厚く御礼申し上げます。
　感染者は減少してきましたが、変異株の感染増

もあり油断はできません。ただ、遅れていたワク
チン接種は高齢者から順調に拡大してきました。
11月には安心して全国から皆様をお迎えできるこ
とを切に願うばかりです。

広報委員長　空閑 秀樹

　巷では毎日新型コロナウイルスの話題でい
っぱいである。やっと落ち着いてきたかと思
えば新たな変異株の出現で予断を許さない。
仕事も生活もそのスタイルは１年前とガラリ
と変わった。変わっていないのはマスク生活
での息苦しさだ。最近、ようやくワクチン接
種が始まり明るい兆しも出てきたが、全体に
行き渡るのはいつのことになるのだろう。
　ある５月の日曜日、妻に誘われ、重い腰を
上げて「大分農業文化公園」に行ってみた。
そこは、城下ガレイで有名な杵築市の山間部
に位置しており、山と湖に囲まれた環境の中、
四季折々に様々な草花を楽しむことができ
る。この時期は「ネモフィラ」が見ごろだと
聞かされていたので期待はしていたのだが…。

　はたして、丘一面に敷き詰められたネモフ
ィラブルーのじゅうたんを目の当たりにした
瞬間、溜まっていた閉塞感は一気に解消した。
心地よい風と、鳥のさえずり。マスクを外し
て思い切り深呼吸をした。こんな時だからこ
そ気分転換は必要だ。妻に感謝。

気
分
転
換
は
大
切

◆
大
分
地
区
会　

泉
比
呂
志

   　本年 4月 1日より北九
州支社長に就任しました
宮本憲男と申します。
　出身は福岡県北九州市

で当社北九州支社に入社し、20 年変わらず北
九州支社営業として勤務して参りました。こ

北九州支社　支社長

宮本  憲男

の 20 年先生方には本当にお世話になっており
ました。今回支社長という立場となりますが、
初心忘るべからず。会計事務所あってこその
MJS ということと地域に根ざした活動を心掛
け、会計人会の発展にお役に立てるよう精進し
てまいります。
　まだまだ至らぬ点が多いと思いますが、先生
方および職員皆様、そして顧問先様のお役に立
てるよう誠心誠意努めてまいります。今後とも
何卒ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

新 任 ご 挨 拶ミロク情報サービス
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