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平成２５年６⽉２８⽇発⾏・創刊第１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

⽀部だより発刊にあたって

東南支部の誕生！

東南支部の皆さんこんにちは。

去る４月２７日、旧熊本支部が３つに分かれて、東区と南区によ

り構成される我が「熊本東南支部」が誕生しました。残る２つは、

中央区による「熊本中央支部」と北区と西区による「熊本北西支

部」です。

なぜ、「支部だより」なの？

私達はその最初の支部役員に選任され、東南支部の舵取りを任

せられました。私たち新役員は、新しい支部の運営にあり方につ

いて、たくさん議論をしてまいりましたが、早く新しい支部の連

帯感を育てることが最重要と考えました。そのためには、皆の心

のよりどころとなり、皆の心を一つにする新聞を発行しようとい

うことになったものであります。名づけて『東南支部だより』で

す。

みんなで育ててね

東南支部だよりは、役員が会員の皆さんに対し一方的に情報を

発信するものでなく、会員一人一人の発信により構成される、言

わば支部全員で作り上げるものを目指しています。私たち役員は

主として編集局として活動し、記事を飾るのは会員である皆さん

です。皆さんからの様々な発信をお待ちしております。

今後の⾏事

[１０⽉中旬]

[東区役所・南区役所無料相談会]

[１０⽉]

[官公庁訪問]

[未定]

[北⻄⽀部との合同研修会]

投稿のお願い

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。

mailto:tounan@kumagyou.jp
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理事からのご挨拶・⾃⼰紹介

〈前列〉左から井⼝ 福永 〈後列〉左から阿南 森⽥ 藤⼭

［⽀部⻑ 福永 裕］

初代⽀部⻑に就任して

【こんにちわ】 東南⽀部の皆さんこんにちわ。

このたび、本⽀部の初代⽀部⻑に選任されました福永と申します。私の事務所は、

南区城南町ですので、ご存知のように、今春まで宇城⽀部に属していました。

それが、H23 年の市町村合併と本年４⽉の⽀部規則改正により熊本⽀部に移

籍して来ました。その後、熊本⽀部の３分割を⾏う今回の創⽴総会でいきなりの⽀

部⻑就任という思わぬ急展開に本⼈もいささか⾯くらっております。

このように、熊本⽀部の新⼈ですので、まだまだ⾯識のない同志も多いのが事実で

す。これから頑張って皆さんとの交流を深めたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

します。

会務⽇誌

５⽉２⽇(⽊)13:30〜

第１回⽀部⻑会

於:会議室 出席:藤⼭副⽀部⻑

5 ⽉８⽇(⽔)13:00〜

旧熊本⽀部引継ぎ会

於:政連会議室 出席:藤⼭副⽀

部⻑、阿南理事

５⽉ 13 ⽇(⽉)10:00〜

第１回理事会

於:会議室 出席:理事全員

6 ⽉ 10 ⽇(⽉)9:30〜

第 2 回理事会(編集会議)

於:会議室 出席:理事全員
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【今もなお最大支部】 マンモス⽀部であった旧熊本⽀部を３分割したものの、約

１２０名の会員数は、今もなお本県最⼤の⽀部であります。最⼤⽀部ということは、

その活動や動向は何かにつけ他⽀部から参考事例として注⽬を浴びる運命にありま

す。⽀部会員お⼀⼈お⼀⼈のご協⼒を得て、他⽀部の模範となる活動をしなけれ

ばならないと肝に銘じております。

【支部運営の基本姿勢】 総会での挨拶でも申し上げましたが、本⽀部の運営に

あたっては会員⼀⼈⼀⼈の意⾒を広く取り⼊れた活動を⾏いたいと思います。

新しい歴史を作っていくという⼤きな責任感を感じていますが、その歴史を作るのは

皆さんお⼀⼈お⼀⼈です。どうか、たくさんの声をお寄せいただきたいと思います。幸

いに若く優秀な理事さんに恵まれましたのでいい活動ができるものと思います。

【わたし個人のこと】 次に、私のことを知ってもらうべく⾃⼰紹介をいたします。平

成４年の⼊会で専⾨業務は、運送業・建設業・産廃業・⾃動⾞リサイクル業等の

許認可申請、社会福祉法⼈・営利法⼈の設⽴を⾏っています。

事務所は城南町の旧国道（役場のある道）沿いで、嘉島町から宇城市松橋町

⽅⾯に向かって⾛ると右側に⻘い看板があがっていますのですぐわかると思います。お

近くにお越しの際は、どうぞお⽴ち寄りください。

趣味は、本年から始めたバードウォッチングで、双眼鏡⽚⼿に毎週のように江津湖に

通っています。江津湖にはカワセミを初め多くのカモ類等の⽔⿃が楽しめます。今の

時期は、親⿃でもかわいいカイツブリという⼩型の⽔⿃が⼦育ての真っ盛りで、更に

更に⼩さい雛の姿が⾒られます。それから、“ヒトカラ”（⼀⼈カラオケ）にもはまって

います。唄はいいですね。ストレスも吹っ⾶びスカッとしますね。

［副⽀部⻑兼総務担当 藤⼭ 義之］

旧熊本⽀部のときはメール管理担当の⼀理事でしたが、今回、⽀部⻑を⽀えつつ、

新世代の新しい⽀部を作っていくという意味で、重要な役割を担っている副⽀部⻑

と、総務を兼任することになりました。

これからの⾏政書⼠会を担っていく若い会員と、経験豊富なベテラン会員とのつなぎ

役として、フットワークの軽さとスピード感をもって、新しい⽀部運営を進めていきたい

と思っておりますので、どうか⽣温かく(笑)⾒守っていただけると幸いです。よろしくお願

いします。

お役⽴ちコラム

東南⽀部の理事間の連絡⼿段とし

て、freeml という無料のメーリングリ

スト及び理事専⽤ページを活⽤して

います。

メーリングリストというのは、複数の⼈

に同じメールを送る場合に、専⽤のメ

ールアドレスに送れば、⾃動的に全

員にメールが送られるというもので、そ

れ⾃体は昔からあるものですが、それ

に付随する「とっとと決め太郎」という

スケジュール調整機能が、理事会の

⽇程を決めるのに⼤変役に⽴ってい

ます。

代表者が⽇時の候補を複数登録

し、その中から、メンバーがそれぞれ

都合のいい⽇時を登録していき、全

員の都合のいい⽇時を決めていくと

いうもので、電話で調整する⼿間も

省け、とても簡単で効率的なツール

です。飲み会などの調整にも使えま

すので、オススメです。
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［経理担当 阿南 礼］

新たに設⽴された熊本東南⽀部で最初の理事の⼀員となりました阿南です。前の

熊本⽀部から引き続いての経理担当です。よろしくお願いします。

新⽀部の予算は設⽴準備委員の皆さんに⽴てていただきましたが、当然のことなが

ら熊本⽀部と⽐較して規模が⼩さくなりましたので、無駄な⽀出が無いように努めて

いきたいと思います。

この⽀部だよりは、年３回の発⾏に対して編集会議⽇当や印刷代・送料など１０

万円程度の予算を考えています。当初の事業計画には無かったものですが、スター

トしたばかりの⽀部の皆さんの交流・情報交換のために役⽴つものにしていきたいと、

理事⼀同思っておりますので、よろしくお願いします。

［企画研修担当 森⽥ 勝彦］

熊本東南⽀部の皆さま、こんにちは。この度、熊本東南⽀部の理事に就任いたし

ました森⽥勝彦（もりたまさひこ）と申します。

担当は企画研修です。⽀部での無料相談会や研修を企画させていただく予定で

す。平成２３・２４年度に担当した本会の企画研修部での活動経験を活かして、

会員の皆さまにとって有益な研修会を開催できるよう努めます。

⽀部理事は私にとって初めての役職ですので、何かとご迷惑をおかけすることもある

かもしれませんが、何卒皆さまのご協⼒をお願いいたします。

なお、⽀部研修会に取り上げてもらいたい研修内容などございましたら、ぜひ参考に

させていただきたいと思いますので、私にご⼀報いただけますと幸いです。２年間の

任期ではございますが、どうぞよろしくお願いします。

なお、無料相談会の相談員事前登録につきましては、別紙のとおりとなっております。

ＦＡＸまたはメールにてお申し込みください。

［理事 井⼝ 由美⼦］

このたび、熊本東南⽀部の理事に就任致しました井⼝由美⼦でございます。どうか

宜しくお願い致します。

熊本市の政令指定都市移⾏を機に旧熊本⽀部が３つに分割され、その設⽴時

東南⽀部の概況

会員数 １１８名（6/15 現在）

・東区 男性７２名 ⼥性１２名

・南区 男性３０名 ⼥性４名

・⾏政書⼠法⼈の従たる事務所が

東区に 1 つ、南区に 1 つあります。

［東区の⼈⼝］（5/1 現在）

総計 189,808 ⼈ 77,373 世帯

男性 89,522 ⼈

⼥性 100,286 ⼈

⾯積 50.07 平⽅キロ

［南区の⼈⼝］（5/1 現在）

総計 125,048 ⼈ 45,936 世帯

男性 58,533 ⼈

⼥性 66,515 ⼈

⾯積 109.86 平⽅キロ
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の理事に⾃ら⼿を挙げたわけですが、まっさらな⽀部を０から作り上げる期待感の⼀

⽅で、⽀部の⽅向性を決めることになるかと思うと、あらためて重い責任を感じていま

す。

理事⽴候補の際、⽀部の広報誌の発⾏が出来たらいいなと思っていたところ、福永

⽀部⻑から提案があり、早速⼿探りながらも第１号の発⾏の運びとなり、⼤変嬉し

く思っております。

この東南⽀部だよりを通してお互いの業務の資質の向上を計り、会員同⼠の交流

が広がることで⽀部会員の結束がはかられ、ひいては⾏政書⼠の地位の向上へと繋

がることを願っています。

皆様の⾊々な意⾒を⽀部運営に反映できるような東南⽀部で有りたいと思っていま

す。どうか２年間宜しくお願い致します。

［監事 ⼭内 悟司］

ｋａｂｕｒａｙａ

熊本県⾏政書⼠会東南⽀部が発⾜しました。会員の皆様にお喜び申し上げます。

東南⽀部の役員となられました皆様、⽀部運営よろしくお願いします。この度、総会

の承認を経て監事を仰せつかりました⼭内です。

⼀般的に、専業監査⼈に必要な要件は７つの⽂字 “AUDITOR” に集約されま

す（厳格・理解⼒・勤勉・聡明・才能・義務・信頼）。

ところで、戦国時代は、両軍の⼤将が名乗りを上げたのち、戦闘の合図として“⾳”

がする鏑⽮が放たれました。このため、“戦闘で⼀番最初に放たれる⽮”ということで、

⼀番⽮という意味があり、新⼊⽣や新社会⼈、会社設⽴などその年から、新たなス

タートを踏み出す⼈には最適な縁起物と⾔われています。

当⽀部の内部監査（会計監査）は、よき⽅向に⽀部運営を⽀えるため⾏われるものであり、運営にマイナスとならない

ように適切なアドバイスを⼼がけたいと思います。

最後に、会員の皆様のご指導・ご鞭撻宜しくお願いします。

本会の役員の兼務状況

本会の理事には⽀部選出枠があり

ますが、森⽥理事(企画研修部

⻑)、藤⼭副⽀部⻑(総務部副部

⻑)、阿南理事(法規部員)の３⼈

が選出されています。

なお、福永⽀部⻑は⽀部⻑専任、

井⼝理事は副会⻑です。

また、当⽀部の益本納会員が、前

年度に引き続き、本会副会⻑及び

⽇⾏連理事に選任されています。
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［東南⽀部ニュース］

★★平成２５年度 熊本東南⽀部 設⽴総会のご報告★★

平成 25 年 4 ⽉ 27 ⽇（⼟）15：00〜17：00、ユースピア熊本にて、出席

会員数２６名、委任状出席数３５名、合計６１名が参加して、熊本東南⽀部

の記念すべき設⽴総会が開催されました。

森⽥勝彦会員のフレッシュな司会進⾏のもと、藤⼭義之会員より設⽴準備委員

会からの経過報告がなされた後、永渕容⼦会員が議⻑に指名され、当⽇のメイン

イベントともいうべき初年度の役員選出（選挙）が、不安と期待の⼊り混じるなか、

⾏われました。

投票結果は以下のとおりで、3 名同点のため、くじ引きで 2 名が選出され、藤⼭義

之、森⽥勝彦、井⼝由美⼦、福永裕、阿南礼の5名が選出されました(ご挨拶と

⾃⼰紹介は別記事をご覧ください)。

【投票結果(得票数)】 阿南礼(14) 井⼝由美⼦(18) 坂井⼀雄(14) ⻑尾照

男(12) 福永裕(14) 藤⼭義之(22) 森⽥勝彦(21) ⼭内 悟司(13)

なお、監事には⼭内悟司会員が指名・承認されました。

引き続き、⽀部規約、細則及び選挙管理委員会要綱の承認について、新執⾏

部の藤⼭副⽀部⻑より、旧熊本⽀部の規約等と⽐較して、⼤きく変更した点の説

明がありました。

【ポイント】

・理事を５名以内で選挙で選ぶ(規約第 8 条、選挙管理委員会要綱)。

・細則第５条の慶弔規定を整理し、礼儀を⽋かない程度の、必要最低限の⽀出に

⽀部⻑のつぶやき

梅⾬ですね。

⾬・⾬・⾬でうんざりしている諸⽒も

多いことでしょう。でも、この時期アジ

サイが⼼をいやしてくれますね。▼若

い頃には何とも思わなかった花です

が、不思議なもので、年をとるに連れ

愛着がわいて来ますね。▼⾬の⽇

は、⼥性の傘の花もいいものですし、

学童のカッパも⾊とりどりでいいもので

す。▼それに引き換え、我々男性に

はまったく彩りがありませんね。でも、ク

ールビズの普及により昔に⽐べると⽩

⾊以外の⾊もののシャツが⽬につくよ

うになりました。▼そもそも男にはそう

いうチャラチャラしたものは要らないの

だという頑固なお⽗さんもいるでしょ

う。でも、思い切って⾊物を⾝につけ

るのも⼈⽣を楽しくするかもしれませ

ん。▼⽂字どおりアジサイが⾊々なこ

とを教えてくれます。
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とどめた。

・細則第７条の役員・業務担当の⼿当を⼀律１５０００円に減額した。

なお、質問書の提出はありませんでしたが、出席会員から、規約第１２条 1項

の「役員の再任を妨げない」の部分は、いろいろな⼈に⾨⼾を広げるという意味で

再々任は認めない⽅がいいのではないかとの発⾔があり、今後の検討事項とするこ

ととして、議案⾃体は可決承認されました。

最後に、事業計画案及び収⽀予算案の承認について、藤⼭副⽀部⻑より説明

があり、１０⽉に相談会を集中し、東区役所に加えて、南区役所での相談会も新

たに開催すること、旧熊本⽀部からの分配⾦は、実際は 715,443 円であることの

補⾜がありました。質問書及び質問はなく、賛成多数で可決承認されました。

担当理事からひとこと

旧熊本⽀部では、約２５０⼈の会

員のうち、メール会員は１００⼈ほ

どで、約半数の⽅が協⼒してくださ

り、経費削減・発送作業の軽減に

⼤きな効果がありました。

東南⽀部で新たにメール配信を開

始するにあたり、本会の電⼦対策部

に相談したところ、追加の費⽤なしに

熊本県⾏政書⼠会のドメインによる

メールアドレスを使⽤できることにな

り、ようやくそれなりの体裁が整いまし

た。

この「東南⽀部だより」はカラー写真

やイラストも多いので、本来はカラー

印刷したいところですが、予算の都

合もあり(泣)、今のところ PDF で⾒

ていただくのが、⼀番⾒やすいかと思

います。

メール会員登録の詳細は９ページを

ご覧ください。
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［事務所訪問］

増井洋介会員インタビュー

⼊会されたばかりの増井先⽣を６⽉ 17 ⽇、福永が訪ねました。

Ｑ１ 前職は何をされていましたか？

⇒ 私⽴⾼校で公⺠を教えていました。⽇本私学教育研究所の研究員とか、県の⾼校教育研究

会の役員をしていたので、公⽴校も含め知り合いは多いです。

Ｑ２ 安定した仕事を辞めるのに不安はなかったですか？

⇒ありました。今もあります。

Ｑ３ 早速、広報部員に抜擢されたそうですね？教職時代には、学級通信の作成などにも携わってい

らっしゃいましたか？

⇒ 担当学年によって差がありますが、年に 10〜20 号出していました。PTA 新聞のお⼿伝いもして

いました。あと、図書館のブックガイドとか。

Ｑ４ どんな業務をしたいと考えていらっしゃいますか？

⇒ ベッドタウン化している地元柄、農地転⽤許可や開発許可の申請を⼿がけたいと思っています。あ

と、市役所相談を担当しているので（⽉曜午後）、相続のお世話にニーズを感じています。

Ｑ５ 事務所のこと、営業⾞両のこと？

I) きれいな事務所ですね

⇒ ウチの（妻）が英語教室に使っていたものです。⾳楽仲間の⼤⼯さんにリフォームしてもらいました。

I）ところで、⾞に業務の宣伝を貼ってありますが？

⇒ 後発事務所なので、まず存在を知ってもらわないと。初めて軽に乗り換えました。経費節約です。

I）（パチパチパチ拍⼿）すごい勇気と決意だと思います。

⇒ そうかもしれないですね。転職するからには腹をくくろうと（笑）。

プロフィール

事 務 所：南区城南町舞原

１２２番地

試験合格：平成７年

⼊ 会：平成２５年３⽉

出 ⾝ 地：城南町

年 齢：４８歳

家族構成：妻、⼦３⼈（⼤学⽣

２⼈と⼩学⽣）
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Ｑ６ ご趣味をお聞かせください。

⇒ ⾳楽ですね。今、２つのバンドでベース弾いています。⾼校時代はギターでした。⼤学のゼミ友から

バンドに誘われて、そいつの⽅が１０倍くらいギター上⼿かったのでベースに。よくある話です（笑）。あ

と MTR（多重録⾳）とか DTM（PC での⾳楽制作）もちょっとやります。スポーツはジョギングを週

⼀程度。競技歴は柔道（⼆段）と、社会⼈チームでソフトボールを。主にセカンドでした。

本会や⽀部に希望することがありましたら、何なりと⾔ってください。本⽇は、どうもありがとうございました。

［東南⽀部からのご案内］

☆☆☆メール会員登録のお願い☆☆☆

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」の送信を開始いたします。

⽂書の送信は、原則として PDF ファイルを添付する⽅法で⾏います。

旧熊本⽀部においてメール会員登録されていた会員の⽅も、⼤変お⼿数ですが、

改めて新規登録していただくようお願い申しあげます。

※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「メール会員登録希望」とし、

①お名前 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メールアドレスへ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１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。

編集後記

「東南⽀部だより」第１号 いかがで

したでしょうか？

⾊々と思いは膨らむのですが、とりあ

えず第１号を発⾏しましょうということ

で、この紙⾯となりました。

記事の内容は問いません。⽇常の

ちょっとした出来事、仕事の情報等ど

しどしお寄せ下さい。

この「東南⽀部だより」が⽀部会員

の皆様の情報交換の場となり、もっと

もっと⼤きく育てていただければ幸い

です。

そして、いつの⽇か、発⾏を⼼待ちに

してもらえるようになったら、編集者と

してサイコーです。

今後ともよろしくお願い致します。

(井⼝ 由美⼦)
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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。

〈熊本東南⽀部専⽤メールアドレス〉 tounan@kumagyou.jp

☆☆☆お済みですか？住所変更⼿続き☆☆☆

平成２４年４⽉の熊本市の政令指定都市移⾏に伴う住所変更⼿続き未了の

⽅が、東南⽀部に２４名いらっしゃいます。

本年度は熊本県⾏政書⼠会員名簿が発⾏される予定ですので、お⼼当たりの⽅

はできるだけ早く⼿続きをお済ませください。

［プレゼント］
⽀部⻑が 6 ⽉ 20 ・ 21 ⽇の⽇⾏連総会の会場にて購⼊してきた『ユキマサ君ポ

ロシャツ（Ｍサイズ）』を、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。

※ まだ全⾏団サイトでは販売していないようですが、問い合わせたところ、

価格：２０００円 ⾊：⽩のみ サイズ ：ＳＳ ・ Ｓ ・ Ｍ ・ Ｌの４種

類で販売予定とのことです。

これ以外にも、ご投稿してくださった⽅には、ささやかなプレゼントを⽤意しています

ので、奮ってご投稿ください！

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
mailto:tounan@kumagyou.jp
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