本 会 だ よ り

理 事 会 開 催 報 告
理事会を次のとおり開催いたしましたので報告します。
３月理事会報告
Ⅰ．日

時：

平成２７年３月２０日（金）１４時～１５時４５分

Ⅱ．場

所：

本会大会議室

Ⅲ．出席者数：

３０名（理事会構成員定数３１名）

Ⅳ．出 席 者：
会

長：田後隆二

副 会 長：石川房治、山下政行、浅野明、小出秀人、加藤幹夫、安友千治、水野晴夫
常務理事：北村俊夫
理

事：粂智仁、小川恵一、小関典明、本間孝保、大和めぐみ、長谷川幸子、荒木克成、
佐藤彊、矢追邦美、齋藤光宏、渋谷利郎、久保晃、百瀬徳一、中山享、小西實、
阿部陽一、岩井英一、國井和夫、坂下美智夫、飯田弘樹、安部正彦

[オブザーバー]
監

事：坂西一郎

支部長会：杉本剛昭
Ⅴ．欠 席 者
理

事：内藤房薫

監

事：吉田茂

政治連盟：武田昭芳

Ⅵ．次

第

１

開

会

２

会長あいさつ

３

配付資料の説明

４

議長の就任

５

議事録署名人の指名

６

議決事項
（１）神奈川県行政書士会共済規則の一部改正（案）について
（２）神奈川県行政書士会会費の延納及び減免に関する規則（案）について
（３）神奈川県行政書士会会則施行規則の一部改正（案）について

７

協議事項
（１）平成２７年度運営基本方針（案）について
（２）平成２７年度事業計画（案）について
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（３）平成２７年度収支予算（案）について
（４）平成２６年度事業報告について
（５）平成２６年度決算見込みについて
（６）平成２６年度事業特別会計決算見込みについて
８

報告事項
（１）会員の状況について
（２）各種団体新年賀詞交歓会への対応について
（３）行政書士記念日（２月２２日）について
（４）日行連関東地方協議会会長会の報告について
（５）関地協総務部長会議及び広報部長会議について
（６）登録入会説明会（2/28）について
（７）福利厚生事業について
（８）年間スケジュールについて
（９）各部・委員会・ＷＧ等活動報告について
（10）その他
－１

９

その他

10

閉

ビデオ・オン・デマンド研修システム導入業者選定について

会

Ⅶ．議事概要
１

開会の宣言
 総務部長より、会則第４６条第１項の規定に基づく定足数を満たしている旨の発表とと

もに開会を宣言した。
２

会長あいさつ
 田後会長より、今年度も理事の方も含め各事業を成し遂げていただいたこと、また、事

務局を活用して引継ぎをしっかりしていただきたい旨の挨拶がなされた。
３

配付資料の説明
事務局より会議資料の説明がなされた。

４

議長就任
会則第４５条の規定に基づき、加藤副会長が議長に就任した。

５

議事録署名人の指名
 議長は、会則第４６条第３項の規定に基づき、渋谷国際部長、百瀬理事２名の議事録署

名人を指名した。
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６

議決事項
（１）神奈川県行政書士会共済規則の一部改正（案）について
 総務部長より、神奈川県行政書士会共済規則の一部改正（案）について説明が
あり、異議なく４月１日施行で承認可決された。
（２）神奈川県行政書士会会費の延納及び減免に関する規則（案）について
 法規監察部長より、神奈川県行政書士会会費の延納及び減免に関する規則
（案）について説明があり、異議なく４月１日施行で承認可決された。
（３）神奈川県行政書士会会則施行規則の一部改正（案）について
 経理部長より、神奈川県行政書士会会則施行規則の一部改正（案）について説
明があり、異議なく４月１日施行で承認可決された。

７

協議事項
（１）平成２７年度運営基本方針（案）について
 会長より、平成２７年度運動方針案について意見を求めたが、意見はなく次回
理事会において、定時総会提出議案として議決事項とすることで了承された。
（２）平成２７年度事業計画（案）について
 総務部長より、特定行政書士法定研修ワーキンググループの追加説明がなさ
れ、平成２７年度事業計画案に対する意見を求めたが。意見はなく次回理事会に
おいて、定時総会提出議案として議決事項とすることで了承された。
（３）平成２７年度収支予算（案）について
 経理部長より、平成２７年度収支予算案について説明がなされ、次回理事会に
おいて、定時総会提出議案として議決事項とすることで了承された。
（４）平成２６年度事業報告について
 総務部長より、配布した事業報告案は毎月の報告をまとめたものなので、総会
議案書用に取りまとめて作り直す旨の説明がなされ、次回理事会において、定時
総会提出議案として議決事項とすることで了承された。
（５）平成２６年度決算見込みについて
 経理部長より、現状の決算見込みと次回理事会までに数字が変わることについ
て説明がなされ、次回理事会において、定時総会提出議案として議決事項とする
ことで了承された。
（６）平成２６年度事業特別会計決算見込みについて
 経理部長より、現状の決算見込みと次回理事会までに数字が変わることについ
て説明がなされ、次回理事会において、定時総会提出議案として議決事項とする
ことで了承された。

８

報告事項
（１）会員の状況について
 総務部長より、本日現在２，６８９名であることと、その間の新入会員１１名
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の名簿等について説明がなされた。
（２）各種団体新年賀詞交歓会への対応について
 総務部長より、各種団体新年賀詞交歓会が全て終了したことの説明がなされた。
（３）行政書士記念日（２月２２日）について
 総務部長より、行政書士記念日事業の実施結果について説明がなされた。
（４）日行連関東地方協議会会長会の報告について
 会長より、３月４日に開催された日行連関東地方協議会会長会について説明が
なされた。
（５）関地協総務部長会議及び広報部長会議について
 総務部長、広報部長より、２月２３日に開催された関地協総務部長会議及び広
報部長会議について説明がなされた。
（６）登録入会説明会について
 総務部長より、２月２８日に開催された登録入会説明会について説明がなされた。
（７）福利厚生事業について
 総務部長より、今後の実施予定事業及び来年度実施予定計画について説明がな
された。
（８）年間スケジュールについて
 総務部長より、前回以降変更がないことの説明がなされた。
（９）各部・委員会・ＷＧ等活動報告について
 部長・委員長より、２月分の活動実績について報告がなされた。
 相談部長より、県民センター相談員に対する処分のガイドラインと任期制及び
定年制の導入について説明がなされた。
 理事より、建設業法の改正について質問がなされた。
（10）その他
－１ビデオ・オン・デマンド研修システム導入業者選定について
 研修部長より、ビデオ・オン・デマンド研修システム導入業者選定について説
明がなされた。
９

その他
 企画部長より、３月３０日の研修会について説明がなされた。広報部長より、賀詞交
歓会の反省会実施をすべきと、意見が述べられた。

10

閉会
 議長は、本理事会の全議事の終了を宣言し、１５時４５分に散会した。
以上
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４月理事会報告
Ⅰ．日

時：

平成２７年４月１０日（金）１４時～１６時４０分

Ⅱ．場

所：

本会大会議室

Ⅲ．出席者数：

３０名（理事会構成員定数３１名）

Ⅳ．出 席 者：
会

長：田後隆二

副 会 長：石川房治、山下政行、浅野

明、加藤幹夫、安友千治、水野晴夫

常務理事：北村俊夫
理

事：粂 智仁、小川恵一、小関典明、本間孝保、大和めぐみ、長谷川幸子、荒木克
成、佐藤 彊、矢追邦美、齋藤光宏、渋谷利郎、久保 晃、百瀬徳一、中山 享、小
西 實、阿部陽一、岩井英一、國井和夫、坂下美智夫、飯田弘樹、内藤房薫、安
部正彦

[オブザーバー]
支部長会：杉本剛昭
Ⅴ．欠席者
副 会 長：小出秀人
監

事：吉田

茂、坂西一郎

政治連盟：武田昭芳
Ⅵ．次

第

１

開

会

２

会長あいさつ

３

配付資料の説明

４

議長の就任

５

議事録署名人の指名

６

議決事項
（１）平成２７年度定時総会に付議すべき事項について
①

平成２６年度事業報告（案）について

②

平成２６年度収支決算報告（案）について

③

平成２６年度事業特別会計収支決算報告（案）について

④

平成２６年度住宅セーフティネット相談事業特別会計収支決算報告（案）につ
いて

⑤

平成２６年度共済基金特別会計収支決算報告（案）について

⑥

平成２７年度運営基本方針（案）について

⑦

平成２７年度事業計画（案）について

⑧

平成２７年度収支予算（案）について

⑨

平成２７年度事業特別会計収支予算（案）について
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７

⑩

平成２７年度住宅セーフティネット相談事業特別会計収支予算（案）について

⑪

平成２７年度福利厚生基金特別会計収支予算（案）について

⑫

役員等の選任について

協議事項
（１）神奈川県行政書士会選挙管理委員会運営規程の一部改正について(案)

８

報告事項
（１）会員の状況について
（２）会長表彰について
（３）綱紀事案処分相当報告書について
（４）支部総会の対応について
（５）福利厚生事業について
（６）年間スケジュールについて
（７）各部・委員会・ＷＧ等活動報告について
（８）その他
－１

９

その他

10

閉

事務局職員の事務分担表について

会

Ⅶ．議事概要
１

開会の宣言
 総務部長より、会則第４６条第１項の規定に基づく定足数を満たしている旨の発表とと

もに開会を宣言した。
２

会長あいさつ
 田後会長より、今年度も理事の方も含め皆さんにご尽力いただいたこと、また、会長選

もあり新執行部となることから、総会にキチンとした議案を出して引継ぎをしっかりして
いきたい旨の挨拶がなされた。
３

配付資料の説明
事務局より会議資料の説明がなされた。

４

議長就任
会則第４５条の規定に基づき、安友副会長が議長に就任した。

５

議事録署名人の指名
 議長は、会則第４６条第３項の規定に基づき、久保ＡＤＲセンター長、中山理事２名の

議事録署名人を指名した。
６

議決事項
（１）平成２７年度定時総会に付議すべき事項について
 総務部長より、定時総会に付議すべき事項についての説明があり、議決は議案の
説明が終わってから採決する旨説明がなされた。

6

行政書士 かながわ 2015.5/6 Vol.234

本 会 だ よ り

①

平成２６年度事業報告（案）について
 総務部長より、総会の議案となる様内容の確認をいただいた修正案である旨報

告がなされた。
 理事から文言修正の指摘があり、総務部長から修正の一任について説明がなさ
れた。
②

平成２６年度収支決算報告（案）について
 経理部長より、収支報告書の事前送付の資料からの修正点と貸借対照表、財産

目録、減価償却一覧表、会費未納内訳表について説明がなされた。理事から減価
償却の償却方法を明示すべきとの指摘があり、経理部長から修正の一任について
説明がなされた。
③

平成２６年度事業特別会計収支決算報告（案）について
 経理部長より、資料の内容について説明がなされた。

④ 平成２６年度住宅セーフティネット相談事業特別会計収支決算報告（案）につ
いて
経理部長より、資料の内容について説明がなされた。
⑤

平成２６年度共済基金特別会計収支決算報告（案）について
総務部長より、資料の説明がなされた。

⑥

平成２７年度運営基本方針（案）について
会長より、内容には変更のないことの説明がなされた。

⑦

平成２７年度事業計画（案）について
総務部長より、前回資料と変更がない旨説明がなされた。

⑧

平成２７年度収支予算（案）について
 経理部長より、資料の内容について事前送付の資料からの修正点の説明がなさ

れた。
⑨

平成２７年度事業特別会計収支予算（案）について
 経理部長より、資料の内容について説明がなされた。

⑩

平成２７年度住宅セーフティネット相談事業特別会計収支予算（案）について
 経理部長より、資料に内容について説明がなされた。

⑪

平成２７年度福利厚生基金特別会計収支予算（案）について
 総務部長より、資料の内容について説明がなされた。続いて、経理部長より、

予算総括表について説明がなされた。
⑫

役員等の選任について
 総務部長より、会長選挙及び役員選任について説明がなされた。

 総務部長より、①から⑫までの議案を総会議案とするが、この他、総会議案とす
るものはないか確認したが、意見等はなかった。
 議長より、①から⑫までの議案の内容及び総会議案とすることについて諮ったと
ころ、異議なく可決承認された。
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７

協議事項
（１）神奈川県行政書士会選挙管理委員会運営規程の一部改正について（案）
 総務部長より、改正内容について説明があり、法規監察部長から、規則改正は理
事会議決事項だが規程の改正は理事会で諮る必要はないのではないかとの意見が出
されが、当該事案は規則改正も含まれているという意見も出されたことから、次回
理事会の議決事項とすることで了承された。

８

報告事項
（１）会員の状況について
 総務部長より、本日現在２，６８６名であることと、その間の新入会員１７名の
名簿について説明がなされた。
（２）会長表彰ついて
表彰委員長より、総会における会長表彰受賞対象者の説明がなされた。
（３）綱紀事案処分相当報告書について
 綱紀委員長より、資料の内容について説明がなされた。また、委員長から委員会
報告の取り扱いについての発言があり、総務部長より、今後の取り扱い方法につい
て議案を作成している部長会で検討する旨説明がなされた。
（４）支部総会の対応について
 総務部長より、支部総会、関地協・士業団体総会等の日程等について説明がなさ
れた
（５）福利厚生事業について
 総務部長より、今後の実施予定事業及び来年度の実施予定の一部について説明が
なされた。
（６）年間スケジュールについて
 総務部長より、前回以降変更がないことの説明がなされた。
（７）各部・委員会・ＷＧ等活動報告について
 部長・委員長より、３月分の活動実績について報告がなされた。
（８）総務部長より、事務局の事務分担について説明がなされた。

９

その他
特に意見等はなかった。

10

閉会
議長は、本理事会の全議事の終了を宣言し、１６時４０分に散会した。
以上
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｢湘南茅ヶ崎海岸で地曳網を引こう｣
湘南茅ヶ崎海岸でさわやかな初夏のひと時

歩１５分程度（海水浴場を目

を過ごしませんか。

指す）

みんなで力をあわせて地引網を引き、渇い

２．神奈川中央交通｢茅３７｣系統

た喉を冷たい飲み物でうるおす・・・。

市営プール前下車

このたび、ご家族・補助者の方も参加でき

３．茅ヶ崎市コミュニティバスザ

るイベントとして地曳網と浜辺の懇親のつど

ザンビーチ前下車

いを企画いたしました。

４．タクシーは、７１０円程度地

湘南支部の全面的ご協力のもと、ご家族で

球環境保護のため、公共交通

も楽しめる内容とさせて頂きました。

機関をご利用ください。車の

みなさまのご参加をお待ち申し上げており

場合、現場駐車場の用意があ

ます。

りませんので、海水浴場の駐

また、5月の総会で選出される新会長も来
場の予定です。

車場を各自ご使用ください。
参加費用：お 一人３，０００円（補助者と

なお、会場における安全・防災対策は策定

家族も同額、小学生以下は１，

済みですので、安心してご参加ください。

０００円）
ご持参品：ビーチサンダル・エコバッグ・ぬ

日

れた場合の着替え・お土産の魚を

程：２ ０ 1 ５ 年 ６ 月 １ ３ 日 （ 土 ） ８ 時
３０分ごろ集合

入れる袋・てんぷらなどの軽食・

地曳網は、１０時過ぎごろから開始

飲み物などはご用意いたします。
お申込期限：５月２９日（詳しいご案内は５

１３時ごろ解散予定

月３０日にご通知いたします）
開催地：神奈川県茅ヶ崎市中海岸三丁目先

お願い：中止の場合は、当日７時までに連絡
をしますので、必ず、携帯番号をお

旧市営プール東側｢カネサ網｣

知らせください。

カネサ網 で、検索
現場監督
交通手段：１．東海道線茅ヶ崎駅南口から徒

浅野

０９０−９０１０−９７９４

本間

０９０−３４５６−３１０３

････････････････････････････････････････お申込書････････････････････････････････････････
ＦＡＸ ０４５ - ６６４ - ５０２７
申込番号 ２３４－０１
氏

名

会員番号

支部名
同伴者

支部

電

大人

名 / 子供

名（会員本人を除いて）

話

（

）

ＦＡＸ

（

）

携

（

）

帯

電子メール

@

FAX 代不要のインターネット申込をぜひご利用ください（すべてをもれなくご記入ください）
おみやげもあり！

たのしいですよ！
行政書士 かながわ 2015.5/6 Vol.234
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▶▶▶

総務部

平成２７年行政書士記念日事業を開催
平成２７年２月２２日（日）午前１０時か
ら午後５時まで、行政書士記念日事業として

無料セミナーでは、ご来場いただいた一般

「遺言・相続まかせて安心！セミナー・無料

のお客様は自身の遺言書作りに向けて、そし

相談会」が、一般社団法人コスモス成年後見

て研修として参加した会員は、今後のお客様

サポートセンター神奈川県支部共催により、

との関わり方等のお手本として、共にとても

神奈川県行政書士会大会議室等で開催され

熱心に受講されていました。

ました。
当日は、昨晩からの雨が残り、スッキリし

また、無料相談会では、ベテランの相談員

ないお天気でしたが、無料セミナーには大会

による的確なアドヴァイスで、時間的にゆっ

議室が熱気に包まれるほどの７４名（うち会

たりと相談をお受けすることができましたの

員３１名）の方が参加、無料相談会には１４

で、皆様満足をしてお帰りになられたよう

件の相談がありました。

です。

無料セミナー

午後１時から午後４時まで

①成年後見ってなに？

部・研修部・相談部の各部部員、行政書士会

講師：石 口美子氏（一般社団法人

相談員、コスモス相談員及び事務局職員の総

コ スモス成年後見サポート

勢４７名のスタッフが、お客様の受付・誘

センター会員）

導、産貿センター外での寒い中での広報活

②安心！納得！ゆいごん書

動、そして、ユキマサくんによる野外プロ

講師：小滝芳之氏

モーションまで、皆一致協力の上、事故もな

（行政書士・弁護士）
③遺言書を書いてみよう！
（ワークショップ）
講師：大和めぐみ企画部長及び
企画部員
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当日は、総務部・経理部・広報部・企画
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く、充実した記念日事業を展開することがで
きましたことを、ご報告いたします。
（総務部長

粂智仁）

各部情報掲示板

行政書士試験合格者等への登録入会説明会を開催
平成２７年２月２８日（土）、「行政書士試

もと、冒頭に田後隆二会長よりの「主催者挨

験合格者等への登録入会説明会」を、神奈川

拶」と「アドバイス」があり、前半は総務部

県行政書士会大会議室にて開催しました。

長粂より「行政書士業務と行政書士会につい

今回は、例年の３月後半から開催時期を変
更し、初の試みとして正午から第一部、午後
３時から第二部の二部制にして開催しました。
この会は、未登録の方を対象としており、

て」の話、事務局の太田職員より「登録・入
会の手続き等について」の説明でした。
休憩後の後半は第一部第二部共、
「先輩行
政書士の体験談＆トーク」と題して、山中総

開業するか迷っている合格者等に、行政書士

務部員の進行で、
飯田弘樹法規監察部副部長、

業務や行政書士会を知っていただくと共に、

阪西貴子研修部員、譲原敬総務部員による座

登録入会手続について説明するためのもの

談会です。開業の際のことから、支部の話、

です。

新入会員向けの研修会の重要性など、これか

当日は、神奈川県の方を中心に東京都や
近県などからも含め、９１名の参加があり
ました。

ら開業する方たちにとっては、興味深い話と
なったようです。
質疑応答の後、石川房治副会長の閉会の挨

第一部は山本毅総務部副部長の司会進行の

拶でお開きになりましたが、閉会後も熱心に

もと、前半は総務部長粂より「行政書士業務

質問をされる方もおり、会場の使用可能な時

と行政書士会について」の話、事務局の太田

間いっぱいまで対応させて頂きました。

職員より「登録・入会の手続き等について」

なお、説明会にお見えの方々への顔見世の

の説明、田後隆二会長よりの「主催者挨拶」

ため、ユキマサくんが会場に出没いたしまし

と「アドバイス」がありました。

たことも、併せてご報告いたします。

第二部は岡本祐樹総務部員の司会進行の

（総務部長

粂智仁）

行政書士 かながわ 2015.5/6 Vol.234
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神奈川フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会鑑賞会報告
平成２７年３月は多くの福利厚生事業が開
催されましたが、その先頭を切り、３月１日

人によるかもしれませんがクラシックを生

（日）神奈川フィルハーモニー管弦楽団の特

で鑑賞する機会というのは、日常の生活で

別演奏会鑑賞会が、ミューザ川崎シンフォ

中々無いかと思います。私自身、行政書士会

ニーホールにて開催されました。

の福利厚生事業で始めて鑑賞の機会を得まし

福利厚生事業として恒例となりましたオー
ケストラ鑑賞会ですが、今回も多く方々が、
参加されました。
今回のプログラムの指揮者は、神奈川フィ
ル常任指揮者である川瀬賢太郎氏。このポス

た（今回で神奈川フィルの演奏会は２回目の
参加です）。
特に未経験の方はぜひ次回ご参加下さい。
言葉では表せない感動を得られる事、間違い
無しです。

トをこれまで５年間務めていた金聖響氏から

観賞会の後は、同じ建物の１階にあります

２０１４年４月にバトンタッチされた同氏

誰でも知っている？焼肉店「牛角」ミューザ

は、就任時に国内最年少２９歳の常任指揮者

川崎店にて懇親会が行われました。席で注文

としても話題を集めています。

するスタイルの食べ放題＆ドリンク飲み放

当日のプログラムはチャイコフスキーの

題。焼肉は多くの人数でワイワイ、ジュウ

「ヴァイオリン協奏曲ニ長調Ｏｐ．３５」と

ジュウと焼きながら楽しく食べるのが美味し

「交響曲第５番ホ短調Ｏｐ．６４」。ソリ

いなと再認識させる食事会でした。

ストアンコールはイザーイの「メランコリ

同じ網を囲み美味しい食事、お酒に囲ま

ア」、アンコールはチャイコフスキーの「交

れ、交流を深め楽しい時間も終了しました。

響曲第４番より第３楽章」と充実の内容でし

次回は皆様の御参加をお待ちしております。

た。特に前半でのヴァイオリン独奏の迫力、
全体を通しての演奏の完成度に感動の１日で

12

した。
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山中

祐輔）
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劇団四季「クレイジー・フォー・ユー」観劇会ご報告
平成２７年春の神奈川県行政書士会福利厚

なドタバタ劇の裏にある、俳優さんたちの能

生事業第二弾は、３月７日（土）、劇団四季

力の高さと練習量、まさに努力の賜なので

のミュージカル「クレイジー・フォー・ユー」

しょう。それにしても、今でも、あんなこと

でした。当日は寒い雨の朝でしたが、開演の

が本当にできるものなの？と、疑問でいっぱ

頃には雨も上がり、四季劇場「秋」のある浜

いです。軽快なダンスやアクロバットですか

松町からの帰り道には、ご家族で買い物や食

ら、けがをされることもあるのでしょう。そ

事をゆっくりと楽しまれた会員もいらしたこ

れでも、あれほど激しい動きをしながら、役

とと思います。

柄の上でも現実の肉体としても、美しくあり

福利厚生事業の中でも毎回好評を博してい

続ける女性たちがとても素敵で感動しました。

る、劇団四季のミュージカル観劇会ですが、

過去４作品を拝見しましたが、これまでど

振り返ってみると、初回「キャッツ」から「ラ

の作品も、
脚本や歌や演技はさることながら、

イオンキング」
「リトルマーメイド」
「ウィキッ

演出の工夫に、本当に毎回目を奪われます。

ド」と舞台上に人間の占める割合が徐々に増

これはいくら興奮して、言葉を重ねて説明し

え、今回の「クレイジー・フォー・ユー」で

ても伝わらない、観た人だけが感じることの

人率１００％となりました。

できるものだと思います。自分の好きなこと

この作品は、１９９２年にトニー賞ベスト

には積極的になりますが、
時には深く考えず、

ミュージカルを受賞、コマーシャルも流れて

目の前にあるものに手を伸ばしてみると、良

いて、当日のチケットは完売という人気でし

い体験ができますね。

た。ガーシュインの名曲にのせたラブ・コメ

今回は４１名の会員とご家族の皆さまにご

ディというので楽な気持ちで席に着きました

参加いただきました。可愛らしいお友達にも

が、序盤から美しい女性たちの美脚が織りな

出会え、ほっとしたひとときでした。

すラインダンスにため息をし、タップダンス

（総務部員

佐々木淳子）

の数々にすっかり圧倒されました。ストー
リー自体は単純ですが、いつの間にか引き込
まれ、自分もタップを踊っているつもりに
なっていたようで、終わったときはくたくた
でした。でもやはり、ハッピーエンドは幸せ
な気持ちになれて、いいですね。
さらに、登場人物たちが、手にしたトラン
クや椅子をテンポ良くどころかすごい速さで
積み上げたかと思うと、その上でタップを踏
むという精巧な舞台には思わず感心してしま
います。しかもそれはコメディの中で行われ
ており、当たり前ですが、慎重真剣に組み上
げている様子は微塵も感じられません。愉快

行政書士 かながわ 2015.5/6 Vol.234
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Ｒ日帰りツアー』開催のご報告
『東京ディズニーリゾート○

平成２７年春の神奈川県行政書士会福利厚

い昼食を食べた後は、便利なファストパスを

生事業第四弾として、東京ディズニーリゾー

上手く活用しながら、
人気アトラクション
「海

ト日帰りツアーが３月２４日（火）に無事開

底２万マイル」
、
「タワー・オブ・テラー」
、
「イ

催されました。当日は、お天気にも恵まれ、

ンディ・ジョーンズ ®」などにも乗ること

絶好の行楽日和の中、多くの会員・ご家族に

ができました。何度来てもマジシャン・シャ

ご参加いただきました。

バーンの軽快なトークに思わず笑ってしまう

例年、ご好評いただいているディズニーツ
アーですが、今回は、ランドかシーを事前に

ため乗車した
「エレクトリックレールウェイ」

お選びいただける形となっており、各々の目

からの美しい景観も楽しむことができ、集合

的地でゆっくりと楽しい時間を過ごしていた

時間までフルに夢の国ディズニーリゾートを

だくという企画でした。

満喫することができました。

私は、ディズニーシーへ。時期的に大混雑

本ツアーをもちまして、平成２６年度の神

を予想していましたが、比較的にスムーズに

奈川県行政書士会福利厚生事業は全て終了と

園内を回ることができました。スタートは以

なりました。

前から行ってみたかった「トイ・ストーリー・

普段の研修会や懇親会とはまた違う雰囲気

マニア！」。皆でわいわい色々な話をしなが

で、会員同士の親睦を深められるのは、まさ

ら並ぶこと１５０分、一歩中に入るとまるで

に福利厚生事業の醍醐味だと思います。この

自分達がおもちゃ箱の中にいるような楽しい

場をお借りして、これまで参加していただい

世界が広がっていました。アラフォーの私で

た皆様に心より感謝申し上げます。

すが、ついつい童心に返りにシューティング
ゲームに夢中になってしまいました。美味し

14

「マジックランプシアター」や園内の移動の
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祐樹）

総務・同行会
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ミステリーツアー（２０１５） 報告
今回のテーマは「二日間で５つの日本一を

海水面上を滑るように、伊勢湾の中ごろを

巡る」ということ。そして、「朝７時３０分

東から西へと横断し、１時間ほどで＜日本一

までに、羽田空港ロビーに集合！」。参加者

＞短い地名の町、津に到着。

にあらかじめ知らされていたのは、たったの
これだけ…。
今年も恒例のミステリーツアーが、一泊二

そこから、貸し切り大型バスに揺られて松
阪へ。待っていたのは、当然に…！！！

鉄

板の上に置いた瞬間に脂が溶け出し、口に入

日の日程（３月１５・１６日）で挙行されま

れれば旨味が広がる、何とも豪勢な昼食に、

した。

一同、舌鼓を打ちました。やっぱり本場の味

「いったいどこへ連れて行かれるんだろ

は格別でした。

う？」蓋を開けてみなければ分からない。そ

お腹を満たした一行は、再び貸し切りバス

の時になってみなければ分からない。分かっ

に乗り、さらに南下。世界遺産に登録されて

ているのは「添乗員さん」だけ！

いる熊野那智大社、青岸渡寺に参詣し、日本

このドキドキ感こそ、ミステリーツアーの
醍醐味と言えます。

三名瀑の１つである那智の大滝を仰ぎ見まし
た。一段の滝としては落差＜日本一＞。まさ
に雄大としか言いようがありません。
目を十分に養って向かった宿は、亀を模し
た船に連れられて、ホテル浦島。それぞれに
趣向を凝らした６つの温泉巡りを楽しめる
“ 龍宮城 ” です。そこには、高低差＜日本一
＞のエスカレーターが設置されているのであ
りました。

一日目の３月１５日は、横浜マラソンの開
催日と重なりましたが、全員無事に集合。
そこでついに、とりあえずの行き先と移動
手段が発表されました。「まずは、飛行機で
中部国際空港（セントレア）に行きます。」
わざわざセントレアまで飛行機で！？
１時間ほどの空の旅を楽しんでセントレア
に到着したものの、その先は…？「近くの海

夕食の席で、
「添乗員さん」から二日目の

港から高速船に乗り、津に向かいます。
」

予定が発表され、そのために、温泉で十分に

津…。個人的には、ほとんどイメージが湧き

体を養ってください、
とのお達し。
ミステリー

ません。そもそも津が目的地？

ツアーでは珍しい、アルコール控えめの夕食
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となりました。

権が及んでいる地域の村では＜日本一＞の面
積を誇る十津川村を経由して、奈良県橿原市
の大和八木駅へ。こんな機会でもなければま
ず乗らない、途中休憩を３度も取る、約７時
間に及ぶ路線バスの旅は、忘れられない思い
出となりました！（電車の乗り継ぎにもヒヤ
ヒヤしました。
）

夕食の前後と翌日の朝食前の時間は、温泉
三昧。中でも、海岸に面した洞窟に湧き出し
ている温泉は、湯船につかると、打ち寄せる
波の音が洞にこだまし、目を閉じれば、まる
で四方を海で囲まれているような錯覚を覚
え、しかも、朝には眼の前に日の出が拝めま
す。その昔、どこかの殿様が、この温泉に入っ

これにて５つの日本一を巡る目的を達し

たところ、思わず帰るのを忘れて長居をして

て、今回のミステリーツアーは幕を下ろしま

しまうとして名付けられた “ 忘帰洞 ”。あ～

した。

極楽、極楽！

ツアーに参加された皆さま、お疲れ様でし
た。
このツアーを企画された本間さん（＝「添
乗員さん」
）
、楽しい旅をありがとうございま
した。
（参加者の一人

そして二日目。大小の玉手箱（お土産）を
手にした一行は、再び、亀の背ならぬ渡し船
に乗って対岸へ戻り、そこからほど近い、紀
伊勝浦駅から紀勢本線で新宮駅にて下車。
ここから、一般路線バスとしては走行時間・
距離・停留所数の全てにおいて＜日本一＞の
八木新宮特急バスに乗り、途中、日本の施政
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◀◀◀

●図書館セミナーについて（報告・お知らせ）

３
場

所：横浜市立鶴見図書館

各図書館との提携企画について、次のとお

日

時：平成２７年３月５日（木）
１４：００～１６：００

り報告いたします。
＜実施報告＞

講

師：山中祐輔会員（鶴見・神港支部）

内

容：気を付けよう！明日はあなたも被害
者かも～悪質商法・振り込め詐欺対

１
場

所：横浜市立南図書館

日

時：平成２７年２月５日（木）

策～
感想等：講義

１４時～１５時

 講師に寄せられた相談実例の紹介

１４：００～１５：４０
講

師：清水良治会員（南・港南支部）

に始まり，悪質商法や契約の際の注

内

容：知って安心

意点，騙されやすい人のパターンに

相続・遺言の基礎知識

ついて講義が行われた。

感想等：初めに清水会員による１時間程度の
講演の後、１０分の休憩をはさみ質

 ワークショップ

１５時１５分～

問時間３０分といたしました。

１５時４０分

 当日は雪の降る中にもかかわら

 事前にクーリング・オフの説明を

ず、多くの方にご参加いただき、み

行った後、参加者が事例に基づいた

なさんメモを取るなど熱心に受講さ

クーリング・オフの書面を記載し

れ、また質問時間も足りないくらい

た。最後に、記載例を配付し、解説

に次々と多くの質問が寄せられまし

を行った。

た。出席者は６０歳代以上の方が多

質疑応答

１５時４０分～１６時

く、相続遺言に関することは自らの

４

問題であり、非常に関心が高いこと

場

所：茅ケ崎市立図書館

をあらためて感じました。南図書館

日

時：平成２７年３月１０日（火）

の方からも今後また開催したい旨の

１３：３０～１５：００

お話をいただきました。

１５：００～個別無料相談

２
場

所：横須賀市立中央図書館

日

時：平成２７年２月２８日（土）
１４：００～１６：００

講

師：遠田武史会員（湘南支部）

内

容：エンディングノートから始めよう！
～終活入門講座～
＋個別無料相談

講

師：山口義則会員（横須賀・三浦支部）

感想等：ご参加いただいた皆様に、“遺言”と

内

容：明日、寝たきりになったら？～人生

“エンディングノート”の特徴を知っ

を笑顔で締めくくるために～

ていただき、それぞれを上手に活用

＋個別無料相談

することで、より良い「老い支度」

感想等： 市民生活に密接な問題を解決でき

となることを講座を通じて紹介する

る内容であったため出席者からは好

ことができた。

評であった。

 講座後半に行った“エンディング
ノート作成体験”の時間には、たく

行政書士 かながわ 2015.5/6 Vol.234
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さんの方々が積極的に書き込みをし

日時：平成２７年３月２６日（木）
１３：００～１８：００

ていた姿が印象的だった。
内容：

５
場

所：横浜市立中図書館

日

時：平成２７年３月１２日（木）
１３：３０～１５：３０

第一部「行政書士会の法教育を考える。～
法教育をつなぐ～」
第二部「法教育のその先～法教育からつな
げる～」

１５：３０～個別無料相談
講

師：青柳保廣会員（横浜中央支部）

内

容：分かりやすい「相続・遺言・後見」
講座＋個別無料相談

今回のシンポジウムのパネリストに、横浜
市中央図書館司書の吉田倫子樣が参加されま

感想等：１時間講義プラス実習（遺言書の書

した。吉田様は本会が図書館セミナーを開始

き方）、その後１時間30分個別に相

した当時のご担当者でもあり、本会にて開催

談を受けた。

しております図書館セミナーをシンポジウム

 多くの参加者は相談が目的にて

で大きく取り上げられ、他の図書館関係者・

参加していた。出席者の半分以上

東京都行政書士会の会員がとても興味を持っ

（１６名中９名）が相談を受けた。

ていました。

 図書館の職員が積極的に協力して
くれ、気持ちよく、講義も相談業務
を行なうことができました。

●「行政書士制度の未来と可能性」研修会報告
「行政書士制度の未来と可能性」研修会を
開催しましたので、次のとおり報告させて頂

＊感想等は、実施報告書に記載された内容を

きます。

転記しております。
今回開催した図書館セミナーの際に、講師

場所：産業貿易センタービル ７階

及び相談員としてご協力頂きました各支部会

神奈川県行政書士会大会議室

員の皆様、誠にありがとうございました。心

日時：平成２７年３月３０日（月）

よりお礼申し上げます。
また、平成２７年度の開催予定に、横浜市
立鶴見図書館が追加となりましたので、併せ
てご報告いたします。
次年度もご協力を賜りますようお願い申し

１４：００～１７：００
講師：盛武隆先生（元日本行政書士会連合会
会長・滋賀県行政書士会会長）
年度末の実施にも拘わらず４０名の会員の
皆様にご出席頂きました。

上げます。

●法教育シンポジウムへの参加報告

行政書士制度の未来と可能性について、現
在の行政書士制度の問題点などを盛武先生の
私見も交えながら多角的にお話しいただきま

東京都行政書士会主催の「法教育シンポジ
ウム」に参加した報告をいたします。

した。
行政書士のあるべき姿を改めて考えさせら
れる素晴らしいご講義でした。

場所：東京都行政書士会会館地下講堂
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『平成２６年度
第 2 回新入会員実務研修会
（1 日目）』
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◀◀◀

田後会長ご自身の体験をユーモアあふれる
トークでご紹介いただくなど、堅苦しく思わ
れがちな内容を楽しくわかりやすく解説して
いただきました。

１

日

時

平成２７年２月３日（火）
９時４５分～１６時４５分

２

会

場

３

研修会次第
司会

大会議室
池田 秀一

開会の挨拶（９：４５）
長谷川 幸子 研修部長
会長挨拶（９：５０）
田後 隆二会長

２時限目の大野佐由理会員による「建設業

・第１時限（１０：００～１１：４５）
「行政書士制度・倫理」
講師：田後 隆二会長
昼休み（１１：４５～１３：００）

許可」の講義では、具体的な資料を基に手続
きの流れを丁寧に解説していただき、初めて
聞く人にも実務がイメージできるよう配慮し
ていただきました。

・第２時限（１３：００～１４：４５）
「建設業許可」
講師：大野 佐由理 会員
・第３時限（１５：００～１６：４５）
「産廃業許可」
講師：佐藤

史

会員

閉講（１６：４５）
閉講挨拶：長谷川 幸子 研修部長
４

参加者数

３６名

３時限目の「産廃業許可」では、佐藤史会
員が冒頭新人時代の話で興味を引き付けた後

今年度 2 回目になる新入会員実務研修会の
1 日目を開催いたしました。

に、分厚い資料全体を高速で厳しく解説し、
解りづらいところではゆっくりやさしくお話
いただくというメリハリの効いた講義をして
いただきました。
（文責

研修部

池田 秀一）

『平成２６年度
第 2 回新入会員実務研修会（2 日目）』
１
１時限目の「行政書士制度・倫理」では、

日

時

平成２７年２月１０日（火）
１０時００分～１６時４５分

行政書士 かながわ 2015.5/6 Vol.234
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２

会

場

３

研修会次第
司会

大会議室
佐藤

史

・第１時限（１０：００～１１：４５）
「風俗営業許可」
講師：佐藤

彊 会員

昼休み（１１：４５～１３：００）
・第２時限（１３：００～１４：４５）
「在留許可」
講師：安友 千治 副会長
・第３時限（１５：００～１６：４５）

４

２時限目の「在留許可業務」は安友千治副
会長に講師を担当していただきました。講義

「一般貨物運送業許可」

は先生が経験された実務の話を中心に進めら

講師：中島 弘太郎 会員

れ、豊富な話のネタと先生の人柄が生かされ

閉講挨拶：長谷川 幸子 研修部長

て、受講者は興味深く聴き入っていました。

参加者数

３９名

決して面白い話ばかりではなく、この業務に
潜むリスクと落とし穴にも時折触れながら、
本人確認がいかに大切かを強調されました。
その一方で、この業務には独特の魅力がある
ことを紹介し、専門家として入国管理局から
大きな期待を受けている行政書士にとって、
大変やりがいのある仕事であることを教えて
いただきました。

本日の１時限目は、運輸警察部の佐藤彊部
長に「風俗営業許可」の講義をしていただき
ました。運輸警察部編集の良く出来たマニュ
アルに基づき、風俗営業の種類、許可要件等
が詳しく解説され、相談を受けた時の注意点
や、報酬を得て仕事をする者の心構えを教え
て頂いたほか、この手の店が「日の出から営

３時限目の「一般貨物運送業許可」は中島

業」を謳い文句にする訳がわかって目から鱗

弘太郎会員に講師を担当していただきまし

が落ちる思いがしました。また、この分野で

た。
「許認可申請に取り組む基本的な考え方」

は自分が客になることも手軽にできるので、

とサブタイトルにあるように、手引書に依存

ある程度の投資をして研究のために現場の実

せず条文を根拠に業務を行うことの大切さを

態を見ることも大切であると、全くもって正

強調されました。また、この事業はトラック

しくありがたい教えを頂きました。

を扱う関係で、国民の生命や身体に重大な損
害をもたらす危険性を秘めており、危険が現
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・第２時限（１３：００～１４：４５）

実になるかどうかは、法令順守に対する事業

「宅建業免許」

者の意識に負うところが極めて大きいといえ

講師：長谷川 幸子 会員

ます。そのため、行政は業者に対して許可の

・第３時限（１５：００～１６：４５）

他にも様々な手続きを課していますが、これ

「戸籍謄本の読み方」

をサポートするのは正に行政書士の仕事であ

講師：加藤 幹夫 副会長

り、広い意味では国民生活の安全確保にもつ

閉講挨拶：長谷川 幸子 研修部長

ながる素晴らしい業務であると感じることが
４

できました。

参加者数

３４名

１時限目は「交通事故」のエキスパートで
ある齋藤光宏会員より、きめ細かい資料をも
とに、業務の用語解説から実際の事例を引用
された貴重なお話まで、とてもわかりやすい
ご講義をいただきました。

小学生の標語みたいですが、本日教わった
ことを次の通り五七五調にまとめてみまし
た。
「報酬が高いと言うなら他へ行け」
「今日もまた馴染みの店でお勉強」
「金払い良すぎる客には気をつけろ」
「言いなりは信用失う第一歩」

２時限目は長谷川幸子会員より「宅建業免

「フォーマット埋めるだけなら書士要らぬ」
（研修部

別役

良）

『平成２６年度
第 2 回新入会員実務研修会
（3 日目）』
１

日

時

許」について、当該免許のお話だけでなく、
“ 絶対あきらめてはいけない ”“ 行政書士とし
て業務に当たるなら、手引きだけでなく、必
ず根拠条文を読むこと ” など業務を行うにあ
たっての心構えをお聞かせいただけました。

平成２７年２月１７日（火）
１０時００分～１６時４５分

２

会

場

３

研修会次第
司会

大会議室
大野 佐由理

・第１時限（１０：００～１１：４５）
「交通事故」
講師：齋藤 光宏 会員
昼休み（１１：４５～１３：００）

３時限目の加藤幹夫副会長による「戸籍謄
本の読み方」では、戸籍謄本の読み方の基礎
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21

各部情報掲示板

からレアな実例まで詳しくお話いただき、謄
本とはその人の歴史が書かれているもの、そ
の奥深さを垣間見せていただきました。

市民相談における遺言や相続の相談件数は
相変わらず高い割合を占め、数多くの事務所
がこの分野を専門にしていますが、たとえそ
新入会員研修会も３日目となりましたが、

うでなくとも、許認可の顧客から相続につい

この日も講師の先生方、聴講生の皆様の意欲

て聞かれることもあるように、もはや相続に

あふれる会となりました。

関する知識は、全ての行政書士にとって必須

（文責

研修部

大野 佐由理）

『平成２６年度
第 2 回新入会員実務研修会
（4 日目）』
１

日

この大事な講義を担当された鶴見・新港支
部の村上崇文会員は、数多くの案件を手掛け
られている遺言・相続業務のベテランで、豊
富なセミナー講師の経験を基に聴く側の立場

平成２７年２月２４日（火）

で考えつくされた良質の講義は、いつも参加

１３時００分～１６時４５分

者から高い評価を受けています。今回も、実

大会議室

務家ならではの視点で書き下ろされた完成度

時

２

会

場

３

研修会次第
司会

といえるでしょう。

の高いレジュメに沿って進められ、市販本で

別役

は得られない知識やノウハウにあふれた素晴

良

・第１時限（１３：００～１４：４５）

らしい講義となりました。

「遺言・相続」
講師：村上 崇文 会員
・第２時限（１５：００～１６：４５）
「事務所経営」
講師：吉田

茂

会員

閉講挨拶：長谷川 幸子
４

参加者数

研修部長

３５名
２時限目の「事務所経営」は、本研修会の
中では異色の講義であり、法律や条例、規則
などの決まりごととは関係なく、ほぼ全編が
講師の私的見解で成り立っています。それゆ
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えこのテーマでは、小出副会長や松下幸之助
以外に講師が務まる先生は極めて限られます
が、今回は支部と本会の双方で監事を務めら
れ、行政書士法人の代表社員としても常日頃
から経営手腕を発揮されている、横浜中央支
部の吉田茂会員にお願いしました。
新入会員の多くが聴きたい「経営」の話と
は、「儲ける方法」以前に「依頼を獲得する
方法」であると思います。講義では、経営 “ 者 ”
能力の向上が行政書士業界の課題であるとし
て、市場が求める業務にこだわることや異業
種との連携を図ること等、経営者的なものの
考え方が依頼を獲得するためには重要である
との見方が示されました。
いくら専門知識を磨いても、事務所を畳ん
でしまっては元も子もなく、今後の課題とし
て、こうした経営系の研修も充実させる必要
性を感じた講義でもありました。
（研修部

別役

良）

『平成２６年度 第２回
新入会員実務研修会 終了後懇親会』
１

日

時

平成２７年２月２４日（火）
１７時３０分～１９時３０分

２

会

場

中区末広町３－９５
パセラリゾーツ横浜関内店
３Ｆ

３

ＧＲＡＣＥ ＢＡＬＩ

懇親会次第
司会

佐藤

に、恒例の懇親会が開催されました。
史

研修部員

激励 （１７時３０分）
田後 隆二 会長

そこに行くまでは大阪京橋グランシャトー
のようなコテコテの総合レジャービルを想像
していたら、会場の「パセラリゾーツ横浜関

乾杯 （１７時３５分）

内店」は、ブルースの伊勢佐木町らしく、な

加藤 幹夫 副会長

かなか落ち着いたお洒落な雰囲気で、さすが

中締め（１９時３０分）
４

第２回新入会員実務研修会の締めくくり

出席者

はこの街に詳しい長谷川部長が選んだだけの

安友 千治 副会長

ことはあると思いました。もしかしたらチャ

３５名

イナドレスを着た人が中華街より多いかも知
れないこの界隈では、
許可や届出の必要な
「高
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級店」が軒を連ねていますが、ここも負けじ

まり、まるで開店直後のさくら水産のような

と微妙な高級感を演出しており、３階宴会場

状態のなか、研修部では部長の次にブルース

の「グレースバリ」には、プレミアムモルツ

の似合う佐藤史先生が司会に選ばれて、グラ

の瓶（中身入り）が置かれた７脚の５人掛け

ス片手に良い気分で開会を宣言しました。田

丸テーブルが、薄暗い照明の下にゆったりと

後会長の激励に続き、加藤副会長が正式に乾

並んでいました。バーカウンターもあり、ス

杯の音頭を取ると、各人が会場内を自由に行

テージの脇にはスクリーンまで設置されてい

き来して、思い思いに親睦を深めていました

て、その気になればパワーポイントを使った

が、今回は参加者が少ない分、講師に質問を

研修が出来そうなほど設備も充実していまし

したり、アドバイスを受けたりする機会がい

た。余談ですが、バーカウンターでビール系

つもよりも多かったのではないでしょうか。

のカクテルを頼んだら、こんなものにまでプ

宴もたけなわの頃、新入会員による自己紹

レミアムモルツが使われていたことに激しく

介の時間が設けられました。今後やりたい業

感激し、カクテルどころか生ビールでさえ本

務について一言求められると、
「相続・遺言」

物が使われているのかどうかも怪しい、研修

「成年後見」
「自動車関係」
「入管関係」といっ

部行きつけの超有名店を引き合いに出して、

た代表的なものや、「ペット法務」「福祉関

「さすが、さ××水×とは違いますね」と熱

係」
「中小企業の支援業務」
「メガバンクでの

い賛辞を送ったら、若いバーテンダーはフフ

キャリアを生かした経営コンサルタント」の

ンと鼻で笑いました。ブルースの街、伊勢佐

ような独自路線のほか、
「誰もやったことの

木町はやはりクールでした。

ない仕事に携わりたい」
「地域密着で地元の
ニーズに応えたい」
「コンサルタントが嫌で
行政書士になったのに、コンサルティングを
やらなきゃだめだといわれてブルーになって
いる」
「楽して金になる仕事なら何でもよい」
など、
前向きなものからそうでないものまで、
様々な考えが披露されました。ただ、「新入
会員」とはいっても人生経験の豊富な方がほ
とんどなので、過去の仕事に関する話も十人
十色で面白いものばかりでした。
終盤には、パーティ特典として「伊豆高原
バリ風温泉リゾートホテル」または「渋谷
夜景が楽しめるリゾートレストラン」いずれ
かの１組２名分チケットが、田後会長にじゃ
んけんで勝ち続けた１名の方に店から贈呈さ
れて、ブルースの街の懇親会は、最後だけは
大阪京橋グランシャトーのイベント風に終了
しました。

さて、前置きが長くなりましたが、あちこ
ちのテーブルでは席に着くと同時に乾杯が始
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別役

良）
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表題のとおりの研修を行いました。
前半は県の人権問題についての取り組みに
ついて、後半はＤＶＤ ｢日常の人権－気づき
から行動へ－｣ を鑑賞し、差別の歴史から身
近に起こり得る問題について、実例を元にご
講義いただきました。
私個人的に印象深かったのが、“ 片方の方
の人権を考える時には、もう一方の方の人

『平成２６年度
１

日

時

人権研修会』

平成２７年３月３日（火）

１４時００分～１６時００分
２

会

場

大会議室

３

研修会次第
・開会の挨拶（１４：００）
副会長

石川 房治

権も考えなくてはいけない。” 例は性同一性

・講義（１４：０５～１６：００）

障害のある方のお話で、体は男性ですが心は

「かながわの人権施策について」

女性の方が温泉の大浴場で男湯に入るのはど

講師：

うしてもできない。

神奈川県 県民局 くらし県民部

そこで心は女性ですので女湯にお入りにな

男女共同参画課

られたところ、問題になり、その旅館から県

人権・同和グループ

へ解決策の打診があったというものでした。

グループリーダー

伊藤 聡 様

・閉講挨拶（１６：００）
４

人権

たしかにその方の心は女性でも、事情を知
らないたまたまそこに居合わせた女性は、男

研修部長

長谷川 幸子

性に裸体を見られるというハプニングに心を

参加者数

２３名

害されるということになるので、この場合は
両方の方の人権を考え、その男性には大風呂
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閉会の挨拶（１５：５５～１６：００）

のご利用は控えてもらい、個室の温泉を楽し

長谷川 幸子 研修部長

んでもらうという判断に至ったそうです。
なぜかとても感心してしまいました。
（文責

研修部

４

参加者数

１１６名

大野 佐由理）

『平成 26 年度一般研修会
「行政不服審査法」』

平成２６年度の一般研修は「行政不服審査
法」をテーマに開催されました。業界での関
心が高いテーマだけに多くのお申し込みをい
ただき、その数が定員に達したのは締切日の
１０日以上も前のことでした。研修部では急
遽、定員を１５０名に増やし、会場を本会大
会議室よりも広い横浜商工会議所の大会議室
に変更しました。
日行連中央研修所のサイトで既に配信され
ている同じタイトルの講義は大学教授による
法律解説であることから、今回は実務的な講
義内容にする方針を固め、弁護士に講師を依
頼することが早くから決まっていました。と
ころが、行政事件を扱う法律事務所の数や、
行政書士法の改正に反対しつづけてきた日弁
連の立場を考えると、行政書士のために講義
を引き受けてくれる「七人の侍」のような弁
護士がそれほどいるとも思われず、適任者を
探し出せるかどうかは大きな課題でした。縁
あって講師を引き受けていただいた東京弁護
士会の保坂慶太先生には、あらためて深く感
謝を申し上げたいと思います。

１

日

時

平成２７年３月１７日（火）
１４時００分～１６時００分

２

会

３

研修会次第
司会

場

横浜商工会議所８階大会議室
別役

良

開会の挨拶（１４：００～１４：０５）
長谷川 幸子 研修部長
講義（１４：０５～１５：５５）
「行政不服審査法」
講師：濵・宇佐見法律事務所
東京弁護士会所属
弁護士 保坂 慶太 先生
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保坂先生は現在、東京の濵・宇佐見法律事
務所に所属して、多くの行政事件を手掛けら
れています。講義の冒頭では、敗訴はしたけ

各部情報掲示板

れども住民側に原告適格が認められた北総線
の高額運賃をめぐる訴えの事例を紹介し、行
政との対決では「負けて得るもの」の価値が
小さくないことに触れ、決して「やるだけ無
駄」でもなければ、「参加することに意義が
ある」類いのものでもないことを示していた
だきました。
また、「行政に不服を申し立てる」ことを
「行政に法律を守るよう促す」ことと言い換
えれば、行政不服申立はまさに法治国家の実
現に向けた行為であるということができます
が、昨年の法改正は、行政書士が法治国家の
担い手として、新たな意味で生まれ変わる重

『Ｖ・Ｏ・Ｄ研修ビデオ公開収録
８回目』

要な契機となりました。保坂先生は、許認可

１

日

時

平成２７年３月１９日（木）

を代理申請した行政書士が行政不服申立の代

２

会

場

大会議室

理もできるようになれば、行政機関の対応が
自ずと慎重になって法治国家のレベルが上が
り、最終的には国民の利益につながるとの見
解を示したほか、行政訴訟を受任する立場か
らも、訴訟に至る前段階で行政書士が関与し
ている案件とそうでない案件とでは、仕事の
やりやすさが明らかに違うと見て、この改正
を肯定的に捉えています。このような形で
エールをいただき大いに力付けられたと感じ
る一方で、この業務で真に国民の権利実現に
貢献できるようになるまでには、知識やスキ
ルの修得に相当の道のりを要することを思い
知らされました。

業務必修科目 Ｎｏ．１７
（13 時 00 分～ 15 時 00 分）
講師：渡辺 一成 弁護士

最後に、行政不服申立の業務では各種法規
の条文をよく読むことが重要と教えていただ

（第一東京弁護士会）
参加者：４０名

きましたが、これは許認可を申請するときの
姿勢と基本的に同じであり、行政書士にとっ

顧客の大部分が小規模事業主である我々行

て行政不服申立を代理することは、決して柄

政書士にとって、法人設立は個人事業を法人

に合わぬものではないのだと改めて感じまし

化する場面で依頼を受けることが多い業務で

た。今後、この業務に精通した特定行政書士

す。その依頼のほとんどは株式会社の設立か

による研修が、一日も早く開催されることを

と思われますが、会社法を調べ他の会社形態

願ってやみません。

と比較検討した上で依頼をしてくる事業主は
（研修部

別役

良）

ごく少数で、特に有限会社の設立が出来なく
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なってからは、「個人事業の法人化」とは、
通常「株式会社化」を指すようになりました。
しかし、会社法には他にも合同会社、合資会
社、合名会社の３類型があり、規模や目的に
見合った法人設計が出来るようになっていま
す。我々が「身近な街の法律家」を標榜する
以上は、依頼者にこれらの制度を紹介し的確
なアドバイスを送ることも極めて重要な仕事
の一つだといえるでしょう。
そのためには会社法の理解が欠かせないこ
とは言うまでもなく、業務必修科目において
「定款・議事録作成（№ 18）」や「法人設立 1
～ 3（№ 19 ～ 21）」とは別に、この講義が設
けられた理由はそこにあります。
この講義では実体法を扱うので、講師は「憲
法と許認可」に続いて渡辺一成弁護士にお願
いし、東インド会社や亀山社中など興味深い
実例を交えながら、会社法の全体像を説明し
ていただきました。
（研修部
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別役

良）

民事法務部

◀◀◀
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経営士会による企業経営管理講座（全５回）開催報告
第１回 『中小企業の経営戦略』
日時：平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ４ 日（ 水 曜 日 ）
１４：００～１７：００
担当講師：小林 登雄

氏（経営士）

けることを目的とした有料講座である。
また、
全５回を修了した受講生は、経営士会の実施
する経営士養成講座（６０時間以上）を修了
したと同様の扱いを受けられ、経営士会への
入会の途が開かれる。

第２回 『マーケティングとイノベーション


は１２名と少ないようにも思われたが、会議

で経営革新』
日時：平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ２ 日（ 木 曜 日 ）
１４：００～１７：００
担当講師：畑

今回は初めての試みということで、参加者

和浩

氏（経営士）

室では講師をロの字型で受講者が囲む勉強会
スタイルとなり、少人数方式が功を奏してい
たとする感想もあった。
第１回講座、第２回講座では、SWOT 分

第３回 『顧客づくり・顧客つなぎ・顧客つ


析の手法を用い、企業の強みや弱みを把握す

づきで女神のサイクルを回す』

ることを学んだ。担当講師の方は、分析対象

日時：平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ ０ 日（ 金 曜 日 ）

を、受講者の経営する行政書士事務所とし、

１４：００～１７：００
担当講師：武田 哲男

氏（経営士）

受講者の理解を進める工夫などをこらしていた。
第３回、第４回と進むにつれ、マーケティ
ング、金融支援の実情など、コンサルティン

第４回 『建設業の潮流と今後の展開』
日時：平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ ６ 日（ 木 曜 日 ）
１４：００～１７：００
担当講師：天本

武

氏（経営士）

グの実質部分に話は進んでいった。今回担当
していただいた講師の方々は、経験が豊富な
先生ばかりで、実例を挙げてわかりやすく解
説していただいた。
経営コンサルティングは行政書士の法定業

第５回 『支援型経営コンサルタント技法に


ほとんどは中小企業といわれる。

ついて』
日時：平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ６ 日（ 金 曜 日 ）
１４：００～１７：００
担当講師：間
大野

務とはいえないが、私たちのクライアントの

敏幸

氏（経営士）

信行

氏（経営士）

中小企業の社長が経営について相談相手とす
るのは、通常、顧問税理士や公認会計士であ
ろう。
税理士や公認会計士が、中小企業の社長に
とって一番身近な「先生」であることは疑い

会

場：各回とも神奈川県行政書士会会議室

参加者：１２名

がない。また、数字に強い。ただ、経営その
もののプロではないことから、適切なアドバ
イスを得られなかった例もあると講師から話

この企業経営管理講座は、５日間（各回３

があった。

時間）に渡る研修により、経営コンサルタン

私たち行政書士が経営コンサルティングの

トとして必要な基本的な知識、技法を身に着

知識と技法を身に着けることができれば、単
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に申請書を代理で作成する立場から、クライ
アントの経営課題発掘と解決により深く関わ

経営士会の担当役員の方からは、今回が行

ることができる。その活動がクライアントの

政書士向けに開催した初めての機会であった

維持・成長の一助になれれば、当然行政書士

ので、行政書士の業務がどのようなものか分

の信用も高まり、本来業務の継続に繋がるこ

からず苦労があったが、今回の講座実施を通

とにもなる。そのような未来を想像すること

して、講座開催前より行政書士業務について

ができる講座であった。

理解が深まったので、次回は、より充実した

このような経営コンサルティングに関する
講座というのは初めての試みであったが、ど
の回も興味深く拝聴することができた。
講座最終日には懇親会もあり、経営士会の
方々と、講座とは違う和やかな雰囲気の中で

30

親交を温めることができた。
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内容を作ってきたいとの話をいただいた。
今後も、このような講座開催を継続してい
きたい。
（民事法務部

百瀬徳一）
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不動産の基礎に関する研修会開催報告
日

時：平成２７年３月１８日（水曜日）

解決窓口など、不動産取引周辺で業務を手掛

受付開始：１３：３０

ける行政書士にとって身近なテーマが数多く

研 修 会：１４：００～１６：３０

盛り込まれた研修となりました。

場

所：神奈川県行政書士会

大会議室

内

容：不動産の基礎に関する研修会

事例や契約締結時の注意点、隣地所有者と揉

講

師：公益社団法人全日本不動産協会神

めないようにするための対策などは実務に直

奈川県本部理事
教育研修委員長

結する内容だったように思います。
山井俊昭

参 加 者：８１名

参加者も８０人を超え、長時間にもかかわ
らず熱心に聴講していただけました。日頃寄

開会挨拶：齋藤光宏

民事法務部長

閉会挨拶：浅野明
司

売買や贈与を考えているお客様からの相談

会：本間潤子

副会長
民事法務部員

せられる相談や業務に不動産に関するものが
少なくなく、また、多くの会員がこの分野に
ついての知識を深めていくべきだと感じてい
ることが伝わってきました。

行政書士が有していなければならない不動

民事法務部では今後も会員の興味のある

産に関する基礎知識習得を目的として、民事

テーマを取り上げ、様々な内容の研修会を企

法務部は今回の研修会を開催しました。

画・開催し、各会員の業務拡大のきっかけを

不動産の種類・取引の態様、不動産に関す
る権利の内容、物権変動の原因、不動産登記

つくっていこうと考えています。
（民事法務部

板垣夏樹）

簿の見方、取引に関するトラブル事例やその
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▶▶▶

国際部

●英語による行政書士業務
案内（デジタルブック）公開
平成２６年度の事業として「外国語により
行政書士業務を紹介することで、これらの業
務を利用しようとする外国人の利便に資する
ことにより、行政書士制度のさらなる普及・
浸透を図る」べく進めてきた「行政書士業務
外国語訳事業」であるが、このたび、英語に
よるデジタルブック“Welcome to Kanagawa
Administrative Lawyers website.”として結
実し、本会ホームページに公開しました。
下記ページに設置したバナー“English avai
lable”よりアクセスし、ご利用下さいませ。
記
◇TOPページ
（画面左下のグローバルメニュー下バナー）
http://www.kana-gyosei.or.jp/
◇下層ページ

（デジタルブック導入画像）

●在留カード等の切替え期限

（画面左下のグローバルメニュー下バナー）
http://www.kana-gyosei.or.jp/5f/41.php

新しい在留管理制度の施行より本年（平成

◇外国人無料電話相談

２７年）で満３年となりますが、７月８日が

（３か国語による電話相談POPの右横の画像）

「在留カード」・「特別永住者証明書」への切

http://www.kana-gyosei.or.jp/5f/41.

替え期限となります。切替え未了の方へは、お

php#Soudan07

早目に手続なさるようにお勧め下さい。
下記、入管ホームページもご参照下さい。

なお、平成２７年度以降の事業において、

http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/

この成果を検証し、改訂作業、中国語その他

pdf/150331.pdf

の言語での翻訳、行政書士業務の対象範囲を

http://www.immi-moj.go.jp/eiju/index.html

拡大することを検討して参ります。
皆さまからの率直な感想とご意見をお待ち

●入管申請様式の改訂

申し上げます。
入管法の一部改正により在留資格の再編等
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がされ、これに伴い本年（平成２７年）４月

ける活動等を報告申し上げます。

１日より申請様式も変更されております。
下記、法務省ホームページにて新様式をご

今後、２０２０年のオリンピック開催に向

確認のうえ、ダウンロードしてご利用下さい。

けて入管手続の整備や本邦在留外国人をとり

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyu

まく環境もかわって参ります。
今後とも、国際業務相談員、会員の先生方

koku.html

とともに、国民並びに外国人の方々へ、行政

●年間概要報告書

書士・行政書士制度のさらなる普及・浸透を
図って参りたく、よろしくご指導・ご鞭撻の

◆３か国語による外国人無料電話相談

程お願い申し上げます。

国際部にて、毎週金曜日に実施・運営して
おります「３か国語による外国人無料電話相

【以上，編・文責／副部長 三浦健治】

談」も本年３月で事業開始より満５年がたち
ました。国際業務相談員の先生方、会員の皆
さまのご支援に感謝申し上げます。
年間を通じ当該事業を担当して参りました
箕輪ひろみ・加藤牧子・岩崎裕子の各事務担
当の尽力により、このたび『平成２６年度
３か国語による外国人無料電話相談会等 年
間概要報告書』が完成致しました。
国際部・国際業務相談員の活動を紹介して
おり、また、相談事例集としてもご利用頂け
るものと存じます。会員の皆さまの業務の一
助として頂きたく、是非ご照覧下さいませ。
◆申請取次行政書士管理委員会
国際業務部門において国際部との両輪とも
いえる申請取次行政書士管理委員会ですが、
前述の「行政書士業務外国語訳事業」でも、
竹中義久・池上嘉一 委員にお力添えを頂き
ました。
今般、竹中委員の尽力により『 平成２６
年度申請取次行政書士管理委員会活動概要報
告書 』が完成しました。本会ホームページ
（会員専用エリア）の３Ｆ会員業務情報セン
ター（国際関連）に掲載しておりますので、
是非ご照覧下さいませ。
以上、平成２６年度最後の国際部事業にお
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▶▶▶

特定行政書士法定研修ＷＧ

平成 27 年度特定行政書士法定研修における
講義運営係員募集のご案内
平素は本会の運営にご理解ご協力頂き有難
うございます。

込みフォームの備考欄に参
加できるクールをご記入下

このたび行政書士法改正（平成２６年１２

さい。ＦＡＸでお申し込み

月２７日施行）に伴い特定行政書士法定研修

の方は別紙の募集用紙のご

を実施します。

希望のクールに○を付けて

つきましては講義運営係員としてご協力い
ただける方を募集致します。
ご希望の方は、下記応募条件をご確認の上、
会員専用ＨＰの研修会お申込みフォームまた

下さい。
（複数クールの参
加も可）
③本研修を受講しない方
④応募したクールの全日程に必

はＦＡＸで行政書士会事務局宛てにお送り下

ず参加できる方

さい。応募された方につきましては、採用の

⑤会費滞納が無い方

可否につきまして、後日ご連絡致します。

⑥金融機関にご本人名義の預貯
金口座をお持ちの方

記

・旅費日当：講 義 運 営 係 員 に は 説 明 会 は
５，０ ０ ０ 円、 講 義 当 日 は

・募集人数：約２０名
※受講者数により変動がござい
ます。
※応募者が募集人数を上回る
場合には、抽選となります。

１０，０００円（共に交通費は
別途支給）を日当として支給い
たします。なお講義当日は昼食
を支給いたします。
・説 明 会：日時 平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ９ 日
（月）１４時より

※拘束時間は９時から１７時です。
・応募条件：以下のすべての条件を充たす方
①説明会（６月２９日）に参加
できる方

場所

産業貿易センタービル
７階大会議室

・申込〆切：平成２７年６月１５日（月）

②１クール以上参加できる方
※会員専用ＨＰの研修会お申
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募集用紙≪講義運営係員≫

氏名 （ 支部名 ）

申込番号 ２３４

－ ０２

（

支部 ）

会員番号（4 ケタ）
〒
事務所所在地

電話・ＦＡＸ

電話：

（

）

FAX：

（

）

ご希望のクールを選択し、選択欄に○を付けてください。
（複数選択可）
講義実施クール

選択欄

講義実施クール

Ａ

７月６・７・９・１０日

Ｆ

８月２４・２５・２６・２８日

Ｂ

７月１３・１４・１６・１７日

Ｇ

８月３１日、９月１・３・４日

Ｃ

７月２１・２２・２４・２５日

Ｈ

９月７・８・１０・１１日

Ｄ

７月２７・２８・２９・３１日

Ｉ

９月１４・１５・１７・１８日

Ｅ

８月３・４・６・７日

選択欄

※１クール４日間全てご参加いただけない方はご遠慮下さい。

神奈川県行政書士会事務局ＦＡＸ⇒０４５－６６４－５０２９
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平成 27 年度特定行政書士法定研修における考査監督員募集のご案内
平素は本会の運営にご理解ご協力頂き有難

①考査監督員説明会（８月１９

うございます。

日）に出席できる方

このたび、平成２７年１０月４日（日）に

②特定行政書士法定研修の考査

特定行政書士法定研修の考査が実施されます。

を受けない方

つきましては考査監督員としてご協力いた

③考査当日に必ず参加できる方

だける方を募集致します。

④試験中は立ち仕事となります

ご希望の方は、下記応募条件をご確認の上、

ので、２時間立ち続ける体力

会員専用ＨＰの研修会お申込みフォームまた

のある方（途中休憩等はござ

はＦＡＸで６月１５日（月）までに行政書士

いません。
）

会事務局宛てにお送り下さい。応募された方

⑤会費滞納が無い方

につきましては、採用の可否につきまして、

⑥金融機関にご本人名義の預貯

後日ご連絡致します。

金口座をお持ちの方

記

・旅 費 日 当：説 明会は５，０００円、考査
当日は１０，０００円（共に
交通費は別途支給）を日当と

・募集人数：約２５名

して支給いたします。

※受験者数により変動がござい

・考査説明会：日時

ます。

平成２７年８月１９日
（水）１４時より

※応募者が募集人数を上回る
場所

場合には、抽選となります。

産業貿易センタービル
７階大会議室

※考査当日、監督員としての
拘束時間は１１時３０分から
１７時です。

以上

・応募条件：以下のすべての条件を充たす方
・・・ 募集用紙 ・・・
氏名 （ 支部名 ）

申込番号 ２３４

－ ０３

（

支部 ）

会員番号（4 ケタ）
事務所所在地

電話・ＦＡＸ

〒

電話：

（

）

FAX：

（

）

神奈川県行政書士会事務局ＦＡＸ⇒０４５－６６４－５０２９
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研修会講演会

研修会へのお申し込みは、ホームページからのご利用にご協力ください。

〈総務部〉

研修会申込番号：２３４−１１

研 修 会・
講演会名

内

日

容

総務部主催研修会の開催について
「職務上請求書の使用に関する諸注意」

時

※平成２２年９月以降開催の新入会員登録証交付式と同内容です。
①
②

平成２７年
平成２７年

５月２９日（金）
６月３０日（火）

いずれも、１３：３０～１５：５０（受付：１３：００）
※都合のつく開催日にご参加下さい。

場

所

産業貿易センタービル

講

師

総務部長

費

用

無料

申込期限

対 象 者

粂

智仁

大会議室（横浜市中区山下町２番地） 他
他

準備の都合上、各開催日の１週間前までに、事務局宛お申込み下さい。
職務上請求書購入にあたっての義務的研修ですので、現に使用中の会員、今後使
用予定の会員で未受講の方はご参加ください。

定

員

４０名（申し込み先着順）定員に達した場合はご容赦ください。

備

考

インターネットよりお申し込みの際は、必ず受講日を備考欄に記載してください。

切り取らずにお申込みください
申
総務部主催研修会 （

書

①
②
）に出席します。
※いずれかに丸印を付けてください。

平成２７年
月
日
申込番号：２３４－１１
支部名：

込

支部

会員番号（４ケタ）
：
氏

名：

行政書士 かながわ 2015.5/6 Vol.234

37

支 部 だ よ り

川崎南支部

迫ります。他の会員も徐々に本領を発揮し、

【第３回 川崎南北対抗ボウリング大会】
～川崎南北合同厚生事業～

ムもあっという間に最終フレームを迎え、最

日

男性トップはなんと２名。島崎会員と池田会

時：平成２７年３月７日（土）
１５時００分～１７時００分

場

所：川崎グランドボウル

参加者数：川崎南支部１１名
川崎北支部５名

負けじとスコアを積み重ねました。第２ゲー
終結果を待ちます。
結果発表は懇親会の席にて行われました。
員が同スコアで並び最後はじゃんけんで決
着。最終的に…
男性優勝者は、島崎明雄 会員（南支部）
そして、
女性優勝者は、高木聖子 会員（北支部）

今回で第３回を数える川崎南北対抗ボウリ

となりました。

ング大会は、川崎南支部の主催にて行われま

南北対抗については、川崎南支部が何とか

した。前回大会（川崎北支部主催）において

ホームでの意地をみせ、優勝カップを持ち帰

アウェーのなか苦戦を強いられた南支部…今

ることができました。

度は北支部をホームに迎え、勝利を誓いま

ボウリングで良い汗をかき、懇親会でより

す。北支部は、小松支部長率いる精鋭部隊が

一層の親睦を深め、そして、家に帰って、大

アウェーの地で一点突破を狙います。

量に獲得した『入浴剤バブ』で疲れを癒すの

ルールは各自２ゲームを行い、個人で最も

でした。

スコアが高い方が個人優勝。そして、各支部
でのトップ５の成績を基に支部対抗における
総合優勝が決まります。
また、成績優秀者はもちろん、順位等に応
じた賞が複数用意され、賞品を勝ち取るチャ
ンスが盛りだくさんとなりました。その他に
も、前回大会から恒例となった『入浴剤のバ
ブ！』ストライクもしくはスペアをとる毎に
が配られます。
５分程度の練習時間を設け、体を温めた
後、いざ本番開始です。
第１ゲームから成績が順位に影響されるた
め、皆の表情は真剣そのもの。一球一球に想
いをこめて投球します。毎回ごとに一喜一憂
しながら和気あいあいと進みました。第１
ゲームを終え、個人のトップは、北支部の高
木聖子会員！！南支部は焦りを隠せません…
第２ゲームでは、南支部の島崎明雄会員が
怒涛の勢いでストライクを連発し、北支部に
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神園

佳昌

支部だより

総合優勝をしガッツポーズを決める南支部小松原支部長

腕を組み作戦を立てる小松支部長（左）と曽山会員（右）

鶴見・神港支部
【平成２６年度第４回支部研修会のご報告】
平成２７年２月１２日（木）、かながわ県
民センターにおいて、平成２６年度第４回鶴
見・神港支部研修会が開催されました。

懇親会風景
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鶴見・神港支部から３３名、他支部から

信託の特徴とその他の方法との比較をお話

１９名と、多くの参加者が集う中、今回は、

くださり、魔法のようなことができるという

緑支部の平田俊夫先生をお招きし、ご講義い

ことを説明していただきました。
休憩をはさみ、その後は、こんな事例にも

ただきました。

活用できるのではという応用編です。
○事業承継
○離婚時の養育費
○祭祀承継
上記のような場合には、様々なケースがあ
ると思われますが、信託は、利益の設定や、
権利の移動が細かく複雑な設定も可能である
テーマは、「魔法の杖

民事信託

～民事

ということが強みだと思いました。

法務のパラダイムシフト～」。言い換えれ
ば、今まで不可能と思われていたことが解決
できるようになる、魔法のようなしくみとい
うことです。
最初は、事例紹介！

最後に、行政書士の心得
○「生半可な知識は、大けがの元（信託法は
複雑）」
しかしながら、
○「扱える士業が少ない（ビジネスチャンス）」

○子供のいない夫婦のケース
夫
 は、自分が亡くなった後、妻に財産を残

平田先生ありがとうございました！

し、妻の死後は、残った財産を妻の家族で
なく、自分の兄弟に譲りたい。
○子供が浪費家のケース

研修後の懇親会も、３２名の方々にご参加
いただき、盛会となりました。

自
 分の死後、子供に財産を渡したいが、子
供は浪費家のため、すぐに財産を使い切っ
てしまう可能性が高い。
すぐに使い切らないようにしたい。
上記のようなケースにおいて、遺言等で
は、被相続人の意思を１００％実現させるこ
とは不可能ですが、民事信託のしくみを利用
することによって、実現可能になるというこ
とです。
講義は、事例から信託の概要説明へと続き
ます。

ご参加くださいました皆様、ご理解・ご協
力ありがとうございました。
今後も、支部会員皆様の支部活動への積極
的なご参加をお待ちしております。
支部研修会は、来年度も、鋭意開催予定です！

○信託の基本スキーム
○信託とその他の方法の比較

40
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中澤

正幸

支部だより

【平成２７年度第１回支部研修会のご報告】

■第３部

座談会

３テーブルに分かれ、許認可・民事法務そ

４月２日（木）、かながわ県民センターに

れぞれで経験豊かなベテラン役員の先生に、

おいて、平成２７年度第１回鶴見・神港支部

ざっくばらんに質問に答えていただきました。

の研修会が行われました。

講義などではあまり触れられないような、
細かい質問にもお答えいただきました。

今回の研修会は、相続・許認可二つの講義
を受けることができ、さらには座談会で疑問
点や研修以外の内容も自由に質問できるとい
う盛り沢山な内容でした。
■第１部
「行政書士×相続

vol.２

初めて相続手続の依頼が来たら」
講師

塚越

豊会員

３０分という短い時間でしたが、「最初に
お客様の話を聴く時の五つのポイント」と「最
初にお客様にお伝えすべき三つのポイント」の
２点に絞って講義をしていただきました。
■第２部

鶴見・神港支部から３２名、他支部から

「初めて許認可の依頼が来たら

仕事が来て

から慌てないために、準備しておくこと」
講師

１９名、合計５１名と多くのご参加をいただ
き、大盛況のうちに終了しました。

大和めぐみ会員

講師の先生方、ご参加くださいました皆

「今まで受任したことのない種類の許認可

様、ご理解・ご協力ありがとうございました。

取得の依頼が電話で来たとしたら」をテーマ

今後も、支部会員皆様の支部活動への積極

に、業務進捗の都度、つまづいてしまうよう
な内容を予めレジュメに列挙し、解説してい
ただきました。

的なご参加をお待ちしております。
支部研修会は、本年度も、鋭意開催予定で
す！
中澤

正幸
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緑支部

各論まで話は及び、皆様、メモを取りなが

平成２６年度第３回緑支部研修会開催報告

た。質疑応答でも、多くの具体的な質問がな

ら、大変熱心に講義を聞いてらっしゃいまし
され、終始、参加者の関心の高さが伺える研

●日時

平成２７年２月２５日（水）
１８時３０分～２１時００分

●場所

研修会終了後は、近くの日本料理屋さんで

中山地区センター

の懇親会が行われ、こちらも多くの先生方にご

会議室Ａ（横浜市緑区）

出席いただきました。皆で学んだ後は、講師を

●内容・講師

「体験講座」
櫻井

正明会員（緑支部）

「ホームページによる強みの作り方」
鈴木

隆広会員（緑支部）

２月２５日（水）中山地区センターにおい
て、平成２６年度第３回緑支部研修会を開催
しました。今回は、緑支部の独自企画の「体
験講座」と、「ホームページによる強みの作
り方」と題した、二部構成の研修会でした。
第一部は当支部会員の櫻井正明先生に、第二
部は緑支部副支部長の鈴木隆広先生に、ご講
義を頂きました。櫻井先生は民事を中心に、
鈴木先生は運輸関係を中心に事務所を経営さ
れており、現在、専門家として活躍されてい
ます。業務が対照的なお二人ということで、
どんなお話が飛び出すか、とても楽しみな企
画でした。
当日は、その関心の高さから他支部会員の
ご参加もあり、２５名の方が受講されまし
た。第一部の体験講座では、櫻井先生ご自身
の開業に至るまでの事や開業後の大変だった
事、努力した事などのお話し頂きました。登
録間もない新入会員の方のよき目標となる行
政書士事務所の形を、垣間見ることができま
した。第二部の「ホームページによる強みの
作り方」では、鈴木先生がホームページの基
礎の部分から始まり、一点突破のための強み
を作るためのコツや、ご自身のホームページ
や、分析ソフトを実際に見ながら、実務的な
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修会となりました。
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囲み、美味しいお酒、食事をいただきながら懇
親を深める。まさに研修会の醍醐味です。
ご参加いただいた皆様に心より御礼申し上
げます。
駒井

達雄

支部だより

南・港南支部

に不安だったり、わからない部分があったり
と、専門家のサポートを必要されているのだ

平成２６年度 南・港南支部
春季街頭無料相談会 報告

ということが感じられました。

日時

平成２７年３月１４日（土）

も、街頭での無料相談だと気軽に立ち寄れて

１１：００～１６：３０

助かると思われる方も、おられると思いま

ウイング上大岡

す。そういう意味でも、この活動で、地域の

中央棟３階連絡通路（２ケ所）

方へ行政書士の身近さを感じていただけたと

場所

普段は、事務所への相談は敷居が高く、な
かなか気軽に相談は二の足を踏むという方

相談員参加者

１１名

思います。また、自分自身も、皆様のお役に

相談受付

１３件

立てるように、更に研鑽を積んでいかなけれ

内訳

相続・遺言

８件

ばいけないという、気を引締める機会にもな

成年後見

３件

りました。

離婚

１件

相談会終了後は、近くの居酒屋で全員参加

不動産処分

１件

の懇親会となりました。こちらでも、皆さん
の経験談をお聞きでき大変参考になりまし

当日は、雨も心配された日ではありました

た。最後になりましたが、貴重な経験をさせ

が、上大岡駅京急百貨店口３Ｆ改札口の近く

ていただきました相談部の先生に感謝申し上

で、屋内ということもあり、人通りはまずま

げ、報告とさせていただきます。

ずでした。
池田

まず、皆で会場設営を行い、気合を入れて

誠

の相談会開始となりました。が、今回は、秋
の相談会と設営場所の違いにより、呼び込み
は控えめにということにて、静かに相談者を
待つ体制となりました。ほとんどが、通りす
がりの方の相談でしたが、一つ一つが、熱心
なご相談が多く十分に時間を割いた相談対応
ができ、相談者の方の満足も得られたのでは
ないかと思います。内訳からみても、相続・
遺言のご相談が多く普段から関心が高く、ま
た悩みも抱えておられる内容だとあらためて
感じることができました。
私は、今回秋に続いて２回目の相談員への
参加でしたが、先輩先生方のお力を借りなが
ら、３件の相談対応をさせていただきまし
た。相談内容は、やはり、相続・遺言のご相
談でした。ご相談に来られた方は、多少は勉
強をされておられるようですが、自分の知識

磯子・金沢支部
【１】平成２６年度 第５回
磯子・金沢支部役員会報告
平成２７年２月２０日（金）１６時００分
から、杉田地区センター

集会室Ａにおいて
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①産業廃棄物処理業入門

第５回支部役員会が行われ、以下の議題につ

発表者

いて話合われました。

加藤隆夫会員

産業廃棄物処理業の許認可のなりたちか

（１）神奈川行政書士政治連盟支部運営規

ら、処理業者の行政書士の利用の仕方、営業

則について
（２）神奈川行政書士政治連盟磯子・金沢

の方法、お客様とつながる事による業務の拡

支部運営規約について

大等についてお話していただきました。新人

支部大会、役員、会計について検討

の方は、良いヒントをたくさん習得できたと

した。

思います。

（３）図書館セミナーについて
 平成２７年度に、磯子図書館、金
沢図書館にて開催予定。
（４）平成２６年度支部会計監査について
日時：平成２７年４月１１日（土）
１５時～
場所：杉田地区センター中会議室
講師の加藤会員

（５）平成２７年磯子・金沢支部定時総会
について

②

離婚公正証書作成支援について

日時：平 成２７年５月８日（金）
１７時～

福島久美子会員

離婚公正証書作成支援の流れ、離婚に際

場所：横浜市金沢産業振興センター
ホール
懇親会：ハイローズ

発表者

し、決めておくべきこと（親権者、養育費、
面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割）に

１８時

ついて具体的に、ご自身の体験も含めて話し
ていただきました。離婚業務の基礎的な事が

以上、活発な意見交換がなされ、１７時

習得できました。

４５分終了となりました。

【２】平成２６年度第２回
磯子・金沢支部 研修会の報告
日

時：平成２７年２月２０日（金）
１８:００～２０:００

場

所：杉田地区センター集会室Ａ

参加会員：３５名
内容
１

支部長挨拶

講師の福島会員

それぞれ与えられた短い時間での発表でし
たが、実りある研修会となりました。発表後
の質問等意見交換会での質疑応答も活発にさ

２
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発表と意見交換会
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れて２０時に終了しました。

支部だより

【３】平成２６年度 第６回
磯子・金沢支部役員会報告

【４】平成２６年度 第７回
磯子・金沢支部役員会報告

平成２７年３月１３日（金）１８時００分

平成２７年４月１１日(土）１５時００分

から、杉田地区センター

中会議室において

から、杉田地区センター

中会議室において

第６回支部役員会が行われ、以下の議題につ

第７回支部役員会が開催され、平成２６年度

いて話合われました。

の収支について厳正な監査が実施され、次の
議題及び役員の人選について協議が行われま

（１）神奈川行政書士政治連盟磯子・金沢

した。

支部運営規約
制定手続きについて

（１）支部監事監査
・平成２６年度事業実施について

（２）神奈川行政書士政治連盟磯子・金沢

・平成２６年度予算執行について

支部役員について運営規約

・平成２７年度事業計画について

支部大会、役員等について検討した。

・平成２７年度予算見積について
（２）平成２７年度磯子・金沢支部定時総

（３）図書館セミナーについて
 平成２７年度に、磯子図書館、金
沢図書館にて開催予定。
（４）平成２６年度支部会計監査について
日時：平成２７年４月１１日（土）

会の各議案について
（３）神奈川行政書士政治連盟磯子・金沢
支部について
以上、活発な意見交換がなされ、１８：
００終了となりました。

１５時～
場所：杉田地区センター
（５）平成２７年磯子・金沢支部定時総会
について
日時：平 成２７年５月８日（金）
１７時～
場所：横浜市金沢産業振興センター
ホール
懇親会：ハイローズ

役員集合写真

１８時

（６）監察連絡員報告

【５】メールアドレスの登録のお願い
支部会員への迅速なサービス提供及び経費

以上、活発な意見交換がなされ、２０時
００分終了となりました。

節減のため、引き続き支部会員にメーリング
リストへの登録をお願いしております。以下
のアドレスから「お問い合わせ」にて登録を
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お願いいたします。

なりの寒さ。ちなみに、昨年の同時期に行わ

http://www.gyosei.sakura.ne.jp/isogo-

れた第１回目の本イベントも雪で中止になっ

kanazawa/index.html

たとか。
川﨑

志朗

戸塚支部
【相談会 in さかえgirls day ２０１５】
平成２７年３月７日（土）午前１１時～午

女性起業支援の相談ということになってい

後４時ＪＲ根岸線・本郷台駅前において、栄

ますが、もちろん、男性からのご相談も、さ

区役所主催の催物「さかえgirls day

らに相続・遺言など、起業に関すること以外

２０１５」が開催され、同会場において、戸

の相談も受け付けました。その結果、相談件

塚支部より相談ブースを出展しました。「さ

数は１３件、内訳は相続３件、遺言５件、成

かえgirls day ２０１５」とは、“つながろう”

年後見２件、その他３件でした。

“支え合おう”“楽しもう”をテーマとする『女
性を応援するためのイベント』（以上、栄区
ＨＰより）で、昨年より、ひな祭りに近い日
に行われています。

今回は、起業に関する相談はありませんで
した。しかし、無料相談会など、栄区におけ
る戸塚支部の活動への認知度を上げること、
そして、栄区主催の催し物に、栄区役所から
今年、戸塚支部は栄区役所よりお誘いを受
け、女性起業家支援の一環として、会社・Ｎ

参加のお誘い頂いたことに、大きな意味が
あったと思います。
以上

ＰＯ法人設立、営業許認可等に関する相談に
無料で応じるブースを出展することになりま
した。女性起業家の支援であり、何より「girls
day」と銘打たれたイベントということで、女
性が相談しやすいよう戸塚支部から女性相談
員を揃えて本イベントに臨みました。
しかし、当日はあいにくの雨。しかも、か
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大道

栄徳
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鎌倉支部
平成２６年度 第２回鎌倉支部研修会の報告

在留

在留期間更新許可申請や在留資格変

更許可申請、永住許可申請などの在留資格に関
する手続や住居地以外の各種届出は、住居地を
管轄する地方入国管理官署にて、住居地の届出

平成２７年３月１３日（金）本年度第２回

は住居地の市区町村役場にて行うこと。

目の研修会が鎌倉芸術館集会室で開催されま

出国

した。

当然のことながら、出入国管理は入国、在

在留カードの返却及び出国の確認

今回のテーマは「入管法の基礎知識」。講

留、出国等の管理を目的としており、対象と

師は、当支部の箕輪ひろみ先生にお願いし研

するケースは一様ではありませんが、今回の

修を行いました。

研修会では改正された入管法がわかり易く系

昨今、メディアで取り上げられたように不

列的に取り上げられており、レシピを読み返

法滞在者の難民認定申請増加による強制送還

すことで容易に理解することができました。

逃れの実態が明らかになりましたが、
２００４年の「出入国管理及び難民認定法」
（以下「入管法」。）の改正により難民認定
申請中は強制送還されないことや難民認定申
請の申請期間が撤廃されたことが背景にあ
る、とされています。
また、昨年の外国人入国者数は１４００万人
を超え、出入国管理はますます重要であり、私
達の業務においても「入管法」及び「入管特例
法」関係諸法令等の理解は必須のものとなって
おります。平成２４年７月の入管法大改正によ

箕輪ひろみ先生

り「新在留管理制度」が導入され、また、平成

２時間の研修時間ではそれぞれの法令等に

２７年４月１日より、平成２６年に改正された

ついての説明・解説は不可能であることは当

入管法施行も控えていることも踏まえ、このよ

然でありますが、各自が自習できるようレシ

うな状況の中、入管法を基礎から理解すべく研

ピにも該当法令を記載するなど工夫がなされ

修会を開催しました。

ており講師の先生の気遣いが感じられ、有意

来日する外国人の出入国について、入国、

義な研修を受けることができました。

在留、出国の三部門に該当する法令を提示し
ながら解説を受けました。
入国

有効な旅券及び査証をもって入国、

入国審査官の上陸審査・許可により上陸。中
長期在留者となったものには「在留カード」
が交付され、住居地を定めた日から１４日以
内に住居地の市区町村役場に在留カードを持
参のうえ転入届を行う。⇒住民基本台帳に登
録される(住民票)。
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研修会終了後は、鎌倉芸術館内のレストラ
ンPauseにて懇親会を開催し、講師の箕輪先生
にもご出席いただき和やかな雰囲気のなか懇親

（平成２６年９月２６日～１１月１２日）
第３回「終活ってどんなこと?」
（平成２７年１月２３日～３月１１日）

会が行われ、会員相互の親睦を深めました。
をテーマに、「市民の皆さまの生活を通じて
松井

宏幸

生じる課題の解決を支援する」ため、図書や
関連資料の展示、講演会などが行われまし
た。このうち、当支部が担当したのは第３回

横須賀・三浦支部
横須賀市立図書館「課題解決コーナー」
における講演会の報告

「終活ってどんなこと?」の期間中に実施さ
れた３度の講演会です。
さて今回のテーマ「終活」とは、決して
「終わりの活動」ではなく、晩年に行う「は
じめの活動」であり「（余生を）楽しく生き

「図書館は本を貸すだけのところではな

るための準備」でもあります。したがって、

く、市民の皆さんが知りたいと思っているこ

終活を葬式準備の類いと誤解されないために

とや困っていることに答えるための場所であ

は、法律知識を伝えるばかりの講義であって

り、行政書士に相談が出来て、それで足りな

はならず、講師の話し方や態度に前向きな明

ければ蔵書も当たることができる。平成２４

るさが求められます。今回の講師に選ばれた

年度から始まった図書館での相談（図書館セ

３名の会員は、それらを兼ね備えた素晴らし

ミナー）は、私が大きなインスピレーション

い方々でした。

をいただいた事業である。これからは、行政

別役

良

書士だけでなく他の士業の皆さんともぜひ協
議をしてゆきたい。」
本年１月に開催された当支部賀詞交歓会
で、来賓の吉田雄人横須賀市長はこのように

北図書館
「よくわかる相続
～財産のスマイル整理術～」

述べて、当支部の「図書館セミナー」事業に
関心を示しながら高く評価されました。
この「図書館セミナー」とは、当支部が横
須賀市立図書館から依頼を受け、「課題解決
コーナー」において一昨年から実施している
講演会の通称です。また「課題解決コー

日時：平成２７年２月１５日（日曜日）
１４時３０分～１６時００分
会場：追浜コミュニティセンター北館
（北図書館３Ｆ）
タイトル：「よくわかる相続

ナー」とは、北・南・中央の３図書館で毎年
行われている企画の名称で、平成２６年度も
３回に分けてそれぞれ、
第１回「環境」
（平成２６年５月２３日～７月９日）
第２回「健康・医療」
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～財産のスマイル整理術～」
講師：増井

裕美子

会員

支部だより

「よくわかる相続～財産のスマイル整理術

さて、今回のテーマで「死を迎える内容で

～」と銘打ったセミナーが横須賀市の北図書

なぜスマイルなのか？」という疑問を持った

館で開催されました。最近は「相続税の改

のは私だけではないと思いますが、その疑問

正」など何かと注目を集めている「相続」に

をすっきりさせてくれる説明がいよいよ後半

関するセミナーでありますが、今回は一味違

で明らかになりました。相続の現場では、法

う内容で行われました。講師の増井会員は、

律的な手続きだけではなく、被相続人のすべ

裁判所の調停委員としても活躍されており、

ての財産を整理する必要がありますが、中に

日頃より市民の問題に直に接する多くの機会

は故人自身でさえ整理がつかなかったような

を持ちながら、ご自身も相続を経験したこと

思い出の品もたくさん出てきます。残された

から、これを活かして市民の目線で市民に寄

家族がこれを整理するには、大変な労力と強

り添い、日々の問題に取り組まれています。

い気持ちが必要となるばかりでなく、その為

セミナーの前半は行政書士の本業である法

の費用もかかります。そこで、「残った家族

律面からのお話で、相続人となる親族や順

に大変な思いをさせたくない。」そういった

番、相続分についてわかりやすく丁寧な説明

想いから、家族全員が笑顔で相続を迎えられ

がありました。市販本などでは主に配偶者あ

るために元気なうちに自分の財産を整理して

りきで説明がなされていますが、配偶者のい

おくことが大切であり、その際の効果的な整

ない場合の相続が半数以上を占めている現代

理術を教えていただきました。具体的には、

社会の実状に合わせ、配偶者に先立たれた

写真や貴重品、仏壇などの整理のコツや、た

ケースの説明もされました。テキストには自

だ捨てるだけではなくリサイクル業者を利用

分が亡くなった時に相続人となる者や、プラ

する方法など、家族ばかりでなく自分も笑顔

スの財産、マイナスの財産を実際に書けるス

になるための秘訣が盛りだくさんでした。

ペースが設けられ、これに沿って遺言の説明
がされました。また、相続の手順としてケー
スごとの説明もあり、遺言のあるケースや無
いケースなど、遺言の上手な活用法が資料で
わかりやすく紹介されたほか、一般的なケー
スにおける遺言書の見本もあり、すぐにでも
その作成ができるようになっていました。
参加された市民の方は、おひとりであった
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り、ご夫婦であったり、お知り合い同士で

も活躍されている有本親子会員による、遺言

あったり様々で、また、財産の整理術といっ

書の書き方講座でしたが、プロジェクターと

たお題目から、参加者は女性が多いかと思い

ホワイトボードを使って、初めて遺言書を書

きや意外にも男性が多かったのに驚きまし

こうという方にもとても分かりやすいお話を

た。また、アンケートにも快く協力いただ

してくださいました。

き、「おもしろく、わかりやすかった。」と

受講者のほとんどは、６０代から８０代の

の感想を多数いただきました。その他、相続

方で、そうした年代の方々の遺言書に対する

や遺言以外にも老後の暮らしやお金に関する

関心の高さに驚きました。

関心が高いことがわかりました。増井会員な

前半は、遺言書がなかった場合の法定相続

らではの実体験を踏まえた内容となった今回

についてのお話の他、いろいろなケースを例

は、参加された市民にとっても企画した当支

示してそれらの人々が相続人になるかならな

部としても、とても有意義なセミナーとなり

いかについてのクイズも盛り込まれていたの

ました。

で、聴衆の皆さんはクイズに参加しながらと
青木

茂

ても興味深く聴き入っていました。

南図書館
「よくわかる遺言の書き方講座」
日時：平成２７年２月２１日（土曜日）
１４時００分～１５時３０分
会場：久里浜コミュニティセンター３Ｆ
第１・２会議室
タイトル：「よくわかる遺言書の書き方講座」
ありもと

ちか こ

講師：有本 親子

会員

後半は実践編で、基本のルールや基本の書き
方についての説明の後、参加者の方々に実際に
自筆証書遺言を書いて頂きました。万一、内容
を間違えてしまった場合の訂正の仕方について
の説明もありましたが、訂正の仕方がとても複
雑でせっかく書いても無効になってしまうこと
もあるため、専門家に相談することを効果的に
薦めていらっしゃいました。
セミナー後の無料相談会にも大勢の方が参
加され、遺言に関するものが８件、相続に関

時折小雨がぱらつく肌寒い土曜日であった
にも関わらず、定員５０名をはるかに超える

られました。

方が南図書館主催のセミナーを受講するた

アンケートでの皆さんの感想も「おもしろ

め、久里浜コミュニティセンターに詰めかけ

かった」「わかりやすかった」という意見が

ました。

多く寄せられ、大変好評でした。

この日は、行政書士であり司法書士として
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秋山

徳子

支部だより

中央図書館
「明日寝たきりになったら?
～人生を笑顔で締めくくるために～」
日時：平成２７年２月２８日（土曜日）
１４時００分～１５時３０分
会場：中央図書館３階第２会議室
タイトル：「明日寝たきりになったら?
～人生を笑顔で締めくくるために～」
講師：山口 義則 会員

高齢の方々の生活の悩みごとについて広く
相談に乗っていただける施設として、地域包
括支援センターがありますが、まだまだその
存在を知っている人は少ないようです。
吉田芳子講師は、「介護保険制度」の解説
と、地域包括支援センターが開催しているユ
ニークなセミナーの様子をスライドを使って
ご紹介くださいました。セミナー毎に異なっ
た仮装に挑戦して、来場者を楽しませようと
奮闘する職員の皆さんの姿が印象的でした。
柏木孝子講師は、「地域包括支援センター

中央図書館（横須賀市上町１−６１）で

の役割」と「介護予防」についてお話しくだ

は、「明日寝たきりになったら？～人生を笑

さり、介護予防教室で実際に行われている指

顔で締めくくるために～」と題した講座を行

体操を参加者みんなで行いました。

いました。講師は当支部の山口義則会員と、

山口義則講師は、寝たきりになってしまっ

ゲスト講師として、横須賀市の地域包括支援

たときに私達を助けてくれる、さまざまな制

センター職員でいらっしゃる、主任ケアマ

度の紹介と、それらの制度を利用するのには

ネージャーの吉田芳子様、看護師の柏木孝子

どこに相談に行けばよいのかを解説してくだ

様に務めていただきました。

さいました。
本講座は、特定の制度の内容について詳し
く解説するのではなく、寝たきりになってし
まったときなどに、どこに相談に行けばよい
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のかを知ってもらうことを目的としていまし

今回の会場での開催は初めてということも

た。介護保険制度や、ご高齢の方々の生活の

あり、２０名の支部相談員に出席していただ

悩み事については地域包括支援センターが、

き、多様な相談内容に対応できる体制で臨み

また、成年後見制度については我々行政書士

ました。同時に、開催前に藤沢駅北口サン

がご相談に乗れることが参加者の皆様に伝え

パール広場においてポケットティッシュを配

られたと思います。私自身はこの講座を受

布し、相談会告知を行いました。

け、さまざまな制度について、適切に市民の

開催予定時刻の３０分前には相談者がお越

皆様にその概要や、相談機関をお伝えできる

しになり、開催時刻の午後２時過ぎには、相

ように、もっともっと勉強して行かねばなら

談ブースがほぼ満席となりました。
当日は合計２１件（相続１２件、遺言６

ないことを感じました。
中村

勝晃

件、成年後見１件、墓地の管理２件）のご相
談をいただきました。親亡き後の問題、ご自
身の終活、墓地の管理を誰に任せたらよいの
かなど、具体的な資料をご持参のうえ相談に
来られている方もおり、市民の皆さまの期待
が感じられる相談会となりました。
市民の皆さまにとって、行政書士がより身
近な相談相手となれるよう、今後も定期的に
相談会を開催し、行政書士の知名度向上につ
なげていきたいと思います。
また、無料相談会は社会貢献だけでなく、

【おしらせ】
横須賀・三浦支部はメーリングリスト

会員個々がスキルアップできる場でもありま

“０４６８”を開設しています。

す。支部会員の皆さまの積極的な相談員への

参加希望の支部会員は、

ご参加をお待ちしております。

山口義則（yama.yokosuka@gmail.com）
までメールにてお知らせください。
また、当支部のURLは次のとおりです。
http://yokosukamiura.client.jp/

湘南支部
行政書士会無料相談会 （藤沢）
平成２７年３月１４日（土）藤沢商工会館
ミナパーク会議室におきまして、「行政書士
による遺言・相続・成年後見等の無料相談
会」を開催いたしました。
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藤沢無料相談会場入口

支部だより

「ふくしのあしフットワーク」のメンバーの
皆様も交えて質疑応答がなされました。
扱いが難しいと感じることもあるテーマで
したが、研修後の懇親会では講師の皆様と忌
憚のない意見交換をすることができました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
日時：平成２７年３月２７日（金）
藤沢無料相談相談風景

第１部

１６時３０分〜１７時５０分

第２部

１８時００分〜１９時００分

場所：大和商工会議所３階小ホール

大和・綾瀬支部
支部研修会を開催

第１部
内容：改正相続税法
講師：弓削昌之会員（当支部会員、税理士）

日時：平成２７年２月２３日（月）
１８時００分〜２０時００分
場所：大和商工会議所２階中会議室
内容：障がい理解の基礎講座
〜障がいのある人たちを理解するために〜
講師：山岸安志氏（大和福田作業所所長）

第２部
内容：創業融資の手続きとコンサルティング
講師：小池俊太郎氏（日本政策金融公庫
厚木支店

国民生活事業

営業課長）

成年後見などを通して、障がいのある人と
行政書士との関わりは少なくありません。
そこで、障害福祉サービス事業所大和福田
作業所所長で「ふくしのあしフットワーク」
でも活動されている山岸氏を講師に迎え、障
がいを理解するための基礎講座を開催いたし
ました。
知的障がい・発達障がいを中心にその原因
や特徴などについての講義の後、障害者支援
施設の施設長や社会福祉士、相談支援員など

多くの会員にとって業務上の関係が深い相
続税と事業融資。ともにお金をテーマにした
研修を二部構成で実施いたしました。
時間の制約もあり基礎的な内容が中心とな
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りましたが、会員からの活発な質問にも丁寧
に対応していただき、有意義な研修となりま
した。
安部

正彦

平成２７年綾瀬市長新春の集い盛大に開催
平成２７年１月１８日綾瀬市文化会館大ホー
ルに於いて新春の集いが盛大に開催された。
笠間市長は、新春の挨拶に続いて市政１１
年を迎えて、市民本位の行政を更に推進さ
せ、持続可能な都市経営の確立と魅力的なま
ちづくりの実現を目指し、大きく飛躍させる
年と位置付け平成２６年度予算に基づく各種
施策は順調に推進している。市民各位のお力
添えによるもので心から感謝を申しあげると
語る。
本年も、元気の力・産業の力・教育文化の
力・環境の力・安全安心の力等々を結集し、
市民一人ひとりがいつまでも住み続けたいと
思えるまちづくりを進めていきたいので本年
も一層のご協力をお願いしますと、話を結ば
れた。
なお参会者は甘利経済再生担当大臣や県
議・市議をを含め後援会員約８３０名が大ホ

写真説明

－ルで市長の話に耳を傾けた。

１・壇上に２人いる写真について

第２部の懇親会は、会場を小ホ－ル２ケ所

「懇親会で壇上より乾杯の音頭をとる 向かっ

に分けて開催された。アトラクションは、地

て右側元綾瀬市議 向かって左側綾瀬市長」

元後援会員の三味線の演奏と三味線や太鼓の

２・小ホールに大勢起立をしている写真につ

伴奏にプロ並みのご婦人の熱唱に会場は大い

いて

盛り上り熱気むんむんというところ。

「小ホールでの懇親会風景」

今回は、支部活動の一環として綾瀬市内会
員を中心に８名が参加した。
参加者は、下記のとおり

３・壇上で女性が歌を唄っている写真について
「プロ並みのお囃子と、プロ並みに歌を熱唱
する婦人会員」

笹森、武藤、戸井田、小島、渡邊、高橋、黒
沢、吉田
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支部相談役

武藤

親行

支部だより

海老名・座間支部
支部だより本文は以下の方法でごらん下さい
１．検索エンジンで「神奈川県行政書士会海
老名・座間支部」と検索
２．一番上に出てくる検索結果をクリック
３．左 欄メニューから「支部だより」をク
リック
４．こちらにて掲載している画像と併せてご
覧あれ
見方

雅教
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神奈川行政書士政治連盟
■横浜市会議員選挙

横浜市泉区

かじむら充候補当選！■

第１８回統一地方選挙前半戦が４月１２日（日）投
開票されました。神政連からも日頃ご協力いただいて
いる各候補者を推薦、支援しました。横浜市会議員選
挙にて横浜市泉区から立候補した、現自由民主党横浜
市会議員団団長でもあるかじむら充候補は、５期目を
目指し選挙戦に臨み、１２，６７６票を獲得し見事
トップ当選を果たしました。
選挙期間中、組織広報委員である戸塚支部の日野幹
事が陣営に入りました（写真は朝の駅頭活動にて）。

■衆議院議員小此木八郎さんを囲む東京の会に出席■
平成２７年３月５日（木）衆議院議員小此木八
郎さんを囲む東京の会がホテルオークラ東京で行
なわれました。当連盟から武田幹事長、稲垣常任
幹事が出席しました。
小此木議員は当選のお礼と選挙結果及び国政報
告があり、懇談へと移りました。多数の国会議員
の先生方が出席されており、和やかな雰囲気の
中、親睦を深めました。

■参議院議員中西健治陽春の集いに出席■
平成２７年３月２２日（日）ローズホテル横浜
において参議院議員中西健治陽春の集いが行なわ
れ、当連盟からも山下会長以下役員が、数名出席
しました。
国政についての報告のあと統一地方選挙を控え
県議会議員及び横浜市会議員、藤沢市議会議員、
葉山町議会議員の挨拶がありました。懇談中、山
下会長の紹介もありました。多数の議員及び後援
会の方々が出席しており盛会裡に終わりました。
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■参議院議員金子洋一後援会設立総会を開催■
平成２７年３月２７日（金）参議院議員金子洋
一後援会設立総会が重慶飯店別館で行なわれまし
た。金子議員の講話のあと、後援会（一行会）の
規約について説明があり、会長に当連盟の佐藤
彊副会長が選任され、副会長に芹澤副会長、村上
副幹事長、名川副幹事長、幹事長に田中副幹事長
が就任しました。
その後の懇親会は、山下会長の力強い乾杯の音
頭で始まり、賑やかな雰囲気の後援会設立総会と
なりました。

■維新の党神奈川県総支部と勉強会を開催■
平成２７年２月１８日（水）、維新の党神奈川
県総支部と神政連との勉強会を萬珍樓點心舗にて
開催しました。
青柳陽一郎衆議院議員はじめ、水戸まさし衆議院
議員、篠原豪衆議院議員、また多くの地方議員や統
一地方選挙の候補予定者も出席、神政連役員と合わ
せ総勢６０名ほどの盛大な会合となりました。
改革政党らしく若々しい気合の入った挨拶が続
き、懇親会においても活発な意見交換が行なわ
れ、参加者一同それぞれ有意義な時間を過ごして
いました。
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■ 活 動 報 告 ■
行 事 名

58

年 月 日

場

所

横浜市会議員（民主党）やたべ孝一
２０１５年「新春の集い」

H２７・２・１（日）

金沢産業振興センター

川崎市議会議員（民主党）織田勝久
川崎市議会議員おだ勝久の早春の集い

H２７・２・１（日）

ＪＡセレサ川崎宮前支店

厚木市長 小林つねよし
総決起大会

H２７・２・４（水）

厚木市文化会館

県議会議員（自民党）田中徳一郎
新春賀詞交歓会

H２７・２・５（木）

川崎市産業振興会館

川崎市議会議員（自民党）しまざき嘉夫
しまざき嘉夫新春の集い

H２７・２・５（木）

川崎日航ホテル

横浜市会議員（自民党）たのい一雄
第３２回市会議員たのい一雄新春の集い

H２７・２・６（金）

ロイヤルホールヨコハマ

衆議院議員（維新の党）水戸まさし
国政報告会

H２７・２・６（金）

戸塚区役所

川崎市議会議員（自民党）青木のりお
青木のりお新春の集い

H２７・２・７（土）

ホテルＫＳＰ

衆議院議員（民主党）ごとう祐一
春の集い

H２７・２・７（土）

愛川町文化会館

県議会議員（自民党）おさだ進治
早春の集い

H２７・２・７（土）

オークラフロンティアホテル
海老名

県議会議員（県政会）やまもと俊昭
やまもと俊昭連合後援会「新春の集い」

H２７・２・７（土）

ハーモニーホール座間

相模原市長
新春の集い

H２７・２・７（土）

けやき会館

県議会議員（民主党）早稲田夕季
早春の集い

H２７・２・８（日）

銀座アスター鎌倉来賓館

横浜市会議員（自民党）斉藤たつや
新春の集い

H２７・２・８（日）

新横浜国際ホテル

横浜市会議員（民主党）いとう純一
いとう純一を囲む２０１５年早春の集い

H２７・２・８（日）

神奈川県地域労働文化会館

県議会議員（自民党）八木大二郎
新春の集い

H２７・２・８（日）

杜のホールはしもと

自民党横浜市連
自民党横浜市連新年賀詞交歓会

H２７・２・９（月）

ローズホテル横浜

県議会議員（自民党）梅沢裕之
新春の集い

H２７・２・９（月）

ローズホテル横浜

県議会議員（自民党）河本文雄
新春「県政報告会」

H２７・２・９（月）

けやき会館

衆議院議員（自民党）田中和徳
「田中和徳弁護士を囲む京浜懇話会」新年会

H２７・２・１０（火）

横浜国際ホテル

加山としお
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行 事 名

年 月 日

場

所

川崎市議会議員（民主党）山田ますお
新春の集い・市政報告会

H２７・２・１０（火）

川崎市産業振興会館

参議院議員（日本を元気にする会・無所属会）
井上よしゆき 井上よしゆき政経セミナー

H２７・２・１０（火）

ジャンボーナックビル

横浜市会議員（民主党）こんの典人
２０１５年「新春の集い」

H２７・２・１１（水）

新横浜国際ホテル

県議会議員（民主党）くさか景子
くさか景子新春のつどいと決起集会

H２７・２・１１（水）

茅ヶ崎市役所分庁舎

川崎市議会議員（自民党）吉沢章子
吉沢章子を囲む新春の集い

H２７・２・１１（水）

柏屋

県議会議員（自民党）かとう元弥
新春の集い

H２７・２・１１（水）

キャメロットジャパン

横浜市会議員（自民党）ゆさ大輔
横浜市会議員ゆさ大輔初春の集い

H２７・２・１２（木）

ローズホテル

参議院議員（自民党）三原じゅん子
参議院議員三原じゅん子さんを励ます会

H２７・２・１２（木）

ホテルニューオータニ

県議会議員（民主党）きしべ都
きしべ都早春の集い

H２７・２・１４（土）

ウィリング横浜

川崎市議会議員（無所属）粕谷葉子
粕谷葉子新春の集い

H２７・２・１４（土）

ホテルＫＳＰ

川崎市議会議員（自民党）坂本
新春交流会

H２７・２・１４（土）

川崎日航ホテル

座間市長 遠藤みきお
新春の集い

H２７・２・１５（日）

ハーモニーホール座間

県議会議員（民主党）てらさき雄介
総決起大会

H２７・２・１５（日）

けやき会館

県議会議員（公明党）佐々木正行
新春の集い

H２７・２・１５（日）

相模原市民会館

自民党神奈川県支部連合会
決起大会

H２７・２・１６（月）

ロイヤルホールヨコハマ

衆議院議員（自民党）田中和徳
衆議院議員田中和徳新春の集い

H２７・２・１６（月）

川崎日航ホテル

一般社団法人
新春後援会

H２７・２・１７（火）

ワークピア横浜

元衆議院議員（民主党）城島光力
第１８回「城島光力２１世紀フォーラム・朝食会」

H２７・２・１８（水）

ホテルニューオータニ

維新の党神奈川県総支部と
神奈川行政書士政治連盟との勉強会

H２７・２・１８（水）

萬珍楼

川崎市議会議員（市民連合・かわさき）飯塚まさよし
市議会議員飯塚まさよしを励ます「新春の集い」

H２７・２・１９（木）

川崎日航ホテル

民主党神奈川県連
民主党神奈川県連新春の集い

H２７・２・２０（金）

ロイヤルホールヨコハマ

茂

勁草塾

點心舗
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行 事 名

60

年 月 日

場

所

川崎市議会議員（自民党）林ひろみ
新春交流会

H２７・２・２１（土）

川崎日航ホテル

県議会議員（自民党）山口たかひろ
新春の集い

H２７・２・２１（土）

レンブラントホテル厚木

県議会議員（自民党）土井りゅうすけ
春の集い

H２７・２・２２（日）

柏屋

衆議院議員（自民党）さかい学
平成２７年新春の集い

H２７・２・２２（日）

ＪＡみなみ総合

衆議院議員（自民党）ふくだ峰之
新春の集い

H２７・２・２２（日）

新横浜プリンスホテル

衆議院議員（自民党）甘利 明 経済再生担当大
臣甘利明企業・団体「平成２７年賀詞交歓会」

H２７・２・２３（月）

オークラフロンティアホテル
海老名

衆議院議員（公明党）上田いさむ
新春の集い

H２７・２・２３（月）

ホテルキャメロットジャパン

自民党 川崎市連
平成２７年「新春のつどい」

H２７・２・２５（水）

川崎日航ホテル

衆議院議員（無所属）あさお慶一郎勉強会
日本のヴィジョンを考える会

H２７・２・２６（木）

ＴＫＰ大手町カンファレンス
センター

県議会議員（自民党）桐生ひであき
平成２７年早春の集い

H２７・２・２８（土）

港南公会堂

県議会議員（自民党）新堀ふみあき
新春の集い

H２７・２・２８（土）

ロイヤルホールヨコハマ

川崎市議会議員（民主党）つゆき朋美
新春の集い

H２７・２・２８（土）

柏屋

県議会議員 久坂せいじ・横浜市会議員
足立ひでき 無料公聴会「税金セミナー」

H２７・２・２８（土）

戸塚法人会館

衆議院議員（無所属）浅尾慶一郎
浅尾慶一郎鎌倉早春の集い

H２７・２・２８（土）

鎌倉パークホテル

相模原市長
拡大会議

H２７・２・２８（土）

相模原市民会館

県議会議員（自民党）やなぎした剛
やなぎした剛連合会後援会

H２７・３・１（日）

新横浜プリンスホテル

県議会議員（自民党）守屋てるひこ
守屋てるひこ総決起大会

H２７・３・１（日）

小田原市民会館

県知事 黒岩祐治
黒岩祐治後援会平成２７年度総会

H２７・３・２（月）

ローズホテル横浜

川崎市議会議員（無所属）かすや葉子
決起集会

H２７・３・２（月）

てくのかわさき

県議会議員（民主党）さかい学
県政報告会と懇親会

H２７・３・４（水）

川崎フロンティアビル

衆議院議員（自民党）小此木八郎
おこのぎ八郎さんを囲む東京の会

H２７・３・５（木）

ホテルオークラ東京

加山としお
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行 事 名

年 月 日

場

所

川崎市議会議員（民主党）あまがさ裕治
新春の集い

H２７・３・６（金）

新百合トウェンティワンビル

県議会議員（自民党）松本よしあき
総決起大会

H２７・３・６（金）

戸塚公会堂

横浜市会議員（民主党）花上きよし
花上きよし総決起大会

H２７・３・６（金）

瀬谷公会堂

県議会議員（民主党）長友よしひろ
決意表明の会

H２７・３・６（金）

サンエール相模原

衆議院議員（民主党）ごとう祐一
春の集い

H２７・３・７（土）

ＪＡいせはら本所

衆議院議員（民主党）神山洋介
神山洋介を囲む新春の集い

H２７・３・７（土）

小田原お堀端コンベンション
ホール

衆議院議員（自民党）松本 純 自民党神
奈川１区支部大会及び松本純後援会総会

H２７・３・９（月）

ロイヤルホールヨコハマ

県議会議員（民主党）青山圭一
総決起大会

H２７・３・９（月）

多摩市民館

衆議院議員（自民党）おこのぎ八郎
京浜政経倶楽部第３４回定例会

H２７・３・１３（金）

ロイヤルホールヨコハマ

東京行政書士政治連盟 中西 豊
東京行政書士政治連盟第１６回セミナー

H２７・３・１３（金）

自由民主党本部

県議会議員候補（自民党）山本
総決起大会

H２７・３・１３（金）

寒川神社参集殿

衆議院議員（民主党）もとむら賢太郎
春の集い

H２７・３・１４（土）

サンエール相模原

県議会議員候補（民主党）米村かずひこ
総決起大会

H２７・３・１４（土）

平塚商工会議所

衆議院議員（民主党）ごとう祐一
春の集い

H２７・３・１４（土）

レンブラントホテル厚木

衆議院議員（無所属）浅尾慶一郎 衆議院
議員あさお慶一郎を囲む「陽春の集い」

H２７・３・１５（日）

鎌倉芸術館

横浜市会議員候補（次世代の党）佐々木しんや
ささきしんや総決起集会

H２７・３・１５（日）

港北公会堂

川崎市議会議員（民主党）山田益男
民主党幸区川崎県政・市政講演会

H２７・３・１７（火）

川崎産業振興会館

横浜市会議員（自民党）山本たかし
市政を語る決起集会

H２７・３・１９（木）

磯子公会堂

川崎市議会議員（自民党）青木のりお
市政報告大会

H２７・３・１９（木）

ＪＡセレサ橘支店

県議会議員（自民党）小川くにこ
総決起大会

H２７・３・２０（金）

ＪＡセレサ橘支店

県議会議員候補（自民党）笠間こうじ
総決起大会

H２７・３・２１（土）

笠間こうじ事務所

哲
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行 事 名

62

年 月 日

場

所

県議会議員候補（自民党）矢部ふさお
総決起大会

H２７・３・２１（土）

逗子市商工会館

衆議院議員（民主党）もとむら賢太郎
もとむら賢太郎春の集い

H２７・３・２２（日）

ラポール千寿閣

参議院議員（神奈川みんなの改革）中西けんじ
中西健治陽春の集い

H２７・３・２２（日）

ローズホテル

県議会議員（無所属）芳賀ようじ
県政報告会・かつための作戦会議

H２７・３・２２（日）

横浜ビジネスパーク
ウエストタワー

衆議院議員（自民党）菅
春の集い

H２７・３・２３（月）

ロイヤルホールヨコハマ

県議会議員（自民党）杉山のぶお
時局講演会

H２７・３・２３（月）

川崎日航ホテル

県議会議員（自民党）竹内英明
決起大会

H２７・３・２３（月）

よこすか平安閣

県議会議員候補（自民党）矢部ふさお
公開討論会

H２７・３・２３（月）

逗子文化プラザなぎさホール

参議院議員（民主党）かねこ洋一
参議院議員かねこ洋一政策勉強会

H２７・３・２４（火）

ルポール麹町

自民党 神奈川県第８選挙区支部
自民党緑区支部報告会

H２７・３・２４（火）

十日市場地区センター

県知事
出陣式

H２７・３・２６（木）

ロイヤルホールヨコハマ

衆議院議員（民主党）もとむら賢太郎
もとむら賢太郎「春の集い」

H２７・３・２８（土）

けやき会館

藤沢市議会議員候補（自民党）神村健太郎
決起集会

H２７・３・２８（土）

神村健太郎事務所

義偉

黒岩祐治
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■幹事会報告
日

時

平成２７年２月１８日（水）

日

時

平成２７年３月２７日（金）
１５：００～１７：００

１６：００～１７：００
場

所

本会会議室

場

所

本会会議室

協議事項

協議事項

（１）次年度運動基本方針（案）について

（１）平成２６年度活動経過報告（案）につ

（２）今年度各委員会の活動経過報告について
（３）次年度各委員会基本方針（案）策定に
ついて
（４）今年度決算及び次年度予算編成について

いて
（２）平成２６年度決算報告（決算予測）に
ついて
（３）平成２７年度運動基本方針（案）につ
いて

報告事項

（４）平成２７年度予算（案）について

（１）新年賀詞交歓会実施報告について

（５）平成２７年度事業計画（案）について

（２）次年度役員体制について
（３）各委員会からの報告・今後の予定につ
いて

報告事項
（１）役員選任について

（４）４月～５月のスケジュール案について

（２）統一地方選挙の対応について

（５）その他

（３）今後のスケジュールについて
（４）その他
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か な さ ぽ 便 り

スは気軽に相談できる団体であることを今後も広め

地区長便り
川崎地区紹介

ていきます。
市民公開講座については、以前は川崎地区で独自

川崎地区長

百瀬徳一

に開催していましたが、やはり広報活動が不得手な

川崎地区の担当地域は川崎市全市ですが、７つの

め、従前のような無料相談会を増やし、市民公開講

区があり人口も１４０万人です。現在会員数は７０

座は地域包括支援センター等からの講師派遣依頼に

名を超え５年前と比較し、約２倍の会員数となりま

協力する形となってきました。却ってこれにより依

した。受任件数も川崎地区で１５０件を超え、ここ

頼をいただいた地域包括支援センターとの協力関係

２年間は年約４０件の後見人候補者の推薦依頼が川

は強化されつつあると思います。その経験を基盤と

崎市の各区よりきています。

して、さらに協力関係を他の地域包括支援センター

川崎地区の活動について紹介いたします。川崎地区
では、川崎の各区で開催されているイベント（かわさ

ため、思うように参加者を増やすことができないた

へ拡大し、川崎市全体で成年後見制度の啓発活動を
行っていきたいと考えています。

き市民まつり、たかつ健康福祉まつり、なかはら福祉

川崎地区の研修会はコスモス会員だけでなく、地

健康まつり、あさお福祉まつり、かわさき楽大師まつ

域の福祉関係者も参加していただけるよう声掛けを

り等）に参加し、コスモスのＰＲを中心に「相続・遺

しています。過去には行政機関の職員、地域包括支

言・成年後見の無料相談会」を開催しています。以前

援センター、介護事業者の従事者などにも参加して

は他の地区と同様、公共の場所を借りて市民公開講座

いただきました。各々の立場を知り、多角的に成年

を年２回ほど開催していました。地域包括支援セン

後見制度を考えたいと思っています。

ター等と連携しながら、成年後見制度の啓発活動も行

年１回ですが社会福祉士の「ぱあとなあ」とも合

いましたが、思うように参加者が増えないため、人の

同の事例検討会を行っています。同じ後見事例でも

集まるところへこちらから参加しよう、という考えか

行政書士と社会福祉士では視点が異なります。どち

ら今のような活動となりました。

らが正しいかではなく、異なる視点があることに気
付くことが大切で、後見人として視界を拡げるこ
と、本人に関係する周囲の人たちと良い関係を作
り、維持に役立つものと考えています。

コスモスのティッシュの配布、地区独自の団扇の
配布によるＰＲ活動、イベント毎にバラつきはあり
ますが、無料相談会では１日１０件から２０件の相
談があります。相談された方はまつりを楽しみに来

地区の各会員がコスモスの会員として、また一人の

た人、つまりは遊びに来た人ばかりですが、いい機

後見人として真摯に活動した結果、少しずつですが地

会なのでと真剣に相談される方が多く、相談できず

域において行政書士の信用に繋がっています。今後も

に悩んでいる方がいかに多いのかということに驚か

この信用をさらに高められるよう、地区の会員と共に

されます。相談するにもどこへ相談したらいいのか

研鑽を積み、地域社会に貢献してまいります。

わからないという市民のみなさまに対して、コスモ

64

行政書士 かながわ 2015.5/6 Vol.234
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横浜中地区紹介
横浜中地区長

加し、研修会後の懇親会も大いに盛り上がってお

大野照夫

り、会員相互の貴重な情報交換の機会ともなってい

横浜中地区は、神奈川県庁や横浜市役所、横浜家裁

これからの課題としては、地区会員一人ひとり

などの県内の枢要な機関が集中する関内地区やみなと

が、増加することが確実な相談ニーズに対応できる

みらい地区を含む、横浜市中区、西区、保土ケ谷区、

相談員としてのスキル向上と権利擁護意識のより一

旭区、瀬谷区の５区をエリアに活動しています。

層の涵養が求められています。

ます。

現在の会員数は正会員５２名、研修生登録１５名
ほどで、１０地区あるかなさぽの「地区」として規
模的には、ほぼ標準的な地区と言えます。
地区会員の特徴を地区長の立場から見ると、会員間
の相互理解と協調性に優れ、また世代間のバランスの
とれた、よくまとまったチームといった印象です。
今年度の地区事業計画の柱の一つである「地区独
自活動の推進」では、これまでのスポット的な相談

市民公開講座は年２回開催し、前年度は、保土ケ

員派遣や個別無料相談会から地域包括支援センター

谷区と中区、今年度は西区と瀬谷区でそれぞれ開催

や行政の理解を得つつ、地区会員による「定期定例

しました。会場準備の仕方や事前告知の方法等は数

無料相談体制」へと着実に前進しつつあります。こ

年前と比較すると確実に向上しています。是非、次

こ数年かけて地区全体に拡がることを期待します。

代を担う会員に受け継いでほしいところです。

かなさぽが地域のみなさんのより一層身近な存在と

＜中地区会員へのメッセージ＞

して定着することが今後の当面の目標であり、その

「地域に何かを求めるのではなく、地域のために何

ために、かなさぽをしっかりアピールしていきたい

ができるかを考えよう。結果は後からついてくる。

と思います。

地域で、行政書士の、かなさぽの認知度と期待は着

広報活動は、秋のイベントとして、区民まつり

実に高まってきています。」

（瀬谷区、保土ケ谷区、西区）にそれぞれ独自ブー
スを設け、成年後見制度の広報・啓発を重点にポ
ケットテッシュ等のグッズの配布を行っています。
お祭りの場という制約はありますが、来場者のプラ

会員の皆様へ

イマリーな相談にも応じています。

パンフレット「かなさぽのご案内」が出
来上がりました！！市民の皆様へのかな
さぽのご紹介に是非ご活用ください。
広報渉外委員会

【コスモス入会に関するお問合せは、かなさぽ事務
昨年からは、広報月間行事の一つとして、横浜市
中区のイセザキ・モールでの街頭キャンペーンを開

局へ。０４５－２２２－８６２８平日

午後１時～

４時】

催しています。
地区研修は年３回実施していますが、今年度は別
途「地区勉強会」として、「親族調査における注意
点」を開催しました。毎回３０人を越える会員が参

行政書士 かながわ 2015.5/6 Vol.234

65

会員のひろば

『神奈川建行協』活動報告
～平成 26 年度第４回定期研修会、春の公開研修会～
神奈川建行協は、建設業関連業務に重点を

機関への申請から認証取得までの流れ、品質

置いて活動している、神奈川県行政書士会に

マネージメントシステムの原則についてな

所属する行政書士の会です。当会では偶数月

ど、全般的に再確認を行いました。

ごとに、会員のみで行われる定期研修会（今

続いて春の公開研修会。今回は会員外の方

年度のテーマは「建設業法逐条研究」及び

２１名を含む、６８名の参加となりました。

「総合評価方式の実務」）、そして秋と春の

ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。

年２回、会員外の方にもご参加頂ける公開研

研修は２部構成で行われました。第１部は

修会を行っています。今回は、去る２月１４

小関典明代表による「行政書士の代理申請と

日（土）に行われた平成２６年度第４回定期

専門家責任について」。専門家とは？から始

研修会、及び４月２日（木）に行われた春の

まり、行政書士制度の目的、法定代理権の範

公開研修会についてご報告します。

囲について解説が行われました。また、代理

第４回定期研修会は、参加人数２９名でし

申請の委任状、許可申請書の記載例など、具

た。１時限目は「建設業法逐条研究（第六章

体的な内容も示され、日々行っている業務を

中央建設審議会等）」。担当は鶴見神港支

改めて見直す機会となりました。

部の望月亮秀会員。中建審とはどういう機関
なのか、どういう目的で作られどんな委員で
構成され、何を行っているのかを中心に、現
在の状況、将来の方向性など、詳細な説明が
なされました。今回の担い手３法の改正も、
中建審部会での提言から始まったものであ
り、中建審を知れば建設業の現在と未来が見
えてくる！という内容は、非常に興味深く勉
強になりました。

第２部は「建設業許可申請書、経審申請書
の書式の改正」について、許可関連は工藤幸
弘副代表、経審関連は私小林がお話させて頂
きました。また４月１日から神奈川県の建設
業課が県民センターに移転したことに伴い、
申請受付の内容についても大きく変更された
ため、新会場の様子、郵送申請の取り扱いに
ついても最新情報の確認を行いました。

２時限目は小関典明代表による「ＩＳＯ
９０００ｓの概要と認証取得について」の復
習。そもそもＩＳＯとは何か？から見直しを
し、マネージメントシステムについて、認証
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当会では今後も、経営と技術に優れた建設業
者の皆さんを支援していくため、定期研修会
を中心とした各種活動を行ってまいります。
入会ご希望の方は下記事務局あて、メールに
てご連絡ください。
（神奈川建行協事務局）
〒２３１−００１１
横浜市中区太田町四丁目４９番地
石田行政法務事務所内
メール

kanaken@freeml.com

■平成２６年度の活動予定
（研修会場：神奈川県行政書士会大会議室）
実施日

研修内容

１時限：建設業法逐条研究
８/ ３０
（第４章の２ 経審）
（第１回）
２時限：総合評価方式計算方法の実務
工事現場見学会
１０/ ２ （川崎市入江崎水処理センター「大師河原
貯留管建設土木その２工事」）
１０/ ２５
（第２回）

１時限：建設業法逐条研究
（第４章の３ 業者団体）
２時限：第１回目の復習他

１１/ ２１ １時限：BCP（事業継続計画）について

（公開研修会） ２時限：建設業法改正施行の動向について

１時限：建設業法逐条研究
（第５章 監督）
１２/ １２
（第３回） ２時限：ISO ９０００s の概要と認証取得
について
２/ １４
（第４回）

１時限：建設業法逐条研究
（第６章 中建審等）
２時限：第３回目の復習他

１時限：行 政書士の代理権と専門家責任
について
（公開研修会）
２時限：建設業許可・経審の改正について
４/ ２

４/ ２５
（第５回）

１時限：建設業法逐条研究
（第７章 雑則）
２時限：工事成績評点の逆算と対策ほか

６/ ２７
（第６回）

１時限：建設業法逐条研究
（第８章 罰則）
２時限：総合評価方式のまとめ

（小林記）
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新人会員紹介

か ま

た

じ

よ こ や ま

ま さ な お

鎌 田 昂 伺 さん

横 山 正 直 さん

①
②
③
④
⑤

①
②
③
④
⑤
⑥
⑪
⑫
⑬
⑭

⑥
⑨
⑪
⑫
⑭

28才
A型 うお座
平成27年2月1日
行政書士法人 オーシャン藤沢支店
藤沢市鵠沼石上1丁目1番1号
江ノ電第２ビル4階
0466-53-7992
ocean-souzoku.com
相続・遺言・生前対策サポート
海鮮系！
相続・遺言業務・生前対策に力を入れております。

た

な か

39才
AB型 いて座
平成27年2月15日
横山正直行政書士事務所
相模原市南区上鶴間本町9-27-9
042-744-2833 090-8100-2606
成年後見業務
さといもです。
（ 煮物なら大皿山盛りでもペロリです。）
柔道で汗を流す。
（ 一応初段です。）
医療・福祉業界15 年以上の経験を活かして成年後見業務
を中心に行っていきたいと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

な が

い

こ う

じ

田 中 の ぶ ゑ さん

永 井 恒 司 さん

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

①
②
③
④
⑤

67才
B さそり座
平成27年3月1日
田中のぶゑ事務所
横浜市鶴見区尻手3-3-43-313号
045-572-6431
同上

ひ ら ばやし

こ う へ い

30才
A型 ふたご座
平成27年3月1日
NEXT行政書士事務所
横浜市金沢区谷津町308
ピュアウィンド金沢文庫202
⑥ 045-353-8523
⑦ 045-353-8526
⑪ 許認可

し ろ い し

あ つ

こ

平 林 康 平 さん

白 石 貴 子 さん

①
②
③
④
⑤

③ 2015年3月15日
④ 国際行政書士事務所
⑤ 横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル3F
⑪ 外国人の方の在留資格の手続き
⑭「小さいことほど丁寧に、
当たり前のことほど真剣に」を心がけ精励
してまいります。

⑥
⑦
⑧
⑪
⑬
⑭

68

こ う

43才
A型 双子座
平成27年3月1日
行政書士国際法務総合事務所
神奈川県川崎市川崎区
駅前本町18番1メルスサイトー405
044-589-5823
044-589-5824
kouhei.hirabayashi@jcom.home.ne.jp
渉外業務
ジョギング
がんばりたいと思いますので、よろしくお願いします。
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さ

と う

と も

こ

佐 藤 智 子 さん
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑪
⑫
⑬
⑭

45才
A型 いて座
平成27年3月15日
関内さとう行政書士事務所
横浜市中区住吉町2丁目21番地1
フレックスタワー横浜関内902号
045-651-0331
045-651-0332
ksg＠kannnai-sato.com
http://kannnai-sato.com
在留資格、内容証明
チョコレート、ココア
本（主にマンガ）や映画（主にオカルト）を観る
宜しくお願いします！

さ

さ

き

佐々木
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑪
⑬
⑭

とおる

徹 さん

53才
B型 うお座
平成27年3月15日
行政書士 佐々木徹
厚木市田村町9-33
046-244-6218
046-244-6238
t-sasaki@sunpart.jp
相続・遺言・成年後見・会社設立
バイク
誕生月翌月に入会。新たな旅立ち、キックオフ。

うめもと

梅本
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

まこと

誠 さん

56才
B型 てんびん座
平成27年3月15日
行政書士 梅本誠事務所
川崎市川崎区中瀬2-14-1-320
044-277-8176
044-277-8176
plum.tree417@gmail.com
昭和女子大学（H27.7末まで）
成年後見業務
ビール
山歩き
皆に、頼られる街の法律家をめざします。

お お す み

ま さ あ き

大 住 雅 明 さん
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑪
⑫
⑬
⑭

63才
A型
平成27年3月15日
大住行政書士事務所
相模原市中央区陽光台5-8-5
042（769）6336
042（769）6336
osumi@osumi-link.com
法人設立、成年後見、相続
和食全般
散策
長年、病院に勤務してきました。成年後見の身上監護等で
活かしていきたいと思います。

神奈川県行政書士会定時総会のご案内
会員各位のお手元に定時総会のご案内が届いていることと思いますが、
出欠のハガキは、
お送り
頂けましたか。
みなさまのご出席をお待ち申し上げております。
日
会

時
場

５月２７日 午前１１時開会
横浜関内ホール(大ホール)
横浜市中区住吉町4-42-1(馬車道沿い)
045-662-1221

※総会･大会終了後、
交流会をロイヤルホール横浜(横浜市中区山下町90)にて、
開催いたしますの
で、併せてのご参加をお待ち申し上げております。
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新人会員紹介

横浜港納涼船

マリーンシャトル利用

サマーナイトクルーズのご案内 ( 予告 )
皆様お楽しみのマリーンシャトルサマーナ

日

イトクルーズのご案内！！

時：平成２７年８月２８日

金曜日

17時30分集合 (18時00分乗船)

夏の終わりの一夜を横浜港の夜風に吹かれ

場

所：山下公園マリーンシャトル乗り場

ながら、船上ビアガーデンで、
皆さんと過ごし

定

員：１００名様(先着順)

てみませんか?
今年も山下公園でおなじみの｢マリーンシャ
トル｣の船上ビアガーデンクルーズを企画いた
しました。
心地よいクルーズと生演奏をお供にビュッ
フェ料理と飲み放題のドリンクをご用意いた
しました。
会員の皆様並びにご家族のご参加をお待ち
いたしております。
なお、お申し込み方法の詳細は、
次号にて掲

※事情により、催行中止になる場合がございます。

載いたします。
お楽しみに!

行政書士白門会総会（会員のみ）及び基調講演会（どなたでも参加できます）
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日

時

平成２７年６月２８日
（日）
開催時間 総 会 午前・午後 １時３０分 ～ 午前・午後２時３０分
講演会 午前・午後 ２時４５分 ～ 午前・午後３時５５分
（受付開始 １時００分）

会

場

東京都千代田区神田駿河台３－１１－５
会場名 中央大学駿河台記念館６７０号室
（お茶の水）

科

目

講演会題名 「行政不服審査法改正と行政書士の役割」
（どなたでも参加できます）

講

師

講師名

佐藤信行先生・中央大学法科大学院教授 （白門会顧問）

受講料

会員

２０００円・非会員
（白門会会員以外の場合） ３０００円

申込先

担当者 庄司由美子
（行政書士白門会副会長・広報担当）
住所 〒１５２－００３１ 東京都目黒区中根２－１３－４－３F
電話 ０３
（３７１８）
８７２１ ・ FAX ０３
（３７１８）
８７２３
e-mail shoji-b@pop17.odn.ne.jp

ＵＲＬ

http://www.hakumonkai.org/
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事 務 局 だ よ り

平成２７年３月
日
1

曜

2

月

3

日

曜

1

水

予算打合せ、コスモス成年後見サポートセン
ター、コスモス研修委員会

2

木 政治連盟 政策渉外委員会

火

電子申請対策ＷＧ、人権研修会、法規監察部会

3

4

水

建設業相談員連絡協議会（研修）
、経理部会、
企画部会、広報部会

金 コスモス成年後見サポートセンター

4

土 出張封印の補講（運輸警察部）

5

木

正副会長会、部長会

5

日

6

金

企業経営管理講座

6

月 政治連盟 正副 会長・幹事長会議

7

土

8

日

7

火 成年後見サポートセンター神奈川県支部

9

月

予算勉強会、相談部会

10

火

申請取次委員会、政治連盟

8

水 経理部：予算書・決算書確認作業、綱紀委員会

11

水

予算ヒアリング、特定行政書士法定研修ＷＧ

9

木 申請取次委員会、コスモス研修委員会

12

木

政治連盟

13

金

薬事相談員連絡会議、広報部会

14

土

15

日

春のミステリーツアー（同行会）

16

月

申請取次委員会、国際部会、
春のミステリーツアー（同行会）

17

火

研修部会、行政不服審査法研修会

18

水

綱紀委員会、不動産の基礎に関する研修会、
苦情処理委員会

19

木

ＶＯＤ研修会、民事法務部会、
コスモス打ち合わせ会議

20

金

正副会長会、理事会

21

土

ＡＤＲ調停人候補者養成研修

22

日

23

月

ADR 運営委員会、コスモス業務管理委員会

21 火 立候補者受付

24

火

電子申請対策 WG、選挙管理委員会、バスで行
く！東京ディスニーシー日帰りツアー（総務部）

22 水 ンター神奈川県支部 入会前効果測定の開催

25

水

経審審査員研修会、経理部会、
特定行政書士法定研修ＷＧ

23 木 立候補者受付、ADR 運営委員会

木

新入会員登録証交付式、総務部研修「職務上
請求書の使用に関する諸注意」
、総務部会

27

金

コスモス成年後見サポートセンター、
ＡＤＲ評価委員会、国際部と広報部の打合せ、
政治連盟 常任幹事会・幹事会

28

土

薬事法自主研修会

29

日

30

月

31

相談部面接・相談部会、
火 相談員研修会・連絡会（第二回）

26

行

事

平成２７年４月

日

政策渉外員会

正副会長・正副幹事長会議

企画部研修、政治連盟 組織広報委員会、同行会

行

事

正副会長会、部長会、コスモス研修委員会、

選挙管理委員会作業・打ち合わせ、コスモス
入会前研修

正副会長会、理事会、

10 金 日本政策金融公庫来客（民事法務部）
11 土
12 日
13 月
14 火 監査、政治連盟 常任幹事会・幹事会
15 水 苦情処理委員会
16 木 政治連盟 監査、民事法務部会
17 金 表彰委員会、広報部会
18 土 ADR 調停人養成研修、薬事相談員自主勉強会
19 日
20 月 立候補者受付
立候補者受付、コスモス成年後見サポートセ

立候補者受付、民事法務部来客対応、

24 金 運輸警察部会、相談役会
25 土
26 日
27 月

新入会員登録証交付式、総務部研修「職務上

28 火 請求書の使用に関する諸注意」、広報部会
29 水 昭和の日
30 木
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事 務 局 だ よ り

（平成２７年４月３０日現在）
１ 会員数

２，
７０１名

２ 異動状況
平成２７年３月１日から２７年４月３０日まで
（１）入会
４８名
男 ３９名
女
９名
（２）退会
３２名
男 ２８名
女
４名
３ 退会者
川崎北
川崎北
川崎北
川崎北
川崎北
鶴見・神港
鶴見・神港
鶴見・神港
横浜中央
横浜中央
横浜中央
横浜中央
旭
南・港南
磯子・金沢
磯子・金沢
磯子・金沢
磯子・金沢
戸塚
戸塚
戸塚
戸塚
戸塚
横須賀・三浦
横須賀・三浦
湘南
相模原
相模原
相模原
厚木
秦野・伊勢原
海老名・座間
訃
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報
南・港南

支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部
支部

油井恵里香
（H27.02.28）
角田 雄一
（H27.03.15）
野口 剛敏
（H27.03.26）
原
宏康
（H27.03.18）
稲垣
克
（H27.04.16）
榎本 一裕
（H27.03.05）
石垣 順也
（H27.03.13）
高橋 保男
（H27.04.07）
村松
晋
（H27.03.31）
吉田
哲
（H27.03.31）
久保田美鈴
（H27.03.26）
大日方 誠
（H27.03.31）
矢作
満
（H27.03.31）
樋川 賢造 （H25.8 月下旬）
綿引 慎也
（H27.03.23）
酒井 英禎
（H27.03.31）
並木 義藏
（H27.03.31）
大田 圭一
（H27.04.24）
座間奈津樹
（H27.03.18）
山﨑 尚子
（H27.03.31）
佐相 勝治
（H27.03.31）
藤沢 慶晃
（H27.04.07）
佐藤 重信
（H27.04.16）
髙﨑 義明
（H27.03.31）
鳥居 忠弘
（H27.04.03）
八乙女 琴
（H27.03.31）
神村 康二
（H27.03.26）
伊藤 俊一
（H27.03.31）
古木 祐次
（H27.03.31）
池本 政信
（H27.04.28）
加藤 光秋
（H27.03.31）
福留
渥
（H27.03.31）

支部 樋川 賢造
（平成２５年８月下旬逝去）
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４

入会者

（１）平成２７年３月１日入会
川崎南
支部 平林 康平
川崎北
支部 安永 義仁
鶴見・神港
支部 田中のぶゑ
磯子・金沢
支部 永井 恒司
（２）平成２７年３月１５日入会
川崎南
支部 梅本
誠
川崎北
支部 清原 正承
横浜中央
支部 白石 貴子
横浜中央
支部 佐藤 智子
鎌倉
支部 中島 正喜
相模原
支部 大住 雅明
厚木
支部 佐々木 徹
（３）平成２７年４月１日入会
緑
支部 清水

利惠

（４）平成２７年４月２日入会
川崎南
支部 玉寄 長宗
川崎南
支部 過足 正幸
川崎南
支部 礒田 典子
川崎北
支部 多比羅 研
川崎北
支部 倉田
宏
川崎北
支部 渡邉 英一
鶴見・神港
支部 斉藤 祐二
鶴見・神港
支部 栗城 健人
緑
支部 嵩岡 輝夫
横浜中央
支部 水澤 大輔
横浜中央
支部 片山裕佳子
南・港南
支部 髙橋
徹
横須賀・三浦 支部 五十嵐陽平
湘南
支部 西脇 拓也
湘南
支部 菅原 澄江
小田原
支部 松井 健二
（５）平成２７年４月１５日入会
川崎南
支部 外山
川崎北
支部 岡田
川崎北
支部 藤原
鶴見・神港
支部 永井
鶴見・神港
支部 中西
横浜中央
支部 西尾
旭
支部 上杉
南・港南
支部 田口
磯子・金沢
支部 山浦
戸塚
支部 鶴岡
戸塚
支部 中條
戸塚
支部 伊藤
鎌倉
支部 荒井
横須賀・三浦 支部 升方
湘南
支部 川島
相模原
支部 安田
大和・綾瀬
支部 髙木
大和・綾瀬
支部 石田
海老名・座間 支部 川上
海老名・座間 支部 河合

一郎
憲幸
和重
裕樹
慶介
正道
麻美
英治
康祐
一郎
義人
明
枝美
清三
司満
伸生
誠
正樹
力
準二

