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翌 日 のバ ス 旅 行は ︑
﹁道の駅しもにた﹂で神津
牧場のソフトクリームを楽
しんだ後︑世界遺産暫定リ
スト記載の﹁富岡製糸場﹂︑
洋菓子店舗﹁ガトーフェス
タハラダ﹂工場を見学︒昼
食は 〜 世紀の貴族の館
を再現した英国邸宅﹁ザ・
ジョージアンハウス 1997
﹂
で取り︑夕方︑大宮駅前で
解散しました︒

30

研修旅行運営にご協力頂
き︑また参加を広く呼び掛
けて頂きました会員の皆様︑
どうもありがとうございま
した︒
︵副支部長 田中智︶
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﹃ 年 々 歳 々 人同 じ か ら
ず︒﹄という諺があります
が︑我々は︑この素晴らし
い伝統をより改善し︑行政
書士の地位向上と社会貢献
に邁進したいと思います︒

<支部HP>
www9.ocn.ne.jp
/~ageo/

すなどの好成績を収めまし
会員の皆様にとって益々 た︒夕方からの懇親会では︑
良い年でありますようお祈 参加者が酌を注ぎ合い︑話
り申し上げます︒
に熱心に耳を傾けるなどの
光景が見られました︒懇親
会の後は二次会で更に交流
を深め︑その後も旅館の宿
埼玉会研修旅行
泊部屋やロビーなどで︑参
加者同士の会話が夜更けま
で続きました︒

<支部公式ブログ>
ameblo.jp
/ageoshibu/
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1

FAX:
048-776-3764

埼玉県行政書士会の研修
旅行が９月 日︑ 日の両
日︑群馬県安中市の﹁舌切
雀のお宿 磯部ガーデン﹂
ほかで開催されました︒上
尾支部からは会員のご家族
も含めて 人が参加し︑総
合大会︑懇親会︑バス旅行
などを通して︑支部を越え
た交流を深めました︒支部
別参加者数では︑上尾支部
は県内 支部中第１位でし
た︒研修旅行全体の参加者
数は 人でした︒
29

日の総合大会は︑囲碁・
将棋・麻雀・俳句・卓球・
ボウリング・ゴルフ・写真
の各種目が競われました︒
上尾支部は準優勝２人を出

11

上尾支部通信

20

電話:
048-776-3367

23

支部創立 周年を迎えて
上尾支部 支部長
秋山允宏より新年のご挨拶

12

40

85

40

パスカルは︑﹃人間は自
尾支部の発展に寄与された 然の中で最も弱い一本の葦
先生方５名に感謝状を贈呈 に過ぎない︒﹄といってい
します︒
ます︒ＴＰＰによる規制緩
和などを直前にして︑行政
長きに亘る歩みの中で︑ 書士は︑法律家の中におい
幾多の困難を乗り越えなが て﹁一本の葦﹂に過ぎず︑
ら今日に至ることができま 法改正に乗り遅れが心配で
したのも︑多くの役員及び す︒パスカルは︑﹃この葦
会員の先生の多大なるご尽 は考えるという能力がある
力の賜物です︒
故に偉大で尊厳がある︒﹄
とも言っています︒
会員の皆様あけましてお
支部の先輩は︑他支部に
めでとうございます︒日頃 先駆けて 数年前に県下一
行政書士は︑このような
は支部の運営に多大なるご 斉の無料相談会のルーツと 厳しい現実を直視し︑常に
支援を頂き心より御礼申し なった行政書士無料相談会 業務の研鑽に励み︑信頼の
上げます︒
を上尾駅の通路において始 確保に励むことは勿論︑上
めました︒
部団体の日本行政書士連合
会と日本行政書士政治連盟
上尾支部は昨年 月をもっ
また︑これと同時期に上 による行政書士地位向上の
て創立 周年の佳節を迎え 尾市・桶川市・伊奈町それ 法改正にあつく期待したい
ました︒支部創立 周年に ぞれに毎月行政書士相談員 と思います︒
あたり︑長年役員として上 を派遣しました︒
40

<支部事務所>
住所：
上尾市本町1-1-5
遠山ビル201号室
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街頭無料相談会

二日目には 名の相談員 たように思います︒支部活
が参加しました︒雨が心配 動を通じて行政書士業務を
されていましたが︑幸い降 周知し︑市民の皆さんに相
られることなく無料相談会 談会等を活用していただく
を行うことができました︒ ことにより地域社会へ貢献
やはり前日に比べると来場 し︑会員の皆さんの業務に
者︑相談者とも少なくはなっ 結びつけられるように今後
たものの︑ 名 件の相談 とも積極的な事業部活動を
に対応しました︒
心がけていきたいと思いま
す︒
二日間を通して︑相談内 ︵事業部長 船川喜正 ︶
容は相続と遺言が大半を占
相<談内容詳細︵２日間合計︶ >
めましたが︑個々の内容と
しては相続準備の相談が多
相続 件︑遺言 件︑不動
く見受けられました︒残す
産５件︑成年後見３件︑親
方も残される方も共に何が
子関係１件︑その他５件
最良かをお悩みの方が多かっ
37

21

27

17

2

議員︑中根一幸衆議院議員︑
島村穰上尾市長︑畠山稔埼
県下一斉相談会
玉県議会議員にお立ち寄り
いただきご挨拶を頂戴しま
した︒行政と市民とを繋ぐ
大きな役割を期待されてい
月 日︑埼玉県行政書 ると実感しました︒
士会主催による県下一斉相
談会に際し︑上尾支部では
相談内容はやはり相続・
上尾駅西口自由通路におい 遺言がもっとも多かったの
て街頭無料相談会を開催い ですが︑成年後見︑不動産︑
たしました︒
借地借家︑離婚︑金銭問題
など幅広い対応が求められ
てきていますので︑事業部
としても研修会等を通して
会員の皆さんの知識向上に
資してまいりたいと思いま
す︒
︵事業部長 船川喜正︶

27

12

26

76

相談員として 名もの支
部会員に参加していただけ
たことに感謝いたします︒
相談者 名︑相談件数 件
という結果は︑同日に県内
各支部において開催された
相談会のなかでトップの数
字でした︒

17

10

60

また︑当日は大島敦衆議院

月９日︑ 日の２日間︑
あげお産業祭会場内の特設
テントにおいて街頭無料相
談会を開催しました︒昨年
は上尾上平公園にて開催さ
れていましたが︑上尾市民
体育館の工事が終わり︑２
年ぶりの当会場での開催と
なりました︒
10

初日は秋の日差しのもと
多くの来場者で会場全体が
大変にぎわう中︑相談にみ
えた方も多く︑ 名の支部
会員が相談員として 名
件の相談に対応しました︒

11
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上尾市

上尾市

上尾市

相川 弘子
浦和支部
↓上尾支部

小杉 悦子
浦和支部
↓上尾支部

槙野 邦夫
東京会
↓上尾支部

変更

伊奈町 佐藤 久美子

桶川市 松井 純太

上尾市 鈴木 英夫
丸川 國俊
今井 信治
三浦 智
無川 一男
入倉 洋樹
大谷津 和夫

新入会

24

25

のプロセスを丹念に解説し
ていただき︑非常に分かり
やすいご講義でした︒
︵事業部長船川喜正︶

修の後半には︑各受講者が
自身の事務所について実際
会員動向
のワークシートを使って研
究︑検討をしてみました︒
実際にやってみることで︑
知り得た知識を習得できた 平成 年 月から平成 年
と思います︒
月までの上尾支部の会員
動向です︒

今後も会員の皆さんの業
務拡大に役立つテーマの研
修会を企画していきたいと
思いますので︑ぜひより多
くの会員の方々に参加して
いただきたいと思います︒
今回の研修には他支部か
らの受講者を含む 名が参 ︵事業部長 船川喜正︶
加され︑この業務に対する
興味と期待の大きさがうか
がえました︒
講義内容は︑﹁見える化﹂
をキーワードに︑企業にお
ける財務諸表には現れない
自社の強みを再発見︑再確
認することにより︑企業の
今後の方向性の準備及び決
定や社外に対するアピール
に活用していこうというも
のです︒

11

夏期業務研修会

上尾支部の夏季業務研修
会が７月 日︵金︶︑上尾
市文化センターで﹁農地転
用 と 開発 行 為 に つい て ﹂
︵実例 : 年居 住者の自己
居住用建築物の許可︶とい
うテーマで開催されました︒

冬期業務研修会

30

研修では︑そもそも知的
資産とは何か︑財務諸表上
の資産との違いや強みを具
体的なデータや実例を例に
挙げながら丁寧に講義して
いただけたので︑各自理解
が深まったようでした︒研

3

26

20

28

今回の研修は知的資産経
営支援について︑東京都行
政書士会武鷹支部の高谷桂
かつて役所にお勤めで豊 子先生を講師にお迎えし
富な実務経験をお持ちであ 月３日に開催しました︒
る上尾支部会員の関口光男
先生に講師をお願いしまし
高谷先生は知的資産認定
た︒
士であるとともに︑知的資
産経営支援のＮＰＯ法人の
当日は 名の会員が参加 理事長をつとめられ︑この
し︑関口先生が実例をあげ 業務に精通しておられる行
て建築物の許可に至るまで 政書士です︒

12
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初めに厚生部長會田和夫の
司会者で開催され︑次に上
尾支部長の秋山允宏先生か
ら﹁上尾支部の一年間の活
動報告と感謝の挨拶﹂をさ
れ︑次に埼玉県行政書士会
会長荒岡克巳先生から﹁埼
玉会の一年間の活動報告等
と謝辞と挨拶を述べられ﹂
次に今回国から瑞宝双光章
を頂いた髙村多嘉藏先生か
ら﹁喜びとユーモアを交え
た話を伺い﹂ました︒
次に 年間行政書士を開
業されている榎本幸雄先生
の音頭で乾杯をされ宴会が
始まったのです︒
会場の各円卓上には豪華
な洋食︑和食が用意されて
いて食べ切れないほどの料
理とワインやソフトドリン
クの飲み放題でした︒

また︑各席では行政書士
業の話しなど︑数多くの意
見交換をされて︑強く︑ま
た︑深く親睦を高めて行っ
た様子です︒

また︑同東武バンケットホー
ル内の別の会場で埼玉県会
支部相談員募集
議員畠山稔先生の懇親会が
されていたので︑会長︑支
部長と各役員さん方々が挨
拶に行きました︒その後︑
同会懇親会に出席していた
平成 年度の支部事務所
衆議院議員大島敦先生が忘 相談員を募集いたします︒
年会の会場におみえになり︑
﹁感謝と激励の挨拶﹂をし
支部事務所では平成 年
て行かれました︒
度より支部広報活動の一環
として︑県下最初の試みで
宴会も最高に盛り上がり︑ ある毎週火曜・木曜・土曜
なごり惜しくも時間が過ぎ の３回 時から 時までの
てしまいましたのですが︑ 無料相談を受け付けていま
新人会員の佐藤久美子先生 す︒
の締めの挨拶で忘年会が無
事終了しました︒
この度︑平成 年度︵平
成 年４月から平成 年３
︵担当は厚生部長會田和夫︑ 月まで︶に事務所で市民の
副厚生部長町田滿︑厚生部 皆さんからの相談を担当し
員小杉悦子︑佐藤久美子で ていただける相談員を募集
す︒︶
します︒事務所相談は︑各
自治体へのチラシ配布の効
果もあって︑相談件数も徐々
に増えつつありますので︑
ぜひ皆さんのお力をお貸し
下さるようお願い申し上げ
ます︒
︵事業部長 船川喜正︶

40

広報用チラシ

支部事務所の無料相談の
実施を宣伝するためのチラ
シが完成しました︒

上尾市役所︑桶川市役所︑
伊奈町役場には既に設置さ
れており︑市民の皆さまに
広くご覧頂けるようになっ
ています︒

今後は各方面に働きかけ︑
各市町の支所などの施設に
設置を進めていく予定です︒

︵事業部︶

4
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忘年会

25

12

上尾支部︑平成 年 月
３日︵火︶午後６時から午
後８時まで︑上尾駅東口に
ある東武バンケットホール
上尾内ポリアス会場に於い
て︑埼玉県行政書士会会長
荒岡克巳様を来賓としてお
招 き ︑更 に 当 日 ︑研 修 会
︵知的資産経営︶講師の東
京都行政書士会武鷹支部髙
谷桂子先生と浦和支部日笠
雄一郎先生︑岩槻市支部藤
谷浩祐先生︑春日部支部大
村世一先生と上尾支部会員
名合計 名出席で平成
年度の埼玉県行政書士会上
尾支部忘年会を開催しまし
た︒
36

宴会が始まってから司会
者の紹介で熟年者︑中堅者︑
新人会員の順で自己紹介を
しながら和やかに宴会が進
んで行きました︒
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