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【令和元年第１回�
� 支部研修会＆暑気払い】

　令和元年８月３１日、川崎市教育文化会館に
於いて、川崎南支部令和元年第１回支部研修会
が開催されました。
　今回のテーマは注目の入管・国際業務。
講師は入管問題救援センター代表の木下洋一先
生です。
　元入管職員であり、法学修士でもある木下先
生の豊富な経験と知識に基づいた講義はたいへ
ん密度が濃く、法と制度の矛盾点等、入管を巡
る問題点に鋭い切込みを入れるものでした。
　木下先生は随時、疑問提議をしながら講義を
進められ、入管業務に携わる先生方との熱い議
論が繰り広げられる場面もありました。
　さすが、入管・国際業務は注目のテーマだけ
あって、他支部の先生方にも多数ご参加いただ
き、たいへん活気のある研修会となりました。

ダンディーな木下先生

　研修会の後は暑気払いです。
　会場は昨年に引き続き、川崎のホテルＯＮ　
ＴＨＥ　ＭＡＲＫＳ　１階のカフェラウンジ。
ここは、美味しいビールとおしゃれなお料理で
定評があります。
　外国人客の利用も多く、インターナショナル
な雰囲気です。インテリアもおしゃれ。
　皿嶋支部長の挨拶に続いて、加藤相談役のご
発生で乾杯！まだまだ暑い日だったので、冷た

いビールが美味しかったです。
　今回のステージは、我が川崎南支部の梅本先
生が率いるエンタメ集団、川崎セブンスターか
ら、ご本人のユニット、ザ・ショウマンＵ＆Ｍ
に漫才をご披露いただきました！

ザ・ショウマンＵ＆Ｍのウメッチとマッキー

　この暑気払いのために作ってくださった新
作、南支部ネタがふんだんに盛り込まれた漫才
に会場は大爆笑の大盛り上がり。楽しませてい
ただきました。

盛り上がる面々

　お仕事、勉強は超真剣に、楽しむ時はとこと
ん楽しむのが、川崎南支部のモットーです。
皆で学び、遊び、貴重な時間を共有してエネル
ギーをめいっぱい充電した一日でした。
� （厚生部　安達郁子）

２０１９年度　第２回、第３回�
� 鶴見・神港支部研修会のご報告

　２０１９年９月２０日（金）、並びに１０月
４日（金）いずれも神奈川公会堂会議室におい

川崎南支部

鶴見・神港支部
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て、２０１９年度第２回、第３回鶴見・神港支
部研修会を開催いたしました。研修会の出席者
は、第２回当支部会員３４名、他支部会員１６
名の計５０名。第３回は当支部会員３２名、他
支部会員１４名の計４６名でした。

　今回の研修は、今般の民法改正に合わせ、昨
年度の「債権関係の改正について」に続けて
「相続関係の改正について」をテーマに、講師
も前回に引き続き神奈川大学法学部教授の篠森
大輔先生を迎え、２回にわたりご講義いただき
ました

　第２回は総論と、「配偶者の居住権の保護」
「遺産分割」「相続の効力等（権利・義務の承
継等）」に関する改正事項について、第３回は
「遺言制度」「遺留分制度」「相続人以外の者
の貢献の考慮」に関する改正事項についての各
論を、その改正の背景、ポイントを具体例を挙
げながらわかりやすく解説していただきまし
た。

　これまでのアンケートでも多くの会員が関心
を寄せる相続関係がテーマとあってか、他支部
からの参加会員も多く、研修後の懇親会も含め

盛況のうちに終わることができました。
� 研修部員　岡田素樹

緑支部令和元年度第２回研修会ご報告

日時　�令和元年　９月２７日（金）�
１８：００〜２０：００

場所　青葉公会堂１号会議室
題目　�「相続法改正について行政書士が特に市

民に伝えたいポイント」
講師　�夏目修司　弁護士（神奈川県弁護士会／

夏目法律事務所）
　緑支部令和元年度第２回研修会が開催されま
した。講師は神奈川県弁護士会に所属する夏目
修司弁護士に講義頂きました。会員５７名（緑
支部４５名、他支部１２名）と多数の参加を頂
き、相続法改正の関心の高さを感じとれまし
た。

　前半は「相続とは」と基本的なことから始ま
り「配偶者保護の視点からの改正」「遺言利用
促進の視点からの改正」「相続人を含む利害関
係人の実質的公平を図る視点からの改正」につ
いて事例等をまじえながら全体を通しての講義
でした。
　後半は、「配偶者短期居住権」「配偶者居住
権」「自筆証書遺言の方式緩和」「遺言書保管
法について」「預貯金の払い戻しを認める制
度」「多額の特別受益を有する共同相続人の一
人が遺産分割前に遺産に属する財産を処分した

緑支部
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場合に、当該処分された財産が遺産として存在
したとみなす」「特別の寄与の創設」の判例条
文実務等交えながら詳細な内容の講義をして頂
き、よく理解することができました。また、施
行されていない改正法は、運用されてからいろ
いろな問題も出てくるのではないかと仰ってお
りました。
　受講者の感想としまして、「全体の改正点を
わかりやすくまとめて頂けた」「改正項目・内
容が整理されていて、全体のフレームがよく理
解できた」「新人にもわかりやすかった」等と
いったご意見が聞かれました。
　講師の夏目先生、研修部の皆さま、大変あり
がとうございました。
　研修会終了後、会場を礒くら市が尾店に移り
まして、懇親会を開催いたしました。講師の夏
目先生との懇親や各会員の交流、近況や情報交
換をいたしました。楽しい時間を過ごし懇親会
は盛況なうちに終了いたしました。
� （広報部　岡部賢一）

令和元年度　第２回支部研修会報告

日 　 時：�令和元年８月２９日（木）�
１８：１５〜２０：１５

場 　 所：神奈川県行政書士会　大会議室
テ ー マ：「イチからはじめる特定技能！」
参 加 者：８３名
　講師には、神奈川県行政書士会国際部長の下

川原孝司先生をお迎えしました。今年４月、改
正出入国管理法が施行されたこともあり、８３
名と多くの方にご参加頂きました。国際業務に
対する注目の高さが窺われます。

　下川原先生には、改正入管法だけでなく、
テーマの通り、国際業務の基礎からご講義頂き
ました。充実した資料に加え、具体的かつ丁寧
な講義に『制度の理解が深まった』、『最新情
報も教えていただき為になった』等多くの評価
を頂きました。
　今回の研修では、アンケートにＱＲコードを
利用するなど研修委員会としても、新たな試み
をしました。また、中華街で行われた懇親会に
は３８名もご参加いただき、講師の下川原先生
を囲み、盛大に懇親を深めることも出来まし
た。ご参加頂きまして、誠にありがとうござい
ました。� （研修委員　川村敬一）

令和元年度　横浜中央支部夏の福利厚生
事業　ボウリング大会＆納涼会の報告

日　　時：�令和元年９月５日（木）１６：３０〜�
（納涼会は１８：３０〜）

場　　所：Ｅ．Ａ．Ｓハマボール
参加者数：２４名（納涼会は３２名）

横浜中央支部
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　令和元年度横浜中央支部福利厚生事業の一環
として「ボウリング大会＆納涼会」を開催しま
した。ここ数年飲食中心の事業が続いたので今
年はボウリング大会を企画しました。横浜駅近
くのボウリング場「ハマボール」にて８レーン
を使用して個人戦とチーム戦（レーンで１チー
ム）を２ゲーム行いました。久しぶりのボウリ
ングでスコアが伸びずに苦戦したものの、日頃
の運動不足を解消するとともに会員同士の親睦
を深めることができました。

　ゲーム終了後は、同じビル内にある「カラ
オケ＆パーティＰＡＳＥＬＡ　プルメリアカ
フェ」を貸し切って納涼会を行いました。ボウ
リング大会の結果発表と賞品贈呈でゲームの余
韻を楽しむとともに、全員参加のじゃんけん大
会で盛り上がることができました。
　ご参加いただいた皆様、ありがとうございま
した。� （総務委員　鳥海啓治）

令和元年度　第１回支部研修会�
「建設業許可実務研修　〜許可要件と�
� 注意すべき各種証明資料等〜」
日時：令和元年９月２７日（金）
　　　１８時１５分〜２０時
場所：横浜市杉田地区センター集会室
講師：小竹一臣先生（磯子・金沢支部会員）

　今回の研修会では、磯子・金沢支部において
第一人者としてご活躍されている小竹一臣先生
をお迎えし、行政書士実務の主役とも言える建
設業許可申請について、その許可要件とそれに
伴う各種証明資料等の注意点など、実務に即し
たご講義を賜りました。
　参加者の総数は３５名に上り、大盛況となり
ました。とりわけ、他支部から１１名という多
数の方々にご参加いただいたことは、大変有難
いことであると同時に、今回のテーマがとても
関心の高いテーマであることを窺わせました。

【建設業許可申請の実務について】　
　建設業許可申請業務は行政書士業務の花形で
すが、その反面、専門性が高く技術の習得が難
しい分野でもあります。
　今回の講義では、小竹先生ご自身の手による
多くの著作物の中から『電気工事士のための起
業成功への道　〜登録・許認可の活用法〜』と
題された御本を教材として、複雑難解な建設業
許可申請の要件をとても分かりやすく解説され
ました。この御本は、実際にあったケースをも

磯子・金沢支部
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とに著されたものであることから、とてもリア
リティーがあり、ご来場の皆様も講義に引き込
まれていました。

【建設業法の改正について】
　建設業法は時代の流れに即応して時々刻々と
改正がなされます。
　今回の講義では、そうした改正や更には建設
業界全体の今後の動向について解説されました。
　他では知り得ないような貴重な情報もふんだ
んに盛り込まれており、とても価値のある講義
となりました。

　今回の講義では、許可要件の基礎から今後の
改正まで幅広くご説明されたため、現在建設業
をなさっている会員にとっても、これから建設
業をなさろうとされている会員にとっても、大
変有意義な講義となりました。

【懇親会】
　研修会に引き続き、懇親会が行なわれまし
た。
　他支部の方々を含む、１７名が参加され、盛
大に行われました。
　今回の研修会のテーマについてはもちろん、
その他様々な情報交換をして交友を深め、とて
も楽しいひと時を過ごしました。

� （広報通信員　山川　格司）

【令和元年度第１回�
� 相談員研修会・連絡会】

　８月２４日（土）午後２時より戸塚法人会館
にて、令和元年度第１回相談員研修会・連絡会
が行われ、２８名が参加しました。
　当日は、①支部相談員に関する取り決めの確
認、最近の相談会実績・近況報告　②栄区行政
相談員活動報告　③事案検討、発表　④法定相
続情報証明制度についての情報交換の順で進行
し、中でも③事案検討は数名のグループに分か
れて行うことで、意見交換が活発なものとな
り、相談員としての知識や対応方法の習得に役
立つ研修会となりました。

【令和元年度�
� 戸塚支部新入会員向け研修会】

　１０月５日（土）には午後２時から戸塚法人
会館にて、新入会員向け研修会（参加は全支部
会員可）を実施し、２０名が参加しました。
　冒頭、研修をはじめとする支部活動への参加
を通じたスキルアップや情報収集の有用性を大
道支部長が呼びかけ、研修会がスタート。
　第１部では、「行政書士実務よもやま話〜失
敗談から学ぶ〜」と題し、支部推薦理事であり
当支部副支部長も務める蛭川奈美会員に、行政
書士を志したときから現在に至るまでの体験
を、失敗談を交えて惜しみなくご披露頂きまし
た。建設業許可申請をはじめとするいくつかの
業務についてはふんだんな資料を用いての解説
もあり、豊富な業務経験に裏付けられたお話し
から、業務を遂行する上で大切な姿勢を学ぶこ
とができました。
　第２部は、パネラー４名が参加者から広く質
問を受ける形式で進行。「他士業との連携」
「報酬額」「帳簿管理法（会計ソフトの活用含
む）」、さらにはパネラーの事務所設備に至る

戸塚支部
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まで、話題は多岐に渡りました。実務的な話に
強い関心を示す会員も見受けられ、非常に内容
の濃い研修となりました。
　終了後は１７名が参加する懇親会が行われま
した。懇親会には水野日行連副会長にもお越し
いただき、研修内容についての話や様々な情報
交換等で大いに盛り上がりました。

【栄図書館セミナー・�
� 泉図書館セミナー】

　９月２７日（火）午後１時半から、栄図書館
にて相続と成年後見をテーマにした市民向けセ
ミナーを開催し、１８名の方々にお越しいただ
きました。講師を務めた当支部川越勝会員の講
演は非常にわかりやすく、皆様から大変なご好
評をいただきました。講演終了後には３件の個
別相談が行われました。

　また、１０月４日（火）午後２時から、泉図
書館にて、大道栄徳支部長が講師を務めるセミ
ナーを開催しました。こちらも市民の方々を対
象としたもので、９名の方にご参加いただき、
２件の個別相談が受けました。「やさしい相
続・遺言〜不要財産対策も解説〜」と題された
講義は、煩雑な手続きをかみ砕いて解説するも
のであり、こちらもまた盛況のうちに終了いた
しました。

【令和元年度　戸塚区暴力団排除対策�
� 推進協議会　通常総会】

　１０月４日（金）には、警察、行政、地域代
表、関係団体で構成される「戸塚区暴力団排除

対策推進協議会」の通常総会が戸塚警察署で開
催され、「神奈川県行政書士会暴力団等排除対
策本部戸塚分会」として出席しました。

【令和元年度第１回研修会報告】

　令和元年８月２９日（木）午後２時３０分よ
り鎌倉芸術館会議室１にて東京会法規部長の林
　幹先生に【在留資格『特定技能』の概要と行
政書士業務の新展開〜行政書士としてどうコ
ミットしていくか〜】というテーマで講義して
頂きました。林先生は行政書士林幹国際法務事
務所」所長をされており「こんなときどうする
外国人の入国・在留・雇用Ｑ＆Ａ」等の執筆
や、ジェトロ等でご活躍されています。参加者
は７０名近く満席となり、参加のご希望に沿え
なかった方も多数おられましたので林先生のご
厚意によりレジュメ、資料（書式を含む）を
メールにて無料で提供可能となりました。
　講義内容は、よく整理されたレジュメをもと
に、具体的な事例（書式も含め）を説明され、
行政書士として援助可能な部分、不可能な部
分、登録支援機関となるための条件等に付き参
加者の理解を深めて頂きました。
　アップトゥデートなテーマであり、参加者の
多くは熱心にノートをとっていました。
その後の懇親会では他支部の皆さんも多数参加
され、林先生のプライベートな事についての質
問等でも盛り上がり、多方面にわたる地道な研
究、努力の結果で現在に至ることをお聞きし、
大いに元気づけられました。また、東京会との
交流の話も出たりして、楽しく有意義な時間を
過ごしました。� 〈文責　早乙女　和男〉

鎌倉支部
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【逗子市職員研修会にて、�
� 「空き家対策」について講義】

　本年４月、鎌倉支部は逗子市と空き家対策に
関する協定を締結しましたが、そのご縁からこ
のたび、逗子市職員課題研修「空き家問題」を
テーマに講師派遣の要請をいただきました。自
身が先導するテーマということもあり、今後の
市との協調体制を見据え、支部長自ら講師を務
めさせていただきました。
　１０月３日（木）午前１０時より市庁舎内会
議室にて、「『現場から見た終わりなき空き家
問題』の本質と対応策」と題して、約２時間に
わたり行いました。「現場から見た」と「終わ
りなき」という２つのキーワードを意識し、具
体例を交えた説明とともに多角的な視点から問
題提起をさせていただきました。
　桐ヶ谷覚市長をはじめとする約５０名の職員
に加え、市内自治会役員２０名近くが参加さ
れ、講義終了時には熱心にお聞きいただいた複
数の自治会長から現場に関わるご質問を次々と
いただきました。増え続ける空き家が、地域コ
ミュニティにおける切迫した重要な課題である
ことを改めて痛感させられました。
　別室で桐ヶ谷市長と意見交換をさせていただ
き、協定に基づいた連携のもとで具体的な成果
に向けて決意を新たにいたしました。
� （支部長　田中　誠）

令和元年度第２回支部研修会開催報告

日時：�令和元年９月１７日（火）�
１６：１０〜１８：１０

場所：ヴェルクよこすか３Ｆ　第３研修室
講師：裁判官　野上　小夜子氏
　　　社会保険労務士　吉川　史子氏
　本年度第２回支部研修会は、『裁判員裁判へ
の参加と就業規則』をテーマに、裁判官・野上
小夜子氏、社会保険労務士・吉川史子氏のご両
名を講師にお招きし、２部構成での開催となっ
た。
　第１部では、裁判官の野上氏と共に、裁判員
経験をもつ当支部会員が登壇し、裁判員の通知
が届いた時の心情から、実体験に基づいた裁判
全体の流れなが紹介されていった。また、裁判
官が着用する法服についての裏事情までも紹介
され、机上の講義ではなく、通常では知ること
のできないリアルな講義となった。
　第２部では、社会保険労務士の吉川氏が登壇
し、裁判員として従業員が選任された際には、
企業は如何に対応しているのかを、実際の例を
紹介しながらの講義が展開された。
　また、就業規則に取り組むにあたっての注意
点や、今後の課題などにも言及され、核心にせ
まる講義であった。
　終始、実体験に基づき展開されたこの度の研
修会は、参加者にとって、とても貴重なものと

横須賀・三浦支部



行政書士 かながわ 2019.11/12 Vol.259

支 部 だ よ り

33

なったことであろう。

第３回�認知症フェスタ�in�神奈川歯科大学

日時：�令和元年９月２１日（土）�
１０：００〜１６：００

場所：神奈川歯科大学

　第３回認知症フェスタは、『認知症共生と予
防の時代を考える？認知症になってもならなく
ても、自分らしくいきるために？』と題し、認
知症への正しい理解を進め、「認知症にやさし
いまち、横須賀」を目指すために、「認知症予
防、認知症との共生」という視点による講演
会、関係団体による活動の紹介や体験などの複
合的なイベントとして実施された。
　ここへは、横須賀市高齢福祉課より、同イベ
ントへの相談ブースの出展依頼を受け、コスモ
ス横須賀地区から相談員２名を派遣して、来場
者を対象に無料相談会を実施した。

� 広報担当幹事　松澤功

寒川街頭無料相談会について

　湘南支部は、管内の藤沢市・茅ヶ崎市・寒川
町にて、それぞれ年１回、地元の方を対象とし
た街頭無料相談会を実施しております。１０月
１２日（土）には寒川町で、本年度最初の街頭
無料相談会を実施する予定でした。

　今回の寒川での無料相談会は、従来行ってき
た当支部単独開催の形式ではなく、寒川町社会
福祉協議会主催のイベント「第１０回ふれあい
福祉フェスティバル」の会場内にブースを設け
て、他団体と共に実施する形式です。イベント
には、他士業団体や福祉関係の各種団体・事業
者等も出店し、飲食店も出店するので、例年会
場は多くの参加者で盛り上がります。
　今回は、社協主催のイベントに参加する形式
だったので、メインに掲げた相談事項を「遺
言・相続・終活」に絞りました。それは、管内
の各自治体の役所・役場で定期的に実施してい
る常設無料相談において最も需要のあるテーマ
でもあります。
　他にも、寒川町への後援申請や自作チラシの
備置依頼、会場周辺の掲示板へのチラシの貼付
といった例年通りの準備作業に加え、今回は実
質的にイベントを取り仕切る企画運営委員会に
渡辺和也副支部長を委員長として送り込み、例
年以上に力を入れて準備しましたが、お天気に
は敵いませんでした。全国各地で甚大な被害を
及ぼした台風１９号です。イベントは、開催２
日前には中止になりました。
　台風１９号は支部管内でも猛威を振るい、接
近時には会場近くの相模川は氾濫するかもしれ
ないほど危険な状態でした。開催中止は誠に残
念なことではありますが、中止の判断が早かっ
たことは不幸中の幸いです。被災された方に
は、心よりお見舞い申し上げます。
　当支部は、行政書士制度の推進のために、他
士業・他団体との連携や交流を今まで以上に充
実させることを本年度の基本方針としておりま
す。今回の寒川での無料相談会は、その一環と
して企画されました。今後も、当支部単独開催
のイベントだけでなく、他の開催形式のイベン
トにも力を入れていく方針です。よろしくお願
いいたします。

湘南支部
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秋の行事のご報告

　相模原支部では、毎年９月から１０月にかけ
て、定例となっている行事が続きます。
　今年も、まず９月８日（日）に相模原士業連
絡協議会による合同相談会が、ユニコムプラザ
さがみはらにて行われました。相模原士業連絡
協議会とは、相模原市内の弁護士、税理士、司
法書士、社会保険労務士、行政書士の五士業で
構成されており、毎年各士業が担当を持ち回り
で行事を開催しています。あいにく合同相談会
当日は、台風１５号が関東を直撃するという
ニュースで朝から持ちきりだったのですが、そ
れにも関わらず、一定数のご相談者が会場にお
越しになり、この相談会が必要とされているの
だと感じることができました。
　９月１９日（木）には産業会館の他目的ホー
ルにて、同じく相模原士業連絡協議会による合
同セミナーが開催されました。今回は弁護士の
松坂大輔先生を講師にお迎えして、「相続法改
正〜改正のポイントと実務への影響」をテーマ
に講義をしていただきました。先生のお名前を
拝見すると多くの方が「ん？」と思うのでしょ
う。「今日は野球の話しではありません」とい
う掴みの一言から始まり、配偶者の居住権や遺
産分割、遺言制度、遺留分制度、寄与分等法改
正における改正点をとてもわかりやすくご説明
いただきました。タイムリーかつ関心の高い
テーマであったことで、セミナー会場が、ほぼ
満員となる大盛況ぶりでした。

　１０月５日（土）と１９日（土）には、それ
ぞれ相模大野と橋本で街頭無料相談会を行いま
した。１０月の街頭無料相談会は相模原支部の
例年行事ですが、今年は相模大野の会場が今ま
での伊勢丹前から、相模大野駅北口ペデストリ
アンデッキ付近に変更となりました。初めての
会場という不安要素があったものの、ふたを開
けてみれば例年を上回る多くの件数のご相談を
いただきました。遺言や相続のご相談が多いの
は毎年のこととはいえ、前述の合同セミナーの
テーマでもあった相続法改正に関わること、家
族信託や成年後見制度などを絡めた複雑なご相
談にいらっしゃる方も増えています。相談会を
通じて、自分の知識を増やすことはもちろん、
それをわかりやすく人に伝える力の必要性を痛
感し、日々の仕事になんとなく慣れを感じ始め
ていた私には、改めて身が引き締まる思いの一
日となりました。
� 伊藤智子

相模原支部
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厚木支部研修会報告

日　　時：�令和元年９月２１日（土）�
午後２時〜午後５時

場　　所：�神奈川工科大学�
ＩＴエクステンションセンター�
５０３講義室

研修内容：�「手引きには載っていない�
建設業実務」�
〜レア実例、注意したい改正点、経
営事項審査をお勧めする利点など〜

　　　　　講師　�行政書士　山本　毅　先生�
（湘南支部）

出 席 者：３１名
　
　厚木支部の令和元年度上期研修会が、「神奈
川工科大学　エクステンションセンター」にて
開催されました。

【研修会風景】

　「手引きには載っていない建設業実務」レア
実例、注意したい改正点、経営事項審査をお勧
めする利点などのタイトルのもと、湘南支部
の、山本　毅先生にご講義いただきました。
　手引きだけでは読み取れない細かい定義や経
営事項審査においての注意点など、初心者にも
有益な情報が盛り沢山で、とても充実した研修
会となりました。

【講師　山本　毅　先生】

　建設業法改正点や見通しについてもわかりや
すい資料をご提示いただき、参加された皆さま
にも大変好評でした。
　
　その後、講師の山本先生をはじめ他支部の先
生方もご参加くださり、総勢２５名での懇親会
がにぎやかに行われました。みなさん業務の情
報交換をされたり、近況を知らせ合ったり、と
ても楽しい時間を過ごせたことと思います。

【懇親会風景】

　次回もたくさんの方々のご参加をお待ちして
おります。講師の先生、充実したご講義をどう
もありがとうございました。
� （厚木支部　畠山　陽子）

《平塚支部　平塚市役所にて�
� 広報月間市民無料相談会を開催》�
〜毎年恒例の無料相談会を開催しました〜

厚木支部

平塚支部
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　令和元年１０月１日（火）午後１時〜４時ま
で、毎年恒例の広報月間市民無料相談会を平塚
市役所にて開催いたしました。

　昨年同様、正面入り口左側、１階多目的ホー
ルに受付と待合席および相談席を設け、６名の
支部相談員が市民の方々の様々なご相談をお受
けしました。

ご相談内容の内訳は、相続５件、遺言３件、そ
の他１件の合計９件でした。どのご相談者も皆
様真剣な表情で相談されており、平塚支部の相
談員も真摯に対応いたしました。
　開始前には、落合市長が直々に激励にお越し
くださり、一層身が引き締まるとともに、この
ような機会により良いアドバイスができるよう
努力を怠ることなく、日々研鑽を重ねてまいり
たいと感じた一日となりました。
� （幹事：藤原悦子）

《平塚支部福利厚生事業》

　令和元年度福利厚生事業として、平塚支部で
は山梨県への日帰りバス旅行を企画、１０月５

日（土）に、総勢１４名の参加を得て、午前８
時に平塚駅北口ＮＴＴ前を出発しました。
　当日は１０月だというのに３０度を超える夏
日となりましたが、バス内は冷房が効き、ビー
ルで喉を潤し、大きな渋滞もなく快適な空間移
動。
　圏央道〜中央道と進み、最初に笹一酒造の酒
蔵を見学。清酒の命である湧水を飲んで、さら
に少しばかりの利き酒を楽しみました。
　次に向かったのは勝沼ぶどう園で、こちらで
は太陽を浴びながらのぶどう狩りを堪能。併せ
てバーベキューをお腹いっぱいいただきまし
た。（アルコールはワインを少しだけ。）
　お腹をさすりながら、バスで移動して食後の
腹ごなしは、笛吹川フルーツ公園での散策。
　参加会員は、富士山を正面に望みながら、１
時間程度のリラックスタイムを思い思いに過ご
したようです。
　最後の訪問先は、シャトー勝沼。年季を重ね
たワイン樽がいかにもの雰囲気を醸し出してい
ます。貯蔵庫で香りを楽しんでから、またまた
ワインの試飲を（笑）。
　もちろん、スタッフへ、家族へ、各自しっか
りお土産を購入して、平塚への帰路へ。
　比較的スムーズな移動で、定刻前に平塚に到
着。
　出発時に若干１名参加予定者が乗り遅れると
いうハプニングはありましたが、支部として初
めてのバス旅行なので、まずまず順調な行程で
あったかと思います。
　この後、夜の街へ消えた会員も多数、プライ
ベートでリラックスして、会員間の交流が深ま
り、また明日の業務への英気が養われたことで
しょう。今後ますます多数の会員がこの楽しい
交流の場に参加してくれることを期待していま
す♪� （幹事：佐藤誠）
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＜第１回研修会について＞

　８月９日（金）、支部会員１９名、他支部会
員８名計２７名の参加のもと、開催しました。
　講師には、日政連幹事長・神政連会長加藤幹
夫先生をお招きし、政治連盟の組織、書士会、
日行連との関係などから説明していただき、政
治連盟の使命、活動領域、目指すところと熱弁
を奮っていただきました。５年周期の書士法の
改正の好機に①法律の目的に「国民の権利利益
の実現に資すること」を明記②一人法人の設立
等の許容③会による注意勧告に関する規定新設
の３点はすでに条文（案）ができており、臨時
国会での成立を目指している。ただ、成年後見
に関わる省令改正については、皆さんが望んで
いるほど簡単ではない。加藤先生ならではの視
点のお話と共に、皆が行政書士の未来に向けて
協力していこうとの言葉でしめられました。

＜納涼会について＞

　８月３０日（金）小田原「だるま」にて　参
加者２０名で開催しました。今年の納涼会は、
「おもてなし」をテーマに、小田原支部二市八
町の一つの箱根町の重要産業である芸者さんに
学ぼうと斬新的な企画にしてみました。
　始めに、姉妹で置屋『松芳』を創業された
「李（すもも）さん」に、芸者さんとして日々
努めている「おもてなし」について、ミニ講演
をお願いしました。
　李さんが日頃一番に心掛けていることは「お
客様が何をもとめているのか」を把握すること
だと言います。また日々のお稽古は勿論の事、
体力づくりのためにゴルフ練習やジムに通い、
英会話も特訓中との事。このプロ根性は我々も
見習うべきと感じました。
　しばし歓談後、三味線に合わせて芸者さんに
よる踊りを鑑賞、続いてお座敷遊びの「金毘羅
船々」というゲームで楽しみました。会員は、
畳の上のテーブルで楽ですが、芸者さんはその
都度床に正座をして手を付き、きちんと挨拶を
される姿はとても美しく、相談者、依頼者との
対応時に、私たちも美しく見える立居振る舞い
を意識すべきだと感じさせられました。

小田原支部
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＜第２回研修会について＞

　９月２８日（土）、２２名の参加で、開催し
ました。今回は、各分科会でフリートークの座
談会形式と初めての試みでした。我々の業務
は、多くの法律知識や社会の慣習の理解、広い
経験が必要です。ひとりではなかなか身に着け
られないことを、多くの仲間の知識、経験を共
有することは大いに役立ちます。今後も多くの
仲間、先輩と議論できる場を、提供していきた
いと感じました。
� （広報委員　鈴木　佐）

令和元年度第１回支部実務研修会を開催

　令和元年９月１３日（金）１８時００分か
ら、大和商工会議所２階第１会議室において、
令和元年度第１回支部実務研修会を開催いたし
ました。
　講師に、弁護士である麻生興太郎先生をお招
きし、「相続法改正について」をテーマに１時
間半の講演をしていただきました。麻生先生
は、平成２７年に弁護士登録をなされ、それ以
前は、検事として３０年余の勤務を経て最高検
検事を最後に退官、その後は平塚公証役場にて
公証人として１０年執務されました。また、そ
の豊富な知識と経験から、執筆活動にもお力を

入れており、複数の書籍を執筆されておりま
す。
　此度の研修会におきましても、昭和５５年以
来の大きな改正ということもあり、その内容は
多岐にわたりますが、とてもわかりやすくご説
明していただきました。参加者一同も最後まで
興味深く拝聴し、研修会としてとても充実した
内容となりました。

� 髙杉未来

令和元年度第１回�
� 支部勉強会開催について

日時：�令和元年８月２８日（水）�
１８時３０分〜２０時３０分

場所：海老名市文化会館　３５３多目的室

　残暑厳しい８月下旬、海老名・座間支部の支
部勉強会を開催いたしました。

　この支部勉強会は、本年度の”具体的な事業
方針”で挙げられた『支部会員のスキルアップ
を図る』を具現化するためのものです。

　第１部では『日常業務の再確認』と題して、
開業３年ほどの先生方が抱えている業務でのお
困りごとやお悩みごとを、ベテランの先生方を
交えたフリートーク形式の討議を通じて、解決
への糸口を探っていこうという主旨で行われま

大和・綾瀬支部

海老名・座間支部
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した。敢えてテーマを絞ることなく行ったた
め、広範囲の分野が話し合われましたが、他の
方のご意見を聞くことで、自身の業務への取り
組みを見直す機会にもなり、このような主旨の
会は支部の中で定期的に設けてもよいのではな
いかとの意見も出され充実したものとなりまし
た。

　続く第２部では、社会保険労務士でもあり、
キャリアコンサルタントとしてプレゼンテー
ションや数多くのセミナー講師経験をお持ちの
馬目慎一郎先生を内部講師としてお迎えし、
『セミナー講師の心得　伝授します。』と題し
て行われました。講義前半は座学として、資料
作成に取り掛かる前の準備段階の大切さ、特
に、“（セミナーなどの）主催者の意図”をき
ちんと確認すること、そして、その“意図”か
ら、どのように“ゴールを設定するか”が重要
であることをご教授いただきました。講義後半
は３グループに分け、各グループで自由にテー
マ設定して、“主催者の意図”や“ゴール設
定”を考えてみるというグループワークを行い
ました。

　本講義の中では、参加者全員へ『言葉を一切
発することなく、ジェスチャーやアイコンタク
トだけで、年齢順に一列で並んでください。』
との課題が出され、（ついつい言葉を発してし
まう場面もありましたが）ジェスチャーだけで
自分の意図や数字（年齢なのか、生年月日なの
かなど）を伝えることの難しさを身をもって体
感することができ、全員大いに盛り上がり、和

気あいあいとした雰囲気の中での支部勉強会と
なりました。　
� （支部通信員　石黒祐功）
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政 連 だ よ り

神奈川行政書士政治連盟

■　梅沢裕之君の神奈川県議会議長就任を祝う会に出席　■

日　時　令和元年９月２０日（金）
　　　　１８：００〜
場　所　横浜ロイヤルパークホテル
　　　　
　梅沢裕之県議（神奈川区）の第１１２代神奈
川県議会議長就任を祝う会が開催されました。
　当日は、発起人代表である小此木八郎衆議院
議員をはじめ、黒岩祐治県知事、国会議員、県
内の市長、町長など約６００名が出席されまし
た。菅義偉内閣官房長官もお祝いに駆け付け、
とても盛大な会となりました。
　平成元年に県議会議長に就任した父・健治氏
もご挨拶され、大いに会場を沸かせていまし
た。梅沢県議からは、「令和元年の議長とし
て、新しいことにもどんどん挑戦していく」と
いう力強い意気込みが語られました。
　「平成」と「令和」という、まさに時代を超
えた親子二代での議長就任に本連盟も心からお
祝いを申し上げます。
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■　山崎誠衆議院議員がご来局　■

　８月３０日（金）に山崎誠衆議院議員が来局
されました。「特定技能と登録支援機関に関
する意見交換会」のご案内をされました。第
１９７回国会にて、在留資格「特定技能１号」
「特定技能２号」の創設、出入国在留管理庁の
設置等を内容とする「出入国管理及び難民認定
法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が
成立、公布されました。「特定技能」で在留す
る外国人、登録支援機関も一層増加することが
見込まれております。今後とも本連盟は、議員
の皆様を通じて、積極的に情報収集・意見交換
をしてまいります。

■　鈴木けいすけ衆議院議員を励ます横浜経済人の集いに出席　■

日　時　令和元年１０月１１日（金）
　　　　１８：３０〜
場　所　ロイヤルホールヨコハマ
　鈴木けいすけ衆議院議員を励ます横浜経済人
の集いが開催されました。国会議員、地方議員
をはじめ、横浜を中心に県内外から経済人が総
勢３００名集まり、大変盛況な会でした。麻生

太郎財務大臣も公務から駆け付け、更なる活躍
に期待を込め、挨拶をされました。９月の内閣
改造で外務副大臣に就任した鈴木けいすけ衆議
院議員からは、「政府の一員として、日本の未
来のため、引き続き奮闘したい」との決意表明
がなされました。

　神奈川行政書士政治連盟のホームページ（http://jinseiren.com/）において、「会員のページ」に
活動報告、規約等の各種情報を掲載しております。ぜひご一読ください。
・Ｉ　　　Ｄ：ｊｉｎｓｅｉｒｅｎ　　・パスワード：事務局までお問い合わせください。

■　神政連ホームページ「会員のページ」について　■
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　令和元年９月３０日（月）午後２時より、かな
がわ労働プラザ（Ｌプラザ）３階多目的ホールに
て、一般社団法人コスモス成年後見サポートセン
ター神奈川県支部第１０期定時社員総会が開催さ
れました。
　開会に先立ち物故者菅原昌子会員、村上伸昌会
員への黙とうの後、平野公平会員より開会が宣言
されました。
　開会にあたって、岡清二一般社団法人コスモス
成年後見サポートセンター副理事長よりご祝辞を
いただきました。協定書により、日行連とコスモ
ス本部との協力関係が明確になり、それに伴い
単位会とコスモス支部との連携を強化、良い関係を
しっかりと築いていくことが大切と語られました。
　議事では、第１号議案、２号議案として、事業
報告と収支決算報告、監査報告が行われ、それに
対して、小田原西地区の井上茂会員が質問に立
ち、執行部からの回答を経、両議案とも賛成多数
で承認されました。
　第３号議案として第１０期事業計画案の説明が
なされ、地区活動の充実強化、神奈川県行政書士
会との連携、今期における講演会、シンポジウム
の開催など、多数の事業が計画されており、予算
案とともに承認されました。
　最後に役員改選が行われ、新たな執行部が選任
され、会員の承認を得、無事、総会が閉会いたし
ました。
　総会終了後は、かながわ労働プラザ９階「レス
トラン味彩」にて懇親会が開催されました。
　田後隆二支部長の挨拶に続いて、ご来賓の岡清
二一般社団法人コスモス成年後見サポートセン
ター副理事長のご祝辞を賜り、大野照夫会員の乾
杯の音頭で会が始まりました。
　加藤幹夫神奈川行政書士政治連盟会長もご来賓
としてご参加くださり、お祝いのお言葉を頂きま
した。

新役員紹介
【幹事】
支部長　田後　隆二（相模原）
副支部長　井出　順（横浜南）
副支部長　平野　公平（横浜湘南）
副支部長　境　隆志（小田原西）
事務局長　井出　順（横浜南）
総務委員長　町田　緑（横須賀）
財務委員長　福島　秀一（横浜中）
広報渉外委員長　瀧口　幹子（川崎）
研修委員長　蛭川　奈美（横浜西）
業務相談委員長　池田　純夫（横須賀）
業務管理委員長　塚原　秀久（小田原西）
事務局次長　岡田　秀道（横浜中）
幹事　村上　崇文（横浜東）
幹事　飯田　弘樹（小田原東）

特別委員会
候補者推薦委員長　田後　隆二　（相模原）
改革検討委員長　井出　順（横浜南）
調査委員長　境　隆志（小田原西）
記念行事準備委員長　田後　隆二　（相模原）

【監事】　
大野　照夫（横浜中）
山﨑　富雄（横浜南）

新執行部のみなさん。「がんばります！！」

成年後見制度の歩みと
設立２０周年記念行事について

かなさぽ第１０期定時社員総会報告

か な さ ぽ 便 り
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　かなさぽは、成年後見制度が発足した平成１２
年（２０００年）に、行政書士の社会貢献の一環
として、神奈川県行政書士会によってＮＰＯ法人
神奈川成年後見サポートセンターとして設立さ
れ、その後、日本行政書士会連合会が設立した一
般社団法人コスモス成年後見サポートセンターへ
合流し、来る令和２年（２０２０年）には設立か
ら２０年を迎えます。
　そしてこの間、成年後見制度は、高齢者や障が
いを持つ方々の権利擁護における重要な社会制度
として徐々に定着する一方、利用の低迷、人権侵
害、財産管理偏重等の様々な課題が指摘されるよ
うにもなりました。
　こうした中、２００６年に採択された障害者権
利条約（日本は２０１４年に批准）等を一つの契
機として、２０１０年に横浜宣言が採択され、
２０１６年には成年後見制度利用促進法が成立す
るに至り、国を挙げて制度改善に向けた取組みが
行われることとなりました。同法に基づき、平成
２９年（２０１７年）に基本計画が閣議決定さ
れ、利用者がメリットを実感できる制度への変
革・運用を目指し、現在、各地で中核機関設置等
の準備が進められており、神奈川県内における各
市町村の取組みにおいては、行政書士も専門職団
体としての役割を果たすため、企画段階からの参
画に努めています。
　本年、令和元年（２０１９年）には、行政書士
の社会的使命を果たすため、行政書士会とコスモ
スが一体となり、行政機関等と連携して成年後見
制度に取り組む体制も整備されてきました。
　令和２年（２０２０年）は、成年後見制度の発
足及びかなさぽ設立２０年となる節目の年である
とともに、基本計画（５年間）の中間年度を過
ぎ、関係機関等が目標達成に向けた取り組みを加
速させる重要な時期となります。
　かなさぽでは、係る節目の年を迎えるにあた
り、行政書士の成年後見制度への取組み実績と、
制度発足当初から利用者に寄り添ってきた姿勢を
県内外に示す絶好の機会と捉え、成年後見制度の

一翼を担う行政書士の存在意義を社会に示し、ま
た真に利用者のための制度を整備し、その利用促
進に資することを目的として、以下の概要にて
「設立２０周年記念行事」を実施いたします。皆
様の積極的なご参加をお待ちしております。

【第１０期実施】
１．記念式典及び記念シンポジウム
　　日　時　　令和２年６月２６日（金）
　　　　　　　午後１時〜午後５時
　　場　所　　はまぎんホール　ヴィアマーレ
　　テーマ　	「利用者が望む成年後見制度・成年

後見人への模索」
２．記念論文の募集
　　時　期　　令和元年１１月募集開始
　　　　　　（募集期間は３か月間程度）
　　テーマ　「利用者が望む成年後見制度とは」
　　　　　　「利用者が望む成年後見人とは」
　　　　　　「成年後見制度を利用して感じた
　　　　　　　こと」
　　表彰等　　優秀論文は記念式典で表彰予定
３．記念誌の発行
　　時　期　　令和２年５月末

【第１１期実施】
４．記念一斉無料相談会
　　時　期　　令和２年１０月
５．記念行事記録誌の発行
　　時　期　　令和２年１２月
詳しくは、かなさぽＨＰをご覧ください。
http://www.kanasapo.com/　（事務局）

成年後見制度の歩みと
設立２０周年記念行事について

設立２０周年記念行事概要
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【神奈川建行協だより】

■第１回定期研修会のご報告
　２０１９年８月３１日（土）午後２時より、
令和元年度の第１回定期研修会を行いました。
１時限目は畠中　初恵会員より『建設業法逐条
研究（序章・第１章　総則）』について、２時
限目は小田　靖会員（当会研修担当幹事）より
『入札参加資格認定申請の概要』について講義
がありました。
　「質問コーナー」は、國井　和夫会員（当会
総務担当幹事）による進行。実務的な「申請書
副本」の納品方法と預かり方、営業所の解釈に
ついて（本店・支店の別の本質、契約の実態な
ど）が話題になりました。

■「キャリ研」活動を本格始動
　本年度より神奈川建行協にて取り組む「行政
書士建設キャリアアップシステム研究会（略称
『キャリ研』）」のキックオフミーティングを
８月３１日（土）午前１０時より、また第１回
勉強会を１０月２日（水）午後２時よりおこな
いました。
　当会の中條　義人会員を中心に、有志１７名
（うち法人２、個人１３）が集まり、キックオ
フミーティングではキャリ研の活動方針や連絡
体制についての決定、第１回勉強会では「建設
キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）」の代行
申請について周知するための媒体検討や、イン
ターネット申請（事業者登録の部分）について
フローの再確認、最新情報の共有などを行いま

した。
＜神奈川建行協　今後の予定＞

第３回 １２／２０（金）
１４：００〜

建設業法逐条研究（第
２章　特定許可）
建設工事請負契約と
標準契約約款

第４回 令和２年
２／１５（土）

建設業法逐条研究（第
３章　請負契約）
解体工事業者登録、
電気工事業者登録

春の公開
研修

４／９（木）
１４：００〜

建設業許可制度と周
辺許認可制度
経営事項審査申請の
ロールプレイ

第５回 ４／２５（土）
１４：００〜

建設業法逐条研究（第
４章　施工技術）
産業廃棄物収集・運
搬業許可

※内容は変更になる場合があります。研修会は
「公開研修」を除いて会員のみ参加可能です。

★神奈川建行協Facebookページ
Facebook内で「神奈川建行協」と
検索するか、こちらから↓

＜神奈川建行協とは？＞
　私たちは『建設業関連業務』を中心に活動す
る、神奈川県行政書士会に所属する行政書士の
任意団体です。定期研修会を偶数月に行うほ
か、会員外の方にもご参加頂ける公開研修会を
年二回（春・秋）、基調講演（夏の特別研修
会）などを行っております。建設業者の皆さま
の業績向上に寄与するため、入札その他までア
ドバイスできるプロフェッショナル集団となる
べく、会員一同日々励んでおります。お問い合
わせは事務局まで。
《神奈川建行協事務局》　〒２３１−００１４

横浜市中区常盤町３−２７−３−３０２
行政書士こばやし法務事務所内

（メールkanagawakengyokyo@gmail.com）
（須田記）
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「てるてる塾」
「てるてる塾第５２回研修会のご案内」
１．日　　時　�令和元年１２月１１日（水）�

１８：１５〜２０：１５
２．会　　場　�かながわ県民センター３０１会議室　

（横浜駅西口下車　徒歩５分）
３．科　　目　「高齢者介護施設の選び方」（仮題）
４．講　　師　�行政書士（南・港南支部）�

坂口　清晴　先生
５．研 修 料　２，０００円（当日徴収）
６．懇 親 会　３，０００円程度
７．申 込 先　てるてる塾事務局　小川恵一
　　　　　　　ホームページ：「てるてる塾」で検索
　　　　　　　ＦＡＸ：０４５（３０６）５７７６

「てるてる塾第５３回研修会のご案内」
１．日　　時　�令和２年１月７日（火）�

１８：１５〜２０：１５
２．会　　場　�かながわ県民センター３０１会議室　

（横浜駅西口下車　徒歩５分）
３．科　　目　�「若葉マークの相続手続き」�

（主な対象者　入会年度の浅い方、相
続手続支援業務が未経験でこれからや
ろうと考えている方で、相続手続につ
いて初歩の情報が知りたい方）

４．講　　師　�行政書士（南・港南支部）�
池田　誠　先生

５．研 修 料　２，０００円（当日徴収）
６．懇 親 会　３，０００円程度
７．申 込 先　てるてる塾事務局　小川恵一
　　　　　　ホームページ：「てるてる塾」で検索
　　　　　　ＦＡＸ：０４５（３０６）５７７６

「てるてる塾第５４回研修会のご案内」
１．日　　時　�令和２年２月１２日（水）１８：１５

〜２０：１５
２．会　　場　�かながわ県民センター３０１会議室　

（横浜駅西口下車　徒歩５分）
３．科　　目　「空き家問題と行政書士」（仮題）
４．講　　師　�行政書士（鎌倉支部）田中　誠　先生
５．研 修 料　２，０００円（当日徴収）
６．懇 親 会　３，０００円程度
７．申 込 先　てるてる塾事務局　小川恵一
　　　　　　　ホームページ：「てるてる塾」で検索
　　　　　　　ＦＡＸ：０４５（３０６）５７７６

「もんじゅの会」
「もんじゅの会　令和元年１２月勉強会」
１．日　　時　�令和元年１２月６日（金）１６：３０〜１８：３０
２．会　　場　�野毛地区センター会議室（横浜市中区野毛町3-160-4ちぇるる野毛３階）
３．科　　目　「行政書士が取り組むべき業務」、他
４．講　　師　もんじゅの会顧問　安友千治、他
５．会　　費　２，０００円
６．申 込 先　�もんじゅの会事務局　浅川真一E-mail　monjyu2018@gmail.com
７．�終了後に懇親会（会費未定）を予定しています。�
詳細は、　Facebook　@monjyu2018　でご確認下さい。

● 任意団体勉強会のごあんない●

〜お願い〜
＊研修会の「科目」についてはタイトルのみの掲載となっています。

字数は、一研修会につき、２００字以内で、超過しないようお願いいたします。
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「行政法学習塾」
「第４９回行政法学習会」
１．日　　時　２０１９年１１月２７日（水）１８：００〜２０：００
２．会　　場　かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）４階　第８会議室
３．科　　目　『相続法解説〜改正法を中心として〜①』
４．使用教材　５０頁余のレジュメを用意します
５．講　　師　特定行政書士　志水晋介（東京会）
６．受 講 料　２，０００円
７．申 込 先　行政書士長谷川幸子事務所　メール hasegawa@shj.jp
８．そ の 他　学習会終了後、食事会あり（予算：２，５００円）

「第５０回行政法学習会」
１．日　　時　２０１９年１２月１７日（火）１８：００〜１９：００
２．会　　場　かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）４階　第８会議室
３．科　　目　『相続法解説〜改正法を中心として〜②』
４．使用教材　５０頁余のレジュメを用意します
５．講　　師　特定行政書士　志水晋介（東京会）
６．受 講 料　１，０００円
７．申 込 先　行政書士長谷川幸子事務所　メール hasegawa@shj.jp
８．望 年 会　１９：１５〜２１：１５
　　　　　　　場所：中華街「鳳林」
　　　　　　　金額：５，０００円（税込）飲み放題付

「第５１回行政法学習会」
１．日　　時　２０２０年１月３０日（木）１８：００〜２０：００
２．会　　場　かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）４階　第９会議室
３．科　　目　『基礎から学ぶ行政法』
４．使用教材　①『行政法』第５版　櫻井・橋本共著　弘文堂　②『行政判例百選Ⅰ』第７版
５．講　　師　特定行政書士　志水晋介（東京会）
６．受 講 料　２，０００円
７．申 込 先　行政書士長谷川幸子事務所　メール hasegawa@shj.jp
８．そ の 他　学習会終了後、食事会あり（予算：２，５００円）

「第５２回行政法学習会」
１．日　　時　２０２０年２月２６日（水）１８：００〜２０：００
２．会　　場　かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）４階　第８会議室
３．科　　目　『基礎から学ぶ行政法』
４．使用教材　①『行政法』第５版　櫻井・橋本共著　弘文堂　②『行政判例百選Ⅰ』第７版
５．講　　師　特定行政書士　志水晋介（東京会）
６．受 講 料　２，０００円
７．申 込 先　行政書士長谷川幸子事務所　メール hasegawa@shj.jp
８．そ の 他　学習会終了後、食事会あり（予算：２，５００円）

尚、講師の都合により、内容、日程が変更になる場合があります。

● 任意団体勉強会のごあんない●

〜お願い〜
＊研修会の「科目」についてはタイトルのみの掲載となっています。

字数は、一研修会につき、２００字以内で、超過しないようお願いいたします。
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小出秀人相談役　黄綬褒章受章祝賀会を開催

　令和元年９月２８日（土）、横浜市中区山下町のホテルニューグランドにて小出秀人相談役の黄綬
褒章受章祝賀会が催されました。
　会場であるホテルニューグランドは、横浜で最も格式のあるホテルであり、また受章者の事務所や
神奈川県行政書士会の事務局も同じ山下町にあることから会場を決定したとのこと。会場の重厚な雰
囲気のなか、当日は１５９名の招待客が小出相談役の受章を祝し、ドンペリニヨンの乾杯で始まった
祝宴は、終始和やかなとても温かい会となりました。
　受章者挨拶で「肩書、役職に纏綿しないで行政書士発展のために各自が出来ることをするのが肝
要。また、枢要な立場の方はノブレスオブリージュの精神をもたねばならない。」との言葉があり、
これまでの会務に臨む受章者の姿勢に大変感銘を受けました。
　また「人口に膾炙していい気になっていると思われるのも癪であり、黄綬褒章受章という花道も用
意された」ことから『１０年』で区切りを付けたいと決めていたことを知り、あらためて受章者の潔
さと器の大きさを感じました。黄綬褒章受章、誠におめでとうございます。
� （祝賀会実行委員長　横浜中央支部支部長　本間潤子）




