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平成２６年７⽉１１⽇発⾏・第３号

[東南⽀部だより]
[⽀部事務所]〒861-4202 熊本市南区城南町宮地 700 番地 5(福永事務所)

[メール] tounan@kumagyou.jp [電話]0964-28-7741

［巻頭⾔］⽀部発⾜２年⽬を迎えて・・・・・福永 裕

【若手書士のために】

４月２３日の支部総会を終えて、２年目の支部運営を迎えまし

た。

“会員の皆さんの声を基に支部の運営に当たりたい”、これは、

昨年の創立総会にて支部長に選任された際に申し上げたことです

が、その声が・会員の皆さんのニーズがなかなか把握できないで

います。

毎年多くの会員が入会されていますが、私自身の経験から、仕

事の獲得ができない、中心業務を絞りきれない、まだまだ収入が

足りない等々いろいろ悩まれていることが推察されます。

業務歴１０年以上の会員さんは、ほぼ事務所経営が安定してい

ると思いますが、問題は１０年以内の会員さんです。高い志と大

きな夢をもって入会された有望な新人が退会して再び会社勤めに

戻ってしまうのは、大変残念なことであるとともに、ましてや会

の未来を担うべき世代であれば、組織の将来にとって大きなマイ

ナスでもあります。

【先輩書士と若手書士の交流会】

そこで私案でありますが、仕事の獲得に悩んでいる人のために

「先輩と話をしてみよう」と題して、自分が今抱えている悩みに

ついて、先輩とざっくばらんに話をする会を開いてみたいと思い

ます。

諸先輩も同じ悩みを経験して現在に至っているのです。その先

輩に悩みを聞いてもらい先輩の経験談やアドバイスを聞くことに

よって、現状打開のヒントを得ることができると思うのです。

私自身も入会間もない頃は大いに悩みましたが、入会して２０

今後 ⾏事

[１０⽉８⽇(⽔)]
１０時〜１６時
[東区役所無料相談会]

[1０⽉９⽇(⽊)]

１０時〜１６時

[南区役所無料相談会]

[１１⽉２８⽇（⾦）]

１３時３０分〜１６時３０分

[合同研修会]

場所：パレア 9Ｆ第２会議室

第 1 部 前⽥正男会員（北⻄⽀

部） 内容未定

第 2 部 池崎國康会員（北⻄⽀

部） 内容未定

[１１⽉２８⽇（⾦）]

１7 時３０分〜１9時３０分

[合同懇親会（忘年会）]

場所：銀杏釜めし

参加費：3,000 円（+⽀部から

2,000 円補助） ]

mailto:tounan@kumagyou.jp
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年以上の大先輩は業務を取り巻く環境（時代）が違い過ぎるため参

考にはせず、自分より５年～１０年前に入会して経営を軌道に乗せ

ている“ちょっと前の先輩”を目標に据え、その人たちの仕事ぶり

と入会後の経験談を参考にしたものです。

具体的なやり方としては、支部の理事及び先輩書士を１０人程

度を協力先輩として準備し、１０～２０人の入会間もない若手書

士（年齢ではありません、経験や気概のことです）と全員による

第一部の全体懇話会に続き、個別懇談の第二部の二部構成で収穫

の大きいものにしたいと思います。

【アンケートの実施】

併せて、会員の業務実態とニーズをより詳細に把握すべく、ア

ンケートの実施をしたいと思います。これが、今後の支部運営を

行う上での判断基準となるものと信じます。皆さんのご協力をお

願いいたします。

以上、２年目の支部運営にあたっての抱負を述べてみました

が、これに対する皆さんからのご意見もお待ちしております。

改めまして、残る１年へのご理解とご協力をよろしくお願い申

し上げます。

★★会員表彰  報告★★

平成２６年５⽉３１⽇（⼟）１３時より、菊池観光ホテルにて、平成２６年

度の熊本県⾏政書⼠会定時総会が開催され、熊本東南⽀部から、業務歴３０

年表彰として廣野美範会員、⾕⽅豊也会員、業務歴２０年表彰として姫野勝

彦会員、泉清会員の４名が表彰されました。⻑年にわたるご活躍に対し敬意を表

するとともに、お祝いを申し上げます。

会務⽇誌

６⽉１０⽇(⽕)１３:３０〜

第２回理事会（北⻄⽀部と合

同）

於:会議室 出席:福永、藤⼭、森

⽥、阿南

議題

1.合同研修会について

2.合同懇親会について

3.以下、各⽀部に分かれて協議

（1）無料相談会について

（2）⽀部だより第 3 号について
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［東南⽀部    ］

★★平成２６年度 熊本東南⽀部 定時総会  報告★★

平成２６年４⽉２４⽇（⽊）１６時３０分より、⾏政書⼠会館３階会議室

にて、出席会員数２９名、委任状出席数５０名、合計７９名が参加して、熊本

東南⽀部の平成２６年度定時総会が開催されました。

井⼝由美⼦理事の司会進⾏のもと、福永裕⽀部⻑のあいさつに続いて、加藤誠

⼀本会会⻑より祝辞を賜りました。

引き続き議⻑選出に⼊り、永渕容⼦会員が議⻑に選出されました。また、議事録

署名者には坂井⼀雄、増井洋介両会員が指名されました。

質問書の提出はなく、第１号議案から第５号議案まで、賛成多数により可決承

認され、１７時１０分閉会しました。

総会終了後、初の試みとして出席者には弁当を配布し、歓談をしながら、各理事

の⾃⼰紹介がなされるなど、終始和やかなムードで盛会のうちに全⽇程を終了しまし

た。

なお、当⽇は予想を上回る（？）会員の⽅の参加があったため、定員３０名の

会議室は満員の状況でした。この点を踏まえ、来年度は駐⾞場も確保できる広い会

場に設定することを検討しています。

投稿  願 

①⽀部活動への希望・提⾔

②おらが町・わたしの町（東区・南

区の名所・⽳場紹介）

③私のオフタイム、私のライフワーク、

私の趣味

④サークルの呼びかけ

⑤私は以前こんな仕事をしていまし

た（前職の思い出）

⑥⾏政書⼠業務でこんな変わった

仕事をしました…などなど、あなた

の投稿をお待ちしています。
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⽇⾏連定時総会 出席       森⽥ 勝彦

平成２６年６⽉１９⽇（⽊）・２０⽇（⾦）の⼆⽇間にかけて、平成２６

年度⽇本⾏政書⼠会連合会定時総会が開催され、オブザーバーとして出席させて

いただきました。

会場に⼊ると、全国の単位会からの代議員の先⽣⽅で会場はいっぱいで、各単

位会から数⼈ずつ出席されただけでこれだけの⼈数になると思うと、改めて全国の⾏

政書⼠の数が多いことを実感しました。

議題についてですが、参考までに２５年度事業報告と２６年度事業計画（重

要課題）をご紹介したいと思います。

事業報告①⾏政不服申⽴て代理権の獲得と国⺠のニーズに応えられる⾏政書

⼠制度の構築、②職域の確保・拡⼤と震災復興⽀援、③研修環境の整備と能

⼒担保措置としての研修の継続、④コンプライアンスの確⽴、⑤新会館取得への取

組、⑥⽇⾏連事業の「選択と集中」、⑦会費滞納者に対する登録抹消の簡素化

の検討

事業計画（重要課題）①⻑期計画（グランドデザイン）策定の継続、②法改

正の推進、③中央研修所による研修のビデオ・オン・デマンド化の推進、④職域の

確保・拡⼤、⑤震災復興⽀援の継続とＢＣＰ（事業継続計画）に繋がる対策

の検討、⑥情報発信の多様化、⑦⽇⾏連の本部機能の移転

これだけの議題がある中、⼤変スムーズな議事が⾏われ、本会副会⻑で当⽀部

会員でいらっしゃる益本先⽣も⽇⾏連理事としてご活躍されていました！

さて、私も本会・⽀部で関わっています研修についてですが、上記のとおり⽇⾏連

ではビデオ・オン・デマンドによる研修の実施を推進していくようです。

インターネット環境に繋がったパソコンから、研修動画を⾒ることができ、これまでの

ように研修に出席したいのに、都合がつかず参加できなかったというようなことは少なく

なるのではないのでしょうか。また、早朝や夜間にも⾒ることができますので、⼤変便

利です。資料のダウンロードもできますので、プリントアウトするなりデータとして保存し

ておくなりできるかと思います。

⾏政書⼠法 ⼀部改正案

 成⽴！

従来からの懸案であった行政

不服申立手続の代理権に関する

法律案が、衆議院を経て６月１

３日、参議院にて可決成立しま

した。

他士業が反対する極めて不利

な状況で、最終的には落としど

ころとして、代理権の範囲を限

定し、特定行政書士制度を創設

することで、なんとか全員一致

で成立した模様です。

この代理権を、行政書士の業

務として本当に使えるものにで

きるかは、今後の行政書士法の

改正等の規定の整備にかかって

いるわけですが、同時に、我々

の日々の業務において実績、研

鑽を積み重ねていくことによっ

て、他士業の皆さん、ひいては

依頼者である市民の皆様に信頼

してもらえるよう努力しなけれ

ばと思います。
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研修⽤サイト URL は https://gyosei.informationstar.jp/。ここで ID とパス

ワードを設定したら、視聴できます。

ご興味のある⽅は、ぜひお試しください。

講師の⽣の声を聞きたい！疑問に思っていることをベテランの先⽣に質問したい！

という⽅にとっては、本会・⽀部で常時研修を実施していきたいと思いますので、そち

らもご期待いただければ幸いです。

森⽥理事（企画研修部⻑）ユキマサ君 ⾼⽊副会⻑

★    ⾏政書⼠会                君 総会    

     ！

［新  仲間  ！］
早いもので、熊本東南⽀部が発⾜して１年を過ぎ、⼿探りでの⽀部運営も少しずつ慣れてきたところ

ですが、東南⽀部だより発刊の⽬的のひとつである、会員相互の交流を図る、会員の情報を発信すると

いう⽬的を果たすべく、今号から新⼊会員の先⽣⽅をご紹介していきたいと思います。

①⽒名 ②事務所所在地 ③⼠業 限  兼業 場合   資格  仕事 ④前職 ⑤趣味 

特技 ⑥⾃⼰     抱負

※締め切りまでに編集部への書⾯インタビューの返信を頂いた先⽣から順番に掲載しています。

   担当      

⽀部だより第２号でお伝えしました

とおり、本会の kumagyou ドメイン

とは別に、⽀部独⾃でメール管理に

使⽤している goo メールが５⽉から

有料化されました。⽉額２０６円

（年間２４７２円）は２６年度

予算に計上し、承認されました。

あえて有料の goo を利⽤するの

は、会員約１２０名のうちの４０

名ほどのメール会員に⼀⻫送信する

際の操作性の良さや、アドレス管理

のシンプルさなどが優れているためで

す。

経費削減・発送作業の軽減をより

効果的に⾏うため、より多くの皆様の

メール登録をお願いいたします。

※メール会員登録の詳細は１３ペ

ージをご覧ください。
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①前⽥ 久幸（       ）

②熊本市東区⻑嶺⻄１丁⽬９番１－３０３

③特になし

④公務員

⑤⿂釣り、柔道７段

⑥昨年７⽉事務所を開設し、未だ経験は少ないですが、親⾝になって⼀緒に考えて最善の解決策を

出します。相続関係など⽇常のトラブル予防から官公署への許認可・届出等、気軽にお問い合わせく

ださい。

①宮村 和哉（       ）

②熊本市東区御領２－２８－１４－２０３

③司法書⼠

④会社員

⑤ソフトバレー、マラソン、サッカー観戦

⑥この仕事を通じて地域社会に貢献できるように頑張りたいと思います。

①中⼭ 達（       ）

②熊本市東区下江津１丁⽬１０番１号

③特になし

④会社員（株式会社レオパレス２１）

⑤硬式テニス、スキューバダイビング、旅⾏

⑥早く⼀⼈前の⾏政書⼠になれる様、⽇々邁進してまいります。

住所   ！

皆さんは「住所でポン！」というイン

ターネットサイト及びスマートフォン向

けアプリをご存知でしょうか？

ちょっと軽いネーミングですが、これ

は公刊されている電話帳に登録され

ている住所・⽒名・電話番号をネット

上で検索できるよう公開しているもの

で、管理者は過剰な個⼈情報保護

について問題提起する意味もあって

公開しているそうです。

電話帳に載っている個⼈情報をそ

のまま公開しているに過ぎず、カーナ

ビの住所検索機能とさほど変わらな

いので違法性はないと思われます

が、グーグルマップとストリートビューと

を併せて利⽤すれば、かなり強⼒な

検索ツールとなることは間違いないよ

うです。
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［会員   投稿    ］

⾃賠責保険 被害者請求         川上 賢⼀

今回、仕事として受けた交通事故の⾃賠責保険被害者請求について書きたいと

思います。

この事故は三叉路での⾃転⾞と⾞の事故です。⾃転⾞の A さんが⼀時停⽌の

ある側道から右折しようと出てきた所に A さんの向かって右側から⾛⾏してきた B さ

んの⾞がぶつかり事故となりました。

この場合、A さんは⼀時停⽌していなくても⾃転⾞であるためＢさんが加害者で A

さんが被害者となります。

依頼者はＢさんで、任意保険に加⼊していなかったため依頼して来られました。

⾃賠責保険の加害者請求は、被害者の⽅に⽀払った⾦額について 1 回ごとに

領収書を書いて頂き、その分を⾃賠責保険に請求しなければならないため、A さん

と A さんのご家族にお会いして被害者請求にして頂ける様にお願いしました。その際

には、Ｂさんからの依頼ですが、あくまでも中⽴的な⽴場で⾃賠責保険の請求のみ

を⾏うという説明をしました。⼜、⾃賠責保険の限度額の１２０万円を医療費だけ

で超えそうだったので、役場に第三者⾏為 届 をして貰える様にもお願いしました。

第三者⾏為の届けをしておくと健康保険を使えるからです。A さんは後期⾼齢者で

したので、医療費が⼀割負担ですみます。

その後、免許センターに⾏って交通事故証明書を発⾏して頂きました。

ＳＡ         

本格的な夏が近づいて、仕事での

みならず、旅⾏などで⾼速道路を利

⽤する機会も増えてくる季節かと思

いますが、私は、運転に疲れて、サー

ビスエリア（ＳＡ）に⽴ち寄ると、眠

気覚ましのコーヒーと、なぜかフランク

フルトやさつま揚げなどの、脂っこいフ

ァーストフードを買って⾷べたくなりま

す（笑）。またそれがいつも以上に

おいしく感じるのです。。。いったいあ

れは何なのでしょうか？

実際、緊張状態が続き体が疲れ

てくると、⾃然に脂っこい、カロリーの

⾼いものを摂りたくなるらしいですが、

メタボ気味の⾃分としては油断⼤敵

です。

暑い夏はアイスなどの冷たいものも

欲しくなるので、もうこれは完全にヤ

バいですね。。。

（藤⼭ 義之）
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４か⽉後に B さんが退院され、通院も終わられたという事でしたので、病院に診

断書と診療報酬明細書の作成を依頼しました。通常この書類作成代は請求され

るのですが、今回の病院は良⼼的で、⾃賠責保険から振り込んで頂ければ良いとの

事でした。この書類が出来上がるのにだいたい１カ⽉ほどかかります。

その間に、⽀払請求書兼⽀払指図書、事故発⽣報告書、通院交通費明細書

を作成し、B さんに印鑑証明を取って頂くように依頼しました。ここで B さんの実印が

無いことが判明しました。これは、新たに実印を作ってもらうしかないかと考えましたが、

⽥代史彦先⽣に相談したところ「B さんの旦那さんを請求者として委任状を作成す

れば旦那さんの実印でよいのではないか」とアドバイスを頂き受任者旦那さん委任者

B さんの委任状を作成しました。⼜、夫婦関係を証明する為と家事従事者の休業

損害を証明する為住⺠票の取得をおねがいしました。

病院から診断書、診療報酬明細書ができたとの連絡を頂き取りに⾏きます。その

⾜で B さんに⽀払請求書兼⽀払指図書、委任状に実印を貰い、印鑑証明と住

⺠票を頂くため B さん宅に伺いました。 これで書類が全部そろいましたので保険会

社に提出しました。

今回の場合の要点は、1.加害者   依頼であった事、2.任意保険 加⼊  

   為医療費だけで⾃賠責の限度額を超えそうだった事、3.B   ⾃⾝ 実印

 無   事です。

1.については依頼者である A さんとの対応が難しかったです。報告は⼊れていた

のですが、時間が係るので不安になられたかもしれません。

2.については第三者⾏為届を出して頂いていたので３５０万円位掛かった治療

費が患者負担は３０万円位で済み、慰謝料、休業損害等で９０万円位 B さん

に⽀払われました。

3.については⽥代先⽣のアドバイスで通りました。

以上が今回の⾃賠責保険の被害者請求の⼀連の流れです。

 役⽴    

皆さんはメールやプリンター、ＦＡ

Ｘを使えない環境のお客さんに、作

成した書類を渡す必要がある場合

に、郵送以外の⽅法として、コンビニ

のマルチコピー機を利⽤してプリントア

ウトしてもらう⽅法をご存知でしょう

か？

⽅法は簡単で、こちらでワードやＰ

ＤＦなどのファイルをネット上で登録

し、発⾏される登録番号をお客さん

に伝え、１枚２０円を⽀払ってプリ

ントアウトしてもらうというサービスで

す。

セブンイレブンはネットプリント、ロー

ソン・ファミリーマートはネットワークプリ

ントという名称でほぼ同じ内容のサー

ビスを展開しています。プリンター代わ

りに便利に使えるオススメのサービス

です。
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［   町     町］

歴史がいっ ぱい 秋津と 益城
井⼝ 由美⼦

熊本市東区の秋津といえば、皆様ご承知のとおり横井⼩楠記念館（⼩楠の旧

居）があります。⼩楠は幕末の政治家・思想家で、明治維新の⻘写真を描いた⼈

物といわれており、勝海⾈は「おれは今までに天下で恐ろしいものを⼆⼈⾒た。それ

は横井⼩楠と⻄郷南洲(隆盛)とだ」と⾔っています。

などと書くと、随分歴史に詳しいと思われるかもしれませんが、私は元来歴史という

ジャンルが⼤変苦⼿で、今まで歴史上の⼈物の⼈と成りについて興味を持ったこと等

ほとんどありませんでした。そんな私がもっと知りたいと思った⼈物、その⼈が横井⼩楠、

ではなくその妻つせ⼦。

昨年の NHK の⼤河ドラマ「⼋重の桜」。あまり歴史に興味がない私が、たまたま

観た場⾯が⼋重の夫新島襄が同志社を設⽴するあたりでした。登場⼈物も熊本

弁をしゃべっていて、その時出てきたのが、「熊本バンド」に「熊本洋学校ジェーンズ

邸」。恥ずかしながら、この時初めて同志社と熊本の「縁(ゆかり)」を知りました。番

組も回を重ね、「不如帰」の作者徳富蘆花、ジャーナリストの徳富蘇峰も登場し、

益々熊本との縁を感じていた時、先に記した勝海⾈の⾔葉があったのです。熊本に

も凄い⼈がいるんだ・・・・。

本 紹介（  １）

今回は、⼈の⽣と死に関する２冊の

本をご紹介したいと思います。

まずは死の⽅から。⾏政書⼠は遺⾔

や相続関連の業務で、他⼈の死に

関わらざるを得ない仕事ですが、最

近、少⼦⾼齢化に伴う無縁社会や

孤独死といったキーワードをよく⾒聞

きします。

 事件現場清掃⼈ ⾏  （⾼江

洲敦著／⾶⿃新社 幻冬舎）は、

そのような⾃殺や孤独死などの事件

現場専⾨のリフォーム清掃会社を設

⽴し、⽇々奮闘している著者の体験

記です。戦後、個⼈主義が徹底し、

精神的な煩わしさから開放された代

償として、このような状況を引き受け

ざるを得ないのか…いやしかし…われ

われ⾏政書⼠が何かしら⼿助けでき

ないものか…。そのヒントが隠されて

いる気がします。
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そんな時、仕事で益城町の役場に⾏く機会があり、ロビーで⼀休みしていると「四

賢夫⼈」と題して四⼈の⼥性(かなり年配)の顔写真が掲⽰してありました。何とは

なしに近寄ってみるとそこにあったのが、三⼥⽵崎順⼦(⼥⼦教育の先駆者、⼤江

⾼等学校の創設者)、四⼥徳富久⼦(蘇峰・蘆花の⺟)、五⼥横井つせ⼦(⼩楠

の妻)、六⼥⽮嶋楫⼦(東京・⼥⼦学院を創設)。

えっ！熊本の凄い⼈たちの⺟と妻、そして⼥⼦教育の先駆者が姉妹！実家は益

城町の⽮嶋家。思わずそこにあった⽮嶋家の家系図が載ったパンフレットを⼿に取り

ました。⽮嶋家って何？どんな教育がされたんだろう？この姉妹を育てたご両親はど

んな⼈？こう⾔っては失礼甚だしいと思うのですが、熊本という地⽅のさらに⽥舎の

益城町の⼀軒の家から、しかも近代⽇本の発展と⼥⼦教育に⼤きくかかわる四⼈

の⼥性を輩出しているなんて、凄いことだと思いませんか。

ここまで来ると、今はやりのʻ歴⼥ʼとまではいきませんが、ʻにわか歴⼥ʼになってこの四

賢夫⼈いえ、⽮嶋家についてもう少し調べてみたくなりました。それとあと⼀つ。私は

⼤江⾼等学校(後に熊本フェイス学院となり、現在は開新⾼等学校と合併)の付

属幼稚園の「たけぞの幼稚園」に通いました。今思えば、創設者である⽵崎順⼦の

⽵崎から「たけぞの」と付けられたのでは・・・・。そういえば、園⻑先⽣、当時おばあち

本 紹介（  ２）

仕事とはいえ、どうしても死に関わる

ことばかり考えていると寂しくなってし

まいますので、次は希望の持てる⽣

についての本の紹介です。

 胎内記憶 命 起源      

潜     （池川明著／⾓川

SS           ）は、⼈は

すでに胎児の段階で知覚や意思が

あり、胎児のときの記憶を語る⼦供

が実は少なくないことを科学的・統計

的に⽴証している本です。

⼀読しただけでは確かに信じがたく、

オカルトじみているという意⾒もあると

は思いますが、著者は産婦⼈科医

で特定の宗教などに関わっているわ

けではないようですし、⼀切否定して

しまうよりは、そういうこともあるかもね

ーと思うことで、救われる⺟親や⽗親

がいるのであれば、それはそれであり

のような気がします。
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ゃん先⽣と⾔っていた、ものすごく優しかった先⽣、⽵崎順⼦にそっくり！えっ、娘さ

ん・・。

ということは、もしかしたら私も四賢夫⼈にまんざら縁がないわけではないかもしれま

せん。

やっぱり私ʻ歴⼥ʼになります！

調査結果は、次回の⽀部だよりで報告させていただきます。乞う、ご期待。

［東南⽀部    案内］

☆☆☆   会員登録  願 ☆☆☆

熊本東南⽀部では、経費削減及び会員の利便性を⾼めるべく、メール(パソコン、

スマートフォン及びタブレットで使⽤できるメールアドレス)による連絡⽂書及び「⽀部

だより」の送信を開始しております。

⽂書の送信は、原則として PDF      添付する⽅法で⾏います。

※メールアドレスについては、許可なく上記⽬的以外に使⽤しないこと及び情報漏洩なきよう⼗分配

慮いたします。

【登録⽅法】 お使いのメールソフトから、件名を「   会員登録希望」とし、

① 名前 ②事務所所在地 ③電話番号

をご記⼊のうえ、下記の熊本東南⽀部専⽤        送信をお願いいたしま

す。登録済みの⽅には、「東南⽀部だより」第３号のカラー版を PDF ファイルにて送

信いたしますので、受信環境の確認にお使いください。

なお、今後も紙ベースでの郵送をご希望の⽅には、従来どおり郵送いたしますが、⽀

部運営の効率化を図るために、会員の皆様のご協⼒をお願い申し上げます。

 熊本東南⽀部専⽤        tounan@kumagyou.jp

編集後記

支部総会が終わって２ヶ月が

過ぎました。今年度最初の支部

だよりです。

さて、総会資料を支部会員の

皆さまにお送りする前に、その

中の今年度予算案に数字の誤記

があることを監事の山内先生か

ら指摘され、資料がすでに印

刷・製本済みだったため、訂正

した紙を同封してお送りしまし

た。ところが、それにもまた別

の誤記があると会員の先生から

教えていただき、総会当日に再

度訂正するハメになりました。

この場をお借りしてあらため

てお詫びいたします。資料にち

ゃんと目を通してくださる先生

方には本当に感謝です。

支部だよりの方も、どうか目

を通していただき、ご意見や情

報などお気軽にお寄せいただき

たいと思います。よろしくお願

いします。

（阿南 礼）

mailto:tounan@kumagyou.jp
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☆☆☆会員     （   版）  願 ☆☆☆

⽀部⻑の巻頭⾔にありますように、会員の皆様の業務実態とニーズを詳細に把握

するため、会員アンケートを実施いたします。同封の調査⽤紙を返送していただく⽅

法のほか、インターネットをご利⽤の⽅は、下記専⽤サイトにアクセスし、ご回答いた

だく⽅法がありますので、ご協⼒のほどよろしくお願い申し上げます。

https://customform.jp/form/input/3377/

携帯やスマートフォンからは、下の QR コードを読み取ってアクセスしてください。

［     ］
創刊号で告知しました『ユキマサ君ポロシャツ（Ｍサイズ）』プレゼントですが、残念

ながら⾃主的な投稿はなく…対象者無しとなりました。引き続き次号の「東南⽀部

だより」に投稿して頂いた会員の中から抽選で 1 名様にプレゼントいたします。

※ 参考 全⾏団サイトで販売中。

価格：２０００円 ⾊：⽩のみ サイズ ： Ｓ ・ Ｍ ・ Ｌ

  以外    投稿       ⽅             （    君  

     ） ⽤意        奮   投稿    ！

奥付

発⾏所 熊本県⾏政書⼠会

熊本東南⽀部

発⾏⼈ ⽀部⻑ 福永 裕

編集⼈ 副⽀部⻑ 藤⼭ 義之

《ご意⾒・投稿のあて先》

〒８６２－０９０９

熊本市東区湖東２丁⽬１３番７

号 藤⼭事務所

メール tounan@kumagyou.jp

TEL 050-3602-5720

FAX 096-285-3615

mailto:tounan@kumagyou.jp
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