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           １  目次、今月の表紙の一言 

           ２  【会長談話】一歩前進した“街の法律家”のこれから 

           ４  栃木県行政書士会 

               佐野創業支援・経営支援ネットワークなんでも相談会 

               須永会長 大田原商工会議所会頭を表敬訪問 

           ５   日本政策金融公庫宇都宮支店との交流会等を開催 

               開発行為入門研修会、産廃運搬業の経営診断書作成の実務研修 

           ６  職務上請求書記入例 

           ７  平成２６年度行政書士試験要項（抜粋） 

           ８  平成２６年度行政書士試験監督員の募集について 

           ９  おじゃましま～す！、栃木会の申請取次行政書士の動向 

          １０  支局かわら版（佐野） 

          １１  支局情報（那須、栃木） 

          １２  アドちゃんの談話室 

          １３  須永威氏黄綬褒章受章祝賀会開催される 

          １５  木もれび 

          １６  栃木県行政書士会カレンダー（９月） 

          １７  日行連だより、業務連絡 

          １８  研修会のお知らせ 

          ２２  会員の動き 
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今月の表紙の一言 

今月の表紙の写真は、「大谷石夢あかり」の写真（２０１２年栃木県芸術祭の入選作品）

です。例年８月１４・１５日に、大谷公園及び参道において、「大谷石夢あかり」祭が開催

されます。「大谷石夢あかり」とは、大谷石の町大谷には平和観音というランドマークがあ

ります。平和観音は、戦没者を悼んで戦後まもなく建てられました。大谷石夢あかりは、

大谷石とろうそくで作られた数千個に及ぶ石あかりにたくさんの人の手で火を灯し、その

景色に心を安らかにし、また音楽や売店などで楽しく過ごしながらも戦没者を悼み、そし

て、二度と過ちを起こさないという誓いをこめたイベントです（大谷石あかり隊ブログよ

り）。 
皆様もこの大谷石夢あかりには、心を癒されると思いますので来年はぜひご覧になって

下さい。うつのみやシティガイド協会の大鹿がお伝えしました。  
 

Ｏ.Ｋ.Ｓ.Ｎ.写仲  宇都宮支部 大鹿幸雄 
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一歩前進した
“街の法律家”の 

これから 
 

栃木県行政書士会

会長 須永 威

【会長談話】 

 

 

 

 

 

 

 

～「改正行政書士法」の成立について～ 

行政書士の長年の悲願であった「行政書士法の一部を改正する法律」（平成２６年６月２７日・法律第８

９号）が、第１８６回国会における衆参両議院本会議で可決成立し、６月２７日に公布されました。改正法

の施行は、公布の日から６か月後とされています。 

これまで行政不服申立ての代理権は、士業では弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調

査士等に付与されていましたが、行政書士には付与されておりませんでした。 

歴代日政連会長をはじめ十数年間に亘り実現のため努力して参りましたが、特に一部の士業からの反対も

根強くあり、国会に提出されても実現できませんでした。行政書士法は議員立法のため、今回日政連は各党

の行政書士制度推進議員連盟に呼びかけをするとともに、全国の単位会及び日政連各支部に展開をして地元

選出の国会議員に個別にお願いにあがるというギリギリの攻防が実を結ぶ結果となりました。 

特に本県には衆参国会議員の有力者が多く、諸先生方のご尽力が無ければ成立が無かったであろうことは

日本行政書士政治連盟の幹部にも理解されております。 

今回の成立により、一定の研修過程を修了した「特定行政書士」に行政不服申し立ての代理権が付与され

ます。そのため日本行政書士会連合会では、新たに行政書士法改正に伴う会則改正をするため、１２月３日

（水）に臨時総会を開催し、特定行政書士について規定をすることになります。 

 

～「コンプライアンスの徹底と行政書士の社会的責任について」～ 

平成２６年４月９日の下野新聞に“行政書士逮捕”と掲載された事件は、単位会変更により今年３月１日

付けで本会に入会した会員が、昨年１２月に他県で起こしたものであります。これは業務外のこととはいえ

あるまじき行為であり、行政書士の品位を汚し、信用を失墜させ、誠実に業務に精励している全国の会員だ

けでなく、国民の皆様の信頼に背く行為となったことは我々も肝に銘じなければなりません。 

行政書士自身が私生活においても自らを律し、行政書士としての社会的責任を常に感じ行動すべきものと

考え、倫理研修によりコンプライアンスの徹底を図り、再発防止に向け尚一層取り組んで参ります。 

最後に今回のことで県文書学事課、日行連はじめ関係者に多大なご迷惑とご心配をお掛け致しましたこと

心よりお詫び申し上げます。 

なお、該当の会員は勾留後起訴され、裁判の結果、懲役２年（執行猶予４年）の判決を受け、行政書士法

第２条の２（欠格事由）４号に該当したため登録は抹消されましたこと、報告致します。 
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～コンプライアンスに関すること～ 

◎「職務上請求書」の適正な管理及び使用について（総務省自治行政局行政課より） 

人権擁護対策の推進に係わる項目として「戸籍謄本等不正取得事件の実態解明及び再発防止」が挙げ

られ、｢職務上請求書」の適正な管理及び使用についてはより周知を徹底するよう要請がありました。 

◎行政書士会申請取次行政書士管理委員会規則（準則）の一部改正について 

平成２６年７月１６日の日行連理事会で標記の準則が改正され、外国人の入国・在留手続を行う申請

取次行政書士の受付拒否事由が、刑事裁判で有罪判決を受けたことがある場合について詳細な規定にな

りました。 

 

行政書士法改正により行政不服申し立ての代理権が付与された行政書士に対しては、他士業者を含め国民

が注目をしています。 

業務に関することはもちろん、コンプライアンスに関することも“街の法律家”という名に恥じぬよう会

員ひとりひとりが研鑽を重ね、行政書士として社会に貢献していくことを期待しています。 
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７月２４日（木）午後１時より４時３０分まで、

佐野商工会議所３階大会議室において、日本政策

金融公庫（国民生活事業・農林水産事業・中小企

業事業）佐野支店による「佐野創業支援・経営支

援ネットワークなんでも相談会」が開催されまし

た。 
 
当会からは、須永会長、業務部所属の長竹、河

田両理事が相談員として参加し、相談者の許認

可・行政手続きについて親切丁寧に対応しました。 
 
この相談会は、佐野商工会議所「中小企業相談

所」・佐野信用金庫・栃木県行政書士会・栃木県中

小企業診断士会・税理士会との共催によるもので

す。それぞれ各ブースに分かれ専門分野ごとの相

談になります。相談者の多くは複数のブースを回

りますので、貴重な情報収集、意見交換ができた

ようです。 
 
 
 
 
 
７月３０日（水）に須永会長、一戸理事、青木

理事、久我理事の４名で大田原商工会議所会頭を

表敬訪問しました。玉木会頭には温かく迎えられ、

親しく懇談をすることができました。 
席上では、中小企業支援の行政書士の業務の説

明や本行政書士会での中小企業支援の実例として、

佐野や足利での創業支援・経営支援ネットワーク

の説明がなされました。 
懇談のなかで、栃木県における補助金・助成金

の採択率や活用についての話題があがり、これが

きっかけとなって、本行政書士会で中小企業支援

として補助金・助成金に関する講師や相談員の派

遣について連携・協力体制を整えることとなりま

した。 
さらに、小規模企業振興基本法の成立や行政書

士業務である知的資産経営報告書作成に関連して、 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相談会開催にあたって、案内が佐野商工会議所

会員事業所に郵送され、また新聞紙上で過去の相

談会が取り上げられたこともあり、今回は前回以

上に多くの相談者が訪れました。これからも定期

的に開催予定とのことなので、許認可・行政手続

きの専門家として行政書士を広く利用していただ

けるものと期待しています。 
（佐野支部 長竹基行） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
栃木県の中小企業の持続的発展のために「栃木県

中小企業振興条例」の制定の必要性など、栃木県

における中小企業支援についての意見交換を行い、

今後の事業の推進に向けて充実した会談となりま

した。 
（業務部第３グループ 青木裕一） 

 
 

栃木県行政書士会 

佐佐野野創創業業支支援援・・経経営営支支援援ネネッットトワワーーククななんんででもも相相談談会会  

須須永永会会長長  大大田田原原商商工工会会議議所所会会頭頭をを表表敬敬訪訪問問 
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当会は、（株）日本政策金融公庫宇都宮支店・

佐野支店と中小企業支援について業務連携に関す

る覚書を締結して今年で３年目となります。 
７月２日（水）に須永会長、鈴木業務部長、青

木理事、久我理事の４名で同公庫宇都宮支店を訪

問し、栃木県の中小企業支援のために一層の連

携・協力を進めていくための交流会を開催しまし

た。 
本会における中小企業支援に関する事業内容

の説明等の後、中小企業支援で具体的な協働事業

の意見交換を行いました。 
 
 
 
 
７月１１日（金）午後１時３０分よりパルティ

とちぎ男女共同参画センター研修室にて、業務部

第２グループ主催による土地利用研修会第１回目

｢開発行為入門｣が行われました。参加者は４５名

でした。講師は第２グループリーダーで土地家屋

調査士も兼業している秋葉憲司会員です。秋葉会

員は実績４０年以上のベテランで、その方面では

まさにエキスパートです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７月１８日（金）毎年１回開催している産廃特

別研修会の研修カリキュラムのうち経営診断書作

成の実務について、内

容を掘り下げた研修が、

参加者１９名で行われ

ました。講師は平成１

５年から特別研修会の

講師を続けている金敷

裕会員。 

当会では他の単位会にはない独自の特別研修

会を実施していますが、もっと踏み込んだ研修の 

 
 
具体的には、県内の各商工会議所で定期的に行

われる『１日公庫』（融資相談会）の開催にあわせ

て本会からも相談員を派遣することとなりました。

これで双方の中小企業支援での連携がさらに一歩

前進します。 
今後も両者が協働して栃木県の中小企業支援

をより強力に推し進めていきたいと思います。 
また、当日は栃木県商工会議所連合会と栃木県

商工会連合会への３回目の表敬訪問を行いました。

終始和やかな雰囲気で栃木県内の中小企業支援に

ついて意見・情報交換等が行われました。 
（業務部第３グループ 青木裕一） 

 
 
 
研修は前半と後半に分けて行われ、前半に都市

計画法を中心に開発行為の概要についての説明が

されました。 
 後半では、本年度より当会がリースすることに

なったトータルステーション（測量機器）が会場

に設置され、測量についての講義がありました。

「測量の専門学校が１年でやることを１時間でや

ってるんですから、全部いっぺんに理解しようと

思ったって無理…｣と言いつつも、現況測量とそこ

から作成される現況図からあらゆる図面が作成さ

れていくことなど、熱心に説明されました。この

トータルステーションは秋に測量研修会で使用し

ます。 
 次回の土地利用研修会のテーマは「農地転用」

になります。より多くの会員のご参加をお待ちし

ております。      （副会長 稲葉昌俊） 
 
 
 
必要性を感じ、このほど細部にわたる経営診断実

務を学ぶことにしました。 

今回の研修では、各種の財務指標を利用して財

務状態を分析し、問題点を洗い出す作業、そして

どこをどう具体的に改善していくのかを検討し、

最終的に産廃運搬業の実施を可能とする結論に導

いていくための改善値を算出する方法などが懇切

丁寧に講義されました。 

    （業務部第２グループ 河田 力） 

日日本本政政策策金金融融公公庫庫宇宇都都宮宮支支店店ととのの交交流流会会等等をを開開催催  

開開発発行行為為入入門門研研修修会会  

産産廃廃運運搬搬業業のの経経営営診診断断書書作作成成のの実実務務研研修修  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県 

宇都宮市 

レ 

栃木県宇都宮市西一の沢町１－２２ 

行政書士いちのさわ事務所 

一の沢 太郎 

１ 

依頼者に渡す 

遺産分割協議書の作成 

行政花子 

栃木県宇都宮市西一の沢町○番○号 

行 政 太 郎 

行 政 次 郎 

ギョウ セイ  ジ  ロウ 

昭和○○   ○   ○○ 

レ 

①依頼者の夫・行政太郎の死亡。 

②相続。 

③遺産分割協議書を作成するにあたり、推定相続人である行政次郎

の住所を確認するため。 

26  ○  ○ 

行
政
書
士

一
の
沢
太

郎
之
印 

 

①～③の説明（用紙裏面に記載有）

①〔権利又は義務の発生原因〕

②〔権利又は義務の内容〕 

③〔戸籍等の記載事項の確認を

必要とする理由〕 

【総務部より】 

今月号より「職務上請求書」を適正に使用するために参考となる記載例を紹介します。 
すでに皆様のお手元にある「リスクマネジメントガイドブック」（P57～）に掲載されて 
いる“良い記載例”と合わせてご活用ください。 

  今回は相続手続きの中でも推定相続人の住所が確認できない場合、戸籍の附票を請求 
するための記載例を紹介します。 

個人事項(抄本) 

－6－ 



 
 

－7－ 

 １．試験概要 

(1)試験日及び時間 

 平成２６年１１月９日（日） 午後１時～午後４時 

  ※試験室への入室：正午より可 

  ※受験上の注意等の説明：午後０時３０分開始 

(2)試験の科目及び方法         ※筆記試験 

試験科目 内 容 等 

行政書士の業務に 

関し必要な法令等 

（出題数４６題） 

択一式及び記述式 

（４０字程度） 

憲法、行政法（行政法の一般的な

法理論、行政手続法、行政不服審

査法、行政事件訴訟法、国家賠償

法及び地方自治法を中心とする。）

民法、商法及び基礎法学の中から

それぞれ出題し、法令については

平成２６年４月１日現在施行され

ている法令に関して出題。 

行政書士の業務に

関連する一般知識 

等（出題数１４題）

択一式 

政治・経済・社会、情報通信・個

人情報保護、文章理解  

(3)試験場所 

 宇都宮大学峰キャンパス（栃木県宇都宮市峰町350） 

２．受験申込み手続き 

(1)郵送による受験申込み 

①受付期間 平成２６年８月４日（月）～９月５日（金） 

②郵送先 

（一財）行政書士試験研究センター試験課 宛 

  受験願書と一緒に配布する封筒を使い、郵便局の 

  窓口から「簡易書留郵便」で発送してください。 

  ９月５日（金）の消印があるものまで受け付けます。 

③提出書類 

受験願書（「振替払込受付証明書」および「顔写真」

を添付したもの） 

④受験手数料 

７,０００円 

  受験願書の受付期間内に、必ず所定の払込用紙に 

より、郵便局の窓口で払い込んでください。 

⑤受験願書の配布場所及び配布期間 

【配布場所】（栃木県内のみ記載） 

・栃木県経営管理部文書学事課 

（宇都宮市塙田1－1－20 栃木県庁舎本館内） 

・栃木県広報課県民プラザ室 

（宇都宮市塙田1－1－20 栃木県庁舎本館内） 

・栃木県上都賀県民相談室 

（鹿沼市今宮町1664－1 栃木県庁上都賀庁舎内） 

・栃木県芳賀県民相談室 

（真岡市荒町5197    栃木県庁芳賀庁舎内） 

・栃木県下都賀県民相談室 

（栃木市神田町6－6   栃木県庁下都賀庁舎内） 

・栃木県安蘇県民相談室 

（佐野市堀米町607   栃木県庁安蘇庁舎内） 

・栃木県足利県民相談室 

（足利市伊勢町4－19  栃木県庁足利庁舎内） 

 

・栃木県小山県民相談室 

 （小山市犬塚3－1－1      栃木県庁小山庁舎内） 

・栃木県那須県民相談室 

（大田原市中央1－9－9    栃木県庁那須庁舎内） 

・栃木県塩谷県民相談室 

（矢板市鹿島町20－22     栃木県庁塩谷庁舎内） 

・栃木県南那須県民相談室 

（那須烏山市中央1－6－92栃木県庁南那須庁舎内） 

・栃木県行政書士会 

（宇都宮市西一の沢町1－22  栃木県行政書士会館） 

【配布期間】 

 平成２６年８月４日（月）～９月５日（金） 

(2)インターネットによる受験申込み 

①受付期間 平成２６年８月４日（月）午前９時～ 

９月２日（火）午後５時まで 

 （一財）行政書士試験研究センターのホームページか

らインターネット出願画面に接続し、画面の項目に従

って必要事項をもれなく入力して下さい。 

 注）本人名義のクレジットカード又はコンビニエンス

ストアで払い込んでください。 

※都道府県庁、行政書士会等での受付は行いません。 

３．受験票の交付 

 受験票は、平成２６年１０月下旬に発送します。 

 試験当日試験場に必ず持参してください。 

４．試験結果の発表と通知 

  試験結果は、平成２７年１月２６日（月）午前９時

から、合格者の受験番号を（一財）行政書士試験研究

センター事務所の掲示板に公示（掲示）します。公示

後、受験者には全員に合否通知書を郵送します。 

  また、（一財）行政書士試験研究センターのホームペ

ージに合格者の受験番号を登載します。 

  合格者には、平成２７年２月末日までに合格証を発 

 送します。 

５．特例措置の実施 

(1)身体の機能に障がいのある方で試験中に特例措置

を希望される方には、障がいの状況により必要な措

置（点字試験を含む）を講ずることがあります。 

(2)特例措置を希望される方は、受験申込みに先立って、 

必ず（一財）行政書士試験研究センターまでご相談

ください。事前に連絡なく、直接試験場に来られた

場合には対応いたしかねますのでご注意ください。 

６．連絡先（問い合わせ先） 

一般財団法人 行政書士試験研究センター 
所 在 地 〒１０２－００８２ 

 東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館３階 

電話番号（試験専用）０３－３２６３－７７００ 

ホームページＵＲＬ http://gyosei-shiken.or.jp 

 本ページは抜粋です。「郵送による受験申込み」の手続

きをされる方は、必ず試験案内・受験願書をお取り寄せ

いただき、全文をご覧ください。 

平成26年度 行政書士試験要項（抜粋） 
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平成２６年度 行政書士試験監督員の募集について 

 
 

栃木県行政書士会では、平成２６年１１月９日（日）に宇都宮大学峰キャンパスで行われる 
 行政書士試験の試験監督員を募集します。 
  行政書士を志す受験者の将来を左右する試験です。公正で厳粛な態度で臨める会員を希望します。 
 監督員は下記の監督員説明会および試験当日の両方に必ず出席できる方に限ります。 
 また、試験当日は試験会場の駐車台数に限りがあるため、「公共の交通機関の利用」または「行政

書士会館に集合し、車で乗り合わせて移動」のいずれかの交通手段に限らせて頂きます。 
 なお、旅費日当の支給は金融機関への振り込みとなっております。 
 

◎応募資格  栃木県行政書士会会員であること。 

  ◎業務内容  試験当日の試験室準備、準備状況確認、試験室の試験実施に伴う業務、 

         答案用紙回収・点検等 

  ◎説 明 会  平成２６年１０月２８日（火）  １４：００～１６：３０ （２回とも行政書士 

         平成２６年１０月３０日（木） １４：００～１６：３０  会館２階会議室） 

          ※両日とも同じ内容です。いずれかご都合のよい日をお選び下さい。 

  ◎試 験 日  平成２６年１１月９日（日）（監督員としての業務は９：００～１７：００） 

◎申込方法  下記申込書を事務局宛てにＦＡＸ送信して下さい。 

  ◎申込〆切  平成２６年９月１２日（金） 

  ◎募集人数  ５０名前後（受験者数により増減あり） 

          ※応募者多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承下さい。 

           結果については、１０月１５日までに郵送でお知らせ致します。 

  ◎旅費日当  （一財）行政書士試験研究センターの支給規程に準じ、指定口座へ振り込みます。 

         金額の詳細は８月末までに当会ホームページの会員専用ページ「トピックス」 

         に掲載します。 

 
栃木県行政書士会事務局 行（ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０） 

平成２６年度 行政書士試験 試験監督員申込書 

平成２６年  月  日 

支    部  氏    名 
 

 

説明会参加日 １０／２８（火)  ・  １０／３０（木）    ←いずれかに○

試験監督員になった 

場合の試験会場まで 

の交通手段（希望） 

 

公共の交通機関 ・ 行政書士会館より乗り合わせ ←いずれかに○ 
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 今回は、行政書士登録をしてから１年が過ぎ

た、星野尚会員の事務所におじゃましました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏 名：星野 尚（ほしの ひさし） 
事務所：星野行政書士事務所 

那須塩原市五軒町６－８ 
入会日：平成２５年４月２日 
 
―行政書士になったきっかけについて、お聞か

せ下さい。 

以前、独立行政法人産業技術総合研究所に勤

務していました。そこでは、国が保有している

ある特許技術を世の中に広めるというプロジェ

クトに参加していました。 
その後、そのプロジェクトを遂行するための

ベンチャー企業が設立され、そこに移籍をする

ことになりました。そこで勤務しているときに、

知的財産管理やリスク対策とトラブル対応のた

めに法律の知識があった方が良いと思い、行政

書士の資格を取得することにしました。資格取

得後は、コンピューターエンジニア兼企業法務

担当として業務に従事していました。 
しかし東日本大震災の影響をうけて、その企

業の業績が急速に悪化したため、私はそこを退

職することにしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 その後、栃木県内でできる仕事は何かと考え

ていたときに、行政書士の資格を生かそうと思

い、開業することにしました。 
 
―現在、取り組んでいることはありますか。 

 行政書士業務ではありませんが、PEG プロジ

ェクトというものに参加しています。PEGとは、

Programming Education Gathering の頭文字

なのですが、日本全国の子供達にプログラミン

グ学習の機会を提供していく活動です。 
このプロジェクトはインターネット検索でお

なじみの Google が日本のコンピューターサイ

エンス教育を支援するため、ラズベリーパイと

いう手のひらサイズのコンピューター５千台を

NPO法人CANVAS に提供することになりまし

た。 
私は、PEGプロジェクトのパートナーとなり、

このプロジェクトの一環として実施するプログ

ラミングワークショップ開催のため CANVAS
からラズベリーパイの提供を受け、栃木県内で

のプログラミング教育普及活動を行っています。 
 私は、日本の子供達にコンピュータープログ

ラミングに親しんでもらいたいと願っています。

さらには、この活動を通じて、知り合った人々

に行政書士の活動も伝えていけたら良いと考え

ています。 
 
―ご趣味は何ですか。 

 電子工作（ロボット作り）と水泳です。 
 
―最後に一言お願いします。 

 地元の人々と一緒に、地元の資源を活用でき

る産業の育成をサポートできるような行政書士

になりたいです。 
 
―お忙しい中、お時間を頂きありがとうござい

ました。星野会員のさらなるご活躍をお祈りし

ております。 

（那須支局長 オブライエン奈美） 
 
 

おじゃましま～す！ おじゃましま～す！ 会員事務所訪問コーナー 

新規申出（７月）           ０名 
更新申出（７月）           １名 
有効期限切れ（６月末）よる減少    １名 
申請取次行政書士（７月末現在）   ９８名 

※届出済証の新規・更新手続の書類の締め切りは毎月１５日です。 

栃木会の 

申請取次行政書士 

の動向 
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嘉多山公園は、佐野市嘉多山町（旧葛生町）に

あり、東武線葛生駅から１．５ｋｍほどの高台に

位置した公園です。 

 

公園内案内図 
 
園内には、森の中をぐるぐる回りながら滑って

いくローラースライダーや、遊具、かつて実際に

佐野の街を走っていたＳＬ機関車や展望台などが

あり、この展望台からは葛生の街を一望すること

ができます。 
また、うさぎなどの小動物がいる動物小屋や野

外ステージ広場もあり、大人も子供も楽しめる公

園です。 
桜の名所としても有名なスポットになっており、

毎年４月には「さくらまつり」が開催されます。 

 

ＳＬ機関車とローラースライダー 
（画面右上から滑り始めて左に降りてくる） 

 

 
 
 
 
そして、さくらまつりと合わせて地元の方に愛

されているお祭りが、８月に行なわれる「くずう

原人まつり」です。 
今年のくずう原人まつりは、８月２３日（土）

２４日（日）の二日間にわたって開催され、多彩

なステージや郷土の踊り、和太鼓の競演、そして

アーティストによるプレミアムライブが繰り広げ

られます。まさに葛生の夏を締めくくる一大イベ

ントです。 

 

野外ステージ 
 
また、スタンプラリーや化石発掘体験、原人チ

ャレンジパーク（弓矢を使った的当て・ノコギリ

での丸太切り・火おこしの３つのタイムアタック） 
など参加できるイベントも盛りだくさん。優勝チ

ームには豪華商品も用意されています。化石発掘

体験とチャレンジパークは定員までまだ若干余裕

があるそうなので、興味がある方はご家族やお友

達同士で参加してみてはいかがでしょうか？ 
 
【所在地】佐野市嘉多山町１７９０ 
【開催日】平成２６年８月２３日（土）１２時～ 

２４日（日） ９時～ 
【駐車場】葛生あくとプラザ（会場まで徒歩８分）

シャトルバスも運行 
 

（支局長 川田有美） 
 

支局かわら版 
嘉多山公園 

佐野支部 

か た やま 
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【那 須】 

那那須須支支部部研研修修とと無無料料相相談談会会のの実実施施  

７月９日（水）午後１時３０分から３時３０分

まで、那須塩原市にある西那須野公民館において、

「農地転用と農振除外」と「倫理研修」について

の研修会が実施された。参加者は１７名であった。 

 

「農地転用と農振除外」の講師は、田渕徹会員

であった。具体的な要件や実際の申請書をまじえ

て、分かりやすく説明して頂いた。 
「倫理研修」の講師は、一戸養子会員であった。

実際にあった本会への苦情相談を例にあげて、説

明をして頂いた。その事例は、そのような事が本

当にあったのかと信じられない思いがした一方で、

他人事ではないと気が引き締まる思いがした。 
 
７月２６日（土）午前１０時から午後３時まで、

那須塩原市にあるハロープラザにおいて、無料相

談会が実施された。参加会員は１０名であった。 

 

 
 

 
那須支部では無料相談会に関する広告を、市町

村が発行する「広報」に掲載しているが、今回か

らはその広告に、「予約」ができることを付け加え

ることにした。これは相談者の方に、当日に必要

な書類をお知らせすることができ、また我々とし

ても相談者の方にお渡しする資料を事前に準備す

ることができたり、相談内容について、より詳細

な説明をすることができるといったメリットがあ

る。 
今年度、那須支部では、この無料相談会に関す

るあらゆる新しい試みに挑戦している。我々が目

指すところは、広く「行政書士」とは何であるか

を知ってもらい、我々が様々な場面で人々の役に

立つような仕事をすることによって、行政書士全

体の利益に還元されるようになることである。 
 

（支局長 オブライエン奈美） 
 
 
【栃 木】 

真真夏夏ののののどど自自慢慢大大会会  

灼熱のショウタイム 
酒好き歌好きの会員が再び、集う 

 
７月２６日、酷暑の候、栃木支部は会員を激励

するため、カラオケシダックス栃木店のスペシャ

ルルームにおいて、暑気払いを開催しました。 
 

恒例 山ノ井会員のオープニングハーモニカ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松本支部長 満面の笑み 

支 局 情 報 
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私達は、「行政書士とちぎ」の表紙写真を昨年

１１月号から撮っております「Ｏ.Ｋ.Ｓ.Ｎ.写仲」

というグループです。先年に行われた「ＡＤＲ」

の講習会で知り合った４人の苗字、「大鹿・神原・

相馬・野村」の頭文字を並べたもので、「写仲」は

写真仲間を「社中」になぞらえて付けた名前です。

表紙写真のテーマや撮影場所等について検討する

ため、編集会議と称し２～３か月に１回会ってい

ます。この写真は、６月８日の編集会議の当日、

那須の殺生石の直ぐ近くにある温泉神社に立ち寄

った時のものです。温泉神社は「オンセンジンジ

ャ」ではなく「ユゼンジンジャ」というそうです。

ついでに、鳥居には、「神明系」と「明神系」があ

り、この鳥居は「明神系」の「台輪鳥居」という

様式だそうです。神社の拝殿、鳥居、〆縄、灯篭

等々、様々な様式があるということを、神職でも

ある相馬会員に教えてもらいました。 
編集会議の後は、仕事とは直接関係のない、芸 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ４時間の長丁場、お疲れさまでした。 
（支局長 綾部一成） 

 
 
 

 
 
 
 
 
術や宗教について、酒を（少し）呑みながら熱く

語り合うという、お金に縁の薄い、変なおじさん

の４人組です。でも、なるべく普通の写真を撮り

たいと思って居りますので、よろしくお願いいた

します。 

（芳賀支部 神原邦雄） 
 

石塚会員と風間会員 
このコラボ初めて見ました。 

久々に綾部も歌いました。 あいつなんか飲みほしてやった田邊会員

荒籾会員、ＡＫＢを歌う 栃木支部一番のカラオケ好き 川田会員 

温泉神社に立ち寄って 
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「行政書士業務精励功績」として黄綬褒章を受章された、須永威氏の祝賀会が７月１２日ホテル

東日本宇都宮で開催されました。 

ジャズの街宇都宮らしく、軽快なジャズが流れる中、出席者が次々と会場入りして来ました。い

よいよ、祝賀会の始まりです。 

エルガー作曲の「威風堂々」をバックに、青木勇夫政連会長を先頭に、受章者ご夫妻、副会長達

が入場し、盛大な拍手の中、中央ステージに進みました。 

田渕徹副会長の開会の辞に続き、青木勇夫政連会長が受章の経緯を「５月１５日ザ・プリンスパ

ークタワー東京において、総務省主催による伝達式が行われ、その後、皇居において拝謁に臨み、

同ホテルにおいて日行連主催の記念品贈呈が行われました」と報告しました。 

 

福田富一栃木県知事、茂木敏充衆議院議員より御来賓の 

祝辞を頂き、続いて船田元衆議院議員、高橋克法参議院議 

員、渡辺美知太郎参議院議員、螺良昭人県議会議長、岡部 

正英佐野市長、北山孝次日行連会長、中西豊日政連会長か 

らも御祝辞を頂きました。 
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次に大塚隆豊様より詩吟朗詠が披露され、記念品目録と花束贈呈が、親戚の福田理奈子様、孫の

楓ちゃん、副会長より行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで須永威氏より受章

者の挨拶があり、受章者の地

元の地酒で乾杯がなされ、御

発声は住吉和夫日行連相談役

でした。 

 

なごやかに歓談をしながらの祝宴では、受章者が音楽好きの為、お祝いコンサートが用意されま

した。ピアノ演奏、御本人の独唱、セイン・オカクラ様のオカリナ演奏、日行連会長さん達と「マ

イ・ウエイ」の合唱と受章者の人柄を表す会となりました。 

 

 

 

 

 

 

宴たけなわでしたが、宮嶋幸雄、石井治夫、小林幸雄発起人から、お礼の言葉、万歳三唱、閉会

の辞と続き、須永威氏の受章を心から喜んでくださる方が、御出席頂いた祝賀会でした。 

（発起人 手塚理恵） 
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 ちまたでは、すっかり夏休みですね。 
子供と一緒に過ごす夏の楽しみ方のひとつにキャンプがあります。 
先日、初めてテントで寝泊まりするキャンプデビューしました。毎年、キャ

ンプは行っていたのですが、いつもコテージを借りての寝泊まりでした（下の子

が小さかったこともありまして…）。 
テントは昨年たまたま頂いたものがありましたが、使用する機会はありませんでした。でも、今回

友人に誘われ、私たち同様キャンプ初心者の家族も来るとのことだったので、思い切ってウチも行っ

てみよう！という事になりました。 
場所は鹿沼市役所近くの川が流れるキャンプ場で、車がテントに横付けでき、テントを張るところ

は芝生になっている初心者にはとてもいいところでした。 
テントを張るのは初めてなので、一度家の前で練習をしてみました。

なんとなく雰囲気はつかんで、いざ、本番へ！！しかし、やはり簡単

ではなく…あっちを引っ張り、行き過ぎた！と、こっちを引っ張りな

んとか形になりましたが最終的には入り口部分を引っ張りすぎて、反

対側がまくれている状態でした（ペグ等で打ち付けてしまうので修正

するのはめんどうなのです…）。次回の反省点という事にして、中には毛布を敷き詰めて、寝袋を放り

込み寝床の完成です。 
次は友人たちとタープをつなげて万が一の雨にも備えようという事になりました（あいにくの空模

様だったのです）。私たち家族は到着が遅くなってしまったので、すでに出来上がっているタープのつ

ながりを考慮しつつ…と思っていたのですが、ここでも初めてのタープ張りに戸惑い、結局参加して

いた大人を８人動員してあっちをペグ打ちして、こっちをもっと引っ張って！とやっとの思いでター

プも完成という感じでした。 
でもバーベキューが始まってしまえば、それぞれの持ち寄ったお

かずやお肉などを分け合い、子供たちも同い年ぐらいの子供が多か

ったので、食べ終わるとすぐにそれぞれ遊び始めて、気が付くと、

親のそばにいる子供は誰もいなくなって…親は親同士、ゆっくりと

大人の会話に興じることができました。子供が成長していることを

実感しました。 
テントで寝るのはどうかな？と不安でしたが、子供たちもめいいっぱい遊んだ後なので、すぐにグ

ッスリでした。私は近くを流れる川の音がすごく大きく聞こえて、雨かな？と思って目覚めてしまい、

その後もウトウトという感じでした。 
ですが、せっかくキャンプに来たのですから、早起きをして、まだヒンヤリと

した空気の中を少し散歩しました。すると樹の幹になにやらサナギがありました。

セミかな？とそのときはあまり気にも留めなかったのですが、しばらくして再度

見に行ってみると、まさに羽化したての「オニヤンマ」。こんな経験もキャンプな

らではですね。すぐに子供たちみんなに知らせました。そしてしばらくしてみる

とすでに飛び立ったあとで、まさにぬけ殻しか残っていませんでした。飛び立っ

てしまったら捕まえようのない速さで飛び、トンボの中で一番大きいと言われて

いる種類ですから、あんなに間近でじっくりと見ることはもうないかもしれませ

んね。貴重な体験をしました。 
そしてテントでの寝泊まりも大丈夫！と自信がつきましたので、また是非行き

たいと思っています。 
（宇都宮支局長 竹島尚子） 
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以下の研修会資料を当会ＨＰ会員専用の「各種データ」－「研修資料等」のページに掲載しました。 

○開発行為入門研修会(Ｈ26.7.11 開催) 

○産業廃棄物処理業研修会(Ｈ26.7.18 開催) 

 ※掲載期間は３か月を予定しています。 

 日 予  定 時  間 主  催 

3 水 支部長会 10:00~  

暴力団排除対策委員会 11:00~  

総務部会 13:30~ 総務部 

足利支市民相談室 行政書類（遺言など） 

（於：足利市役所１階市民相談室） 

13:00~16:00 足利支部 

4 木 業務部全体会議 13:30~ 業務部全グループ

8 月 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 宇都宮支部 
9 火 「相談業務の受け方」研修会 第３回 13:00~17:00 業務第５グループ

10 水 ＴＩＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ

編集会議 13:00~ 広報部 

グループ会議 13:30~ 業務第５グループ

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 足利支部 
11 木 登録説明会 10:00~ 総務部 

「遺言・相続・遺産分割」業務研修会 第２回 13:30~16:30 業務第５グループ

12 金 定例行政相談所 13:00~ 制度推進部 

17 水 ＫＩＦＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ

一般貨物自動車運送事業研修会 13:30~15:00 業務第１グループ

行政書士専門相談（於：小山市役所）※予約制（随時受付先

着４人 予約問い合わせ：小山市生活安心課0285-22-9282）

10:00~12:00 小山支部 

18 木 土地利用研修会③ 市街化調整区域の開発行為    13:30~15:30 業務第２グループ

グループ会議 13:30~ 業務第３グループ

20 土 ＯＳＳの現状と今後の対応研修会 13:00~16:00 業務第１グループ

22 月 宇都宮市国際交流協会無料相談会 

（於：うつのみや表参道スクエア５階国際交流プラザ) 

15:00~17:00 宇都宮支部 

24 水 行政書士専門相談 

（於：野木町老人福祉センター「ホープ館」相談室） 

10:00~12:00 小山支部 

25 木 登録説明会 10:00~ 総務部 

「遺言・相続・遺産分割」業務研修会 第３回 13:30~16:30 業務第５グループ

行政書士専門相談（於：下野市ゆうゆう館 会議室２） 

※要事前予約（定員４名 予約先：行政書士会小山支部  

髙山久 0285-53-1672） 

10:00~12:00 小山支部 

26 金 太陽光発電設備設置のための農地転用研修会 13:30~15:00 業務第２グループ

28 日 市民プラザ無料相談会 

（於：うつのみや表参道スクエア５階市民プラザ) 

13:00~16:00 宇都宮支部 

栃木県行政書士会カレンダー（９月） 

研修資料の掲載について
～業務第２グループより～
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 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№ 受信日付 文書の表題 備考

327 H26.7.3 社労業務取扱証明書の発行について（お願い）   

328 H26.7.3 会員への「サイバー法人台帳ROBINS」の周知について   

333 H26.7.3 平成 26年度 7月分会費納入について（お願い）   

351 H26.7.8 平成 26年度定時総会質問書及び各種名簿等の送付について   

373 H26.7.18 理事会議事録の送付について   

397 H26.7.18 行政書士法人届出事務取扱規則様式の一部改正について   

407 H26.7.25 理事会の議事結果について（7/16,17 開催）   

403 H26.7.25 平成 26年度定時総会議事録の送付について   

416 H26.7.25 制度 PRポスター配布に係るアンケートについて（お願い）   

419 H26.7.31 平成 26年度行政書士制度広報月間の実施について   

420 H26.7.31 日行連自動車登録OSSセンター構想による看板設置について   

421 H26.7.31 
自動車の保管場所の確保等に関する法律に係る使用権原疎明書面及

び委任状等の行政書士専用の日行連推奨書式について（追加連絡）   

429 H26.7.31 職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則の一部改正について   

437 H26.7.31 行政書士会申請取次行政書士管理委員会規則（準則）の一部改正について（通知）  

449 H26.7.31 職務上請求書の適正な管理及び使用について   

 
 

 

 
 
宇都宮市より標記の案内が届きました。 

宇都宮市では、ＤＶ、ストーカー、児童虐待等の被害者保護のため「住民基本台帳事務における支援措置」

や「登録型本人通知制度」を運用していますが、他市において、住民票等を不正に取得する事案が発生し

ていることから、警察への情報提供を行うことで被害者保護の強化を図るため、「住民基本台帳事務にお

ける支援措置」の支援対象者の住民票等を第三者に交付した場合、「登録型本人通知制度」を併用し、あ

らかじめ同意を得ている者について、証明書を交付した事実を警察にも通知する制度が開始されました。 

詳細につきましては、当会ＨＰ会員専用「トピックス」をご覧下さい。 
 
 
 
 
県土整備部より上記２種類の冊子が届きました。 

ご希望の方は、事務局窓口にありますので、ご自由にお持ちください（無料）。 

郵送ご希望の方は、行政書士とちぎへ同封させていただきますので、会員専用ページから申込書を

ダウンロードし、所定事項を記入のうえ、事務局宛にＦＡＸして下さい。（申込書到着後、直近の行

政書士とちぎへの同封となります。） 

※数に限りがありますので、品切れの際はご了承下さい。 

※この手引は、栃木県のホームページからダウンロードすることもできます。 

DV 等被害者保護のための登録型本人通知制度の拡充について
                        ～宇都宮市より～ 

平成２６年度版「建設業許可申請の手引」及び「経営規模等評価申
請及び総合評定値請求の手引」について      ～事務局より～ 

日行連だより 
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「相談業務の受け方」研修会 第３回（全５回）   業務部 第５グループ主催

前年度も開催した「相談業務の受け方」研修会です。 

前年度と異なる内容ですので、昨年受講された方もお申込みください。 
○開催日時 

平成２６年９月９日（火）１３：００～１７：００ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館 ２階会議室 

○研修内容 

行政書士業務の中でも「権利義務に関する書類」と「事実証明に関する書類」を作成するため

には、依頼人の真意を汲み取るスキルが必要とされます。遺言・相続・離婚・各種契約書等、正

確なヒアリングを行うためのトレーニングです。 

○講  師 

行政書士 土方美代 

○受 講 料 

５００円 

○対 象 者 

会 員（補助者の方は受講できません） 

○注意事項 

過去の研修「メディエーション」や「アサーティブコミュニケーション」を受講された方にと

っては、研修内容が重複するワークがありますのでご了承ください。 
○そ の 他 
 各回独立した内容ですので１研修だけでも受講可能です（全て受講希望の方も毎回申込みをお

願い致します）。 
○締め切り ９月４日（木） 
 

一般貨物自動車運送事業研修会           業務部 第１グループ主催

○開催日時 

平成２６年９月１７日（水）１３：３０～１５：００ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

①一般貨物自動車運送事業許可申請における留意点 
②許可取得後の手続 

○講  師 

関東運輸局 栃木運輸支局 企画輸送監査部門 担当者 

○受 講 料 

無料 

○締め切り ９月１１日（木） 
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土地利用研修会③ 市街化調整区域の開発行為   業務部 第２グループ主催 

○開催日時 

平成２６年９月１８日（木）１３：３０～１５：３０ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

※会場が変更になる場合があります。変更の場合は、申込者各位にＦＡＸでお知らせする 

ほか、会員専用ＨＰのトピックスにも掲載いたします。） 

○研修内容 

専用住宅（いわゆる分家住宅）の申請他 

○対 象 者 

行政書士 

○講   師 

行政書士 稲葉昌俊 

○受 講 料 

５００円 

○テキスト 

「栃木県開発許可事務の手引き（平成24 年 4 月）」栃木県県土整備部発行を使用します。 

お持ちの方は、研修会当日、忘れずにご持参ください。 

お持ちでない方は、栃木県庁県民プラザ（本館２Ｆ）や、地方合同庁舎の生協売店（河内庁舎、

上都賀庁舎、芳賀庁舎、下都賀庁舎、塩谷庁舎、那須庁舎、南那須庁舎、安蘇庁舎、足利庁舎）

でも有償頒布しておりますので、各自お買い求め下さい。 

○締め切り ９月１２日（金） 

※この研修会は、土地利用関係業務取扱い行政

書士名簿に「研修会修了者」として掲載を希望

される場合、受講が必須となります。（６月号

に同封の研修会の案内でお知らせのとおり、土

地利用研修会①～④すべての受講が必要） 

ＯＳＳの現状と今後の対応     業務部 第１グループ、 

自動車車庫証明申請センター運営協議会 共催

○開催日時 

平成２６年９月２０日（土）１３：００～１６：００ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

ＯＳＳの申請方法解説及び体験 
○講  師 

ヘルムジャパン（株） 担当者 

○受 講 料 

無料 

○募集人員 

先着４０名 

○締め切り ９月１５日（月） 

「元気度 世界一 栃木県! 知的資産経営研修会」が１０月１５日（水）に行なわれます。修

了者全員に栃木パスポート・ガイドブックと中小機構・知的資産経営に関する資料の無料配布

を予定しています。詳細は次号の行政書士とちぎをご確認下さい。 

研修予告 
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９月の「遺言・相続・遺産分割」業務研修会    業務部 第５グループ主催 

 
全４回で実施しております「遺言・相続・遺産分割」業務研修会の９月の開催は、予定通り以下

の日程で実施します。受講者の方はテキストを忘れずにご参加下さい。 
 
○９月の日程、内容、時間 

実施日 該当回（全１２時限） 科目（内容） 時間 

第２回 

１１日 
（木） 

４時限目 
相続人の中に未成年者、行方不明

者が存在する場合の取扱い等 
13:30～14:30 

５時限目 相続分 14:30～15:30 

６時限目 法定相続分等 15:30～16:30 

第３回 

２５日 
（木） 

７時限目 相続財産の範囲の確定等 13:30～14:30 

８時限目 相続開始から遺産分割までの間 14:30～15:30 

９時限目 遺留分減殺請求等 15:30～16:30 

 ※場所は行政書士会館２階会議室。 
※途中回からの申し込みは受け付けておりません。 

 全４回分の申し込みは８月２５日まで受け付け中。詳細は「行政書士とちぎ」７月号をご覧ください。 
 

太陽光発電設備設置のための農地転用研修会    業務部 第２グループ主催 

○開催日時 

平成２６年９月２６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 

太陽光発電設備設置のための農地転用の取扱いについて等 
○講  師 

栃木県農政部農政課 

○受 講 料 

無  料 

○事前質問 

 農地転用申請について、事前質問を受け付けます。 

 出席者で、質問のある方は、支部名・氏名・質問事項を記入のうえ、栃木会事務局まで 

ＦＡＸ（０２８－６３５－１４１０）でお送り下さい。 

（書式は自由。締め切り日：平成２６年９月１０日（水）） 

 なお、場合により、研修会当日には回答出来ない場合もございますので、ご了承下さい。 

○締め切り ９月１８日（木） 
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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 
申込 

〆切 
申込 

ﾃｷｽﾄ 

申込 

昼食 

\500 
程度 

９／９ 
「相談業務の受け方」研修会 

第３回（全５回） 
500円 ９/４  － － 

９／１７ 一般貨物自動車運送事業研修会 － ９/１１  － － 

９／１８ 
土地利用研修会③  

市街化調整区域の開発行為 
500円 ９/１２  － － 

９／２０ ＯＳＳの現状と今後の対応 － ９/１５  － － 

９／２６ 
太陽光発電設備設置のための 

農地転用研修会 
－ ９/１８  － － 

 

支部名  
氏 名

 

ＦＡＸ  

 
 

募 集 

社労業務取扱証明書の発行について ～事務局よりお知らせ～ 
  

例年通り、事務局では、下記の対象者の方の社労業務取扱証明書の申し込みを受け付けます。 
ご希望の方は日行連 HP 会員サイトから様式をダウンロードしていただくか、栃木会事務局より 

入手のうえ、お申し込み下さい。（詳細は、月刊日本行政９月号参照。） 
○対象者 ： 昭和５５年９月１日現在の行政書士会入会者のうち、社労業務取扱証明書の発行を 

希望する者（ただし、既に発行を受けている者は除く） 
○栃木会〆切日（必着） ： 平成２６年９月２６日（金） 

<

広
告> 
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【入 会】                

 

 
支部・氏名 

入会年月日 

登録年月日 郵便番号
事 務 所 名 

電   話 備 考
事 務 所 所 在 地 

 足 利 
H26.7.1 

326- 

0814 

小沼みつよ行政書士事務所 
0284-20-1126  

小沼 光代 足利市通 2-2738 

 足 利 
H26.7.15 

326- 

0842 

吉沢行政書士事務所 
0284-21-2870  

吉沢 文雄 足利市今福町 902-3 

 足 利 
H26.7.15 

326- 

0005 

森田行政書士事務所 
090-1731-7674  

森田 崇 足利市大月町 935-4 

 芳 賀 
H26.7.15 

321- 

4306 

行政書士小林寛事務所 
0285-83-3720  

小林 寛 真岡市台町 2437 

 宇都宮 
H26.7.15 

329- 

1105 

行政書士川口事務所 
028-673-1253  

川口 貴史 宇都宮市中岡本町 2920-186 

【退 会】針生会員のご冥福をお祈りいたします。 

支 部 氏 名 退会年月日 備 考 支 部 氏 名 退会年月日 備 考 

那 須 針生 泰明 H26.4.23 死亡 宇都宮 中村 昭一 H26.7.1 群馬会へ移動

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

佐 野 遠藤 一則 
事務所所在地
電話番号 

佐野市栃本町 1178-1
0283-62-2469 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

栃木県行政書士会員の動き

広

報

部

よ

り 

（栃木県行政書士会員の購読料は会費の中に含まれます）

（平成 26年 7月 31 日現在）

行政書士とちぎ８月号 №452 

発行人  栃木県行政書士会 会長 須永 威 
〒320-  宇都宮市西一の沢町１番 22号 
 0046  電 話 028-635-1411（代） 
     ＦＡＸ 028-635-1410 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.gt9.or.jp/gyosei 
編 集  広報部 
定 価  250 円 
印刷所  有限会社 高久印刷 

愛好会ゴルフコンペ開催のご案内        発起人 青木勇夫 

 毎年９月に開催しているゴルフコンペも４回目を向かえることとなりました。今回は一昨年、
日本プロゴルフ選手権が開催された名門コースを舞台に選びました。今まで参加したことの無い方も
奮ってご参加ください。多くの会員の方、補助者の方のご参加をお待ちしております。 
 １．開催日時 平成 26 年 9 月 24 日（水）7 時 50 分（現地集合） 

 ２．開催場所  烏山城カントリークラブ（栃木県那須烏山市大桶 2401） 

 ３．参加費用 若い男性 9,300 円、シニア(60 歳以上)or レディース 7,500 円 

（プレー代(セルフ)、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（9 月 10 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） 

 当会では毎月多くの研修会が開催され

ていますが、都合がつかない等の理由で資

料だけでも入手したいとの要望が多く寄

せられていました。このため、一部の研修

会については資料をＨＰに掲載しており

ます（期間限定）。どうぞご利用ください。

（広報部 田代）
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