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今月の表紙の一言

『カトリック松が峰教会（宇都宮市）』
今月の表紙の写真は、
「カトリック松が峰教会」です。松が峰教会は、平成１０年の
１２月１１日に、国登録有形文化財に登録されました。この建物は、本格的なロマネ
スク様式に基づいた教会堂で、現在わが国に残る最大の大谷石建造物です。設計者は、
スイス人建築家Ｍｘ.ヒンデル（函館のトラピスチヌ修道院を設計）です。本教会の創
立者カディヤック神父は、教会堂建築のために資金を集め、昭和７年(１９３２)１１月
に完成しました。教会のアンジェラスの鐘は、第二次世界大戦中の金属回収によって
供出され、現在のものは、昭和５７年(１９８２)に鋳造されたものです。
以上、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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三士会無料相談会を行いました

【県央会場：ショッピングモール ベルモール（宇都宮市）
】
１１月３日（月）ショッピングモールベルモー
ルにて三士会無料相談会が行われました。今年度
の実施は、司法書士会が当番会でした。
司法書士会、土地家屋調査士会、行政書士会それ
ぞれに相談者が訪れ、各会とも多くの相談に対応
いたしました。
行政書士会の相談の内訳としては相続１件、農
地１件、債権等の権利関係２件、その他の諸問題
２件の合計６件でした。
来年度は行政書士会が当番会ですので、しっか
りと体制を整え対応したいと考えています。
（宇都宮支部 安野光宣）

【県北会場：いきいきふれあいセンター（那須塩原市）
】
１１月２日（日）那須塩原市いきいきふれあい
センターにおいて、土地家屋調査士会・司法書士
会・行政書士会の三士会による無料相談会が実施
されました。この県北会場の行政書士は、那須支
部から４名の会員が相談員として対応致しました。
近年は、普段から各士業や行政等でも、単独で
相談会を行っているためか、今回の三士会へ来場
された相談者は多くなく、行政書士へのご相談は
農地転用に関する１件のみでした。農地転用は、
行政書士の代表的な業務のため、行政書士単独の
相談会においても、比較的お受けするご相談内容
のひとつですし、ほとんどが相談者にご満足いた
だける回答が可能なケースかもしれません。
ただ、
複合的な要素を伴う問題で、多士業の横断的な知
識を要する相談内容の場合、例えば農地転用であ
っても合筆や分筆、地目の変更、所有権の問題等
が伴っている場合等は、行政書士・土地家屋調査
士・司法書士の三士会であれば、そのご相談に対
し、総合的に、より細やかに、理想的な回答を導
き出すことが可能となります。そのような相談内
容の場合にこそ、三士で行う相談会の果たす役割
は大きなものとなるでしょう。ただ、相談者にと
っては、ご自身が「問題が生じた」と感じたとき
に目的に合う相談会が行われていることが必要な
ため、複数士業が必要というケースは少ないかも
しれません。そのような場合であっても、三士会
への来場により、ポスターの「行政書士」という

文字を目にしていただくだけでも、行政書士の認
知度アップに少なからず繋がっていくことでしょ
う。
相談者数は、その時々の状況等により大きく異
なりますが、相談事を抱えていらっしゃる方の場
合、広報等で相談会の実施を目にすることで、多
少遠方からでもお越しいただけることも多いため、
今後も、行政書士単独での無料相談会を定期的に
実施しながら、三士会のような複数士業での合同
相談会を実施していくことも、相談者にとって必
要なものだと思われます。また、私たちにとって
も、他士業の方と接する機会は多くありませんの
で、貴重な機会となるのではないでしょうか。
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（那須支部 冨田倫子）

三士会無料相談会を行いました

【県南小山会場：道の駅 思川 小山評定館（小山市）
】
１１月３日（月）小山会場にて三士会無料相談
会が開催されました。
今年は天気に恵まれたため、
１０時の相談会開始時間前より多くの相談者の方
が来所され、かなりの賑わいでした。行政書士会
は会員１７名程で午前午後で分担して対応しまし
たが、相談者の方が多く詰めかけたため、途中で
相談ブースの方が不足してしまい、急遽増設する
ハプニングもありました。
午前午後を通しての相談件数は全部で８９件、
うち行政書士会が２２件の相談を担当しました。
相談内容は、相続・遺言・贈与で１６件、土地関
係４件、その他２件という内訳となりました。来
年の相続税法改正を前に、相続税を気にしての相
続や贈与の相談が多かったという印象です。
（小山支局長 細野大樹）

【県南栃木会場：イオン栃木店（栃木市）
】
去る１１月３日（月）
、我が栃木支部はイオン
栃木店において司法書士会及び土地家屋調査士
会と合同で相談会を開いた。相談件数は全体で１
２件、うち行政書士会が担当したものは４件。
主な内容は以下のとおり。
①遺言書の書き方
②遺言の効果（遺言の指定相続人に数次相続が生
じた場合）
③分割協議の方法（相続人・協議参加者の範囲）
④共同相続人中に制限行為能力者がいる場合
以上の４項目は１件ごとの内容ではなく、全て
の相談者に共通している項目もある。
③について、昨今テレビ等で家族法務を取り上
げているからであろうか、一般の方でも相続人の
範囲や分割協議について知っている方が多い。し
かし、メディアからの薄い情報では、誤解をされ
ている方も多い。誤った知識によって手続きが止
まっているケースは多々ある。やはり我々専門家
が介在し、手続きを進める手伝いをする必要があ
る。我々を利用することで容易に事が運ぶことを
一般の方々に知っていただきたいところである。
④は認知症の方の対応についてであり、最近は
かなり多い案件であると思われる。受任した業務
で実際に対応された会員も多いであろう。我々の
業務として何ができるか検討する必要がある。

今回の相談内容はほぼ相続問題であるが、解決
方法（回答内容）はそれぞれ異なり、広く対応力
を求められるものであった。複雑であるにもかか
わらずほとんどの相談者が法律扶助を希望しな
い方である。無料相談だからなのか、我々が頼り
ないからなのか、いずれにせよ我々専門家の存在
と利用価値を世間に広める必要がある。
他士受付の相談内容を見させていただいたが、
行政書士が回答できる内容もある。我々が窓口と
なって（他士業の方が窓口になるのもしかり）相
談を受け、他士業の方々と連携すれば士業のサー
ビスはもっと普及し需要が増すと思われる。
周知・集客方法の見直し等、来年の相談会に課
題を残す実績であった。
（栃木支局長 綾部一成）
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栃木県行政書士会
福田富一知事を囲む会
１１月７日（金）１９時より、栃木県庁舎１５
階のダイニング十五家（展望レストラン）におい
て「福田富一知事を囲む会」を開催しました。

３１名の参加者全員が県庁舎１５階の展望レ
ストランからの宇都宮の夜景とおいしい料理に満
足し、知事との交流を図ることができました。
総務部の横山眞先生のウィットに富んだ司会
のもと、田渕副会長の挨拶により囲む会が開始さ
れました。福田知事からは当日、全国知事会に出
席をされたとの事で県政の課題についての話があ
りました。

今回参加されなかった会員の皆様も是非一度
参加されてみてはいかがでしょうか？ 知事と間
近に接することができますし、県庁舎１５階から
見る夜景もまた格別です。
（総務部 青木啓明）

相続税法改正研修会
１１月２７日（木）護国会館にて、相続税・贈
与税法の改正研修会を開催いたしました。研修会
には本会役員を含め会員５２名が参加しました。
また、地域の金融機関から２１名が参加してくだ
さり、総数７３名と規模の大きな研修会となりま
した。

なお、今回金融機関にもご参加いただいたのは、
当会が毎年１０月の行政書士制度広報月間の際、
地域の金融機関に行政書士制度の推進のお願いに
訪問してきた一つの成果であると考えています。
特に相続税の改正の流れや実務的なお話を、分
かりやすく、そして詳しいご説明を頂くことがで
き、大変有意義な研修会であったと思います。
多忙の中、ご参加いただいた金融機関の皆様に
感謝申し上げます。
今後も充実した研修会を企画していきたいと
思います。

今回の研修会は相続税の大きな改正という事
もあり、宇都宮税務署に講師のお願いをしたとこ
ろ、関東信越国税局の資産評価官 船見雅志様を
派遣してくださいました。
研修の内容は平成２７年１月１日から適用さ
れる相続税の基礎控除や税率構造を中心にお話い
ただきました。
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（業務部第５グループ 安野光宣）

栃木県の中小企業支援策研修会開催
１１月１８日（火）
、業務部第３グループにて栃
木県産業労働観光部経営支援課課長補佐 関本充
博様、同課係長 大根田登美子様を迎え、栃木県
の中小企業支援策について計画書の作成等、研修
会を実施させていただきました。

これにより、栃木県の産業構造の強みを活かし
た事業展開が活発化する事でしょう。農業生産法
人設立や事業計画書作成等で行政書士の業務も増
えることが期待できます。
さらに、栃木県のクラウドファンディングが始
まった旨の説明もありました。クラウドファンデ
ィングとは、防災や市民ジャーナリズム、ファン
によるアーティストの支援、政治運動、ベンチャ
ー企業への出資、映画、フリーソフトウェアの開
発、発明品の開発、科学研究、個人・事業会社・
プロジェクトへの貸付など、幅広い分野への出資
に活用されている※直接金融の新手法です。これ
により、栃木県内の資金需要が満たされ、事業が
活発かする事に期待したいところです。

栃木県内の産業構造については、製造業である
２次産業の構成比率が全国６位であり、全国的に
も、ものづくりの県であることが示されました。
そして、農業に関しても１．９％と全国的に高い
比率水準であり、改めてフードバレー栃木を再確
認しました。これにより、県の施策として新とち
ぎ産業プラン、フードバレーとちぎ農商工ファン
ドの説明がなされました。

次に、経営革新計画承認制度についての説明が
ありました。この申請書を作成するにあたって、
行政書士の支援をお願いしますとのことでした。
栃木県は承認率が低いと言われていますが、行政
書士が支援することで承認率の増加が期待されま
す。また、この経営革新計画認証によるメリット
は、栃木県の低利融資制度、日本政策金融公庫の
低利融資制度等の利用、ものづくり補助金の対象
となる等豊富に用意されています。

この研修会により、行政書士の中小企業支援業
まず、新とちぎ産業プランについては、自動車、
航空宇宙、医療、光、環境を重点５分野と位置づ 務のさらなる活性化につながれば幸いです。
け振興していくこととされています。また、小規
模事業者支援プロジェクト（小規模事業者支援法 ※Wikipedia から引用。
に基づく）
、
海外販路開拓支援プロジェクト等によ
って構成されています。中小企業とは別の概念と
して小規模企業者（製造業従業員２０人以内、サ
ービス業５人以内）を定義し、中小企業者の中で
も小規模企業者にフォーカスしてよりきめの細か
い支援を実施していくことになるようです。われ
われ栃木県内の行政書士は、中小企業者の中でも
小規模事業者の支援に力を発揮できることと思い
ます。
フードバレーとちぎ農商工ファンドについて
は、農業従事者、製造業者、商業者の３者が連携
する事業について支援するために組まれた資金で、
上記三者の各種事業について助成されるものです。
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（業務部第３グループ 久我臣仁）

測量研修会実施
業務部第２グループでは１０月１７日（金）行
政書士会館にて測量理論（１７名参加）
、１１月５
日（水）八幡山公園にて測量実習（１５名参加）
を行った。
講師は、土地家屋調査士でもある業務部第２グ
ループの福田勝守会員が担当された。

測量理論は三角関数を駆使し、観測した角度、
距離を用いて平面直角座標（Ｘ，Ｙ）に変換し、
閉合トラバースの計算、さらにその座標を基に土
地の面積を計算するところまでを手計算でおこな
った。現在ではパソコンソフトにより、或いはト
ータルステーション内に組み込まれたソフトによ
り直接座標が表示される。しかし意味が解らない
まま利用していると、誤っている個所、理由が良
く分からない。福田先生の丁寧な解説により参加
者は熱心に受講していた。

測量実習はトータルステーションメーカーの
ペンタックス及び代理店のコアミ計測器店らの全
面的な協力により、一昨年に続き第２回目の開催
となった。雨天で繰り延べとなった当日は、曇り
の測量日和のなか午前、午後とに振り分け、それ
ぞれ３班に分かれ実施した。三脚の設置、機器の
整準、
角度距離座標の観測、
を１人ずつ実施した。
女性も３人参加され嬉々としてマスターされた。
ペンタックスの話では、初心者にしては覚えが早
いとのこと。

前にも書きましたが第２グループの土地関係
の一連の研修会は、教養研修ではなく実践するこ
とを前提にしています。既に栃木県行政書士会で
はトータルステーションを導入しており、一週間
１万５千円で貸し出しを行っています。各支部で
積極的にそれぞれ測量研修を行っていただきたく、
ここにお願い申し上げます。
（業務部第２グループ
秋葉憲司）
～総務部からご連絡～

測量機器を貸し出しています
会員の皆様の業務に活用していただくことを目的として、本会の備品
である測量機器（トータルステーション）を貸し出しております。
どうぞご利用ください。
期 間：７日以内／１回
使用料：１５，０００円／１回
その他：貸し出しのルールに沿ってご利用ください。
申込時に「備品等借用申請書」の提出が必要になります。
貸し出しの際は、取扱いビデオ（約３０分）の視聴が必要です。
会の研修等で機器を使用する等、貸し出しができない場合があります。
※貸し出しについてご不明な点は事務局にお問い合わせください。
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「国有財産に関する申請業務」研修会開催
また、今回はそれぞれの項目が終了した時点で
質問を受け付けました。質問も活発に出て関心が
高いことが判りました。予定時間をオーバーして
しまう心配があり途中で打ち切るということもあ
り申し訳なく思っています。
①は国有地の売払では必ずついてくるといっ
研修項目は①土地境界確認申請、②普通財産売 てもいい申請手続です。③は余り耳にしたことが
ない申請手続ではないかと思いますが、土地関係
払申請、③取得時効申請の３つでした。
をやる人は理解していて損にはならないと思いま
最初に潮田利一様から財政と経済についての す。この項目は第２グループで要望して入れてい
講義があり、
そのあと３項目の説明がありました。 ただきました。また、質問では代理の問題、境界
講師は大久保勇貴様で、各項目とも分かり易く 確定図の作成者の問題など行政書士の根幹にかか
説明していただき受講者も理解できたことと思い わる質問も出ましたが、今回の研修会の目的から
逸脱してしまうので深入りはしないで打ち切りと
ます。
させていただきました。
業務部第２グループでは、１１月２８日（金）
関東財務局宇都宮財務事務所より管財課長潮田利
一様、統括国有財産管理官濱窄克彦様、国有財産
管理官大久保勇貴様を講師にお迎えしまして、表
題の研修を行いました。

土地関係は他士業との問題もあり、専業行政書
士が安心して土地関係の業務に携われるような環
境を作ることが執行部に課せられている課題であ
ると考えます。
まずは、行政書士自身が勉強してスキルアップ
をすることが大切です。そして、どんな業務の依
頼がきても対応できるように、研鑚しておくこと
が、顧客をつかむ道だと思います。
（業務部第２グループ 福田勝守）

一日公庫ｉｎ大田原開催
１１月２６日（水）、日本政策金融公庫主催に
よる中小企業支援無料相談会「一日公庫ｉｎ大田
原」が開催され、栃木県行政書士会から一戸理事
を相談員として派遣致しました。一日公庫とは、
支店のない地域にて公庫の融資担当者による融資
相談、中小企業診断士による経営相談及び行政書
士による許認可・会社設立相談を行う企画です。
場所は、大田原商工会議所でした。
小規模事業者支援法ができたことにより、より
小規模の中小企業者の動きが活発化する事が見込
まれており、これから相談の増加が期待できるで
しょう。
もっとも、あいにくの雨も重なり、相談者は少
数にとどまりました。ただ相談者にとってはかえ
ってゆっくり気兼ねなく相談できる良い機会とな

り、満足された様です。
日本政策金融公庫との覚え書きを交わして数年
がたち、公庫の方の行政書士業務についての認識
が深まり、公庫との連携が強化され、行政書士に
とっては好ましい状況となりつつある事を実感す
る一日公庫となりました。
（業務部第３グループ 久我臣仁）
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入管所長を招いての申請取次行政書士研修会を開催
１１月１９日（水）、業務部第４グループ主
催による、申請取次行政書士研修会が行政書士
会館において行われた。
本研修会は、入国管理局届出済者（申請取次
者）対象の研修会であるが、例年同様、東京入
国管理局宇都宮出張所所長を招いての講義を
行い、また、本年は第２部として、本会申請取
次行政書士管理委員会委員長を座長とする入
管業務に関する懇談会も行われた。
まず、東京入管宇都宮出張所の吉田智美所長
より、平成２７年１月及び同年４月施行予定の
改正入管法に
ついての講義
があり、我々
取次者にとっ
て最も関心の
高い在留資格、
特に新設され
る高度外国人材に係る在留資格や一部統合、一
本化される就労系在留資格の説明が行われた。

交差点

また、事前質問に対する入管側の回答もあり、
大変有意義な講義であったと思われる。
次に第２部と
して、本会申請
取次行政書士管
理委員会の岸宏
委員長を座長と
して、入管業務
に関しての懇談
会が行われ、岸委員長から、管理委員会の役割
や意義、そして、取次を行うに当たっての心構
え、注意すべき点、職業倫理等、委員長自身の
長年の実務経験に基づく深い講話があった。
また、本研修には申請取次制度発足時から当
該業務に取り組んでこられた大ベテランの
方々も参加され、その方々の実務経験に基づく
お話には大変参考になるものがあった。
（業務部第４グループ 永島正志）

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

栃木県支部創立１周年記念「市民公開講座」を開催
「一般社団法人コスモス成年後見サポートセ
ンター栃木県支部」主催による「市民公開講座」
を宇都宮市大谷町の城山地区市民センターにて、
城山地区自治会及び城山地区福祉協議会の後援を
得て１１月１７日（月）に実施しました。講演題
目は「遺言・相続・成年後見」で、終了後無料相
談会を開催しました。第１回目でしたので、受講
者の参加があるのか心配していましたが、その心
配も取り越し苦労となり、
たくさん参加いただき、
その後の相談も数件ありました。初回としては大
成功でした。これもひとえに会員の皆様の努力の
最後になりましたが、入会の研修を受けて入会
おかげと、感謝致します。
を迷っている方は、是非入会して私達に力を貸し
て下さい。入会前研修の有効期限は２年間です。
知名度がまだまだであり、今後もこのような活 よろしくお願い致します。
動に力を入れていく考えです。成年後見制度を必
要としている人達の力になれるよう、会員一同誓 （
（一社）コスモス成年後見サポートセンター
い合いました。
栃木県支部 支部長 福田勝守）
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シリーズ 知的資産

淡水魚は里山と切っても切れない関係にあり
ます。前号の木もれびで紹介されていましたが、

とちぎの知的資産みーつけた
Ｆｉｎｄ１

ご無沙汰しております。栃木県の知的資産や知
的資産経営をご紹介する「とちぎの知的資産みー
つけた」第１回の掲載に漕ぎ着けました。
前回もお話ししましたが、「本物の出会い栃木
パスポート事業」は、栃木県の見えない資産（実
際は見えても気づかれない）を見える化する素晴
らしい知的資産経営なのです。栃木県は、栃木県
内の企業の知的資産経営の先導者となることでし
ょう。
知的資産経営報告書作成は、自分（事業主）自
身が気づいていない資産に気づいていただく作業
です。
「本物の出会い栃木パスポート事業」も同様
です。今回は、同事業で取り上げられている「な
かがわ水遊園」
（大田原市佐良土２６８６）を紹介し
ます。
長いウッドデッキを進むと、そこは淡水魚パラ
ダイスです。

金ブナ、銀ブナ、野ゴイは、近年、田畑の整備と
共に姿を消しつつあります。
「なかがわ水遊園」は、これら里山の淡水魚達
を忘れさせないための広告塔と評価できます。
「な
かがわ水遊園」がなければ、子供達は里山の淡水
魚達の存在を忘れてしまうかもしれません。
「なか
がわ水遊園」は、里山の淡水魚達との交わりを疑
似体験させてくれる貴重な施設です。そしてそれ
は、日本の本来の姿を示す子供達次世代の教育に
不可欠な知的資産なのです。
また、
「なかがわ水遊園」は、来訪者の心を清ら
かな清流で癒やしてくれます。なかなか山奥の清
流に行くのは難しいですが、当園は気軽に癒やし
を与えてくれます。大規模施設ではないという一
見弱みの部分が気軽に来訪しやすいという強みと
なっています。行ったことがない方は、是非一度
ご来訪下さい。
（業務部第３グループ 久我臣仁）
知的資産と知的資産経営報告書とは

栃木県は海なし県という弱みがあります。しか
し、弱みは強みに変える事が可能です。それを実
現したのが、ここ「なかがわ水遊園」です。海が
ない故に淡水魚にフォーカスをあて、淡水魚専門
の水族館が誕生したのです。弱みを強みに変えた
実例といえるでしょう。
「なかがわ水遊園」は、海水魚のいる通常の水
族館にはない特徴があります。
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知的資産とは「従来のバランスシート上に記
載されている資産以外の無形の資産であり、
企業における競争力の源泉である、人材、技
術、技能、知的財産（特許・ブランド等）
、組
織力、経営理念、顧客とのネットワーク等、
財務諸表には表われてこない目に見えにくい
経営資源の総称」を指します。
知的資産経営とは、自社の知的資産を経営に
活かすことで、業績の安定や向上につなげて
いくものです。
※知的資産経営報告書作成マニュアルから抜
粋

会員事務所訪問コーナー

おじゃましま～す！
趣味・特技は何ですか
趣味の魚釣り、キノコ採りは原発事故以来、
停滞気味です。最近は、昔やっていたクラシッ
クギターにいそしんでいます。特にアントニオ
古賀さんなどの認知症予防としての音楽活動に
共鳴しています。ジャンルは演歌からポップス
まで。
施設訪問等ボランティア活動もしております。
（独奏、団体演奏「六弦ハーモニー」）

氏 名：小池 英男（こいけ ひでお）
事務所：ほうらい法務行政書士事務所
芳賀郡益子町大字七井３３１７－３
入会日：平成２２年１１月１５日
入会の動機は
介護事業をやっておりますが、利用者（障害
者）の方に、法律の相談を受けたのがきっかけ
です。その折、成年後見制度に触れたこともあ
り、困っている人の力になれたらとの思いから、
行政書士を目指しました。
専業ですか、兼業ですか
介護保険と障害者の居宅生活支援事業も行っ
ております。「パーソナルケアほうらい」と言
いまして、ＮＰＯ法人です。「ほうらい法務行
政書士事務所」はここからとりました。
得意業務は
相続関係業務を主体に考えています。特に、
成年後見など、高齢社会に対応した仕事を中心
に考えています。
モットーは
個人の尊厳を考え、地域性等も踏まえ、その
人の立場で考え、その人に合ったサービスを提
供することです。
行政書士になって良かったことは
新しい人たちに出会えて、世界が、また、少
し広がりました。
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クラシックギター学習者であれば一度は挑戦
してみたくなる曲『アルハンブラの思い出』を
演奏して下さいました。トレモロ奏法とアルペ
ジオのバランスがとても素敵でした。
今後の抱負は
高齢化社会に対応できる体制を構築していき
たいと思っております。今後、独居世帯等の増
加に従い、特に親族が遠方の場合、介護保険上
の需要増加は勿論ですが、成年後見、相続、そ
の後の財産の管理（特に家屋、お墓などの保全・
管理）が必要とされてくると思われます。多方
面に連携し対応できる体制を模索したいと思っ
ております。
今回の事務所訪問も、お忙しい中お引き受け
いただきましてありがとうございました。
（芳賀支局長 永山松生）

支
支局かわら
ら版

冬の大感
感謝祭

那須支部
那

２０１４年１２月１
１日から２０
０１５年３月３１
日まで、那須町観光協
協会が主催す
する、冬の大感
感謝
祭が開催
催されます。
冬の大
大感謝祭は何か
かというと、
まずこの期間
ま
間中、
毎日のように様々なイ
イベントが行
行われます。例
例え
ば、「アル
ルパカがゲレ
レンデにやって
てくる」や、「カ
ピバラが温泉にはいっ
っている様子
子が見られる」
」等
が計画されています。
また、多くの観光地
地やホテルが
がイルミネーシ
ショ
ンで彩られるそうです
す。
その他
他に、１０００
０円で３枚綴
綴りの「温泉周
周遊
券」を購
購入すると、１
１枚で入れる
る温泉又は２枚
枚で
入れる温
温泉を利用する
ることができ
きます。
１０００円で３枚綴
綴りの
「すいと
とん食べ歩き
き券」
もあります。

那須地域はこ
那
これからますま
ます寒くなり
りますが、
春や
や秋にくらべ
べると観光客も
も減り、
結構穴
穴場です。
皆さん、是非
皆
非遊びにいらし
して下さい。

冬の大感謝祭
冬
祭についての問
問合せ先
那須町観光
光協会
TEL ０２８
８７－７６－
－２６１９
（９：００
０から１７：３
３０まで）

＊チ
チラシは那須
須町観光協会、
、あるいは道
道の駅「友
愛の
の森」にあります。
那須町観光ガ
那
ガイドのホーム
ムページに詳
詳しい案内
があ
ありますので
で、ご利用くだ
ださい。
http://
/www.nasu
ukogen.org
g/
さらに
に、チラシを掲
掲示すると、施設の入園料
料が
半額になったり、ホテ
テルに半額で
で宿泊できたりし
ます（尚
尚、ここに掲載
載のチラシを
を提示しても割
割引
は受けられません）。
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（支局長 オブライエ
エン奈美）

支 局 情 報
【那 須】

研修会の実施
１１月７日（金）午後１時３０分から午後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、第２回那須支部研修会が開催された。参
加会員は２０名であった。

これは、８日（土）と９日（日）に開催された
「黒磯公民館まつり」において、主催者側から行
政書士会那須支部に無料相談会の実施を依頼され
たものであった。
今回、那須支部はこの行事への初めての参加で
あった。相談会終了後には主催者側から、また来
年度もお願いしたというお言葉を頂いた。
（支局長 オブライエン奈美）
【塩 那】

矢板市福祉まつり無料相談会
塩那支部では、１１月３日（月）に矢板市福祉
まつりにて無料相談会を行いました。

研修会は２部の構成になっていて、まず１部は
「公証役場の業務とその手続き」について、大田
原公証役場の公証人に新たに就任した、川合康司
様を講師にお迎えした。
そこでは、
「公証制度とは」や「公証事務とは」
といった基本的なことから詳しくご説明を頂いた。
次に２部では、
「倫理研修」について、一戸養子
会員に講師をお願いした。顧客からの仕事を受任
しても業務を行わない、報酬の面でトラブルにな
る等の苦情があることをご説明頂いた。
那須支部では今後も「倫理研修」を継続してい
く予定である。
（支局長 オブライエン奈美）

無料相談会の実施

１１月８日
（土）
午前１０時から午後３時まで、
大田原市にある黒羽・川西公民館において、無料
相談会が実施された。参加会員は５名であった。
同日に、那須塩原市にある黒磯いきいきセンタ
ーにおいても無料相談会が実施された。

本無料相談会は、昨年までのともなりまつりが
廃止され、小規模なものとなりましたが、行政書
士の業務に関し広く一般の方に周知していただき、
一人でも多くの方の日常生活の不安や悩みなどを
解決するためのお手伝いをしたいという意図から、
行政書士の中でも、税務・労務・不動産関係・高
齢者問題などのスペシャリストが集結し、相談者
一人ひとりに時間制限なく個別回答しました。
相談件数は年金について１件、遺言や相続手続
きについて２件、また相続税の改正に対する不安
について１件と合計４件の相談があり、相談者か
らは「なかなか誰に相談していいか分からなかっ
たけれど、ここで相談して良かった」という声を
聞くことができました。
お祭りなどのイベント時にブースを出して無料
相談会を開催することによってより多くの方に
「行政書士」という職業を、また「身近な法律家
がいる」ということを知っていただけたのではな
いかと思います。
塩那支部では、今後とも社会貢献と行政書士業
務のＰＲのためにもイベント時の無料相談会を続
けていきたいと思います。
（支局長 植木智美）
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けられた。私と妻の思惑通り、長男とブブはまる
で友達のように仲良く育ち、たまにケンカしてひ
っかかれたりしながらお互いに成長した。
やがて我が家には二男も生まれた。その二男も
１才を過ぎた去年の初夏、
ブブが家から脱走した。
帰ってきてからブブのお腹は少しずつ大きくなり、
やがて３匹の子猫を生んだ。２匹は妻の実家が引
き取ってくれることになり、１匹は新たに「プリ
ン」と名付けて我が家の一員となった。ちなみに
プリンも女の子である。
長男にはブブ、二男にはプリンと、息子たちと
１才ずつ年下の猫たちは、息子たちにとっては遊
思えば私が小学１年生の、まだ小学校が木造校 び相手でもあり、妹のようでもある。我が家はさ
舎のころ、学校の用務員さんが飼っていた猫から らに騒がしくなった。
そんな折、今年もブブが脱走した。案の定彼女
子猫を一匹もらってきて、猫を飼い始めて以来、
私はずっと猫好きだ。当時学校の黄色帽子に子猫 は今年も子供を作って戻ってきて、再度４匹の子
を入れて、学校からずっと抱えて帰ってきたのを 猫が生まれた。息子たちは大喜びで、私も妻も子
猫の愛らしさにはもう顔がゆるむほどだ。だけど
今でも鮮明に覚えている。
さすがにさらに４匹も猫を飼うことはできない。
ミーと名付けたその飼い猫は、その後私が２５ インターネットを通して飼い主を捜して、先日よ
の頃まで生きた。人間の年齢でいえば８０才を過 うやく４匹の里親を見つけることができたが、こ
ぎての寿命での死だった。２０年近くも一緒に暮 れから訪れる子猫たちとの別れのときの息子たち
らしてもはや家族同然の猫だったため。ミーが亡 の悲しむ姿を想像すると、実に憂鬱になる。
私としても、それまで家を走り回っていた子猫
くなったときは、実家でお世話になっているお寺
たちがいなくなってしまうのは、とても悲しい。
で供養をして火葬にしてもらった。
だけどペットを飼い愛情を注ぐこと、ペットと
それからしばらく猫を飼うことはなかったが、
結婚して長男が生まれたのを機に、新たに猫を飼 の別離は、誰しも経験することである。それを経
うようになった。妻の実家も猫好きであったこと 験させることもまた、子供たちの教育の一環では
も大きかったが、その一番の理由は、また私たち ないかとも思う。
今後ブブやプリンが家を脱走してまた子供を
の子供にも、動物を可愛がる気持ちを通して優し
作ってきたときのことも考える。ブブやプリンを
い気持ちを育んでほしかったからだ。
長男が１才の頃に、新しい家族として家に迎え 去勢してしまえば済む話ではあるのだが、生まれ
入れたそのペルシャ猫（女の子）は、当時長男は た子猫たちを見て喜ぶ子供たちの姿を見ると、非
「パパ、ママ、ブーブー」としか言えなかったた 常に悩ましい今日この頃である。
（小山支局長 細野大樹）
め、長男が名前を呼べるようにと「ブブ」と名づ
わが家の猫が、子猫を４匹生んだ。

栃木会の申請取次行政書士の動向
新規申出（１１月）
１名
更新申出（１１月）
１名
退会による減少（１０月末）
１名
申請取次行政書士（１１月末現在） ９７名
※届出済証の新規・更新手続の書類締め切りは毎月１５日です。
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事務局よりお知らせ
12/2７(土)～1/４(日)は
年末年始休暇となります。
よろしくお願いします。

栃木県行政書士会カレンダー（１月）
日
7 水

8
9
14

木
金
水

19

月

20
21

火
水

22

木

23
25

金
日

27

火

28

水

29

木

予

定

時
間
総務部会
13:30~
足利支市民相談室 行政書類（遺言など）
13:00～
（於：足利市役所１階市民相談室）
16:00
編集会議
13:00~
賀詞交歓会（於：ホテル東日本）
15:00~
ＴＩＡ無料相談会
10:00~
登録説明会
10:00~
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
医療法人設立研修会
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
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)
開発行為の技術基準研修会
13:30~15:00
ＫＩＦＡ相談会
10:00~
[基礎研修]外国文認証研修会
13:30~15:30
行政書士専門相談（於：小山市役所）※予約制（随時受付・ 10:00~12:00
先着４人 予約問い合わせ：小山市生活安心課
0285-22-9282）
成年後見の実務研修会
13:30~
行政書士専門相談（於：下野市ゆうゆう館 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
髙山久 0285-53-1672）
一日合同行政相談所（佐野）
10:30~
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)
「栃木県との共催による研修会」
13:30~
（於：市文化会館第一会議室）
倉庫業研修会
13:30~15:00
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）
登録説明会
10:00~

主
催
総務部
足利支部
広報部
業務第４グループ
総務部
足利支部
業務第３グループ
宇都宮支部
宇都宮支部
業務第２グループ
業務第４グループ
業務第４グループ
小山支部

業務第５グループ
小山支部

制度推進部
宇都宮支部
総務部
業務第１グループ
小山支部
総務部

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№ 受信日付
文書の表題
備考
844
H26.11.14 平成２６年度１１月分 会費納入について(お願い）
877
H26.11.14 理事会の議事結果について（１１／５－６開催）
日本行政書士会連合会臨時総会議案資料の送付及び議案に対する
890
H26.11.14
質問書の送付について
899
H26.11.14 国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について(周知依頼)
889
H26.11.19 日本行政書士会連合会 会長会議事録の送付について
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904
915
932
936

H26.11..19
H26.11..19
H26.11..21
H26.11..21

行政書
書士に関する実
実態調査につ
ついて（お願
願い）
日本行
行政書士会連合
合会事務局の
の体制につい
いて
特定行
行政書士の研修
修に関するア
アンケートの
の実施につい
いて
「甲種
種受託者による
る出張封印に
について」の
の一部改正に
について
会館移
移転に伴う関係
係規則及び日
日本行政書士
士会連合会事
事務局事務処
H26.11..21
理規則
則の一部改正に
について
H26.11..28 平成２７年 新年賀
賀詞交歓会及
及び理事会の開
開催について
て
車保有関係手続
続きのワンス
ストップサー
ービス申請に
に係る「まとめ
め
自動車
H26.11..28 払い」・「一括利用
用」・「ダイ
イレクト方式電子納付」の
の新規利用及
及
び更新
新を希望する会
会員の取りま
まとめについ
いて（お願い
い）

947
965
971

「宇都宮
宮公証人合同
同役場の移転
転に伴う電
電子公証業務
務の停止に
について」
～ 業務
務部第５グ
グループよ り ～
宇都宮
宮公証人合同役
役場の移転予
予定があり、以下の期間
間は電子公証の
の認証業務を
を行うことが
ができない
ことの連
連絡がありましたので、会
会員の皆様に
に周知致します。
～電子
子公証の認証業
業務ができな
ない期間～
平成
成２６年１２月
月２５日（木
木）午後５時
時から平成２７年１月６日（火）午前
前８時３０分
分まで。
（こ
この期間は申請
請も受け付け
けられません
ん）
新移
移転先

「甲種受
受託者によ
よる出張封
封印について」の一部改正
正について
て
～ 日行連より～
今般、国土交通省より「新たな
な地域名表示
示ナンバープ
プレート（ご当
当地ナンバー
ー第２弾）」の導入に
係る「「
「甲種受託者に
による出張封
封印について
て」の一部改
改正について」
」（平成２６
６年１１月１１日付け
国自情第
第１４７号の２）が通達さ
されました。詳細につきましては、当
当会ＨＰ会員
員専用「トピ
ピックス」
をご覧下
下さい。
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栃木県内 市町別
平成２７・２８年度

入札参加資格審査申請日程表
（平成２６年１２月５日現在 広報部調べ）

県市町名

担当部署

電話番号

1 宇都宮市
2 足利市

理財部契約課管理グループ 028-632-2179
管財課契約検査担当
0284-20-2119

3 栃木市

契約検査課

0282-21-2361

4 佐野市

契約検査課

0283-20-3027

5 鹿沼市
6 日光市
7 小山市

契約検査課
契約課契約係
建設政策課(建)
管財課物品契約係(物)
総務課契約検査係

0289-63-2278
0288-21-5134
0285-22-9323
0285-22-9325
0285-83-8145

9 大田原市
10 矢板市
11 那須塩原市
12 さくら市
13 那須烏山市
14 下野市

検査課契約係
総務課防災管財班
契約検査課
財政課財産管理係
総務課管財係
管財課

0287-23-8189
0287-43-1113
0287-62-7114
028-681-1122
0287-83-1111
0285-40-5553

15 上三川町
16 益子町
17 茂木町

総務課管財係
総務部企画課管財係
建設課土木管理係(建)
総務課庶務係(物)
建設課建設係管理担当
総務課管財係
総務部総務課管財係
財政管理課契約管財係
総務課管理担当
総務課管財契約担当契約係
総務課契約検査係
総務課管財係

0285-56-9114
0285-72-8829
0285-63-5647
0285-63-5614
0285-68-1111
028-677-6011
0282-81-1809
0280-57-4117
0287-45-1111
028-675-8101
0287-72-6902
0287-92-1111

8 真岡市

18
19
20
21
22
23
24
25

市貝町
芳賀町
壬生町
野木町
塩谷町
高根沢町
那須町
那珂川町

26 栃木県

県土整備部監理課建設業担当(建) 028-623-2390
会計局会計課物品担当(物) 028-623-2091

建設工事

コンサルタント

物品・役務

12/1～12/28
12/1～12/14
受付終了
市内・準市内業者 12/8～12/16
随時受付中
市外業者 4 月頃(参加期間 7/1～) (27 年 10/31 迄)
(市外業者は 4/1～6/30 の随時受付
の参加期間の受付あり)
市内業者 12/15～1/16
11/25～12/12
市外業者 1/23～2/10
市内業者 1/13～1/19(名称の頭文字による指定あり)
市外業者 1/13～1/30
12/1～12/19
1/20～2/2
市内業者 1/6～1/9(1/9 は持参はのみ) (郵送)11/4～12/5
市外業者 1/13～1/16
(持参)12/1～12/5
市内業者 12/1～12/12
市外業者 1/13～1/23
12/2～12/19
1/9～1/23
12/1～12/15
1/14～1/30
12/1～12/25
2 月予定(1 月 HP 掲載予定)
市内･準市内
1/13～1/23
2/2～2/13
市内･準市内以外
1/19～1/30
2/9～2/20
2/2～2/16
2/2～2/16
町内業者 1/8～1/15
1/8～
町外業者 1/15～1/23
2/1～2/28
1/13～2/13
1/7～1/20
1/21～2/3
2/4～2/17
1/16～1/30
2 月予定(1 月 HP 掲載予定）
2 月予定(1 月 HP 掲載予定）
1/9～1/30
1 月予定
2 月予定
(12 月 HP 掲載予定）
(12 月HP 掲載予定）
更新申請
県内業者 ※
県内業者 ※
終了
12/8～12/15
11/17～11/28
新規申請
県外業者
県外業者
随時受付
12/16～12/19
12/1～12/5
(持参のみ)
(電子のみ)
(電子のみ)

注 （建）
：建設工事、測量・建設コンサルタント
（物）
：物品・役務
※ 所在地を管轄する土木事務所毎に申請受付日が指定される予定です。
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測量・建設

【総務部より】
「職務上請求書」の記載例について、今回は建設業許可申請（国土交通大臣許可）に係る確認
資料の作成提出に必要な専任技術者の住民票の写しを請求する例を紹介します。
◎この業務の根拠＝行政書士法第１条の２に該当する官公署に提出する書類
◎住民票を取得できる根拠＝住民基本台帳法第１２条の３第１項第２号に基づく

宇都宮市

26

レ

△

△

１

世帯の一部

栃木県宇都宮市○○町○丁目○番○号

行

政

一

郎

ギョウ

セイ

イチ

行

政

一

昭和○○

ロウ

○

郎
○○

建設業許可申請
株式会社 亀山社中

レ

①～②の説明（用紙裏面に記載有）
①〔戸籍謄本等を提出すべき国
または地方公共団体の機関〕
②〔当該機関への提出を必要と
する理由〕

①国土交通省関東地方整備局
②建設業許可申請の確認資料（専任技術者の常勤性を証明する資料）
として、依頼者に勤務する専任技術者の住民票を添付するため。

国土交通省関東地方整備局
栃木県
行政書士
一の沢太
郎之印

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

・職務上請求書の購入に際しては、次のことにご留意ください。
次のいずれかに該当するときは、職務上請求書を頒布することの可否について、総務部で審査します。したがってこの様
な場合、新たな職務上請求書がお手元に届くまで時間を要する場合があります。
１ 職務上請求書の使用頻度が月１冊又は年度１０冊を超えるとき。
２ 控え用紙紛失報告書、利用目的の種別欄等未記入理由書が添付された購入申込書であるとき。
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医療法人設立研修会

業務部 第３グループ主催

○開催日時
平成２７年１月１９日（月）１３：３０～１５：００
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
医療法人設立について、県担当者からの講義となります。
○講
師
栃木県保健福祉部 医療政策課 医療指導担当者
○受 講 料
無
料
○対 象 者
会
員
○締め切り
１月１３日（火）

開発行為の技術基準研修会

業務部 第２グループ主催

○開催日時
平成２７年１月２０日（火）１３：３０～１５：００
○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
開発行為の技術基準（水量計算、流量計算等）について学びます。
○講
師
栃木県県土整備部都市計画課開発指導担当
○受 講 料
無
料
○対 象 者
会
員
○資
料
「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ご用意下さい。
この手引きは、栃木県庁県民プラザや、地方合同庁舎の生協売店でも有償頒布されている他、
県土整備部のホームページからダウンロードできます。
○締め切り
１月１３日（火）
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「基礎研修」外国文認証研修会

業務部 第４グループ主催

○開催日時
平成２７年１月２１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
戸籍謄本・住民票等の公的文書を外国の機関に提出する際の公印確認・アポスティーユに
ついて、及び付帯する入管業務についての基礎
○講
師
業務部第４グループ 担当者
○受 講 料
５００円
○対 象 者
会
員
○締め切り
１月１６日（金）

成年後見の実務研修会

業務部 第５グループ主催

○開催日時
平成２７年１月２２日（木）１３：３０～（９０分程度）
○開催場所
栃木県行政書士会２階
○研修内容
成年後見の実務について
○講
師
行政書士 齋藤順子
○受 講 料
５００円
○対 象 者
会
員
○締め切り
１月２０日（火）

「栃木県との共催による研修会」

総務部主催

今年度の研修会は、県・市町村課の担当職員からの「職務上請求書と“住民基本台帳法”について」の
講義と東京都立大学名誉教授・兼子仁先生による「行政書士の職務とは」の内容で開催します。
『行政書士コンメンタール』
の著者で行政書士法解説の権威でもある兼子仁先生の講義を聴くことができ
る貴重な機会ですので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。
○開催日時 平成２７年 １月２７日（火）１３時３０分開始
受講は無料です。
○開催場所 宇都宮市文化会館 ３階 第一会議室
お申し込みは今月号
○内
容 第一講義「職務上請求書と“住民基本台帳法”について」 の会報に同封の案内文
講師：県・総合政策部市町村課 担当職員
にある申込書を送信
第二講義「行政書士の職務とは」
願います。
講師：東京都立大学名誉教授 兼子 仁 氏
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倉庫業研修会

業務部 第１グループ主催

○開催日時
平成２７年１月２８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
倉庫業の登録申請に関する研修会です。
○講
師
行政書士 小林幸雄
○受 講 料
５００円
○対 象 者
会
員
○締め切り
１月２２日（木）

ＣＡＤ研修会

業務部 第２グループ主催

○開催日時
平成２７年２月３日（火）１３：３０～１５：３０
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
Jw_cad の基本操作と座標値を Jw_cad の画面に展開する方法を学びます。
○講
師
行政書士 稲葉昌俊
○受 講 料
５００円
○当日必要なもの
下記のソフト２種をインストールしたＰＣをご持参下さい。
ＰＣをお持ちでない方については、会のＰＣを共用していただきます。
(1)Jw_cad (最新版)
Windows 2000,XP,Vista,7 上で動作する 2 次元汎用ＣＡＤです。
http://www.jwcad.net/download.htm
(2)XYZtoJww for Jw_win（Version2.10）
座標データを Jww データにコンバートする支援ソフトです。
http://www.e-tripod.net/htm-dir/soft.html
○締め切り
１月２８日（水）
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災害時協定に基づく「被災者支援相談員研修会」

総務部・制度推進部共催

昨年度本会は栃木県と「災害時における行政書士業務に関する協定書」を締結しました。
これは大規模な災害が発生した際に被災者を支援することを目的とするものです。
具体的には被災者支援相談センターを開設し、会員が相談員として対応することになります。
今回の研修はその相談員のための研修です。災害時にはどのような相談があり、どのように回答
すべきかを判りやすく説明いたします。
○開催日時
平成２７年２月６日（金）１３：３０～
○開催場所
栃木県行政書士会館２階
○研修内容
第１講義「東日本大震災時の自治体の対応」
（約４０分）
講師＝県・消防防災課 主幹 飯盛 謙一 様
第２講義「栃木県行政書士会の災害時の対応」
（約６０分）
講師＝本会総務部・制度推進部 理事
○受 講 料
無
料
○対 象 者
会
員
○締め切り
２月４日（水）
※緊急時への備えとして多くの会員のご参加をお待ちしています。

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

申込
〆切

申込

ﾃｷｽﾄ
申込

昼食
\500
程度

１／１９

医療法人設立研修会

なし

１／１３

－

－

１／２０

開発行為の技術基準研修会

なし

１／１３

－

－

１／２１

「基礎研修」外国文認証研修会

500 円

１／１６

－

－

１／２２

成年後見の実務研修会

500 円

１／２０

－

－

１／２８

倉庫業研修会

500 円

１／２２

－

－

２／３

ＣＡＤ研修会

500 円

１／２８

－

－

２／６

災害時協定に基づく
「被災者支援相談員研修会」

なし

２／４

－

－

支部名
ＦＡＸ

氏 名

※申し込み後、やむを得ず欠席される場合は、早めに事務局までご連絡下さいますようお願いいたします。
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栃木県行政書士会員の動き
【入 会】

（平成 26 年 11 月 30 日現在）
事 務 所 名

入会年月日
登録年月日

郵便番号

3214217

行政書士仲野光男事務所

H26.11.15

3260845

近藤徹夫行政書士事務所

支部・氏名

芳 賀
西村 直也
足 利
H26.11.15
近藤 徹夫

所

在

電

地

話

備 考

0285-70-2255
芳賀郡益子町益子 961-1

0284-63-0591

足利市大前町 152-15

【退 会】小口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

宇都宮

小口 美好

H26.10.18

死亡

宇都宮

根本 博正

H26.11.17

廃業

芳 賀

武田 光正

H26.11.17

廃業

宇都宮

齋藤

保

H26.11.17

廃業

佐 野

新里 史郎

H26.11.30

廃業

宇都宮

須田 静男

H26.11.28

廃業

宇都宮

角海 英雄

H26.11.28

廃業

宇都宮

吉村

H26.11.28

廃業

氏 名
高坂
肇
黒後 和男

変更事項
所在地/電話番号
所在地/電話番号

【変 更】
支 部
宇都宮
宇都宮

潤

変 更 内 容
宇都宮市西川田町 1064-14/028-645-8633
宇都宮市宝木町 2-2567-3/028-622-7475

平成 2７年 新春交流会（特別研修会・賀詞交歓会）
～開催のお知らせ～
日 時：平成２７年１月９日（金）
１５:００～ 新春特別研修会『特定行政書士について』
講師：日行連副会長・中村利雄氏
１６:００～ 「平成２７年 賀詞交歓会」
場 所：宇都宮市上大曽町４９２－１
TEL ０２８-６４３-５５５５
「ホテル東日本宇都宮」
※参加希望の会員の方は会報 11 月号に同封した「平成２７年 新春交流会の開催について」
の申込書、または事務局宛にお電話でお申込みください。
（申込締切日：12 月 22 日(月)）

広 報 部 よ り

意外かもしれませんが、冬はダイエッ
トには最適な季節だそうです。
寒くなると基礎代謝が上がるため、無
駄な脂肪を燃焼しやすくなるそうです。
実は私も秋から開始し、現在１５ｋｇ
の減量に成功しました。まだまだやりま
す。頑張れ、私。
（広報部 植木智美）
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