「成年後見支援センターとちぎ」を
会員の力で大きく育てて下さい
成年後見特別委員会
委員長 福田 勝守
成年後見特別委員会には日頃より会員の皆様方の温かいご支援感謝申し上げます。
この誌上をお借りいたしまして「成年後見支援センターとちぎ」の成立までの経過
を報告させていただきまして、会員の皆様方のご協力をお願いいたします。
業務開発部の中に成年後見研究会という会が前会長時代に作られました。それが途
中から成年後見特別委員会という名称で、業務開発部から独立した組織に変更されま
した。会長が変わりましたが成年後見特別委員会は存続しました。現在私が委員長を
仰せつかっています。委員長になったときは成年後見業務を行政書士会員の業務とし
てやれたらいいという考えでまず取り組みました。しかし、結局今まで１０何年も成
年後見とかかわってきて、うまくいかなかったのは、行政書士会の名前を使って運営
しようとしていたからだということがわかってきました。
委員会では成年後見をどのような形にしたらよいのか議論し、また会員からアンケ
ートもとりました。そのなかには「コスモス」への「入会希望」の項目も作りました。
入会希望者が多ければ、即栃木支部の設立を予定していましたが、人数が少なくこれ
は断念せざるをえませんでした。その後、委員会、全体会議を必要に応じて開き検討
しました。今ある成年後見研究会を発展解消し「栃木県行政書士会 成年後見支援セ
ンター」という名称で発足させるというところまでこぎつけました。この名称で発足
させたいということで、三役会に諮りましたところ、ほかの業務との兼ね合いもあり、
宜しくないという結論になりました。よく考えれば、頭に栃木県行政書士会の名称を
いれるのは今までの発想と全く同じでありうまくいくはずはなかったのです。
その後委員会、全体会議を開き検討を重ねました。名称は「成年後見支援センター
とちぎ」に決まりました。２４．１．６に発起人会、２４．３．２７に創立総会を開
催することができ、ここに「成年後見支援センターとちぎ」は正式に発足することに
なりました。会員が作った自前の組織です。これは完全に会から独立した組織です。
成年後見の分野は行政書士には未知の分野です。役員はじめ皆様やる気満々です。攻
め口はいろいろあると思います。入会金０円、会費年１，０００円です。活動は会員
が手弁当でやり金をかけないで無理のないように長続きするようにやっていくとい
うことです。ぜひ研修を終えた会員の加入をお待ちしています。新しい風をどんどん
いれて、「成年後見支援センターとちぎ」をとりあえず、県下で認知されるようにす
ることが目標ですので是非新しい力を貸してください。
最後に、「成年後見支援センターとちぎ」への栃木県行政書士会の絶大なご支援、
ご指導を宜しくお願い致します。
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栃木県行政書士会
平成２４年度第２回理事会開催
６月８日（金）行政書士会館において、平成２４
年度第２回理事会が開催されました。
須永威会長のあいさつでは、浅野吉知元会長が、
黄綬褒章の栄を受けたことが紹介され、２年目の事
業推進についての話があった後、以下の報告が行な
われました。
（報告事項）
（１） 日行連の近況について
（２） 日行連定期総会について
この日の出席者は、３５名の定数に対し、３３名
によって議案審議が行なわれました。
（議案）
議案第１号 栃木県行政書士会役員選任規則の改
正について
会則改正に伴う改正
議案第２号 平成２４年度事業の具体的推進につ
いて
部会ごとに別れて検討し、その結果を部長報告の
後、質疑がなされました。
上記議案は、すべて可決承認されました。
ここで、住吉和夫名誉会長、宮澤昭夫相談役のあ
いさつがあり、議案第２号の審議で、各部会の検討
中に行なわれた、別室での支部長との意見交換会の
報告がありました。
そのなかで特に、過日行なわれた支部の再編に関
するアンケート結果については、現状維持という意
見が多かったことから、今後の検討課題とすること
となりました。
また、今年度の公開講座については、県内３箇所
で行なうこととなり、協力をお願いし、閉会しまし
た。
（広報部 山ノ井一男）
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須永会長 とちぎテレビにコメンテーターとして出演！！

とちぎテレビのニュース番組「ニュースワイド２１」（６月１８日放送）に、コメンテーターとし
て須永威会長が出演しました。これは、とちぎテレビからの出演依頼を受けたもので、「当日のニュ
ースについて、豊富な人生経験に基づいたコメントをする」というものでした。
生放送ということもあり、ニュースキャスターから事前の打ち合わせにないコメントを求められる
など、傍で見ている方は終始ハラハラしていましたが、落ち着いた口調でコメントする会長の姿は正
に「信頼できる行政書士」でした。一般的なニュースへのコメントが主だったため、専門的な話題は
少なかったものの、震災に対する行政書士会の活動を紹介するなど、視聴者に行政書士制度をしっか
り印象付ける放送になったことと思います。
（広報部 田代昌宏）

日行連定期総会開催

去る６月２１、２２日の２日間、福井県福井市の
フェニックス・プラザ会館１階「大ホール」会場に
て日行連定期総会が開催されました。
この総会には、代議員として須永会長の他副会長
５名、日行連相談役として住吉和夫会員、浅野吉知
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会員が出席しました。
会議に先立ち、総務大臣表彰、日本行政書士会連
合会会長表彰があり、本会関係者では、連合会推薦
で前澤眞一会員（宇都宮支部）、単位会推薦で河田
力会員（佐野支部）、山本昭子会員（宇都宮支部）、
鈴木昇会員（小山支部）、石塚直会員（塩那支部）、
根岸槇治会員（栃木支部）、大柿榮会員（那須支部）、
松本伸一会員（小山支部）、渡邊眞会員（宇都宮支
部）の９名が受賞されました。
各会員には、長年にわたり当行政書士会の発展に
ご尽力された事に感謝を申し上げますと共に、心か
らお祝いを申し上げます。
会議に移り、総会成立宣言、議長・副議長の選出、
議事録署名人の指名、議事運営委員会の報告等があ
り議案審議に入りました。
提出された議案は次の通り。

第 1 号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案
第７号議案
第８号議案

平成２３年度事業報告
平成２３年度決算報告
平成２４年度事業計画（案）
一般社団法人コスモス成年後見サポ
ートセンターへの寄付金支出の件
平成２４年度予算（案）
日本行政書士会連合会会則の一部
改正（案）（１）
日本行政書士会連合会会則の一部
改正（案）（２）
役員（理事）の補欠選任

議事の運営で、議案等は事前配布済のため各自

の提出質問書により執行部の答弁より入る事に成り
ました。
質問件数は、
１５３件で例年より多く
（Ｈ２１ １
０４件、Ｈ２２ １２９件、Ｈ２３ １０６件）関
心度が高いと感じました。
第１号、第２号、第３号、第４号、第５号、第６
号、第８号と賛成多数で可決されましたが、第７号
議案、会費の値上げについては、議場閉鎖時の在籍
代議員数は２１２名、うち賛成者１１２名、反対者
１００名よって否決されました。
総会前の１９日は、台風４号により、各地で大き
な影響を受け、乗物にも混乱を与えましたが、無事
終了致しました。
（副会長 押野 佑）

政連だより
平成２４年度第２回日政連栃木会幹事会開催
６月８日（金）行政書士会館において、平成２４
年度第２回日政連栃木会幹事会が開催されました。
来賓として、野田尚吾前栃木県議会議長、石渡丈
夫前小山市議会議長、山ノ井一男前西方町議会議員
のあいさつの後、日本行政書士政治連盟の近況の報
告がありました。
なお、今回は田渕徹副会長が議長となり、議案審
議に入りました。
（議案）
議案第１号 平成２４年度運動計画の推進につい
て

上記議案は、すべて可決承認され、その後議員連
盟との、意見交換に入りました。
特に今回は、各行政機関における、窓口規制の協
力について、有意義な意見の交歓がなされ、閉会い
たしました。
（広報部 山ノ井一男）

～第３２回 日政連定期大会への参加報告～
去る６月２２日（金）、日行連定期総会後午前１
０時３０分より、福井県福井市のフェニックス・プ
ラザで行われました第３２回日政連定期大会へ参加
しました。
式次第に則り行なわれ、全国代議員総数１５６名
のうち、栃木会からは、須永・押野・青木の３名の
代議員出席のもと、議案審議が行われました。
第１号議案については８件、第２号議案について
は５件、第３号議案は１件、第４号議案は１２件、
第５号議案は６件、総数で３２件の質問があり、そ
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れぞれの担当者が回答し、質問者も納得されました。
内容につきましては、第４号議案の中で「行政不
服申し立ての代理権獲得」の質問が多くあり、「日
政連の法律制定実現に向けての今後の活動に期待し
たい」旨の要望がありました。
そして１２時３５分の閉会のことばで、すべて終
了いたしましたことをここにご報告申し上げます。
日本行政書士政治連盟栃木会
幹事長 青木勇夫

今月の表紙：西那須野ふれあいまつり

わがまち自 慢

—那 須 塩 原 市 —

那須塩原市は東北新幹線や宇都宮線、東北自動車道、国道４号などの幹線が通る交通の要衝地であ
り、これを利用した観光産業は本市の大きな魅力です。今回はそんな那須塩原市で行われる自慢のイ
ベント情報をお伝えします。当日は皆さんが訪れることを心よりお待ちしています。
西那須野ふれあいフェスタ・ふれあいまつり
と き ７月２７日（金）～２８日（土）（２７日ふれあいフェスタ、２８日ふれあいまつり）
ところ ふれあいフェスタ（西那須野公民館）、ふれあいまつり（西那須野駅前）
「西那須野ふれあいまつり」では、毎年恒例の仮装大会や流し踊り、保育園児による花笠踊りなど、
訪れた人が夏の風物詩を楽しみます。
また、プレイベントである「西那須野ふれあいフェスタ」では、ステージイベントや那須疏水開削
の歴史を元にした「疏水レース」などのユニークな催しが行われます。
塩原温泉古式湯まつり・塩原八幡宮例大祭・塩原温泉まつり
と き ９月７日（金）～１０日（月）（７日塩原温泉古式湯まつり、８日塩原八幡宮例大祭、９
～１０日塩原温泉まつり）
ところ 塩原温泉古式湯まつり（元湯～塩原温泉）、塩原八幡宮例大祭（塩原八幡宮）、
塩原温泉まつり（塩原温泉街）
塩原温泉の繁栄を祈願するために、狩衣や
白装束をまとった人々が「分湯行列」をつく
って御神湯を奉納する「塩原温泉古式湯まつ
り」、巫女舞や関白流獅子舞の奉納を行う「塩
原八幡宮例大祭」、そして市内の６地区から
大きな山車を繰り出し、温泉街を盛大に練り
歩く「塩原温泉まつり」の３つの祭りが４日
にわたり行われます。
厳かさと華やかさを併せ持つこの４日間は、
秋の訪れを告げる行事として人々に愛されて
います。
大将鍋出陣まつり・那須野巻狩まつり
と き １０月２７日（土）～２８日（日）（２７日大将鍋出陣まつり、２８日那須野巻狩まつり）
ところ 大将鍋出陣まつり（那須塩原駅東口）、那須野巻狩まつり（那珂川河畔運動公園）
源頼朝は自らの勢力を天下に知らしめるため、那
須野が原一帯で大きな巻狩を実施しました。この史
実に基づき、毎年１０月に２日間のまつりが開催さ
れます。
大将鍋出陣まつりでは直径２．２ｍの大鍋を御輿
にのせて運ぶ巻狩大将鍋出陣式が行われ、翌日の巻
狩まつりではその鍋を使い、鎌倉時代の料理を現代
風にアレンジした巻狩鍋が振る舞われます。そのほ
か、那須野巻狩の勇壮な風景を連想させる「巻狩太
鼓」や、巻狩を行う武将たちとそれに追われる獣た
ちを表現した「巻狩踊り」なども魅力です。
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会員事務所訪問コーナー
初対面なので緊張しつつお伺いすると、美人
スタッフの皆さんに温かく迎えられました。今
回は、今年４月に入会されたばかりの足利支部
の越智菊男会員の事務所におじゃましました。

おじゃましま～す！
「伊豆の方に友達と一緒に車で出かけます。疲れ
てしまうので、一泊してから戻ってきます。伊豆
の海は本当にきれいですよ」
― おすすめの本はありますか？
「おすすめの本・・・。自分で書いた本でもいい？」
持ってきていただいた本はこちら。巧みな文章
力がうかがえる１冊です。

氏 名：越智 菊男（おち きくお）
事務所：越智法務行政書士事務所
足利市葉鹿町１－２８－３２
入会日：平成２４年４月２日

― 行政書士になろうと思われた動機は？
「お客さんからの行政書士業務関連の相談が増え
てきており、社会保険労務士になってから５年を
迎えたのを機に、以前資格を取得しておいた行政
書士業務を始めようと思いました」
― 主な取扱い業務は何ですか？
「遺言・相続を中心にしていきたいと思っていま
す」
― 業務を行ううえで、心掛けていることはあ
りますか？
「まず、お客さんにとってのゴール地点を考えま
す。争いのない方向へどうもっていくか、ですね」
― ご趣味は？
「スキューバダイビングと旅行。昔は海外へ行き
ましたが、今はよく近場の温泉に行きます」
― スキューバダイビングはどちらの海へ行
かれるのですか？

― いろいろなたくさんの国を周られたので
すね。一番良かった国はどちらですか？
「トルコ。食事、気候、治安が良い、物価が安い、
世界遺産も多い。何といっても親日的なところ。
昔、日本でトルコの船が難破した際に多くの日本
人が人命救助をしたと、トルコの人は小さい時か
ら教育を受けているそうなの」
― 一番美味しかったものは？
「中国料理。胃が疲れている時に、ほっとする料
理だったな。ちなみに不味かったのはイギリスの
フィッシュ・アンド・チップス」
― 好きな言葉は？
「袖触り合うも他生の縁」
― 最後に今後の抱負についてお聞かせ下さ
い。
「行政書士法人を立ち上げること」

気さくなお人柄で、たくさんのお話をしていた
だきました。ありがとうございました。
（足利支局長 岩本正代）
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支局かわら版

「おおたわら七福神巡り」

１月号の支局かわら版では、足利七福神めぐり
が紹介されましたが、今回は、平成１６年１月か
ら、大田原市内の一社六寺に誕生しました七福神
をご紹介します。ご開帳は１月・５月・９月の１
日から７日です。
＜成田山（弁財天…学問と財福の神様）＞
大田原市本町１－５－１
大本山成田山新勝寺分
院で、不動明王をご本
尊としています。アカ
マツの大木に覆われた
参道の右手に弁財天の
お堂があります。
＜光真寺（大黒天…財宝・福徳開運の神様）＞
大田原市山の手２－１１－１４
大田原氏の菩提寺とし
て第１３代資清公によ
り天文１４年に創建さ
れた曹洞宗の寺院歴代
城主の霊廟は、大田原
市指定の重要文化財と
なっています。
＜洞泉院（布袋尊…開運・良縁・子宝の神様）＞
大田原市山の手１－５－１６
応永の終わり頃、曹洞
宗総持寺第１８世日山
良旭禅師の開山と伝え
られ、元大田原原町に
洞泉庵と称して創建さ
れました。
＜大田原神社（恵比寿神…商売繁盛の神）＞
大田原市山の手２－２０３９
大田原の総鎮守として
創建され、当初は温泉
神社と称していたと伝
えられています。大田
原氏は１００石を安堵、
７代藩主扶清公が奉納
した武運長久の祈願絵馬は大田原市指定有形文化
財に指定されています。
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那須支部

＜正法寺（寿老尊…長寿と幸福の神様）＞
大田原市中央１－１－１１
慶長９年に創建され
た日蓮宗寺院です。
現在の本堂は、平成
１８年に新本堂とし
て落慶しました。
＜不退寺（毘沙門天…勝負事の神様）＞
大田原市新富町３－１２－６
鎌倉時代の１２５０
年に一遍上人によっ
て前室道場
（不退寺）
が開かれ、宗派は浄
土門の一つ、時宗で
す。不退寺には、大
田原市指定有形文化財である十一面千手観音像が
あります。
＜長泉寺（福禄寿尊…福徳・長寿の神様）＞
大田原市花園１２０
７
明応４年、南朝の落
人、藤原忠経の菩薩
のために大島民部が
開基しました。真言
宗智山派でご本尊は藤原忠経の念持仏の阿弥陀如
来です。
七福神巡りの押印用色紙は、１枚５００円で各
社寺において頒布さ
れ、お参りするごと
に一つずつ朱印（各
所押印一か所２００
円）をいただくこと
ができます。
七福神を参拝すると七つの災難が除かれ、七つ
の幸福が授かるといわれています。おおたわら七
福神巡りの場合、さすがに徒歩で全て巡るという
わけにはいきませんが、１月と９月のご開帳の際
は、人出も多いそうですので、大田原市ならでは
の観光や美味しいものを楽しみながら巡ってみて
はいかがでしょうか。新たな発見があるかも知れ
ません。
おおたわら七福神 事務局
長泉寺 電話０２８７－２８－１７１１
（支局長 冨田倫子）

支 局 情 報
【日 光】

風俗営業研修会開催
６月２０日（水）午後１時３０分より日光市中
央公民館において、今市警察署のご協力をいただ
き風俗営業研修会を開催しました。

そして、行政書士会芳賀支部からも、栃木会副
会長押野佑会員はじめ、５名が来賓として招かれ
ました。

講師は生活安全課長の高田匤人様より、第１号
営業（キャバレー）から第４号営業（ダンスホー
ル）までの風俗営業の種別・許可申請書の作成方
法・風俗営業者の遵守事項等について詳細な説明
がありました。
参加者は１５名でしたが、この中には実務経験
者も多く申請書類作成上の疑問点などについて活
発な質疑応答が行われました。
その後、
平成２３年４月１日から施行された
「栃
木県暴力団排除条例」の風俗営業に関わる暴力団
の事例についての説明があり、何か問題があった
場合は警察に相談してほしい。
・・・とのお話があ
り有意義な研修会でした。
（支局長 手塚志郎）

外国人の参加者が多く、講師の説明は通訳を交
えてのものでした。
押野会員も、あいさつの際は「法務省東京入国
管理局届出済証」を示したり、身振り手振りを交
えて通訳の負担にならないよう短めのあいさつを
しました。
最初は、新しい在留管理制度の概要の説明。
真岡市の方が、プロジェクターを使い、通訳を
交えながらできるだけ簡単に説明を進めて行きま
す。これは、本来、市ではなく、入国管理局側の
制度の話。
入国管理局のみなさんは、この制度が、市や外
国人のみなさんにどのように理解されているのか
を知るためなのか、真剣に聞き入っていました。

【芳 賀】

「
『新しい在留管理制度』及び
住民基本台帳法改正関係勉強会」開催
６月３０日、真岡市二宮コミュニティーセンタ
ーにおいて、
「
『新しい在留管理制度』及び住民基
本台帳法改正関係勉強会」が真岡市国際交流協会
主催で開催されました。
東京入国管理局宇都宮出張所所長を始め、入管
の方が来賓として出席。
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質疑応答の場面では、出張所の所長が自らマイ
クをとり、参加者に説明する場面も。
市側の制度、住民基本台帳法の話では、外国人
に住民票が作られることや、
日本人と同じように、
住居移転の手続き等が必要になるなどの説明がさ
れました。
通訳を聞いていると「外国人カード」
「在留カー
ド」は、通訳でも、このままの言い方のようでし
た。
なのに、それよりよほど複雑な感じがする「外
国人登録原票記載事項証明書」はちゃんとポルト
ガル語になっていて。言葉って不思議。
住民票についても、多くの質問が寄せられ、そ
の回答の中で、市でも、外国人の住民票の扱いに
ついて、多方面に確認作業を行っていることを知
りました。
確認が取れていない部分については、縦割行政
の壁を感じました。
そこは行政書士が、
市民と行政のパイプ役の他、
縦に分かれた行政と行政のパイプ役としての役割
を果たし、みんなの利便性に尽くす場面ではない
かと考えさせられました。市民と市民とでも、契
約書や遺産分割協議書など、証拠にしておくべき
書面作成を通じてのパイプ役。行政書士というパ
イプは縦横無尽ですね。
勉強会の後は、
我ら行政書士による無料相談会。

【宇都宮】

宇都宮資産税税務研究会総会開催
６月６日（木）宅建協会３階会議室において、
第１６回宇都宮資産税税務研究会総会が開催され
た。

議員数３７名中２７名の出席につき定足数に
達し、直ちに議案審議に入った。第１号議案・平
成２３年度の事業報告、第２号議案・平成２３年
度収支報告及び監査報告がなされ、挙手多数によ
り承認可決された。
続いて第３号議案・平成２４年度事業計画、第
４号議案・平成２４年度予算について審議され、
承認可決された。
その後、来賓として宇都宮税務署長・松枝正義
様からご祝辞に加え、平成２４年から贈与税も使
用が可能となり、さらに便利になったｅ－ｔａｘ
の活用の勧めのお言葉をいただき、無事閉会とな
った。
（支局長 竹島尚子）

第２回宇都宮支部理事会開催

参加者のみなさん、相談者のみなさんは、新しい
制度に対する不安が隠し切れない様子でしたが、
相談では、
その不安が少しでも払拭できるように、
笑顔で、わかりやすく説明するように心がけまし
た。
真岡市のみなさん、お招きいただき、ありがと
６月６日（木）１３時から行政書士会２階会議
うございました。
（支局長 栁 知明） 室において第２回宇都宮支部理事会が開催された。
理事１１名の出席により定足数に達している旨
報告があり、審議に入った。
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今年度の事業計画案を具体的に企画するため、
各部に分かれて相談時間を設けた。
◇総務経理部
主な議題として会員同士の親睦を図るための事
業について話し合われた。今年度は旅行以外での
企画はないかと検討が進められた結果、老若男女
が楽しめる企画ということで、ボーリング大会を
実施することとなった。スポーツで汗をかいた後
は、さらに親睦を深められるように表彰式等は場
所を変えて行う方向で検討している。日程等の詳
細については別途協議することとなった。
◇業務指導広報部
研修会の内容について話し合われた。会員から
の要望により「農地について」
「遺言・相続につい
て」研修を行う予定である。それぞれ担当者を決
め、日程・講師等を調整することとなった。
「農地
について」は久我会員、
「遺言・相続について」は
小平会員が担当となった。どんな研修内容になる
のか楽しみである。
宇都宮市の広報誌である「うつのみや」での行
政書士無料相談欄の掲載文言について見直しがな
された。現在の相談対応状況に応じた文言が適切
なのか、行政書士の業務内容のＰＲとしての文言
が適切なのか、活発な意見交換がなされた。話し
合いの結果、過半数の挙手により行政書士業務の
ＰＲも兼ね、他士業との差別化でもある文言で掲
載することとなった。

◇制度推進部
当初の予定通りの活動を行うこととなった。
その他として、宇都宮地域情報サイト「まいぷ
れ」に栃木県行政書士会宇都宮支部として広告を
掲載することについて、承認可決された。
市民プラザの無料相談会の終了後の対応につい
ての説明があった。

３歳の次男が朝、起きるなり「お母さん、今ね、
夢でね、○○と○○（友達の名前です）が砂で遊
んでてそこにお水かけてたんだよ」とお話しして
くれました。起きぬけになんだろう？と思いまし
たが、直前まで見ていた夢なんだろうな、と笑っ
てしまいました。そんなこともあり今回は夢占い
についてちょっと調べてみようかなと思いました。
この夢のキーワードである「友達」
「砂」
「水」を
インターネットで調べてみました。
「友達→友への
ストレートな気持ちや自分の一面を示す」
「砂→よ
い暮らし、よい生活、上を目指そうとするレベル
アップへの意欲」
「水→安定した生活、穏やかな精
神状態」これを私なりに判断すると次男は穏やか
な気持ちで生活しているけど、何か自分のレベル
アップ（３歳のレベルアップってなんだ？！）を
図りたいと思っているってことでしょうか。

９月生まれでもうすぐ４歳だよね。って話をよ
くしているので少しお兄ちゃんになる自覚が芽生
えてきているのでしょうか（笑）
。
皆さんは追いかけられる夢って見たことはない
ですか？その時にどうやって逃げていましたか？
私は空中をクロールで泳いで逃げていました。目
的地まで泳ぎきっているようなら目的が達成され
る兆し。追いかけられるのは悩みをかかえている
状態ですが、逃げ切れるなら心配ごとの解決を示
す。一度も捕まったことはなかったので、きっと
悩み事は解決されてきていたのでしょうね。
昔は見た夢の話で友達と盛り上がったりしたの
に、
今は夢見ることもなく朝を迎えてしまいます。
もし、気になる夢があったら覚えているうちに調
べてみてください。おもしろい結果が得られるか
もしれませんよ。 （宇都宮支局長 竹島尚子）

続いて日政連栃木会宇都宮支部の幹事会が行わ
れた。郷間市議よりご挨拶をいただいた後、活動
計画について報告があった。今年度は知事選、市
長選があり、要請があれば協力していく方向であ
る旨、説明があった。
郷間市議他、協定議員にはこれからも市との架
け橋となりご尽力いただけるよう支援していきた
いと思う。
（支局長 竹島尚子）
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ネコ奴隷天国２(ニャ)
●ネコは、
「Ａ級営業マン」だニャ～
わが輩は三毛猫である。名前は「みいちゃ
ん」で、群馬県高崎市の電器店「ダイイチス
トア」の営業部長だ。２年前、店主が近くの
神社で拾ってくれた。いつもは店を見渡せる
棚で昼寝している。背中の月形模様を触ると
幸せになるといううわさが広まり、毎日１０
人が触りに来るほどの人気者だ。右の前脚は
不自由だけど、ひざに乗ってあげただけで冷
蔵庫を買ってくれた女性もいた。
（掲載年月日不明）
「みいちゃん」については、専門誌（猫び
より／日本出版社）でも記事になっていまし
たので紹介します。神社の境内に捨てられて
いた４、５匹のうち、ただ１匹だけ取り残さ
れていた(涙)。ある夜、境内を歩いていた店
主は、足元にすり寄られ膝に手をかけて甘え
られ、つい抱き上げて飼うことに(喜)。その
翌月、５年間子宝に恵まれなかった店主の息
子夫婦にオメデタが判明(驚)。人懐っこく看
板娘に→撫で撫でするついでに小物を買って
いく人も→「みいちゃん」から買うと、液晶
テレビなどの大物まで売れ出すように。
また、
縁談が持ち上がり結婚が決まった人、「高望
み」と言われた高校に合格した中学生、窮地
を脱し「夢のようだ」と猫缶１年分をお礼に
くれた社長さんなど「撫でて良いことがあっ
た」という人も続出。そして、衆議院選挙前
日には、ある超大物政治家（無愛想な元首
相？）の奥さんが訪れ、翌日無事当選の連絡
も。
「みいちゃん」は幸せだニャ～。
●ネコは、
「ポストマン」だニャ～
熊本県天草市に手紙を運ぶネコがいる。首
輪に手紙をぶら下げ近所の２軒を行き来し、
２０通ほど「配達」した。ネコの郵便屋さん
のおかげで、飼い主同士の交流も始まった。
ネコは市内の山本さん（６９）方で３年ほど
前に生れた雄の雑種で、名前は「たま」とい
う。生後半年で姿を消したが、昨年秋に帰っ
てきた。きれいだったため、妻（６８）が「ど
なたかこのネコを飼っているのですか」と書
いた紙をたたみ、首輪にくくりつけた。数日
後、
「大人の方ですか。字がきれいですから」

との返事を下げてきた。首に袋を下げ、何度
か手紙をやりとりしたところ、相手は近所に
住む高校生姉妹とわかった。こちらでは、一
昨年夏、家の前にいたネコに気づき、餌をや
ったら居ついた。
「小豆のようにかわいい」と
「あずきち」と呼び、姉妹が風呂に入れ、添
い寝した。２軒を２つの名前で行き来するネ
コが運ぶ手紙はネコの話が中心。首輪にリボ
ンをつけて出すと、
「首飾りをありがとうござ
います」と返事。２軒の距離は２００ｍほど
だが、近所の人の話では、犬を飼っている家
を避け５００ｍほど歩いているらしい。
（Ｈ２０－０７－０３）
●ネコは、
「リッチマン」だニャ～
ローマ市内のアパートで９４歳のおばあさ
んが亡くなった。独り暮らしで身寄りはネコ
１匹。１千万ユーロ（約１０億５千万円）の
遺産は、ネコ好きの縁で知り合い、最期をみ
とった看護師が受け継いだが、
「お金は私では
なくネコのものです」と言い、地元メディア
は「世界一リッチな黒ネコだ」とはやしてい
る。報道によると、ネコは４歳のオスで、２
年前に拾ってきた。弁護士によると、彼女に
は、建設会社を経営していた夫が残した土地
や預金など財産があり、このネコに相続する
遺言書の作成を望んだが、法律ではネコは相
続できなかった。ネコと遺産を託せる団体を
探していたが、心臓を病んで考えを変えた。
自宅で看病してくれる看護師（４８）にネコ
がなついたため、ずっと飼い続けてくれるよ
う頼んでいたという。２人が知り合ったのは
街の公園、ともにネコ好きで仲良くなった。
「裕福な人だとは知らなかった。自分の人生
についてほとんど語らなかったから」
と話す。
亡くなった後に事情を知り、驚いたという。
（Ｈ２３－１２－１０）
(足利支部
「ＮｙａＺＡＷＡ、
よろしく」
こと、
杵 渕
徹)
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栃木県行政書士会カレンダー（８月）
日
3 金
7
8

火
水

9

木

10

金

13
14
15

月
火
水

20

月

21
22

火
水

23

木

26

日

28
30

火
木

予

定

時
間
自販連との連絡会
11:30~
弁護士会との連絡会
17:30~
成年後見研修会 効果測定
13:30~
ＴＩＡ無料相談会
10:00~
国際業務相談事例研究定例会
13:30~15:30
業務第４グループ会議
15:00~
外国人在留資格相談室（於：足利市生涯学習センター会議室） 13:00~16:00
登録説明会
10:00~
編集会議
13:30~
新入会員オリエンテーション
10:00~
土地利用研修会① 開発行為入門
13:30~15:00
行政書士無料相談（於：宇都宮市役所２階市民相談コーナー） 10:00~15:00
事務局夏期休暇（１４日～１６日）
行政書士専門相談（於：小山市役所）※予約制（随時受付先 10:00~12:00
着４人 予約問い合わせ：小山市生活安心課 0285-22-9282）
宇都宮市国際交流協会無料相談会
15:00~17:00
（於：うつのみや表参道スクエア５階国際交流プラザ)
傾聴トレーニング 第５回
13:00~17:00
行政書士専門相談
10:00~12:00
（於：野木町老人福祉センター「ホープ館」相談室）
知的資産経営研修会 ～事業承継～
13:30~15:30
行政書士専門相談（於：ゆうゆう館 会議室２）
10:00~12:00
※要事前予約（定員４名 予約先：行政書士会小山支部
高山久 0285-53-1672）
法定業務研修「遺言・相続・遺産分割」①
13:30~16:30
市民プラザ無料相談会
13:00~16:00
（於：うつのみや表参道スクエア５階市民プラザ)
研修会「森林法および産業廃棄物収集運搬許可申請手続について」 13:30~15:00
登録説明会
10:00~

親睦ゴルフコンペ開催のご案内

主
催
総務部
業務第４グループ
成年後見特別委員会
業務第４グループ
業務第４グループ
業務第４グループ
足利支部
総務部
広報部
総務部
業務第２グループ
宇都宮支部
小山支部
宇都宮支部
ADR 特別委員会
小山支部
業務第３グループ
小山支部

業務第５グループ
宇都宮支部
業務第２グループ
総務部

発起人 青木勇夫

昨年９月の開催から１年。首を長くして待っておられた方、腕を磨いて待っておられた方、たい
へんお待たせいたしました。今年も９月にゴルフコンペを開催致します。
業務でお忙しいことと思いますが、自然の中での交流は新たな発見がいっぱいあるものです。昨
年参加された方もそうでない方も、お誘い合わせの上お気軽にお申し込み下さい。
１．開催日時 平成 24 年 9 月 11 日（火）7 時 50 分（現地集合）
２．開催場所 大日向カントリー倶楽部（栃木県さくら市鷲宿 3880）
３．参加費用 7,500 円（プレー代、昼食代、パーティー代、賞品代込み）
４．競技方法 1 ラウンド・新ぺリア方式（トリプルボギーカット、上限ハンデ 36）
５．申込方法 事務局・大塚宛に電話でお申し込み下さい（8 月 31 日締め切り）。
（事務局電話番号：028－635－1411）（組合せ等は参加者に後日連絡致します）
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日行連だより
日行連から届いた文書の内、会員の皆様に役立つ文書の表題等を掲載いたします。文書の写し等必
要な方は事務局までご一報ください（実費）。
日行連№
283
294

受信日付
H24.6.8
H24.6.8

292

H24.6.8

301

H24.6.12

事務連絡
306
307
309

H24.6.12
H24.6.15
H24.6.15
H24.6.15

312

H24.6.15

328

H24.6.19

331

H24.6.19

332

H24.6.19

335
336

H24.6.19
H24.6.19

351

H24.6.29

352

H24.6.29

358
360
369

H24.6.29
H24.6.29
H24.6.29

文書の表題
平成 24 年度 6 月分 会費納入について（お願い）
第 62 回”社会を明るくする運動”ポスター等の送付について
自動車検査証等出力用紙の意匠変更についてのＰＲポスター送付
について
外国人登録関係法令の改正に伴う行政書士登録申請に係る本会会
則の一部改正（案）について
日行連定時総会に伴う質問書の提出期限について
「月刊日本行政」5 月号(№474)の返送分宛名調査について
「エンジェル税制のご案内」パンフレットの送付について
平成 24 年度中央研修所が実施を予定する研修について(お知らせ）
単位会における東日本大震災に関する被災者支援の取り組み等に
ついて
平成 24 年度 日本行政書士会連合会定時総会におけるシャトルバ
スの運行について
平成 24 年度講師養成研修の開催について
自動車保有関係手続きのワンストップサービス申請に係る「まとめ
払い」・「一括利用」の新規利用及び更新を希望する会員のとりま
とめについて（お願い）
平成 24 年度インターネットによる研修について
平成 24 年度基礎研修（コンプライアンス研修①）の開催について
東日本大震災に係る義援金・支援金や災害助成金等の使途の報告に
ついて（お願い）
社会保険未加入対策推進関東地方協議会の開催に係るご協力につ
いて（お願い）
平成 24 年度定時総会の議事結果について
平成 24 年度行政書士制度ＰＲポスターの作成・配布について
平成 24 年度特別研修＜行政法＞について

備考

正副会長の動き
6/
6/

6/
6/

日 時
1(金)
9:30～10:30
10:30～12:00
6(水) 11:00～
13:00～18:00
16:00～
7(木) 15:00～15:30
15:30～17:00
8(金) 13:30～17:00

行 事
正副会長会
三役会
宇都宮資産税務研究会総会
中小企業診断士協会記念式典
浅野吉知氏黄綬褒章記念品贈呈式
日行連関地協平成 23 年度監査
日行連関地協第１回会長会
平成 24 年度第 2 回理事会、幹事会

－13－

出席者
全員
全員
小林
小林
会長
会長、青木
会長、青木
全員

内 容・場 所
日行連総会打合せ等
平成 24 年度事業計画等
宅建協会
ホテルニューイタヤ
グランドアーク半蔵門
東京会合同センター
東京会合同センター
平成 24 年度事業計画等

6/ 9(土)
6/11(月)
6/12(火)
6/13(水)
6/14(木)
6/18(月)
6/20(水)
6/21(木)
6/22(金)
6/24(日)
6/25(月)
6/27(水)
6/28(木)
6/29(金)
6/30(土)

17:00～
13:30～16:00
9:30～17:00
13:30～15:30
15:30～17:00
11:00～15:00
16:00～
20:00～21:30
13:00～16:00
17:00～19:00
10:45～20:00
9:00～12:00
11:00～
13:30～
14:30～
13:30～
13:30～
17:30～

石森久嗣「躍進の集い」
編集会議
業務部役員あいさつ回り
国際業務相談事例研究定例会
業務第４グループ会議
日行連定時総会議事運営委員会会議
東京電力来局対応
ニュースワイド 21 出演
日行連定時総会議事運営委員会会議
日政連定期大会議事運営委員会会議
日行連定時総会
日行連定時総会・日政連定期大会
高橋文吉氏県議会議長就任を祝う会
業務第２グループ会議
業務部全体会議
県警・暴追センターとの打合せ
福田富一後援会連合会役員会議
車庫証明申請ｾﾝﾀｰ運営協議会総会

青木
押野
田渕
押野
押野
押野
会長
会長
押野
青木
全員
全員
会長
田渕
全員
青木
会長、青木
会長

アピア
行政書士とちぎ6 月号編集等
栃木県庁
相談事例の研究
講師派遣について等
日行連
とちぎテレビ
フェニックスプラザ(福井)
フェニックスプラザ(福井)
フェニックスプラザ(福井)
フェニックスプラザ(福井)
宇都宮グランドホテル
事業計画
業務部の事業の進め方について
栃木県警察本部
グランドホテル
ニューイタヤ

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業許可に係る審査基準
の一部改正について
～栃木県環境森林部廃棄物対策課より～
この度、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業許可に係る審査基準の一部を次のとおり改
正しましたのでお知らせします。
○産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業許可に係る審査基準改正の新旧対照表
新
旧
Ｐ２
Ｐ２
４ 申請書及び添付書類等
４ 申請書及び添付書類等
申請書
申請書
（申請者が法人の場合）
（申請者が法人の場合）
② 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役
② 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役
又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問そ
又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問そ
の他いかなる名称を有する者であるかを問わ
の他いかなる名称を有する者であるかを問わ
ず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又
ず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又
はこれらに準ずる者と同等の支配力を有するも
はこれらに準ずる者と同等の支配力を有するも
のと認められる者を含む。以下同じ。）の本籍
のと認められる者を含む。以下同じ。）の本籍
地の記載された住民票抄本（外国人にあっては
地の記載された住民票抄本（外国人にあっては
国籍等の記載された住民票抄本。以下同じ。）、
外国人登録原票記載事項証明書。以下同じ。）、
後見登記等に関する法律第１０条に規定する登
後見登記等に関する法律第１０条に規定する登
記事項証明書（以下「成年被後見人等に係る登
記事項証明書（以下「成年被後見人等に係る登
記事項証明書」という。）
記事項証明書」という。）
Ｐ１５
附則（平成２４年６月２９日改正）
１ 改正後の基準は、平成２４年７月９日から適用
するものとする。
２ 平成２４年７月９日前に発行された外国人登録
原票記載事項証明書は、平成２４年１０月９日ま
での間、改正後の基準に規定する国籍等の記載さ
れた住民票抄本とみなす。
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新しい在留管理制度の施行に伴う各種手続・対応窓口の
変更について
～東京入国管理局審査管理部門より～

－15－

－16－

－17－

－18－

－19－

－20－

－21－

別添

交差点

自動車車庫証明申請センター
運営協議会定期総会開催

６月３０日、ホテルニューイタヤにおいて、
自動車車庫証明申請センター運営協議会の定期
総会が開催されました。小林幸雄副会長の司会
のもと、野原純栃木センター長の開会の言葉で
始まり、宮嶋幸雄会長の挨拶の後、行政書士佐
野自動車登録代行センター石井治夫センター長
からご祝辞をいただきました。
議事は前年度事業報告・決算、今年度事業計
画・予算等が滞りなく承認可決され、徳原清一
鹿沼センター長が閉会を宣し、総会は終了しま
した。

－22－

この後、懇親会が開催され栃木県行政書士会
須永威会長と栃木県行政書士議員連盟顧問簗瀬
進氏からご祝辞をいただき、和やかな時間を過
ごしました。
（運協副会長 小林幸雄）

【平成２４年度】 “研修会” 年間予定表
研修会場：栃木県行政書士会館２Ｆ
申込書は、開催月近くの行政書士とちぎに掲載します。
下記以外の研修会も企画中です。決まり次第掲載いたします。
（注）ここに掲載の内容は、変更になることがあります。
その場合は、行政書士とちぎに随時掲載します。

◆業務第２グループ（建設・農林・環境関係業務）主催研修会
8 月 10 日(金)13：30～15：00

土地利用研修会① 開発行為入門
講 師：田渕 徹(行政書士)

受講料 \500

8 月 28 日(火)13：30～15：00

森林法および産業廃棄物収集運搬許可申請手続きについて
講 師：栃木県環境森林部森林整備課
栃木県環境森林部廃棄物対策課

ﾃｷｽﾄ代 \500

9 月 20 日(木)13：30～15：00

農地法に関する手続きついて
講 師：栃木県農政部農政課

ﾃｷｽﾄ代 \500

10 月 3 日(水) 9：30～17：00

産業廃棄物収集運搬業特別研修会
講 師：金敷 裕 (行政書士)他
※遅刻・途中退席不可

受講料\2,000
(\500×4 ｺﾏ)

10 月 24 日(水)13：30～15：00

土地利用研修会② 市街化調整区域の開発行為
講 師：稲葉昌俊 (行政書士)

受講料 \500

12 月 14 日(金)13：30～15：00

土砂の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止条例研修会
講 師：秋葉憲司 (行政書士)

受講料 \500

土地利用研修会③ 土地分譲の開発行為
講 師：秋葉憲司 (行政書士)

受講料 \500

1 月 25 日(金)13：30～15：00

◆業務第３グループ（中小企業支援関係業務）主催研修会
8 月 22 日(水)13：30～15：30

知的資産経営研修会（事業承継）
ＤＶＤによる研修

受講料 \500

12 月 6 日(木)13：30～15：30

基礎研修（設立、電子定款）
講 師：青木裕一(行政書士)

受講料 \500

1 月 16 日(水)13：30～15：30

基礎研修（記帳、会計ソフト）
受講料 \500
講 師：堀越 功(行政書士)、小林幸雄(行政書士)

2 月 7 日(木)

知的資産実務研修会
受講料 \500
講 師：小林幸雄(行政書士)、長竹基行(行政書士)

9：30～17：30

上記の研修のほか、知的資産経営研修会（Ｍ＆Ａ）も計画中です（10 月開催予定）。
◆業務第４グループ（国際関係業務）主催研修会
毎月第２水曜日
13：30～15：00

受講料
国際業務相談事例研修会
実際の相談事例を元に学ぶ研修会で、初心者の方
も参加可能です。申し込みは不要ですので、直接
ご参加下さい。

－23－

無料

◆業務第５グループ（権利義務・事実証明関係業務）主催研修会

13：30～14：30
14：30～15：30
15：30～16：30

法定業務研修(ＤＶＤ)「遺言・相続・遺産分割」①
１時限目 遺言相談への対応
２時限目 遺言書の作成等
３時限目 遺贈・遺留分とは・遺言の撤回

13：30～14：30
14：30～15：30
15：30～16：30

法定業務研修(ＤＶＤ)「遺言・相続・遺産分割」②
１時限目 相続の開始等
２時限目 相続の放棄と限定承認等
３時限目 相続分

13：30～14：30
14：30～15：30
15：30～16：30

法定業務研修(ＤＶＤ)「遺言・相続・遺産分割」③
１時限目 相続財産の範囲の確定
２時限目 遺産分割
３時限目 遺産分割減殺請求

13：30～14：30
14：30～15：30
15：30～16：30

法定業務研修(ＤＶＤ)「遺言・相続・遺産分割」④
１時限目 遺言の執行と遺言執行者
２時限目 相続に関するその他の知識
３時限目 効果測定

8 月 23 日(木)

9 月 26 日(水)

10 月 23 日(火)

11 月 27 日(火)

詳細は
P.26 を
ご覧下さい。

◆ＡＤＲ特別委員会 主催研修会
毎月第３火曜日
（平成 25 年 1 月まで）
13：30～17：00

傾聴トレーニング第５回～第１０回
講 師：土方美代 (行政書士)

受講料 \500

※１回１回が独立した講義内容になっていますので、お気軽にご参加下さい。
◆成年後見特別委員会

主催研修会

※成年後見研修会（10 回シリーズ）を 12 月頃開始予定 (平成 24 年 3 月～7 月実施と同等の内容)
・10 回の受講で基礎から実務、事例まで学べます。
・研修で使用するＤＶＤは(社)コスモス成年後見サポートセンターで製作した全国統一の内容です。
・10 回の研修後実施する効果測定に合格すると、個人で(社)コスモス成年後見サポートセンターに入会
できます｡
◆総務部 主催研修会
栃木県との共催による研修会
1 月 23 日(水)13：00～17:00
倫理研修（予定）
（時間は予定）
・コンプライアンスについて
・行政書士業務の範囲について
研修会場
・職務上請求書の適正な使用について
栃木県教育会館 小ホール

受講料

無料

※当日、改訂版職務上請求書の無償差し替えを実施する予定です。ただし、無償差し替えの対象には
条件がありますので、研修会の日程が近くなりましたら、別途ご案内いたします。

－24－

土地利用研修会① 開発行為入門

業務部 第２グループ主催

○開催日時
平成２４年８月１０日（金）１３：３０～１５：００
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
開発行為の基礎的な内容を学びます。
○講
師
行政書士 田渕 徹
○受 講 料
５００円

傾聴トレーニング

第５回

ＡＤＲ特別委員会主催

○開催日時
平成２４年８月２１日（火）１３：００～１７：００
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
● もっと人の話を上手に聴けるようになりたい。
● 調停人の資格は取ったけれど、練習不足で自信がない。
● 各個人事務所で主として相談業務を行っているが、さらにスキルアップを目指したい。
● 専門業務を超えて、傾聴を学ぶ多くの人と出会いたい。
そんなあなたにピッタリの研修会です。
○講 師
行政書士 土方 美代
○受講料
５００円

知的資産経営研修会 ～事業承継～

業務部 第３グループ主催

○開催日時
平成２４年８月２２日（水）１３：３０～１５：３０
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
事業引き継ぎ支援制度や事業承継における専門家の果たす役割についての研修です。
（ＤＶＤによる研修です。
）
○受講料
５００円

－25－

「遺言・相続・遺産分割」法定業務研修会開催のお知らせ
業務部第５グループ主催
今年度、遺言・相続などに関する研修はこの法定業務研修のみとなります。
昨年度までは、丸２日間に集中して開催しておりましたが、今年度は３時間ずつ４回に分けて
開催し、受講しやすく改善しました。
○開催日時
平成２４年８月２３日（木）
、９月２６日（水）
、１０月２３日（火）
、１１月２７日（火）
時間は４回とも１３：３０～１６：３０
○受講料
２，０００円（＠５００×４日）
○テキスト代（過去に購入されたテキストを持参される場合は不要）
１，０５０円
○対象者
会 員（補助者の方は受講出来ません。
）
○開催場所
栃木県行政書士会 ２階会議室
○研修内容
１日目（８月２３日）
時
間
内
容
１時限目
１３：３０～１４：３０
遺言相談への対応
２時限目
１４：３０～１５：３０
遺言書の作成等
３時限目
１５：３０～１６：３０
遺贈・遺留分とは・遺言の撤回
２日目（９月２６日）
１時限目
１３：３０～１４：３０
相続の開始等
２時限目
１４：３０～１５：３０
相続の放棄と限定承認等
３時限目
１５：３０～１６：３０
相続分
３日目（１０月２３日）
１時限目
１３：３０～１４：３０
相続財産の範囲の確定
２時限目
１４：３０～１５：３０
遺産分割
３時限目
１５：３０～１６：３０
遺留分減殺請求
４日目（１１月２７日）
１時限目
１３：３０～１４：３０
遺言の執行と遺言執行者
２時限目
１４：３０～１５：３０
相続に関するその他の知識
３時限目
１５：３０～１６：３０
効果測定
※ 受講料・テキスト代（購入者のみ）は、研修初日（8/23）に集金致します。
※ 初めて受講される方は、テキストを必ずお申し込み下さい。過去に購入済みの方は、購入され
たテキストが使用可能ですので、研修会当日忘れずにご持参下さい。
※ 途中回からの申込みはできません。法定業務研修のため、遅刻、途中退出は厳禁です。
※ 効果測定の合格者には、日行連会長・研修センター所長の連名で修了証が発行されます。
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森林法および産業廃棄物収集運搬許可申請手続きについて

業務部 第２グループ主催

○開催日時
平成２４年８月２８日（火）１３：３０～～１５：００
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
(１)「森林所有者の届出制度について」他 (２)「産業廃棄物収集運搬許可申請手続きについて」他
○講
師
(１)栃木県 環境森林部 森林整備課
(２)栃木県 環境森林部 廃棄物対策課
○テキスト代
５００円

募 集

研修会申込書

申込欄に○を付けＦＡＸ願います。
（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０）
研修名

受講料

８／１０

土地利用研修会 ①
開発行為入門

８／２１

傾聴トレーニング

８／２２

知的資産経営研修会 ～事業承継～

８／２３
より４回

「遺言・相続・遺産分割」
法定業務研修会①～④
森林法および産業廃棄物収集運搬許可
申請手続きについて

８／２８

第５回

申込
〆切

申込

ﾃｷｽﾄ
申込

昼食
\500
程度

500 円

8/7

－

－

500 円

8/17

－

－

500 円

8/17

－

－

2000 円

8/20

ﾃｷｽﾄ代
500 円

8/22

－
－

支部名
氏 名
ＦＡＸ
～成年後見特別委員会より～

成年後見研修会 効果測定の実施について
３月から７月まで全１０回で開催した成年後見研修会の効果測定を以下の日程で開催します。
受講者の方はテキストを持参の上ご参加下さい。
○成年後見研修会 効果測定
日 時 ： 平成２４年 ８月 ７日（火）午後１時３０分から（１時間）
場 所 ： 栃木県行政書士会館 ２階会議室
※遅刻しても終了時刻は同じですので、注意して下さい。
※合格者にはおよそ２週間後に修了証を送付致します。(合格されなかった方にはその旨の通知を致します)
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栃木県行政書士会員の動き
【入 会】

（平成 24 年 6 月 30 日現在）
入会年月日
登録年月日

郵便番号

H24.6.1

3290502

下野市下小山 3003-28

0285-51-2850

H24.6.1

3270803

佐野市犬伏新町 1307-7

0283-22-5411

H24.6.1

3230807

小山市城東 1-8-29
大都産業ﾋﾞﾙ 302 号室

0285-25-0411

H24.6.1

3240058

大田原市住吉町 2-19-4
ｽｶｲﾊｲﾂ･ｺｽﾓＢ棟 103 号室

0287-24-2150

H24.6.1

3200851

宇都宮市鶴田町 2153-3

028-648-4021

H24.6.1

3240043

大田原市浅香 2-3388-14

0287-24-0816

H24.6.15

3250023

那須塩原市豊浦 108-10

0287-63-2911

H24.6.15

3200071

宇都宮市野沢町 1-37

028-665-8260

支部・氏名

小 山
佐々木兼昭
佐 野
中村 光男
小 山
樫村 正弘
那 須
菊地

誉

宇都宮
田村 尚枝
那 須
髙野 博行
那 須
月井

勲

宇都宮
田代 勝康
【退 会】
支 部

事

務

所

電

話

備 考

氏 名

退会年月日

備 考

支 部

氏 名

退会年月日

備 考

塩 那

村上 秀

H24.6.30

廃 業

小 山
【変 更】
支 部
宇都宮

長坂 俊夫

H24.6.30

廃 業

氏 名
清水 正彦

宇都宮

大澤 俊雄

栃 木

髙際 一夫

変更事項
事務所
事務所
電話番号
事務所
電話番号
事務所名称

変 更 内 容
宇都宮市桜 5-7-10 中村ビル 1F Ａ
宇都宮市桜 5-7-10 中村ビル 1F Ａ
028-680-4365
栃木市藤岡町藤岡 830-2
0282-25-6071
行政書士髙際一夫事務所

編
集
後
記

梅雨に入って、早くも台風４号、酷過ぎますよネ。
それも、本県ど真ん中を猛スピードで通過し、深い
傷痕を残し太平洋へと去って行きました。県内南東部
での竜巻や落雷から１ヵ月半後の自然災害でした。今、
この世の中で何が起きても不思議ではない。それもマ
イナス面での事。そのように感じます。自然界だけで
なく、人間の社会生活でも感じますネ。
それでも、上を向いて歩いて見て下さい、新緑の濃
さも一段と増し、その力強さを我々にも見せつけ、何
かを暗示してるのではないかと思われます。明日に夢
と希望を持ち、実現出来る努力を致しましょう。
（広報担当副会長 押野佑）
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