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　令和元年５月１１日、川崎日航ホテルに於い
て、お天気は快晴、初夏を思わせる爽やかな気
候の中、神奈川県行政書士会川崎南支部定時総
会が開催されました。
例年を上回る出席者があり、質疑応答も活発に
行われ、活気のある総会になりました。

　開会に先立って、昨年度亡くなられた会員
の、ご冥福を祈って黙祷。
開会宣言の後は、フレッシャーズの紹介です。
川崎南支部の昨年度の新入会員は１３名でし
た。みなさん個性が光る方ばかりです。
　各議案の最後には、任期満了に伴う役員改選
も滞りなく行われ、川崎南支部は新年度に向け
て発進しました。

　定時総会に続いて神奈川県行政書士政治連盟
川崎南支部定時大会が開催されました。
こちらも、任期満了に伴う役員改選が行われ、
新年度のスタートを切りました。

　続く懇親会では、多くのご来賓にお越しいた
だき、お祝いのお言葉をいただきました。日航
ホテルの華やかなお料理は、参加者の目と胃袋
を満たし、歓談も盛り上がりました。
きれいなドレスのコンパニオンのお姉さま方の
細やかな心遣いで、快適なバンケットでした。

　年に一度の総会は、普段なかなかお目にかか
れない先生方や、他士業、他支部、関係各所の

皆様にお会いする、貴重な場でもあります。
　今回も新人から大先輩への質問があったり、
また、ベテランの先生から、気軽に声をかけて
いただいたりの和気藹々とした会になりまし
た。

　そんな中、揃った歴代の支部長たちで記念写
真！
　川崎南支部の時の流れを感じるひとコマでし
た。

　２次会は同じ日航ホテルのバー“夜間飛行”
です。
　いかにも航空系のホテルに相応しい店名です
ね。そういえば有名なラジオ番組の“ジェット
ストリーム”は日本航空がスポンサーで、番組
　冒頭のセリフが“夜間飛行をお楽しみくださ
い”でした。
　支部会員と、来賓のみなさまが一緒に“夜間
飛行”を楽しんだ一夜になりました。

2019年度鶴見・神港支部�
� 定時総会レポート

　５月１８日（土）、ホテル　ザ　ノット　ヨ
コハマ２Ｆにおいて、２０１９年度鶴見・神港
支部定時総会・定時大会が開催されました。
　司会の中澤正幸会員より、支部在籍者数
２８９名に対し、出席者４４名、委任状提出者
１２８名、合計１７２名の出席があり、総会が

川崎南支部

鶴見・神港支部



行政書士 かながわ 2019.7/8 Vol.257

支 部 だ よ り

28

有効に成立した旨が述べられ、開会が宣言され
ました。

　大和めぐみ支部長より挨拶があり、その後、
議長に高橋秀治会員、書記に巴陵益克会員・赤
澤師明会員、議事録署名人には磯田都貴代会員
と、安友千治会員がそれぞれ選出されました。
　前年度の事業報告、決算・監査報告、今年度
の事業計画、予算案、支部役員の改選につい
て、それぞれの議案がすべて賛成多数で可決承
認され、司会の中澤正幸会員より閉会が宣言さ
れ、総会が無事に終了しました。

　総会終了後、同ホテル内で場所を移して懇親
会が行われました。懇親会では、川崎北支部か
ら江端俊昭副支部長、川崎南支部から皿嶋明彦
支部長に来賓としてご参加いただきました。当
支部ならではの和やかな雰囲気のもとで楽しい
ひと時を過ごすことができ、当支部にとって節
目の一日となりました。
� 赤澤師明

令和元年度緑支部定時総会、�
� 政治連盟定時大会及び懇親会のご報告

　５月１８日（土）ハウスクエア横浜　セミ
ナールームＡにて、政治連盟緑支部定時大会が
開催されました。議事に先立ち、菅原光男支部
長による挨拶がありました。第１号議案の平成
３０年度活動報告の件、第２号議案の令和元年

度活動基本方針案について可決承認されまし
た。そして第３号議案の支部役員の選出では那
住史郎会員が新支部長に可決承認されました。
　休憩をはさみ、次に緑支部定時総会が開催さ
れました。開会の言葉からはじまり、大田泰巳
支部長の挨拶、出席報告があり、武田昭芳議長
をはじめ、書記、そして署名人が選出され、議
事進行に入っていきました。
　第１号議案の平成３０年度事業報告、第２号
議案の平成３０年度収支決算報告、監査報告、
第３号議案の令和元年度事業計画案、第４号議
案の令和元年度収支予算案、第５議案の役員の
選出、第６議案の緑支部選挙管理委員承認につ
いて粛々と可決承認されました。
　第５議案の役員の選出について、新しい支部
長に駒井達雄会員、副支部長に岡本祐樹会員、
板垣徹宏会員、幹事で相談部長に宮田昇会員、
研修部長に那住史郎会員、広報部長に落合進会
員、厚生部長に星野涼子会員、総務部長に大田
泰巳会員、経理部長に小嶋秀樹会員と新メン
バーが揃いました。

　その後、懇親会が「木曽路」にて行われまし
た。豪華なお料理とお酒を前に会員の皆さま交
流を図られ大盛り上がりでした。新・旧役員の
会員方へのインタビューでは、感謝と期待の言
葉が行き交い温かい雰囲気に包まれておりまし
た。また、新入会員の自己紹介もあり、様々な
バックグラウンドを持つ会員方、早速馴染まれ
ておりました。最後に集合写真の撮影をしてお
開きとなりました。

緑支部
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　皆さまの多大なご協力により、一大イベント
を滞りなく終えました事に大変感謝いたしま
す。今後とも支部活動のご参加をよろしくお願
いいたします。
� （広報部員　荻原有記）

【令和元年度　支部総会のご報告】

　５月１４日（火）、令和元年度支部総会が、
産業貿易センタービル７階大会議室にて行われ
ました。
　松本康二前支部長から本間潤子新支部長へと
バトンが渡され、副支部長には、江崎大輔会
員、海原比呂志会員、小林千恵美会員が就任し
ました。
　「松本前支部長の積み上げた体制を維持しつ
つ、新しい意見も取り入れていきたい」と、本
間新支部長。
　その後、ホテルモントレ横浜にて行われた懇
親会は、青柳陽一郎衆議院議員、篠原豪衆議院
議員、東京地方税理士会横浜中央支部杉本竜太
支部長など多くのご来賓の方々もお越し下さ
り、盛況のうちに幕を閉じました。
� （横浜中央支部　西田）

【ドラゴンボートレースに�
� 参戦しました】

　令和元年６月２日　、私たち横浜中央支部　
“チームユキマサ横濱（仮）“は山下公園前
の海上で行われた横浜ドラゴンボートレース
２０１９に参戦いたしました。

　海でボートを漕ぐ練習ができませんので、陸
でのエアー練習のみの一発勝負でしたが、大先
輩も新人も皆で一致団結し、昨年の２分前半の
記録から大きく躍進し、今年は１分３７秒台で
６月２日午前出場艇３１艇中１１位という結果
を出せました。

　レース後の懇親会は川崎南支部を中心とした
行政書士会選抜チームとの合同開催で、お互い
の功績を称えあい、来年またこの海で会おう！
と固い約束を交わしました。

� （実行委員長　大野佐由里）

令和元年度　南・港南支部定時総会�
� 及び政治連盟南・港南支部大会報告

　令和元年５月１１日（土）１５時から港南区
上大岡・ゆめおおおかオフィスタワー５Ｆの横
浜市消費生活総合センター会議室３において、
令和元年度　南・港南支部定時総会が粛々と開
催されました。出席者数は委任状含め１０３名
でした。

横浜中央支部

南・港南支部
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　司会の柴崎先生が議長として選出され総会が
進行しました。
　開会の宣言のあと、冒頭、星野律子先生のご
冥福をお祈りするために出席者全員で黙祷を捧
げました。
　書記には横田先生、議事録署名人には池田先
生が指名され粛々と議事に入りました。
　まず、平成３１年度の支部会員移動状況につ
いての報告（平成３１年３月３１日現在会員数
１４１名、入会者１１名、退会者３名）があ
り、総会出席の新入会員７名から挨拶がありま
した。新入会員の今後に期待致します。
　その後、第１号議案　平成３０年度支部活動
報告の件、第２号議案　平成３０年度収支決算
報告ならびに承認の件について報告と質疑応答
を経て賛成多数で承認されました。
次に第３号議案　平成３１年（令和元年）度支
部活動計画の件、第４号議案　平成３１年（令
和元年）度収支予算承認の件について説明と質
疑応答を経て賛成多数で承認されました。続い
て第５号議案　役員選任の件について清水先生
より選挙結果の報告があり、小川恵一先生が新
たに支部長に選任された旨の発表がありまし
た。小川先生より支部長就任のご挨拶を頂きま
した。
　同好会の活動報告は和やかな雰囲気の中で各
担当者から行われました。
１６時２０分から政治連盟南・港南支部大会が
開催されました。
　開会の宣言のあと、寺岡支部長から来賓の方
へのお礼を含めたご挨拶がありました。次に来
賓の菅義偉内閣官房長官代理　奥野智佐之様、
神奈川県議会議長　桐生ひであき様、南区選出
市議会議員　仁田まさとし様、港南区選出市議
会議員　梶尾明様からそれぞれご祝辞を頂き、
内閣官房長官菅義偉様からの祝電披露があり議
事へと進みました。浦谷先生より第１号議案に
つきまして報告がありました。その後第２号議
案　役員選任の件で支部長の推薦として寺岡先

生の名があがり賛成多数により寺岡先生の支部
長再任が決定しました。
　最後に閉会の言葉を頂き、支部定時総会及び
政治連盟支部大会は無事終了となりました。
懇親会は「ＦＯＲＥＳＴＡＲＩＡ（フォレスタ
リア）」で行い、奥野智佐之様、桐生ひであき
様、仁田まさとし様、梶尾明様にもご出席いた
だき、和やかな宴の席で会員相互の親睦を深め
ました。� （橋本孝浩）

令和元年度�
� 支部定時総会、懇親会の報告

【支部定時総会】　
　令和元年度磯子・金沢支部定時総会は、５月
１７日（金）午後４時より金沢公会堂にて開催
されました。

支部長挨拶
　川﨑志朗支部長より、平成３０年度における
支部活動に関して、支部研修会や街頭無料相談
会・区役所相談会や図書館セミナー等での支部
会員の協力に対して謝辞が述べられ、今年度も
これらについて引き続き継続し、各種活動を推
進していきたい旨の話が述べられました。
　
開会及び成立宣言
　議事に先立ち、司会者の庄司旬子副支部長か
ら、津島正樹会員と村上伸昌会員がご逝去され
た旨の報告がされ、出席者一同で黙祷を捧げま

磯子・金沢支部
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した。
　次に定足数の報告があり、磯子・金沢支部規
則第１０条に定める要件を満たし、有効に成立
していることが報告され、本総会の開会の宣言
がなされました。
　
議　事
第１号議案平成３０年度事業報告、第２号議案
平成３０年度決算報告及び監査報告、第３号議
案令和元年度事業計画案、第４号議案令和元年
度予算案、第５号議案支部規則改正案が滞りな
く可決承認されました。
　続いて、第６号議案令和元年度支部役員等の
選出にて次のとおり選出されました。
支 部 長　　：川﨑志朗
副支部長　　：佃剛
　　　　　　　後藤国博
幹　　事　　：井出順
　　　　　　　庄司旬子
　　　　　　　草島芳
　　　　　　　塩足慶久
　　　　　　　片桐久幸
　　　　　　　谷知徳明
広　　報　　：安西いずみ
　　　　　　　山川格司
監　　事　　：重村勝弘
　　　　　　　石川房治
支部推薦理事：大菊明

閉会宣言
　司会者の庄司旬子副支部長から閉会の言葉が
述べられ、１６：４５に本総会を散会としまし
た。

【懇親会】
　総会に引き続き、金沢文庫駅近くにある「炉
端かば」に場所を移して懇親会が行われまし
た。
　懇親会は、県会、市会の多くの先生方をお迎

えし盛大に行われました。

� （広報通信員　山川格司）

【平成３１年度戸塚支部定時総会�
� 開催報告】
　平成３１年４月２７日（土）午後２時より戸
塚区総合庁舎において平成３１年度神奈川県行
政書士会戸塚支部定時総会が開催されました。

総会風景

　はじめに、議事に先立ち、物故会員に黙祷が
捧げられました。続く支部長挨拶の後、司会者
より本総会が有効に成立している旨報告され、
開会が宣言されました。
　議事では、第１号議案平成３０年度事業報
告、第２号議案平成３０年度収支決算報告、第
３号議案平成３１年度事業計画案、第４号議案
平成３１年度収支予算案が、質疑応答の後、い
ずれも可決承認されました。
　続いて第５号議案平成３１・３２年度支部役
員選出にて、次のとおり支部長および支部推薦
理事が選出されました。

戸塚支部
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　支部長　　　　大道　栄徳
　支部推薦理事　蛭川　奈美
　上記以外の役員は、次のとおり選任されまし
た。
　副支部長　�平　悦子�

（相談･東戸塚地区センター）
　　　　　　蛭川　奈美（研修･広報）
　　　　　　木野　和行（総務）
　幹　　事　�新津　茂�

（相談･東戸塚地区センター）
　　　　　　�藤村　宏二�

（相談･立場地区センター）
　　　　　　�藤野　卓�

（相談･立場地区センター）
　　　　　　苅田　磨己（研修）
　　　　　　望月　彦次（研修）
　　　　　　飯村　知子（総務）
　　　　　　矢島　睦美（会計）
　　　　　　横須賀　典正（福利･厚生）
　　　　　　木村　紘一郎（広報･通信）
　会計監査　西淵　陽子
　　　　　　石渡　大介

【神政連戸塚支部定時支部大会�
� 開催報告】
　定時支部総会に引き続き、午後４時より神奈
川行政書士政治連盟（神政連）戸塚支部定時支
部大会が開催されました。
　司会者の山口副支部長より開会の宣言の後、
第１号議案平成３０年度支部活動報告、第２号
議案平成３１年度事業計画案が滞りなく可決承
認されました。続いて、第３号議案支部活動に
ついての要望（ヒアリング）がなされ、第４号
議案平成３１・３２年度神政連支部長選出に
て、次のとおり支部長が選出されました。
　神政連戸塚支部長　　大道　栄徳

　支部大会終了後は懇親会が設けられ、盛況の
うちに閉幕しました。

� （広報担当　木村　紘一郎）

【鎌倉支部定時総会・�
� 定時大会開催報告】

　５月１６日（木）、逗子文化プラザ市民交流
センターの第２・第３会議室において、令和元
年度鎌倉支部定時総会・定時大会が行われまし
た。今年度は、気持ちも新たに、会場を例年の
鎌倉地区より逗子地区に移しての開催となりま
した。

総会の様子

　定時総会の審議は、まず、第１号議案　平成
３０年度事業報告承認の件、第２号議案　平成
３０年度収支決算報告承認の件及び監査報告に
ついて行われました。審議に先立ち、昨年度初
の試みであった、支部会員名簿のＨＰ・紙媒体
掲載と掲載料の徴収についてや、昨年度大きな
進展のあった、空家対策を軸とする行政庁・関
係団体との連携についてなど、説明が詳細に行
われました。採決の結果、両議案とも賛成多数
で承認可決されました。
　次に、第３号議案　令和元年度事業計画案承
認の件、第４号議案　令和元年度収支予算案承
認の件について審議がなされました。審議に先
立ち、今年度新たに取り組む支部規則改正他の
検討についてや、研修会・セミナーの開催につ
いてなど、説明が詳細に行われました。質疑応
答では、役員の手当に関する発言が出るなど、

鎌倉支部
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活発な意見が交わされましたが、採決の結果、
両議案とも賛成多数で承認可決されました。
　最後に第５号議案　役員等選任の件について
審議がなされ、採決の結果、賛成多数で承認可
決されました。
　休憩を挟み、政治連盟鎌倉支部定時大会が行
われました。
　審議は、第１号議案　平成３０年度活動報告
承認の件、第２号議案　令和元年度活動計画承
認の件、及び第３号議案　支部長候補者及び役
員選任の件について行われ、採決の結果、それ
ぞれ賛成多数で承認可決されました。
　懇親会は、逗子駅近くの「ＡＲＩＡ」（アリ
ア）で行われました。半立食形式で、参加者同
士の距離が近く、親密な雰囲気の会となりまし
た。途中、逗子市長の桐ヶ谷覚様がお立ち寄り
くださり、会員へ励ましとご期待のお言葉を頂
きました。また、本支部の会員でもある県会議
員、飯野眞毅先生も途中参加され、会員同士、
ワインなどを片手にお洒落なイタリアンをつま
みながら親睦を深めるという、令和の幕開けに
ふさわしい、気持ち華やぐ楽しい時間を過ごし
ました。� （松嶋千恵子）

【逗子図書館セミナー�
� 行政書士に聞く”相続のはなし”】

　６月１０日（月）、逗子市民交流センターに
て、逗子市図書館セミナーが開催されました。
　鎌倉市ではすでにおなじみの「図書館セミ
ナー」ですが、逗子市は今回が初めてです。講
師は、鎌倉支部のなかでも相続はじめ家事事件
に精通されている葉山町の早乙女和男会員が務
め、分りやすい語り口で相続の基本から遺言書
についてまでを話されました。
　豊富な資料と共に、ご自身の家庭裁判所での
調停委員という立場からの思いも含めての興味
深い内容で、裁判所における調停の現場でのリ
アルな事例紹介に、時には笑いが起き、また大
きく頷かれる参加者の皆さま。

　図書館カードを持っている６５歳以上の方が
対象でしたが、当日は１３名の市民が参加し、
最後には多くの質問も出て、時間ギリギリまで
やり取りが続きました。参加者の方々の、相続
や遺言をまさに我が事と考えている関心の高さ
がうかがえました。
　閉会後図書館の担当者から、好評につき来年�
以降も継続してセミナーをお願いしたい旨の依�
頼をいただきました。

� （田中頼子）

【令和元年度　横須賀・三浦支部�
� 定時総会開催報告】

日時：令和元年５月１１日（土）
　　　定時総会：１５：００〜
　　　懇親会　：１７：００〜
場所：�セントラルホテル�

（横須賀市若松町２−８）　
　　　定時総会　５階　エメラルド
　　　懇親会　　５階　サファイア

　令和元年度　横須賀・三浦支部定時総会がセ
ントラルホテルで開催されました。司会の増井
裕美子会員の開会の言葉で始まり、山口義則支
部長の挨拶、そして来賓として日頃からご指
導・ご支援を頂いております横須賀市市民部部
長鍇野芳江様に祝辞を賜りました。祝辞の中で
神奈川新聞に掲載されているコラム「コスモス

横須賀・三浦支部




