


 
 

－1－ 

 

           １  目次、今月の表紙の一言 

           ２  なるほど！ザ・契約 第 6 回開催 

              佐野創業・経営支援ネットワークなんでも相談会 

           ３  建設業法等改正研修会開催、交差点 

           ４  おじゃましま～す！ 

           ５  支局かわら版（足利） 

           ６  支局情報（芳賀）、木もれび 

           ７  道楽オヤジ倶楽部 

           ８  アドちゃんの談話室 

           ９  平成２８年度行政書士試験要項（抜粋） 

          １０  平成２８年度行政書士試験監督員の募集について 

          １１  栃木県行政書士会カレンダー（９月） 

          １２  日行連だより、2017 年度版行政書士手帳の頒布について 

          １３  業務連絡、申請取次行政書士の動向 

          １４  平成２８年度研修会年間予定表 

          １６  研修会のお知らせ 

          ２０  会員の動き 
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「「幸幸来来橋橋」」    

撮撮影影地地：：栃栃木木市市  撮撮影影者者：：大大鹿鹿幸幸雄雄（（宇宇都都宮宮支支部部））  
 
開運・幸来のあかり－巴波川行灯。毎年、巴波川で実施される「百八灯流し」の故

事に因み開運橋から幸来橋を経てうずま公園の間の川岸に蔵や切り絵の作品を貼り

つけた１０８個の行灯を設置し、夏のタベを美しく彩ります。柴田トヨさんの作品の

中でも、その舞台が明示されている数少ない作品の一つが「幸来橋」です。映画「く

じけないで」でも名場面の舞台となっている「幸せが来るという橋」です。 

今月の表紙 
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７月２２日（金）、「なるほど！ザ・契約」１０

回シリーズの第６回目の研修が開催され、１８名

の会員が出席した。講師は宇都宮支部の松岡英彦

会員。 
まず、印紙税の

講義が行われた。

お客様から、「いく

らの印紙を貼った

らよいか」との問

い合わせが、よく

あると思う。今回、

研修会で使用した

「印紙税の手引き」を国税庁のホームページから

ダウンロードして、活用して欲しい。 
その中に第１号から第２０号までの文章があ

るので、第何号に該当するかを判定する。特に２

以上の事項が併記又は混合記載されている場合は、

注意が必要である。 
次に株式譲渡契約についての講義が行われた。

譲渡のパターンは、個人から個人、個人から法人、

法人から個人、法人から法人がある。パターンに

より税務処理が違ってくるとの説明がなされた。 
この１０回シリーズの研修は、単回での参加も

出来るので、会報の研修会の頁をご覧になり、興

味のある方はお申込みください。 
  （業務部第５グループ 手塚理恵） 

 

 

 

 

 

 

 ７月２８日（木）午後１時より、佐野商工会

議所において「佐野創業・経営支援ネットワー

クなんでも相談会」が開催され、栃木県行政書

士会佐野支部より須永威会員、河田力会員が相

談員として出席しました。 
 この相談会では、日本政策金融公庫（国民、

中小、農林）、佐野信用金庫、信用保証協会、行

政書士、税理士、中小企業診断士、女性相談コ

ーナーと多くのブースにわかれ、さまざまな相

談に応じていました。 

 

各ブースは大きめのパーテーションで区切ら

れていて、相談しやすい工夫がされていました。

支部の無料相談会でもこのような気遣いが必要

かと思います。 
行政書士のブースも多くの人が訪れ、いろい

ろな相談を受けていました。基本的に予約制を

とっていますが、突発の相談もあったようです。 
今回のイベントでは、たくさんの人が途切れ

ることなく訪れていました。 
最近では、経営支援はもとより、創業につい

て相談が多いように見受けられます。 
少子高齢化、人口減少で街が衰退していくの

をふせぐため、

地元の金融機

関や自治体は

こういったイ

ベントを今後

も開催してい

くことでしょ

う。 
（業務部第３グループ 江藤正巳） 

ななるるほほどど！！ザザ・・契契約約  第第６６回回開開催催 

佐佐野野創創業業・・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 
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 ７月７日（木）とちぎ福祉プラザにおいて、

６月１日に施行された改正建設業法の内容につ

いて栃木県県土整備部監理課建設業担当の三氏

を講師に迎えて研修会を開催しました。 

 

 まず加藤茂課長補佐より、建設業者の社会保

険未加入対策の概要について説明がありました。 

 次に時庭靖岳主査より、新設された解体工事

業の許可要件、経過措置等について説明があり

ました。（建設業許可申請の手引きＰ３１～３４

参照） 
 続いて秋元祐亮主事より、法改正に伴う経営

事項審査の経過措置等について説明がありまし

た。 
（経営規模等評価申請及び総合評定値請求の手

引きＰ８～１０参照）また、平成２９・３０年

度の入札参加資格審査の主な変更点について説

明がありました。 
     （業務部第２グループ 河田 力） 
 
   
    

 

 

 

 
 
 
７月に２件の公開講座、無料相談会が開催さ

れた。 
  
 日 時：７月９日（土） 
 場 所：日光山ヒルズ瀬尾公民館 
 講 師：成年後見  福田豊会員 
    ：認知証予防 荒川智子氏（介護職員 

実務者研修修了者で元特養職員） 
 参加者：２１名 
 今回初めての試みとして、自治会単位で実施

した。 

 日 時：７月１６日（土） 
 場 所：西那須野公民館 
 講 師：相続 押野 佑会員 
    ：成年後見：福田豊会員 
 参加者：４１名 
 後 援：那須塩原市 那須塩原市社会福祉協 

議会 下野新聞社 

 次回は宇都宮市で開催予定。 
（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 手塚理恵） 
 

建建設設業業法法等等改改正正研研修修会会開開催催 

交差点 
「「一一般般社社団団法法人人ココススモモスス成成年年後後見見ササポポーートトセセンンタターー栃栃木木県県支支部部」」たたよよりり



－4－ 

 
 今月は、那須支部の星野一明会員の事務所にお

じゃましました。 

 

氏 名 星野 一明（ほしの かずあき） 
事務所 行政書士事務所 一燈  
     大田原市美原二丁目３１７４－３７ 
           サンコート美原１００ 

入会日 平成２４年１１月１日 
 
【行政書士になったきっかけを教えてください】 
 栃木県警察を早期退職し、保険代理店を開業し

運営していくなかで、県警時代の先輩からの勧め

を受けて資格を取得しました。 
 
【事務所の名称についてお聞かせください】 
 一つの燈（あかり）と書いて、一燈（いっとう）

と読みます。これは佐藤一斎の言志四録（げんし

しろく）という指導者のためのバイブルと呼ばれ

る書籍の一節、『一燈を堤げて、暗夜を行く。暗

夜を憂うる勿れ。只一燈を頼め。』から、お客様

にとって一つの燈でありたいと思い引用させて頂

きました。また自身の名前も一つの明りと書くこ

とから縁を感じています。 
 
【主な取扱い業務を教えてください】 
 保険代理店との兼業ということもあり、遺言・

相続に関するものが中心となります。 
 個別の案件以外にも、遺言や相続、生前対策な

ど、その他諸々を包括した終活として、各種のセ

ミナーなども行っています。 
これからの取り組みとしては、社会保険制度を

比喩した言葉に「揺り籠から墓場まで」という言

葉がありますが、保険業と行政書士業とを合わせ

て「生前から墓場のその先（死後の手続き）まで」

サポートすること目指しています。 

【業務上、気を配っていることを教えてください】 
 お客様の抱えている問題を解決するために、相

手の立場に立って、考えること。そのためにお客

さまの話を良く聞くことを心掛けています。 
 経営理念は、 
  「安心とゆとりの道しるべとなる」 
また行動指針として、次の３つを掲げています。 

１．すぐやる。必ずやる。出来るまでやる。 
２．正義と愛と真心を基底とする。 
３．施して報いを求めず。 

 
【趣味を教えてください】 
 趣味と言えるかわかりませんが、空手が挙げら

れます。極真会館坂本派県北支部の顧問を務める

傍ら、指導者としても関わっています。 
 子どもたちには試合での勝敗だけでなく、空手

という武道を通じた人間教育、つまり、礼儀や忍

耐力、思いやりの心を育むことに重きを置いて指

導しています。 
 もうひとつの趣味として短歌があります。始め

てから４年ほどになりますが、しきなみ短歌会に

所属し月に一度の歌会に参加しています。 
 
【これからの展望についてお聞かせ下さい】 
行政書士の業務とは直接は関係しませんが、現

在、保護司としても活動をしています。保護司と

は法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員

です。実質的には民間のボランティアと同様に報

酬などはありません。その活動は、犯罪や非行を

した人を地域で適切に処遇することにより，その

再犯を防ぎ立ち直りを助けるとともに，地域の犯

罪・非行の予防を図る活動です。 
このような活動も含めまして、行政書士業、保

険業、その他の活動を通じて国家と社会に貢献す

る。これを人生の理念として、これからも一燈を

灯して尽力していきます。 
 
【おじゃましました】 
 今回の取材を通して、星野会員の人柄に触れる

ことができました。強い信念を持たれていること

が言葉の端々から伝わってきました。佐藤一斎の

言志四録、私も読んでみようと思います。 
星野会員には、ご多忙のところ快く取材に応じ

て頂きまして、大変ありがとうございました。 
（支局長 熊田慎一） 

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 
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さる６月４日（土）に足利市民プラザにおいて

支部総会後の初めての足利支部役員会が開催され

ました際に、堀越功支部長から『＝法制定３０周

年記念誌＝栃木県行政書士会のあゆみ（昭和５６

年２月発行）』から「支部の想い出」というタイト

ルの文章のコピーが配布されました。大関徳弥支

部長（当時）名義ですが、依頼（指示？）された

堀越支部長が代筆されたそうで、貴重な歴史の伝

承という意味からの配布との事でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「昭和４２年頃までは、会員は２・３名に過ぎ

ず、そのため支部の組織化と運営に支障をきたし

て」いたが、昭和５６年になると「足利支部会員

数は９０名を超え」ているとの記述に〝小説の神

様〟志賀直哉先生の晩年の名文『ナイルの水の一

滴』を思い出しました。しかし「どんな大河でも

最初は一滴の水から」的な私の愚かな記憶でした

が調べ直してみますと、私（志賀直哉先生）とい

う人間は、「悠々たるナイルの水の一滴のようなも

の」だけれど、「その一滴は後にも前にもこの私だ

け」という強いオンリーワンの精神でした。 
前置きが長くなってしまいましたが、私が支局

長として最後（？）の「支局かわら版」は、３０

周年、５０周年、６０周年の各記念誌から足利支

部の〝流れ〟を振り返ってみたいと思います。 
まず、「３０周年」からは、前出の文章によりま

すと、「税理士先生」の理解と入会を得て初めての

支部会は昭和４３年春に織姫公民館で開催、協議

され大関支部長が選出されたそうです。 
県会の「年度別役員構成」が掲載されています

ので足利支部関係を抜粋しますと、昭和４３年度

に理事として青柳養存会員、小池治郎会員、監事

とて海老原久六会員、綱紀副委員長として勅使河

原哲男会員の名前が見られます。昭和４４年度に

は、理事として大関会員、監事として大竹三男会

員が登場して、昭和４６年度になると理事として

森章会員と渡辺正光会員が、綱紀副委員長として

亀山松男会員が登場、そして、昭和５０年度には

ついに堀越支部長が理事として登場します。実に

４１年前ですので、まさに〝生き字引〟です。 
次に、「５０周年」です。さすがに半世紀記念と

いう事もあって、装丁も立派です。足利支部関係

では、『故きを温ねて／新しきを知る』のタイトル

で堀越会員、森会員、勅使河原会員の鼎談が新井

紀代会員（明記されていませんが堀越支部長の記

憶によると…）の文章で紹介されています。 
最初の県会事務局は旧宇都宮市役所の敷地内の

１坪足らずの小屋だった話、税理士兼業の会員が

黎明期の県会事務局を支えた話、さりげなく車代

として蟹を渡す話など、支部の昔話の枠組みに収

まらない興味深い話題満載です。 
直近の「６０周年」では、金井善久支部長（当

時）と私との対談が「この１０年」というタイト

ルで掲載されています。会話形式ですが、ほぼほ

ぼ私の妄想でひどい内容なのですが、一方で、○

現役の役員３名（板橋会員、森会員、新井会員）

が亡くなった○２名の会員（松長健会員、近藤和

夫会員）が総務大臣表彰を受賞○足利支部として

フリーマーケットに参加して無料相談も実施など

の事実も書き留めてあります。 
歴代の支部長は、敬称略で①大関徳弥、②堀越

功、③松長健、④星野光男、⑤殿岡正敏、⑥廣田

秀男、⑦金井善久、そして、８代目は再び堀越支

部長に戻ってしまいました（逆流？）。 
 
士業としてのナンバーワンは「弁護士」だとい

う事に異論はないと思いますが、「行政書士」もオ

ンリーワンとして実務能力を突き詰めれば十分に

存在価値があると信じたいものです。「その一滴は

後にも前にもこの私だけ」なのですから……。 
（支局長 杵渕 徹） 

 
 
 

支局かわら版
故きを温ねて 新しきを知る 

足利支部 
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【芳 賀】 

 

芳芳賀賀支支部部研研修修旅旅行行開開催催  

７月２７日（水）毎年恒例の芳賀支部研修旅行

を開催しました。芳賀支部会員の方々と補助者、

家族、友人を加え１７名のバス旅行となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回は現在無料アップデート配布中のＷｉｎ

ｄｏｗｓ１０について書いてみようと思います。 
この記事がみんなの目に触れる頃には無料ア

ップデート期間は終わってしまっていますが、み

なさんはアップデートしましたか？私はまだして

いません。 
そもそもこれまで数万円という金額で販売し

ていたＷｉｎｄｏｗｓの新製品がなぜ今回は無料

なのでしょうか？ 
当初はＷｉｎｄｏｗｓ１０に更新したい人は

予約をしてねという通知だったはずですが、予約

をしていない人にも強制的に自動でアップグレー

ドをするという、ユーザーにとってハイリスクな

ことまでしてきています。 
ＰＣのスペックが低かったり、古いソフトやニ

ッチなソフトで新しいＯＳに対応していなかった

りで、動かなくなってしまったユーザーも多かっ

たことと思います。 

研修先は、上田城址ＮＨＫ「真田丸」大河ドラ

マ館と世界遺産「富岡製糸場」で、「富岡製糸場」

では国宝の「繰糸所」や重要文化財の「女工館」

などを見学しました。 
 国宝「繰糸所」内部、解説員の方の「技術伝習

工女といわれる１５歳～２５歳の若い女性たちの

活躍が、絹産業ひいては日本の近代化に大きく貢

献した」という説明を聞いて、皆さん大きくうな

ずいていました。 
 帰りのバスの中で、秋葉副支部長より「皆さん

と楽しく有意義な研修旅行ができました、来年も

ふるって参加してください」とあいさつがあり、

皆さん大きなおみやげ袋を持っての帰宅となりま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（支局長 大塚一芳） 
 
 
 
 
なぜマイクロソフトはこうまでしてＷｉｎｄ

ｏｗｓ１０にさせようとしているのか、気持ち悪

さを感じてしまいます。 
現在世界中での９割近いシェアを誇るＷｉｎ

ｄｏｗｓですが、もちろん日本の官公庁や研究機

関でもほとんどが使用しています。 
マイクロソフトがその気になって情報を収集

するための仕組みを組み込んだら・・・そこまで

考えると切りがないですね。 
Ｗｉｎｄｏｗｓ１０自体の評判は、動作は軽快

で新機能も追加されるなど、高評価なものも多い

ようですし、ゆくゆくは店頭にもＷｉｎｄｏｗｓ

１０以前のものはなくなってしまうでしょう。 
長いものには巻かれろとも言いますし、今回の

アップデートは見送りますが、次回ＰＣを購入す

るときにはＷｉｎｄｏｗｓ１０になっていること

でしょう。 
（小山支局長 野村泰紀） 

国宝「東置繭所」前での記念撮影 
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                      その弐 

 
 
 
 今から２０年前の８月７日のこと。友人から電話があり「テレビを見ているか」とのこと。何か

とテレビのスイッチを入れると目に飛び込んできたのが「俳優渥美清死す」のニュース。４日に亡

くなり、家族葬として葬儀も済んだとのこと。公私混同をしなかった渥美さんが、本名の田所康雄

に戻ったのである。友人は、私が寅さんファンであることを知っていたので連絡をくれたのであっ

た。その後、松竹から訃報のファックスが届いたのは数分後のことであった。 
 正月とお盆恒例になっていた（晩年は正月のみ）映画『男はつらいよ』は私の大好きな作品であ

り、通算４８作全てを見ているのも自慢の一つである。 
 松竹が「寅さんファンクラブ」を結成したので加入、各種イベントに参加していたが、ある時、

今はない大船撮影所を見学する機会があった。撮影所の第９ステージに建てられた「とらや」のセ

ットを初めて見たときは、柴又の団子屋が本当に良くできており驚かされた。 
 その折に、私たち夫婦に渥美さんが声をかけて下さった。「面白いかい」、それは寅さんに声をか

けられたようであった。「映画が好きですから」と答えると、あまり写真を撮りたがらない渥美さん

が、「一緒に写真を撮ろう」と言って下さり、照明の方にライトまでつけて下さるようお願いしてく

れたのである。これが渥美さんとの交流の始まりである。 
 そんなことがあってから、毎年撮影所を訪れ、ご挨拶させていただくことになった。 
 そして、ついには拙宅にまでお電話をいただくことになったのである。渥美さんから直接三度連

絡をいただいたが、初めての時、私は驚いて正座してしまったことを思い出す。 
 ３０分以上話したが、「行政書士の仕事はどんなこと」と聞かれ説明すると、「代書屋さんだね」

と言われた。やはり昔気質の人である。他に「映画」「芝居」「音楽」「健康」など次から次へと話題

が変わる楽しい時間で、最後にはこちらの健康についてまで気を遣っていただいた。 
 「男はつらいよ」は国民的な映画となり、各地を商売しながら歩く寅さんは北海道から沖縄まで、

時には海外のウイーンまで旅をしている。全国各地でロケをしているが、栃木県にはまだ来ていな

かった。渥美さんの体調があまり良くないことを察していた私は、何とかして栃木県でロケをと監

督をはじめ関係者に猛アタックしていた。そして、第４６作「男はつらいよ・寅次郎の縁談」で栃

木ロケが実現したのである。残念ながら本編とは関係ないタイトルバックと冒頭のシーンであるが､

それでも嬉しかった。烏山町で「山あげ祭」を再現して貰い、長屋門のある場所で婚礼のシーンを

撮影した。２日間の撮影であったが、松竹から連絡があり、撮影前日に渥美さんがそちらに行くの

で一緒に食事をといわれ、市内の郷土料理店で至福の時間を過ごすことができたのである。 
 松竹大船撮影所でのお別れの会（献花式）にスタッフの方と同席参列でき、渥美さんと最後のお

別れとなった。「渥美さん」と呼べる幸せを持つ私たちは果報者だろう。思い出に残ることやエピソ

ードは数多くあるが、また次の機会にでも・・・。 
【カットの色紙について】渥美さんが亡くなったときに、当

会のアドちゃんの作画家である高井研一郎先生が私に書いて

下さったものです。高井先生と私は趣味が共通しており、も

ちろん「寅さんファン」であり、「落語好き」「アルゼンチン

タンゴ好き」で、そんなご縁から書いて下さった色紙です。 
タンゴに使用する楽器バンドネオンを寅さんが弾いている

図柄で、脇の「カナロのエル・ティグレを聴きながら」とい

うのはタンゴの名曲でフランシスコ・カナロの演奏による「エ

ル･ティグレ」（スペイン語で「虎」）と寅さんをかけたもので

「調布のタンゲーロ」というのは、「調布市に住むタンゴの好

きな男から」という意味です。 

渥美さんと呼べる幸せ 
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はじめて那須烏山の山あげ祭りを見に行った。

山車（ダシ）が街中を回っている。「ぶん抜き」が

始まるから行ってごらん…と地元のオバサンから

言われて人だかりの方向へ向かった。お囃しが力

強くテレスクテレスク、鳴らしている。ソワソワ

と音のする方向へ早足になる。 
山車は細い路地まで、くまなくまわる。 
子供みこしが優雅にやってくる。みんなかわい

いなあ。付添の大人のほうが人数が多い。 
威勢の良い大人のみこしが猛スピードで通り

すぎる。元気で魅力的なみこしだ。 
 
夜７時から山あげが始まる、と聞いていたので

山あげ会館ちかくに行ってみる。舞台が始まるの

かと思っていたが、若い衆が何やら作業をしてい

る。観衆はその動きを見つめている。材木を組ん

だ大きな骨組に和紙を貼った絵をくくりつけて準

備完了。小・中・大のこの「山」を長い棒で押し

上げるハハ～ア、この山を押し上げるのが山あげ

なのだな。若い衆が息を合わせ、力を合わせて上

げていく。うまく上がって、ピタリと固定される

と観衆が拍手をする。私も思わず拍手した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
まっくらやみの夜空に、さきほどの山がライト

アップされて美しい。その絵は高山にかかる滝で、

すばらしい光景だ。 
この山に気をとられていたが、当番町の山車が、

ずーっとお囃しを力強く鳴らしていたのだ。あの

作業中、囃し連は少しの休みもなく、山担当の若

い衆の気持ちをふるい立たせるべく、テケスク、

テケスクとやっていたのだと思うと胸があつくな

る。ガンバレ、ガンバレと応援しながら…だろう。 
 
山の前には舞台が出来上がっている。歌舞伎と

同様、舞台上手（かみて）に三味線と浄瑠璃が控

えて、生（ナマ）演奏なのだ。これはすごい、こ

の栃木の山奥に、こんなにすばらしい文化が息付

いていたのだ。おどろきと同時に感動してしまっ

た。 
ほんとうに良いものを見せていただいた。あっ

ぱれ烏山である。 
（お囃大好きおまつり女 山本昭子） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山あげ祭り 

第６回 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月に開催しております行政書士ゴルフ愛好会のコンペを本年も開催致します。 
今年は昨年の参加者の意向も踏まえ、６回目にして初めて日曜日の開催で企画しました。これまで

の平日の開催では参加できなかった方は、是非ともお申し込みください。 
愛好会とはいえ、ゴルフ好きの集まりですので、行政書士会の会員の方、ご家族の方、補助者の方、

どなたでも参加できます。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28年 9月 4日（日）8時 40分（現地集合） 

 ２．開催場所  喜連川カントリークラブ（さくら市穂積533-1）矢板ICから17㌔ 

 ３．参加費用 10,200円（コンペ代1,000円、プレー代・昼食代・税等9,200円）＊セルフプレー 

 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．表  彰 優勝、準優勝、3位、飛び賞、ブービー賞、ドラコン賞、ニアピン賞、参加賞 

 ６．申込方法 事務局・大塚宛に電話でお申し込み下さい（8月26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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 １．試験概要 

(1)試験日及び時間 

 平成２８年１１月１３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２８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２８年８月１日（月）～９月２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２日（金）の消印があるものまで受け付けます。 

③提出書類 

受験願書一式（「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２８年８月１日（月）～９月２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２８年８月１日（月）午前９時～ 

８月３０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２８年１０月中旬に発送します。 

 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２９年１月３１日（火）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２９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等で試験中に特例措

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28年度 行政書士試験要項（抜粋） 
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平成２８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２８年１１月１３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、試験当日は現地集合となります。 

 
◎応募資格  栃木県行政書士会会員。 

※ただし、行政書士試験に関する講座を開設している専門学校等を経営してい 

る会員やその講師をしている会員は応募できません。 

 

  ◎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２８年１１月２日（水）１０:３０～１２:００（場所は両日とも 

         平成２８年１１月４日（金）１３:３０～１５:００ 行政書士会館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２８年１１月１３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２８年９月９日（金） 

  ◎募集人数  ３０名前後（受験者数により増減あり） 

          ※応募多数の場合は抽選等により、試験場責任者において選任いたしますので

あらかじめご了承ください。結果については、１０月１５日までに郵送でお知

らせいたします。 

  ◎旅費日当  （一財）行政書士試験研究センターの支給規程により、試験終了後に指定口座へ

振込となります。あらかじめ本人名義の口座を直接センターに届け出る必要があ

ります。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２８年  月  日 

平成２８年度 行政書士試験 試験監督員申込書 

支    部  氏    名 
 

 

説明会希望日 

 

１１／２（水）１０：３０～ ・ １１／４（金）１３：３０～ 

       （いずれかに○をつけてください） 
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 日 予  定 時  間 主  催 

1 木 登録説明会 10:00~ 総務部 
5 月 [特定行政書士]法定研修② 10:00~  

6 火 グループ会議 10:30~16:30 業務第３グループ

「中小・小規模企業支援業務」をやってみよう研修会 13:30~16:30 業務第３グループ

7 水 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 

8 木 市民公開講座担当支部長会 10:00~  

支部長会 11:00~  

暴力団等排除対策委員会 13:30~ 暴対委員会 

支部長への連絡会 14:30~  

9 金 編集会議 13:30~ 広報部 

10 土 福利厚生旅行（上高地）   

11 日 

12 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 
14 水 ＴＩＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ

申請取次新規受付 13:30~ 申取管理委員会

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 
15 木 シリーズ研修「なるほど！ ザ・契約」（第８回） 13:30~16:40 業務第５グループ

16 金 登録説明会 10:00~ 総務部 

21 

 

水 

 

ＫＩＦＡ相談会 10:00~ 業務第４グループ

グループ会議 13:30~ 業務第４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６人 予約問い合わせ：小山市生

活安心課0285-22-9282） 

9:00~12:00 小山支部 

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（先着６名 予約先：行政書士会小山支部 生田

目安夫 0285-52-2350） 

9:00~12:00 小山支部 

24 土 貨物運送事業研修会  業務第１グループ

25 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 

26 月 [特定行政書士]法定研修③ 10:00~  

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 

27 火 相談会に必要な相続の基礎研修会 13:30~ 業務第５グループ

28 水 「電子申請支援システム 建設業統合版」の使い方研修会 13:30~16:30 業務第２グループ

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）※要事前予約（先着６名 予約先：行政書士会小山

支部 田村晋也 0285-45-0297） 

9:00~12:00 小山支部 

29 木 [特定行政書士]法定研修④ 10:00~  

栃木県行政書士会カレンダー（９月） 
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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（要実費）。 
 

日行連№ 受信日付 文書の表題 

337 H28.7.1 平成 28年度定時総会質問書及び各種名簿等の送付について 

345 H28.7.1 
平成28年毎月勤労統計調査特別調査への調査協力依頼に関するお願いについ

て(会員周知願い) 

346 H28.7.4 第 66回”社会を明るくする運動”ポスターの送付について 

352 H28.7.5 
ゆるキャラグランプリ2016 エントリーに伴う周知へのご協力について（お願

い） 

353 H28.7.5 
ゆるキャラグランプリ2016エントリーに関する貴会会報での周知協力につい

て（お願い） 

360 H28.7.11 平成 28年 7月分会費納入について（お願い） 

380 H28.7.11 日本行政書士会連合会事務局の体制について 

383 H28.7.11 「詳解行政書士法第4次改訂版」の送付について 

395 H28.7.13 理事会の開催について 

421 H28.7.19 「高度人材ポイント制」の利活用推進に係るご協力について（お願い） 

442 H28.7.25 平成 28年度定時総会議事録の送付について 

445 H28.7.27 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

日行連だより 

２０１７年度版 行政書士手帳の頒布について ～事務局よりお知らせ～ 

 手帳の購入をご希望の方は、下記申込書にご記入の上、事務局宛にＦＡＸして下さい。 
 １．手帳の仕様 ビニールシート 黒（１６９×８３㎜） 

分冊形式 ・ダイアリー編（月間、週間計画表） 

     ・法規編（行政書士法、行政書士必携、その他関係法令等） 

     ・アドレス編 

 ２．価   格  ９８０円（税込み） 
 ３．申 込 〆 切 平成２８年９月２３日（金） ※〆切厳守 
 ４．受 取 方 法   ①事務局に来局 

 ②郵送（送料別途７０円かかります） 

 
 行政書士手帳 申込書（事務局ＦＡＸ：０２８－６３５－１４１０） 

支部 

 

 

 

氏名 

 
受取方法 

いずれかにレ印

□事務局に来局 

□郵送（送料別途要）
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標記の件について栃木銀行より周知依頼がありました。 
詳細につきましては、こちらのチラシと栃木銀行ホームページをご覧下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

「女性のためのビジネスプランコンテスト」について 
                       ～栃木銀行より～

新規申出（７月）          １名 
更新申出（７月）          ５名 
申請取次行政書士（７月末現在） １０９名 
 

※新規申出は面談の上、受け付けますので予約制となります。（予約先：０２８－６３５－１４１１） 
 次回の予約締切日：８月３１日（水） 受付日：９月１４日（水）時間は予約時に案内します。 
※更新の書類締切は毎月１５日です。 
詳細は、会のホームページ－会員専用ページ－各種データ－事務局関連 をご覧ください。 

 
栃木会の 

申請取次行政書士 

の動向 
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【平成２８年度】“研修会”年間予定表 

申込書は、行政書士とちぎに随時、掲載します。 

下記以外の研修会も企画中ですので、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。 

. 
 
 
 
 

◎業務第１グループ（運輸交通・警察関係業務）主催研修会 

 

9月24日(土) 

 

10月 1日(土) 

10月15日(土) 

11月 5日(土) 

 

11月19日(土) 

12月 3日(土) 

 

12月17日(土) 

 

 1月 7日(土) 

 1月21日(土) 

 2月 4日(土) 

 2月18日(土) 

 3月 4日(土) 

 3月18日(土) 

 4月 1日(土) 

貨物自動車運送事業研修会14回シリーズ 

①開講式 研修ガイダンス 

 「関係する法令について知識を身につける」 

②「常勤役員への法令知識の指導知識を身につける」 

③「法人の運営に関する知識を身につける」 

④「トラックについての知識を身につける」 

 「取り巻く業界に関する知識を身につける」 

⑤「事業者への支援等の準備をする」 

⑥「事業者の支援をする」 

 「定期的な報告事項の支援知識を身につける」 

⑦「手続きの流れに関する知識を身につける」 

 「受託の準備をする」 

⑧「申請書作成から申請までの知識を身につける」 

⑨「事業開始準備の支援手法を身につける」 

⑩「事業用自動車の登録･保険･税等に関する知識を身につける」 

⑪「法令遵守支援知識を身につける」 

⑫「Ｇマーク取得支援手法を身につける」 

⑬「事業改善の支援手法を身につける」 

⑭「安全マネジメント構築支援手法を身につける」 

  閉校式  

 本研修は貨物自動車運送事業関連業務の実務スペシャリストを養

成するための研修です。カリキュラムの全日程に出席することで事

業者を指導する知識が身につけられるようになります。 

受講料 \2,000

（各回） 

10月26日(水) 

13：30～16：40 

日行連自動車登録ＯＳＳセンター構想に係るＤＶＤ研修会 受講料  \500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研修会 

カレンダー 
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◎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 25日(木) 

 13：30～15：30 

[基礎研修会]土地利用入門研修会 

 講 師：佐藤栄一(行政書士) 

受講料  \500 

 

 9月 28日(水) 

 13：30～16：30 

[基礎研修会] 

「電子申請支援システム 建設業統合版」の使い方研修会 

 講 師：ワイズ公共データシステム（株） 荻原隆仁氏 

無 料 

10月 14日(金) 

10月 25日(火) 

※両方出席できる方 

[座学研修]測量研修会(測量を全く行った事がない方向けの内容) 

[実地研修]測量研修会(小グループ別に測量機器を使った計測) 

 講 師：福田勝守(行政書士) 

※研修会で使用する測量機器の貸出(有償)も行っていますので、 

 実務でもご利用になれます。 

受講料  \500 

受講料  \500 

 

11月 1日(火) 

 13：30～15：00 

[基礎研修会] 産業廃棄物収集運搬業基礎研修会  

 講 師：県廃棄物対策課 

無 料 

11月 21日(月) 

  9：30～17：00 

[特別研修会] 産業廃棄物収集運搬業特別研修会 

 講 師：青木裕一(行政書士)、金敷裕(行政書士) 

受講料 \2,000

 

12月 1日(木) 

 13：30～15：00 

[基礎研修会]農地法入門研修会 

 講 師：県農政課 

無 料 

 2月 3日(金)  

 13：30～15：30 

[実務研修会]ＣＡＤ研修会 

 講 師：稲葉昌俊(行政書士) 

受講料  \500 

 

◎業務第３グループ（中小企業支援関係業務）主催研修会 

 9月 6日(火) 

 13：30～16：30 

「中小・小規模企業支援業務」をやってみよう 

 フリートーキング形式の研修会 

無 料 

10月 4日(火) 

 13：30～15：30 

「株式会社設立の基礎～電子定款とその他の法人」 

 講 師：久我臣仁(行政書士) 

受講料  \500 

 

11月 8日(火) 

 13：30～15：30 

「実践！！事業計画書」 未 定 

12月 6日(火) 

 13：30～16：40 

「再注目！！経営革新計画」 

「実践！！事業計画書ｐａｒｔ２」 

未 定 

◎業務第４グループ（国際関係業務）主催研修会 

偶数月第３水曜日 

13：30～ 

 

国際業務相談事例研修会・基礎研修 

 毎回、実際の相談事例を元に学ぶ研修会と初心者向けの基礎的な

研修会と２本立ての研修会です。基礎と実例を一度に学ぶことがで

きます。 

無 料 

11月頃 [申請取次行政書士対象] 

東京入国管理局宇都宮出張所長による研修会 

未 定 

◎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 

 9月 27日(火) 

 13：30～ 

[基礎研修会]相談会に必要な相続の基礎研修会 

 講 師：桐生雅弘(行政書士) 

 ※同じ内容の研修会を２月～３月頃にも実施予定。 

受講料  \500 

 

10月～11月頃 [実務研修会]公証人による相続についての研修会 

 講 師：公証人 
受講料  \500 
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「中小・小規模企業支援業務」をやってみよう   業務部 第３グループ主催 
 

○開催日時 

平成２８年９月６日（火）１３：３０～１６：３０ 

○開催場所 

栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

中小・小規模企業支援業務に関する、フリートーキング形式の情報交換を目的とした研修会で

す。 
参加者同士が実際の経験に基づく生の情報を交換し合い、業務の発展に繋げましょう。 
今後、行政・商工会・金融機関等による中小・小規模企業支援施策等がより活発に展開されて

いくと考えられます。私達も積極的に取り組んでいきましょう。 
 
※ 経験豊富な会員からの貴重な話も聞けます。 
 
・行政書士が係る中小企業支援業務にはどんなものがあるの？ 
・実際に他の会員はどんな業務を行なっているの？ 
・業務の具体的な内容は？業務の進め方は？            等々聞けるかも。 
・報酬はどのくらい？ 
・業際問題は？他仕業との連携の仕方は？ 
 

○対 象 者 会員（補助者の方は受講できません。） 

○受 講 料 無 料 

○締め切り ９月１日（木） 

再
掲
載 

「相談会に必要な相続の基礎研修会」        業務部 第５グループ主催 

 
相続に関する基礎的な内容を説明する研修会を開催します。相続には多種多様なケースがありま

すが、基本を知らないと相談にも応じられません。この研修を受講され、相続の相談に困ることな

く対応できるように、特に新入会員のお申込みをお待ちしております。 
 

○開催日時 
 平成２８年９月２７日（火）１３：３０～（９０分程度） 
○開催場所 
 栃木県行政書士会館２階 
○研修内容 
 「相談会に必要な相続の基礎研修会」 
○対 象 者 会員 
○講  師 行政書士 桐生雅弘 
○受 講 料 ５００円 
○締め切り ９月２３日（金） 
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シリーズ研修「なるほど！ ザ・契約」（第８回）  業務部 第５グループ主催 

 
契約書作成のための民法を学ぶシリーズ研修「なるほど！ ザ・契約」第８回目のご案内です。

第８回以降は講師を久我会員が担当し、今回は「本気の」賃貸借を学びます。これまで受けてい

ない方も、契約書の作成をやったことが無い方も、充実の講義を体感してください。 
 

○開催日時 
 平成２８年９月１５日（木）１３：３０～１６：４０ 
○開催場所 
 栃木県行政書士会館２階 
○研修内容 
 契約書作成のための民法を学ぶシリーズ研修「なるほど！ ザ・契約」 
第８回『「本気の」賃貸借』 

○対 象 者 会員、補助者 
○講  師 行政書士 久我臣仁 
○受 講 料 ５００円（各回５００円かかります） 
○テキスト ５００円（既に購入されている方は申込み不要です） 
○締め切り ９月１２日（月） 
○その他 受講者は六法を用意してください。（スマホやタブレットでの閲覧でも可） 
 
※全１０回ですが、興味のある内容の回だけ受講されても構いません。 
※受講の申込みは、各回ごとにお願いします。 
※全１０回のカリキュラムは会報・平成２７年１２月号、１７ページをご参照ください。 
 なお、第９回の日程が１０月１３日から１０月２０日（木）に変更になりました。 

「株式会社設立の基礎～電子定款とその他の法人」 業務部 第３グループ主催 
 

○開催日時 

平成２８年１０月４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 

株式会社の電子定款から認証にいたるまでを、デモ形式でお見せいたします。一般社団法人やＮ

ＰＯ法人についても説明いたします。 
○対 象 者 会員（補助者の方は受講できません。） 

○講  師 行政書士 久我臣仁 

○受 講 料 ５００円 

○締め切り ９月２９日（木） 
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 「電子申請支援システム 建設業統合版」の使い方研修会  

業務部 第２グループ主催

○開催日時 

 平成２８年９月２８日（水）１３：３０～１６：３０ 

○開催場所 

 栃木県行政書士会館２階 

○研修内容 

 ・建設業許認可業務の概要 

 ・「電子申請支援システム 建設業統合版」の使い方 

○対  象 

 行政書士（補助者の方は受講できません） 

○講  師 

 ワイズ公共データシステム（株） 取締役 荻原隆仁様 

○受 講 料 

 無  料 

○当日必要なもの 

 ノートパソコンをご持参下さい。ソフトは研修会当日にインストールします。 

持参できない方には、講師より貸与しますので、受講申込書の欄外にその旨ご記入ください。

希望者が多数の場合は、複数名で１台を使っていただくこともあります。 

○「電子申請支援システム 建設業統合版」について 

経審・財務諸表・建設業許可・請求書等の書類作成ができる建設業許認可業務向けのソフト。

昨年１１月に当会と㈱ワイズで業務提携基本契約を締結し、当会の会員は、行政書士登録後 

５年間は無料で利用することができます。 

［参考ＵＲＬ］https://www.wise-pds.jp/news/2015/news2015111701.htm 

 

 

 

 

 

○締め切り ９月１６日（金） 

[パソコンの推奨環境] 

・Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista（1GHz 以上のプロセッサ、2GB 以上のメモリ） 
・350MB 以上の空き容量（全ての機能をインストールした場合）※別途データ保存用空き容量が必要

・CD-ROM または DVD-ROM ドライブ（システムインストールのため） 

<

広
告> 
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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 

9/6 
「中小・小規模企業支援業務」 

をやってみよう 
無料 9/1 

会員 補助者 

－ － 
  

9/15 
シリーズ研修 

「なるほど！ ザ・契約」（第８回）
500円 9/12 

会員 補助者 

（500円） 
－ 

  

9/27 「相談会に必要な相続の基礎研修会」 500円 9/23 
会員 補助者 

－ － 
  

9/28 
「電子申請支援システム建設業 

統合版」の使い方研修会 
無料 9/16 

会員 補助者 

－ － 
  

10/4 
「株式会社設立の基礎 

～電子定款とその他の法人」 
500円 9/29 

会員 補助者 
－ 

 
－ 

  

 

支部名  会員氏名
 

ＦＡＸ  
補助者 

氏名 

 

※ 補助者のみの出席の場合でも会員名を記入してください。 

※ 補助者のみの出席の場合は申込欄の「補助者」に○を記入し、会員と補助者が出席する場合は「会

員」と「補助者」の両方に○を記入してください。 

※ 研修会申し込み後、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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

募 集 

Windows10 用の機能追加及び不具合修正を目的と

したアップデート「Anniversary Update」が 8 月 2 日

から配布開始となりました。Windows10 の PC をお使

いの場合、順次アップデートを促されますが、大規模

なアップデートのため、一部使用ソフトが動かなくな

るなど、トラブルが起きる可能性があります。 
詳しくはお使いの PC メーカー、ソフトメーカーのサ

ポートページをご覧下さい。 

Windows10 Anniversary Update について 

    広報部ニュース 

ツバメのひなが誕生しました。 

お父さんお母さんが餌を運ぶと 

「我先に」と猛アピール!! 

その後、元気に巣立ちました。 

おなか 
すいた～

はいはい
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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
所  在  地 

 栃 木 
H28.7.15 

328- 

0125 

板倉優行政書士事務所 
0282-31-3682  

板倉 優 栃木市吹上町 689-2 

 日 光 
H28.7.15 

321- 

1262 

行政書士永田燈歩事務所 

0288-22-4253  

永田 哲哉 日光市平ケ崎 154-15 

 芳 賀 
H28.7.15 

321- 

4306 

須藤行政書士事務所 

0285-81-6768  

須藤 茂 真岡市台町 4303-14 

【退 会】芳村孝三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 芳村 孝三 H28.6.14 死 亡 宇都宮 青野 勤 H28.7.7 廃 業 

【変 更】                             

支 部 氏 名 変更事項 変 更 内 容 

宇都宮 大島 國市 所在地/電話番号 宇都宮市江曽島 5-7-1 / 028-307-4021 

小 山 生田目安夫 所在地 下野市中大領 424-6 

 

 

  

 

 

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 28年 7 月 31 日現在）

行政書士とちぎ 8 月号 №476 

発行人  栃木県行政書士会 会長 横山 眞 
〒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 

 最近、メダカを飼い始めました。 
普段は室内の水槽で飼っているので、た

まには日光に当ててあげようと思い、水槽
を日の当たる外に出しました。夕方に水槽
を室内にいれようとして持ち上げてみたと
ころ、水槽が温かくなっていました。水槽
の水に触れてみると、お湯と言えるくらい
に温かくなっていましたが、そんな中でも
元気に泳ぎ回るメダカの生命力に驚かされ
ました。     （広報部 齋藤丈威） 

<

広
告> 
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