電話:
048-776-3367
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﹃彩 の国 行 政書 士埼
玉﹄ 号＝ 平成 年
月発行︶
﹁ 研修 旅行 は︑ 同業
者と 知 り合 うき っか け
作り と して 参加 して い
ます ︒ 共通 の趣 味で 何
年間 も 付き 合っ てい る
友達も増えました︒１人でも多
くの人の輪を作っていくのがビ
ジネスの基本です︒様々な行事
への参加が︑人脈の拡大に繋が
ると思います﹂︵大森副支部長︑
同 号＝平成 年 月発行︶
﹁研修旅行は新会員の方々の
参加が少ないと聞いています︒
確かに参加費負担はありますが︑
親交を深めよう︑今後の交流に
つなげていこう︑そういう強い
気持ちがあれば︑決してその負
担も無駄にはならないと思いま
す︒参加することで仕事の突破
口になるかもしれません﹂︵野
中副支部長︑同 号＝平成 年
月発行︶
上尾支部の研修旅行はもちろ
んのこと︑さらに埼玉会の研修
旅行にも参加して︑支部を越え
た交流を深めていきましょう︒
︵副支部長 田中智︶
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夏季研修会
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27
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平成 年７月 日︵金︶︑上
尾市文化センターにおいて夏季
研修会を開催しました︒
研修会は二部構成とし︑第一
部では当支部の小河原寛子事業
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ションを図ることによって︑会
平成 年９月 日︵土︶と
員同士がお互いに声を掛け合い︑ 日︵日︶の両日︑埼玉 県行政書
話し合い︑協力しあって業務を 士会の研修旅行が福島 県・磐梯
遂行していける体制を構築して 熱海温泉の﹁ホテル華 の湯﹂で
いければいいと思っております︒ 開催されました︒上尾 支部から
今年は申年です︒猿と言いま は８人の会員︵船川喜正支部長︑
すと︑﹁見ざる︑聞かざる︑言 大森眞市副支部長︑野 中尚副支
わざる﹂とよく言われますが︑ 部長︑増田好男総務部 長︑小河
会員の皆様には︑支部活動につ 原寛子事業部副部長︑ 石戸谷俊
いてしっかりと観察し︑積極的 介理事・総務部員︑荒 岡克巳顧
に情報を集め︑常に提案し続け 問︑副支部長・田中︶ が参加し
て頂きたいと思います︒
ました︒
最後に会員の皆様にとって本
埼玉会の研修旅行に参加する
年が健康で充実した素晴らしい 意義は︑﹁支部を越え た交流﹂
一年となりますよう祈念いたし という点にあります︒
まして︑新年のご挨拶といたし
埼玉会には の支部がありま
ます︒
す︒甚だ単純な計算で はありま
すが︑上尾支部の﹁ 倍﹂の埼
玉 会 と い う 海原 に 乗 り 出 し ︑
﹁ 倍﹂の人脈を洋々と広げて
埼玉会研修旅行
いくことができるはず です︒そ
れが埼玉会の研修旅行です︒
ここ３年間を遡って︑埼玉会
の研修旅行に参加した 上尾支部
の方々のコメントを︑ 埼玉会広
報誌﹃彩の国 行政書士埼玉﹄
から引用させていただきます︒
﹁ベテランの方の業務内容を
知りたくて参加しまし た︒懇親
会で支部を越えた交流ができて︑
その後も連絡を取って います︒
教えて頂いた業務内容 を早速実
践したいです﹂︵小河 原理事︑

1

支部長 船川喜正
んに直接 呼びかけご相談をお受
けする訳 ですから︑﹁身近な街
の法律家 ﹂としての行政書士の
本領を遺 憾なく発揮でき︑また
行政書士 の社会的地位の向上の
為にもいい機会でありますので︑
これから も継続していきたいと
思っております︒
広報活動としましては︑年２
回の支部 通信の発行︑相談会の
ポスター ・チラシの配布︑街頭
相談会に おけるポケットティッ
シュの配 布等今年も積極的に取
り組んでいきたいと思います︒
今年からマイナンバー制度の
運用も始 まり︑行政書士も高い
倫理観を 持って業務を行わなけ
ればなり ません︒コンプライア
ンスの精 神が更に強く求められ
ることで しょう︒年２回の業務
研修会も 内容を吟味し︑新入会
員向けの 研修も考慮しながら︑
会員の知 識と資質の向上を図っ
ていきたいと思っております︒
研修旅行・納涼会・忘年会等
を通じて会員相互のコミュニケー

12

142

17

新年のご挨拶

皆様︑新年明けましておめで
とうございます︒旧年中は支部
活動に深いご理解と多大なるご
協力を賜りまして厚く御礼申し
上げます︒本年も更なるご理解
とご協力を賜りますようよろし
くお願い申し上げます︒
上尾支部も会員数が 名にな
らんとしており︑支部活動の益々
の充実が重要と考えております︒
支部の社会貢献活動としまして
は︑上尾市・桶川市・伊奈町の
各庁舎における月１回の行政書
士相談を行っており︑特に県下
で上尾支部が最初に始めた﹁街
頭無料相談会﹂は︑市民の皆さ

27
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平成 年９月６日 日( ︑)毎年
恒例の日 帰り研修旅行が実施さ
れました︒
今年度は船川喜正支部長をは
じめ会員 名が参加しました︒
最初の目的地﹁山梨県立リニ
ア見学館 ﹂では︑２００３年に

2

10

10

最高時速
を記録した試験車
両 ︵ MLX01-2
︶の実 物展示に 圧
倒されました︒
また︑時速
の走行を振動
で体感出 来るシアター︑リニア
中央新幹 線開通後の大型ジオラ
マ︑リニ ア開発の歴史が表示さ
れた模型 など︑見どころが沢山
ありまし た︒このほか︑２人乗
りのミニ リニア浮上走行体験は
大変な人 気で長蛇の列となって
おりました︒
昼食は︑甲府盆地を一望でき
る﹁幸せ の丘ありあんす﹂で︑
郷土料理 のほうとう食べ放題を
いただきました︒
この食事処には︑国宝級の象
牙美術品 が多数展示されている
﹁象牙美 術館﹂が併設されてお
り︑午後 の行程までの間︑見学

街頭無料相談会

をする会員︑談笑する会員など︑ 市役所庁舎内とＪＲ上 尾駅構内
各々がゆっくりとした時間を過 に相談会開催のポスタ ーの掲載
ごしていました︒
を依頼しました︒さら に︑上尾
午後からは﹁酒折ワイナリー﹂ 市の﹁ぐるっとくん﹂ と桶川市
で製造工程や地下ワインセラー の﹁べにばなＧＯ﹂の 各市内循
を見学して試飲を楽しんだ後︑ 環バスへの車内広告の 掲載を依
﹁信玄餅﹂で有名な﹁桔梗屋﹂ 頼しました︒
へ向かいました︒
相談会開催直前には︑日本行
工場見学を予定していたので 政書士会連合会から埼 玉会を通
すが︑あまりの混雑で断念せざ して送付されたカレン ダーとポ
平 成 年 月 日︵土 ︶︑Ｊ
るを得ず︑買い物だけで終わる スターを︑県民活動総合センター
という少々残念な結果になって や伊奈町総合センター といった Ｒ上尾駅自由通路において県下
公的施設等に︑支部役 員が手分 一斉街頭無料相談会を開催しま
しまいました︒
した︒毎年 月は行政書士制度
当日は台風が来ていたことも けで掲載を依頼しました︒
相談会当日には会場となった 広報月間となっており︑広く市
あり︑天候には恵まれませんで
したが︑道中のバス車内は常に ＪＲ上尾駅自由通路上において︑ 民の皆さんに行政書士について
笑い声が絶えず︑会員の親睦が 行政書士会のマスコッ トキャラ 知って頂く良い機会として上尾
より一層深まった旅行となりま クターである﹁ユキマ サくん﹂ 支部でも毎年︑無料相談会を開
のロゴが入ったポケッ トティッ 催しています︒
した︒
同じ日には︑上尾商工会議所
︵厚生部副部長 佐藤久美子︶ シュとチラシを参加会 員が配布
し︑支部の活動をＰＲしました︒ 主催の﹁ＡＧＥＯまちフェス２
︵広報部長 鍵和田泰︶ ０１５﹂が上尾駅とその周辺施
設で開催されており︑非常に多
くの方々が来場されていたので︑
行政書士広報月間
上尾支部で用意した広報活動用
のチラシやポケットティッシュ
も多数配布することが出来まし
た︒
また︑午前中に行政書士会マ
ス コ ット キ ャ ラ ク タ ーで あ る
﹁ユキマサくん﹂の着ぐるみが
登場すると︑子どもや女性を中
心に写真撮影など更に賑わいを
見せました︒
この﹁ユキマサくん﹂は︑埼
県下一斉
玉県行政書士会より今回初めて
無償貸与されたものです︒
毎年 月は行政書士広報月間
と定められており︑全国の行政
書士会や各支部でも様々な催し
が開催されていますが︑当支部
でも毎年 月に街頭無料相談会
を開催しております︒相談会の
開催に伴い︑関係各所に依頼し
て準備を行いました︒
７月に上尾市・桶川市・伊奈
町の各市町の広報誌に広告の掲
載を依頼しました︒また︑桶川
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ユキマサくんの着ぐるみ
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夏季研修会の様子
部副部長に﹁正しい職務上請求
書の書き方講座﹂と題し講義頂
きました︒
ご自身が埼玉会より直接学ば
れた貴重な経験に基づき︑具体
例を交えた分かりやすい内容で︑
例題による作業では多くの受講
者が記載不足に気付くなど︑と
ても参考となる講義をして頂き
ました︒
第二部では当支部の槌本泰之
広報部副部長に﹁自家用車の相
続手続き﹂と題し講義頂きまし
た︒通常の移転登録との違いや︑
指定されている添付書類以外に
用意した方が良い資料など︑手
続きの機微までお話し頂きまし
た︒
台風の影響もあり当日欠席者
もありましたが︑新入会員含め
名の上尾支部会員が受講され︑
より知識を深めて頂きました︒
︵事業部長 武藤倫雄︶

支部研修旅行

集合写真
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相談会場の上尾駅は︑音楽イ
ベントが目的の若い方々が比較
的多かったように思います︒し
かし︑上尾市施設や上尾市内循
環バスへのポスター提示や上尾
市広報︑支部ブログでの事前告
知の効果もあり 組 件の相談
に対応しました︒当日参加した
支部会員は 名で︑二人一組に
なって相談対応しましたので︑
一人平均３組以上の相談に対応
した事になります︒まだ経験の
少ない会員にとっては︑ベテラ
ンの会員と組む事で非常に良い
経験となったのではないでしょ
うか︒
相談内容は︑やはり相続と遺
言が多く全体の約８割を占めま
した︒
市民の皆さんは︑自身の抱え
ている問題や不安をだれに相談
すれば良いのか分からずに困っ
ています︒行政書士会上尾支部
では︑今後も広報活動や街頭無
料相談︑支部事務所相談︑二市
一町への相談員派遣による市民
貢献を通して﹁街の身近な法律
家﹂を実践していきたいと思い
ます︒
23

36

42

︵事業部長 武藤倫雄︶

て︑相談に来られる方がいらっ
あげお産業祭
しゃるのかと心配されましたが︑
お昼前後から徐々に相談にみえ
無料相談会
る方が増えてきて︑雨の中でも
この相談会の需要があったこと
平成 年 月７日︵土︶と８ を感じさせられました︒
日︵日︶ の２日間にわたり︑あ
２日間の相談者の合計は 人︑
げお産業 祭会場において街頭無 相談件数は 件でした︒
料相談会を開催しました︒
内訳は︑相続 件︑遺言９件︑
あげお産業祭の会場では︑キャ 離婚３件︑贈与３件︑不動産３
ラクター ショーの開催や市内の 件︑親子関係１件︑成年後見１
各団体の テントが建ち並び︑た 件︑金銭１件︑土地開発１件︑
くさんの 来場者によって大変な 許認可１件︑その他８件となり
賑わいとなりました︒
ました︒
初日は天候に恵まれて多くの
上尾支部の会員からは︑２日
市民の方 が相談に訪れ︑一時は 間で述べ 名が相談会に参加し︑
相談ブー スが一杯になるほどで 熱心に市民の相談に応対しまし
した︒今回は︑参加した会員が︑ た︒
背中に﹁ 埼玉県行政書士会﹂の
今回の相談の内訳を見ると︑
ロゴが入 ったおそろいの水色の 相続︑遺言の相談が多いのは例
ジャンパ ーを着て相談会に臨み 年通りですが︑従前の内訳には
ました︒ おそろいのジャンパー 該当しない相談も多く寄せられ
によって︑行政書士会の相談ブー ました︒市民の方々が﹁こんな
スが目立 ったのと︑スーツ姿よ 相談もいいのかしら？﹂と立ち
りも相談 しやすい雰囲気があっ 寄られることが多く︑まさに街
たようで︑好評でした︒
の身近な相談先として行政書士
２日目は︑朝から雨が激しく を活用していただけている実感
が湧きました︒そして︑そのよ
うな相談に来られた方々に︑適
切な相談先を紹介し︑そこに繋
ぐことも重要な役割だと感じま
した︒そのためにも︑私たち行
政書士は日々様々な情報のアン
テナを張り︑まず行政書士に相
談して良かったと思っていただ
けるような相談先でありたいと
改めて認識した相談会でした︒
︵事業部副部長 佐々木幹︶

岩槻支部から４名の計 名と多
くの方々にご参加いただきまし
た︒
多くの質問が寄せられ︑活気
が溢れるなか︑あっと言う間に
２時間が過ぎて非常に充実した
研修会となりました︒
︵事業部員 野本正敏︶

3

忘年会
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25

49

30

35

平 成 年 月４ 日︵金 ︶︑上
尾市内の和食店にて忘年会が行
われました︒
同日に冬季研修会が開催され
たこともあり︑研修会から引き
続き支部会員が参加し︑またお
招きしたご来賓の方々もいらっ
しゃり︑合わせて 名が参加さ
れました︒
ご来賓には︑荒岡克巳埼玉会
会長と︑冬季研修会の講師をし
ていただいた浦和公証センター
の小林英樹様のお二人をお招き
しました︒
料理は鰻の蒲焼をメインとし
た豪華なもので︑十分なボリュー
ムがありました︒
忘年会は一本締めで無事終わ
り︑来年も良い年であることを
全員でお祈りしました︒
︵厚生部長 齊藤竜造︶

27

冬季研修会

12

中央に講師の小林英樹様

平成 年 月４日︵ 金︶︑ 冬
季研修会が上尾市コミ ュニティ
センターにて開催されました︒
今回は浦和公証センターより
現役の公証人である小 林英樹様
を講師に招き︑﹁離婚 給付契約
書の実務と要点﹂をテ ーマにお
話頂きました︒
講義では現役の公証人ならで
はの経験を生かした作 成上の注
意点に加え︑実際にあ った事例
での対処の仕方を丁寧 に分かり
やすく教えていただき ︑また検
事時代のエピソードも 交えた有
意義なお話を数多く聞 くことが
できました︒
離婚給付契約書作成自体︑実
際の依頼数は多くない とはいう
ものの︑よく相談を受 けるテー
マであり︑講師が現役 の公証人
ということもあって︑ 上尾支部
から 名︑大宮支部から３名︑
27
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鞭撻を賜りたくよろし くお願い 合格後︑測量会社で事務職をし︑
します︒
その後︑東京入国管理局に勤め
ました︒
やって行きたい業務はやはり
入管関係を中心にしつつ︑建設
業許可︑相続︑農地法許可をやっ
て行きたいと思っています︒
今年の目標は昨年同様﹁ドラ
ムを叩けるようになる﹂です︒
この度︑行政書士登録をした
改めまして本年もよろしくお
新山文敏と申します︒ 大学卒業 願いいたします
後︑経営コンサルティング会社︑
通信販売会社の財務・ 法務部門
を経て︑現在に至ります︒
近時︑ＩＴ等の科学技術の進
経理部からのお願い
歩は凄まじいもので︑ 情報が即
座に︑コストをかけず に入手で
きる環境において︑士 業の世界
支部会費について︑平素から
の置かれている状況は ますます ご理解ご協力を賜りありがとう
厳しくなるものと感じています︒ ございます︒
﹁国民の利便に資する﹂ため︑
振込時の氏名表記は︑事務所
アンシャン・レジーム の打破︑ 名ではなく個人名が分かりやす
新時代の行政書士像確 立を夢み いです︒ご面倒でも個人名での
て邁進する所存です︒ 宜しくお 入力をお願いします︒
願い致します︒
また︑支部経理に対する疑問
やご意見もあろうかと思います
が︑ メール ︑ FAX
等 でお受 けし
たいと思います︒会員相互のた
めの会費ですから︑可視化を図
りながら明快で伸びやかな経理
としたい意向です︒時として経
理部から会員の皆様に︑直接連
絡を差し上げることもあります
が︑相互確認の必要性からです
ので︑ご承知おき下さい︒
︵経理部長 三浦智︶

昨年から上尾支部に所属させ
ていただいております 野本正敏
と申します︒
私は家業で不動産賃貸・管理
の仕事をしつつ平成 年度の行
政書士試験に合格しました︒

4

新規会員向け説明会

平成 年６月１５日に埼玉県
行政書士会に登録となりました︑
新規会員の５名の方々に自己 新人の菅野真一と申します︒
紹 介 ︑ 抱 負 な どを 伺 い ま し た
支部活動や研修を通して︑良
︵五十音順︶︒
き先輩方・同期に恵まれ︑良き
アドバイスを貰いながら毎日励
んでおります︒
入管業務・相続業務に力をい
れていきたいと思いますが︑お
客様のお力になれるよう日々勉
強を重ねて参りたいと思います︒
笑顔と元気をモットーに︑いつ
お客様がお越しいただいても話
平成 年４月に新規会員登録 しやすい事務所作りをしてまい
を致しま した糟谷廣一郎と申し ります︒どうぞよろしくお願い
ます︒
致します︒
２年前に定年退職するまでは︑
週刊誌の 企画・編集をしていま
した︒ 年ぐらい編集に携わっ
ていたこ とになります︒その経
験を︑高 齢者・障がい者福祉支
援などの 分野で役立てようと思
います︒﹁対行政﹂の場面では︑
初めまして︒このたび埼玉県
利用者や 公務員とともに︑より 行政書士会に入会致しました佐
よい仕組 みを作っていくことが 藤修一といいます︒
必要だと 考えています︒昔はよ
昭和 年生まれ︑ 歳の若輩
く北アル プス登山をしました︒ 者ですが︑自動車販売会社に現
パラグラ イダーにも５年ほど熱 在も勤めていることもあり︑今
中したこ とがあります︒いま︑ までの経験を活かして自動車関
南会津で 蕎麦づくりをしていま 連の業務に力を入れていきたい
す︒
と思っています︒
また支部活動や業務研修会を
通じてその他の業務も手掛けら
れる︑ひいては地域の皆様の頼
りになれる行政書士を目指した
いと思っています︒
スタートラインに立ったばか
りですが︑諸先輩方のご指導ご

新山文敏 会員

野本正敏 会員

新規会員自己紹介
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説明会の様子
平成 年７月２日︵木︶︑新
規会員４人の出席のうえ︑支部
事務所において新規会員向けの
説明会を開催しました︒
まず船川支部長より支部全体
の説明があり︑支部活動に積極
的に参加してほしい旨の話があ
りました︒三浦経理部長からは︑
支部会費納入についての説明が
ありました︒武藤事業部長から
は︑二市一町︑街頭及び支部事
務所の無料相談並びに年２回の
研修会の説明があり︑積極的に
参加してほしい旨の話がありま
した︒斎藤厚生部長からは︑支
部旅行︑納涼会及び忘年会の説
明がありました︒鍵和田広報部
長からは︑年２回発行の支部通
信の説明がありました︒総務部
長からは︑定時総会資料︑支部
規則︑人事配置図及び理事監事
名簿等を基に説明がありました︒
︵総務部長 増田好男︶
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糟谷廣一郎 会員

菅野真一 会員
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