平成２５年１２⽉２⽇発⾏・第２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

今後の⾏事
［巻頭⾔］CONSUMPTION Tax ・・・・・⼭内 悟司
ある処で“Consumption tax rate will be raised from 5 to 10 percent”が映
った。“消費税率が５％から 10％へ増税される”という内容だ。

[1 ⽉１１⽇(⼟)]
[北⻄⽀部との合同研修会]

ところで，消費税の改正は「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な
改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により，消費税法の一部が
改正された。具体的内容は，平成 26 年４月 1 日から消費税８％（消費税率
6.3％，地方消費税 1.7％），平成 27 年 10 月 1 日から 10％（消費税 7.8％，地方
消費税 2.2％）に 2 段階で引き上げられる。いわゆる増税となる。

[東南⽀部だより第３号発⾏]

制度の円滑な定着にはいろいろなハードルがある。その一つに，消費税の転嫁が
重要となる。消費税は，価格への転嫁を通じて最終的には消費者にご負担をいただ
くことを予定している税。そのため，消費税転嫁対策特別措置法が平成 25 年 10
月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで適用される。

①⽀部活動への希望・提⾔

Ⅰ

消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置

平成 26 年 4 月 1 日以降に供給する商品又は役務について，消費税の転嫁を拒む行
為等が禁止されている。適用対象となる主な取引及び禁止される行為は次の通りで
す。
減額 (具体例) 本体価格に消費税分を上乗せした額を対価とする旨契約してい
たが，消費税分の全部または一部を事後的に対価から減じること

2

買いたたき （具体例）原材料費の低減等の状況変化がない中で，消費税率引
き上げ前の税込価格に消費税率分を上乗せした額よりも低い対価を定めること

3

商品購入，役務利用又は利益提供の要請 （具体例）消費税率引上げ分を上乗
せすることを受け入れる代わりに，取引先にデｲナーショーのチケットを購入さ
せること

4

[北⻄⽀部との合同理事会]

最近は，税に対する国民の関心が一段と高まっていると報道されている。税と
は何か？私なりに税とは「社会共通の費用をまかなうための会費」と理解してい
る。

去る９月に行われた「消費税転嫁対策に関する講師養成研修会」に参加した。政
府の消費税改正に対して，円滑かつ適正な転嫁等への取組を一部紹介する。

1

[１２⽉１３⽇(⾦)]

本体価格での交渉の拒否
う申出を拒否すること

(具体例)

[３⽉]

投稿のお願い

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。

本体価格(消費税抜価格)で交渉したいとい

[ページ] 1 / 14

報復行為 (具体例) 転嫁拒否された事業者が①～④の行為が行われていること
を公正取引委員会などに知らせたことを理由に，取引の数量を減らしたり，取
引を停止したりするなど，不利益な取扱いをすること

5

Ⅱ

消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置

平成 26 年 4 月 1 日以降に供給する商品又は役務の取引について，消費税分を値
引きする等の宣伝や広告が禁止される。禁止される表示は次の通りです。
１ 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示 （具体例）消費税は転嫁し
ません。消費税は当店が負担します。消費税還元セール。
２ 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から
減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの （具体例） 消費税
率上昇分値引きします。消費税８％分還元セール。消費税率引上げ分レジにて値引
きします。増税分は勉強します。
３ 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって②
に掲げる表示に準ずるもの （具体例） 消費税相当分，次回の購入に利用できる
ポイントを付与します。消費税分後でキャッシュバックします。
Ⅲ

価格の表示に関する特別措置

１ 平成 25 年 10 月 1 日以降，消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値
札の貼り替えなどの事務負担に配慮する観点から，表示価格が税込み価格であると
誤認されないための措置を講じていれば，「税込み価格」を表示しなくてもよいと
する特例が設けられています。 (具体例) 値札，チラシ，ポスター，商品カタロ
グ，インターネットのウエブページ等において商品等の価格を次のように表示しま
す。
例１

○○円(税抜き)・○○円(税抜価格)○○円(本体価格)・○○円＋税

例 2 個々の値札等においては「〇〇円」と税抜き価格のみを表示し，別途，店内
の消費者が商品等を選択する際に目につきやすい場所に，明瞭に「当店の価格は全
て税抜き価格となっています。」といった表示を行う。
２ 事業者が，税込み価格に併せて，税抜き価格を表示する場合において，税込み
価格が明瞭に表示されているときは，景品表示法第 4 条第 1 項(不当表示)の規定は
適用しないこととされました。
Ⅳ

消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置

１

転嫁カルテル（消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為）

２

表示カルテル（消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為）

(具体例)

事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格に消費税額分を上乗せす

ること等
(具体例) 税率引き上げ後の価格について，消費税込価格」と「消費税額」とを並
べて表示する方法を用いること等
（最後に） 消費税の転嫁についてお話しました。消費税率の改定に伴い，請求書
の締め切りが月末でない場合は，新税率と旧税率の適用区分を明確にしておくこと
が信頼関係においても必要です。
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［東南⽀部ニュース］
★★東区役所・南区役所無料相談会のご報告★★

会務⽇誌
8 ⽉ 6 ⽇(⽕)１３:３０〜
⽇

時 10 ⽉ 9 ⽇（⽔）午前 10 時〜午後 4 時

場

所 東区役所 1 階ロビー

相談員 坂井⼀雄、⻑倉啓⼦、三浦秀登⼠、村端由紀
相談件数 ２７件

第３回理事会
於:会議室 出席:理事全員
８⽉〜１０⽉
官公署訪問・ポスター配り
参加:理事全員
９⽉ 1９⽇(⽊)1３:３0〜
第２回⽀部⻑会
於:会議室 出席:福永⽀部⻑

⽇

時 10 ⽉ 10 ⽇（⽊）午前 10 時〜午後 4 時

場

所 南区役所 1 階ロビー

１０⽉９⽇(⽔)〜10 ⽇(⽊)

相談員 井⼝由美⼦、⼤坂隆、川上賢⼀、⼭内悟司

無料相談会

相談件数 １０件

※記事ページ参照

今年度は熊本⽀部分割後、初の⽀部無料相談会であり、上記２ヵ所にて開催し
ました。 遺⾔・相続についての相談が全体の７５％を占め、その他は許認可（農地
関係）、税⾦、不動産関係、契約書、交通事故に関する相談などでした。市政だよ
りの各区ごとのページ（東区・南区）にて広報をし、熊⽇新聞のタウンパケットにも広
告を掲載いたしました。その効果もあり、開催⽇前から問い合わせがあったり、当⽇は
開始時刻前から相談者が来場されるなど、盛会のうちに無事終了しました。
次年度も両区役所での相談会を予定しておりますので、⽀部会員の⽅には
積極的に相談員として参加していただければと思います。
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［おらが町・わたしの町］

歴史が い っ ぱ い

川尻の 町
井⼝ 由美⼦

久しぶりに川尻の街を散策しました。
⼦供の頃は買物と⾔えば熊本市内より川尻の商店街に⾏っていましたが、当時
は旧国道３号線（旧薩摩街道）沿いに⾊々な店が⽴ち並び⼈通りも多く結構
賑わっていました。今は以前の賑わいはありませんが、やはり変わらぬ街並みは歩くだ
けでほっとします。
熊本市内から川尻の町に⼊りこの商店街を南に下り加勢川の⼿前を右に折れる
とすぐ、｢瑞鷹｣で有名な東肥酒造の⼯場と酒蔵があります。この建物は造り酒屋の
趣がそのまま残っており、年に⼀度の｢酒蔵祭り｣では酒蔵が解放され、新酒がふる
まわれるので多くの⼈が詰めかけます。

「⽝の伊勢参り」
皆さんは、“犬の伊勢参り”という
言葉を聞いたことがおありでしょう
か？
私は今年６月に NHK ラジオで初め
て聞きました。頃は江戸時代後期、
当時の庶民にとって伊勢神宮参りは
一生に一度でいいから叶えたい大イ
ベントだったようです。お伊勢参り
に行きたいが旅の金はないし暇もな
い。
そこで、街の野良犬に代参を依頼
したというか、夢を託したというの
が“犬の伊勢参り”です。 でも、人が

そこからさらに⻄に進むと外城の｢船着場跡｣があります。ここは江⼾時代の物資
の集散地としてさかえ、年貢⽶の集積場でもあったそうで、近くには倉庫も残っていま
す。写真は当時の船着場の⽯段と後に作られた⿅児島本線の鉄橋、そして新幹
線の⾼架橋ですが、思いがけず交通の歴史を⼀度に⾒た気がします。数⽇かかった
荷物も今は数時間で届きます。船頭さんも驚きです。商店街を歩くと特に刃物屋さ
んと樋屋さんが⽬につきますが、物流の拠点だったため伝統⼯芸品が多く残っている
ようです。

犬を連れて行くのではなく、犬が単
独でお伊勢さんまで行くのです。そ
んな馬鹿な！、とお思いでしょう
が、本当なのです。
夢を託された犬は、出身地や名前
を書いた札と所持金を首にかけられ
て街道に旅に出されます。すると、
犬に出会った人は、犬が違う方向に
歩いていると方向を正したり、家に
泊めてご飯を食べさせたりしたらし
い。時には、弱っている犬を駕篭に
乗せてやったりしたらしい。おそら
く、誰もが自分の叶わぬ夢を思い、
犬を応援したのでしょう。
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川尻にはお寺も多く⽴ち並んでいます。やはりお寺といえば野⽥にある｢⼤慈禅
寺｣です。ここは曹洞宗の禅寺で、鎌倉時代に順徳天皇の皇⼦が開創されたと⾔

(前⾴コラムのつづき)

われており、あちらこちらに菊のご紋が⾒られます。境内には種⽥⼭頭⽕の句碑もあ
ります。
最後に是⾮ご紹介したいのが「開懐世利六菓匠（かわせりろっかしょう）」です。
私は⼤の⽢党で、特にいわゆる⽣菓⼦が⼤好物です。六菓匠は六つの菓⼦店で
グループを作り、以前、お菓⼦でお姫様の籠（同⼨）を作り⼯芸館に展⽰された
こともありました。それぞれのお店においしいお菓⼦が沢⼭ありますが、私のお勧めを
２つ。⼀つは天明堂さんの｢ちーまん｣。そと側のサクッとした⽪と中の塩味のきいたチ
ーズ、⼥性に⼤好評です。あと⼀つは梅園さんの｢そば饅頭｣正式には｢そば薯蕷｣
と⾔いますが、そば粉や⼭芋を混ぜた⽪でこし餡を包んであるのですが、上品な味が
なんとも⾔えません。是⾮⼀度ご賞味ください。
この他にも川尻神宮の⼤柊の⽊もあります。この柊の葉にはギザギザがありません。
これは年をとると⼈も丸くなるのと同じで柊の葉も⾓がとれると聞いたことがあります。
川尻では春は⼤慈禅寺の祭り、夏は加勢川の精霊流しと花⽕⼤会、秋は川尻
神宮の例⼤祭と四季折々の⾏事が今も残っています。じっくり歩けばもっと沢⼭の
歴史に触れ合えるかもしれません。みなさんも川尻を通られた折にはあちこち⾒てみ
てください。⾯⽩いところが沢⼭あると思います。
（この記事のお陰で、久しぶりに⼦供のころを思い出しました。）

ましてや、犬が首から提げたお
金を盗む者などいなかったとい
う。こうして、無事にお伊勢さん
に到着、お伊勢さんのお札をもら
って、伊勢参りを済ませ、帰りも
人々の応援でちゃんと帰郷したと
いうから驚きです。これは庶民の
間に流行して、多くの記録がある
そうです。
ところで、飼い犬でなく野良犬
というのは、当時は個人が犬を飼
うというのは僅かで、地域に住み
着くのが普通だったようです。そ
もそも、誰かの飼い犬であればそ
の家を離れて遠くへは行かなかっ
たでしょうし、とてもお伊勢さん
までたどり着くことはなかったで
しょう。
ネットで調べてみてください、
本もいくつか出ているようです。
この話を聞いて江戸の庶民の人情
に大変感動しました。ぜひ、本を
読んでみたいと思います。
（支部長
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福永

裕）

［会員からの寄稿コーナー］
新⼈奮闘記・・・・・増井 洋介
東南⽀部だよりの新⼈奮闘記を書くよう依頼が来ました。奮闘記…奮闘…フント
ウ…はしてないな。というのが実感。まだ、仕事らしい仕事をしてませんし。周りの先
⽣⽅の助けがなければ何もできないヒヨっ⼦です。それに、開業以来の動揺は、「奮
闘」と呼べるようなかっこいいものでは全然なくって、葛藤…苦悩…悶絶…失神…失
神はしてませんが。なんとか抜け出ることができましたけど、あまりの仕事のなさに⼀時
期はほぼ⼀⽇おきにノイローゼになりかけました。
そういう半危機的状況が続きながら、絶えず動いてきたのはよかったのかもしれませ
ん。広報誌に書いたボランティア的な活動…仕事関係では市役所相談員、他は市
の交通指導員や⼩学校の読み聞かせとか。
あと、私の場合、試験合格から 18 年も経ってて法的知識がすっぽり抜け落ちてる
ので、それを埋めるための勉強はしました。今もやってます。⽅法は独特かもしれませ
ん。本を買って、読みながら⼀冊の中⾝をルーズリーフにまとめなおします。さらに最初
から⾳読して録⾳。そのデータをＣＤに焼いたり携帯電話に取り込んだりして、営業
⾞の中とか、待ち時間に聞き流します。絶えず。最初は⾃分の声を聞くのがキモチ悪
かったですが、慣れました※。加えて、この⽅法以外（読んだだけ＋まとめたまで）で
読んだ本が 30 冊くらいでしょうか。
せっかくだから仕事のことも書きましょう。市役所相談がきっかけで依頼いただいた相
続の案件、先輩の先⽣のアドバイスをあおぎながらなんとか終えることができました。こ
こではじっくりとお話を聞くことの⼤切さを感じました。前職の⾼校教員時代、教育カ

【4 ⾴コラムの絵の説明】
広重の東海道五十三次の浮世
絵にもお伊勢参りの犬が描かれ
ています。
絵は芝大明神（東京港区）の
風景のようですが、大勢の旅人
に混じって犬が混じっています
（右端下）。
絵の中の幟には（裏返しにな
っていますが）「おかげまい
り」と書かれていますが、これ
はお伊勢参りのことだそうで
す。
こうして、たくさんの人が各
地からお伊勢参りに出かけたの
でしょうね。

ウンセラー研修で傾聴の実習を積んだのがちょっと役⽴ったかもしれません。
農地法関係の許可案件。先輩の先⽣からご紹介いただきました。申請書、事業
計画書、図⾯等を作成するものですが、時間を忘れて取り組めました。⼼の底から
「えれぇ楽しい」と感じるくらい。ここでも前職の経験、複合型（和・英⽂＋データ）
の⼩論⽂を指導してきたのが⽣きたかなという気もします。ただ、紹介してくださった先
⽣からのご指導がなければ完成は⾒なかったでしょう。とても感謝してます。
広告に関しては、名刺をある程度時間をかけて作り込みました。

[ページ] 6 / 14

事務所案内…これは失敗作。あと、新聞チラシを⼀回⼊れたのと、地元建設業
者さんへの DM ハガキでしょうか。チラシには他⼠業の⽅も含めわりと好意的な声を
いただきましたが、ハガキへの反応はほぼゼロ。ただ、依頼にはつながらなくても「こうい
うヤツがいる」と知っていただければ、それが第⼀歩かなというつもりでやっています。
開業から７ヶ⽉、上⼿くいったこともあったけど、「なんでこうなるんだ」みたいなことも
ありましたし、⼈の⾔葉を鵜呑みにして失敗したこともあります。ただ、先輩の先⽣か
ら「こんなのも知らないのか」とか⾔われたことがなくて、これは救いでした。⾃分⾃⾝
が教員時代「⽣徒のせいにしない」ことを⼼がけて、こういう⾔葉を使わないできたこと

メール担当からひとこと

もあります。分からないひとは、「分からない」というだけでも引け⽬とか疎外感を感じ
てますよね。多分そういうことがお分かりの先⽣ばかりなんでしょう。７ヶ⽉しかやって

会員の皆様のご協⼒により、⽀部会

ない私が先輩ヅラしていうのもおかしいですが、⼊会後間もない⽅とか、先輩の先⽣

員約１２０名のうち、４０名ほどの

を頼りにしたいけど踏み切れない⽅、思い切ってふところに⾶び込んでみてもいいので

会員にメール会員の登録をしていた

はないかと思います。

だいており、経費削減・発送作業の

あと、声をかけていただいて⾏政書⼠会の広報部にいます。ここでの仕事もやりが

軽減に効果をあげています。

いがあります。部の雰囲気もいいですし。社会貢献的な性格があるのも気に⼊ってい

のみならず、メールならではの即時性

ます。今年度の⾼校出前講座を担当することになりまして、ここでも前職時代のつな

を利⽤して、本会総務部や他⽀部

がりが⽣かせそうです。前で述べたことと重なる部分もありますが、若い世代の先⽣

から緊急の依頼を受け、専⾨⼠業

⽅も、機会があれば⾏政書⼠会各部の活動に参加されたらいいのではないでしょう

の合同無料相談会や他⽀部主催

か。発⾒があると思います。

の研修会の案内をメール会員に配

⾼校講座といえば、私は前職で『倫理』という科⽬を担当して、哲学者とか宗教

信する機会も増えてきております。

家の思想や⽣を通して⽣徒たちと「⼈」を考えてきました。今、⾏政書⼠になって先

なお、来年度からは、ドメインとは別

輩の先⽣⽅のあり⽅から多くを学んでいます。ここまで述べてきた、あとから来る者に

に、⽀部独⾃でメール管理に利⽤し

親切にすることだけではなく、⽣のままならなさとか、困難に⽴ち向かう気概とか。法

ている goo メールが有料化されるた

律とか業務のことも学んでいますが、あり⽅の部分が⼤きいかもしれません。少なくと

め、⽉額２００円(年間２４００

も、私たちの職域を守るために⽇々奔⾛されている先輩⽅がいらっしゃることは、もっ

円)の予算を計上する予定です。

と知られていいように思います。
いま、12 ⽉に受講する申請取次講習へ向けての勉強をしています。講習後に試

※メール会員登録の詳細は１２ペ
ージをご覧ください。

験もあるそうでヒヤヒヤです。でも守備範囲を広げるためになんとかしないと。
こういうところでよろしいでしょうか。 お読みになってご感想などありましたら、研修会
などの折にでもお声かけいただけると嬉しいです…といいたいところですが、放っておい
て欲しい気もします。シャイなんです。ほとんどそう⾒られませんけど。
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※４⽉以来、このやり⽅で勉強した本は次の通りです。①『家族と法』（⼆宮周平 岩波新書）、②『モメない相
続』（⻑⾕川裕雅 朝⽇新書）、③『「離活」－終わりの始まりを⾒極める技術』（原誠 講談社＋α新書）、
④『よくわかる⼊管法〈第３版〉』（⼭⽥ 鐐⼀・⿊⽊ 忠正 有斐閣）、⑤『農地の法律がよくわかる百問百答』
（農地制度実務研究会 全国農業会議所）、⑥『伊藤真の⺠法⼊⾨』（伊藤真 ⽇本評論社）など。いずれ
も著者敬称略。どこまで中⾝が定着してるかは、うーん…⼼もとないです。

ザンビア体験記・・・・・⻑尾 照男
平成１４年ＪＩＣＡシニア海外ボランティアとして⾜掛け３年、アフリカのザンビ
アという国に赴任を命じられ、同国の国⽴航空⼤学で航空管制学を教えることにな
りました。⾏政書⼠として３年余り、漸く軌道に乗ってきた頃だったので、赴任には⼼
配がありましたが、若い頃から、海外での⽣活が希望でもあったので、家内を説得し
⼀緒に⾏くことにしました。
この発展途上国は、終戦直後の⽇本のような経済社会状況でした。⼤学も⽥舎

結婚式ラッシュ。。。
私事ですが、１１月に３組の
結婚式・披露宴にご招待いただ
きました。

の分教場みたいだったが、学⽣達はやる気がみなぎり、何でも吸収するのだの気持
が私を奮い⽴たせてくれました。 しかし、⼤学には教科書も満⾜になく、教授が古
びたマニュアル１冊を⿊板に書くのを写す状況でしたので、最初の仕事はカリキュラム、
シラバスの改編、作成と、彼らの為に教科書を作成することから始めなくてなりません
でした。⽇本から持って⾏った教科書を、英語に翻訳しパソコンで打ち、学⽣の教育
と教授達に教育法等を指導をしながら、５教科の教科書を１年半掛かけて作成し
ました。

最初は８歳上の先輩、次は保
育園からの同級生、最後は大学
時代のバイト先の同僚で群馬県
まで行ってきました。
３週続けて幸せなひと時を味
わえることができ、やっぱり結
婚式っていいな～と改めて感じ
ました！
ただ会場には私よりも若い夫
婦が小学生くらいのお子さんを
連れてきていたりと、何となく
焦りを感じてしまいました…

実習教室は、私が航空管制管学⽣の頃（昭和３９年東京オリンピックの年）
よりも劣悪で、学⽣がプラモデルを持って無線でなく、有線電話式のヘッドセットを⽿
にして航空管制訓練をする状況でしたので、これも⽇本に⼀時帰国した時に、機材
を⾃費調達し、現地で組み⽴てて何とか訓練環境を改善し、実習をするほどでした。

地元の同級生での独身は残り
３名とカウントダウンが始まっ
ている模様。
三十路に突入する２０１４年
は仕事にプライベートにますま
す精進していきます！！
（森田 勝彦）

この間、⽇本の外務省、現地⽇本⼤使館、現地⽂部省・外務省、ＪＩＣＡ等
々と交渉を継続してＯＤＡを取得し、この⾦でコンピュータシステムの導⼊に成功し、
近代的な訓練環境したのは成果の⼀つだと満⾜しています。
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在任中、家内は、現地の孤児院等にボランティアとして、孤児や、性的暴⾏を受
けた少⼥達の⾃⽴⽀援に汗していました。⽇本にいるときは、⼈種偏⾒が若⼲あっ
たようですが、⼦供達と接する内に偏⾒もなくなり、彼らと「ハグ」が出来るほどになり、
マーケットに⼀緒に買い物に⾏たり、⾷事するなど、本当に彼らに解け込んで⾏きま
した。休⽇には⼆⼈でサファリゲームや、キャンプをして楽しみました。

本(電⼦書籍)の紹介
タブレットや専⽤端末で読む電⼦書
現地の⼈は物質的には恵まれないが、今の⽇本⼈の多くが無くしてしまった、他⼈
を思いやる⼼、素直な優しい⼼、物を⼤切にする⼼等が⼀杯で、家内は帰国の段
階になって、帰国延⻑を⾔うほど現地にとけ込んでいました。太陽が地平線から昇り
沈み、星が地平線まで⾒えるあのアフリカの⾚⼟の⼤地が懐かしいです。機会があ
ればもう⼀度彼の地を訪れ、彼らと会い、そして⼤地に寝ころんでみたいと思っていま
す。

籍がなかなか普及しないようです。
確かに紙の利便性、味わいは捨てが
たいものがありますが、かさばらない、
紙の本より若⼲安く買えるといった利
点もあります。
ネット書店最⼤⼿のアマゾンの電⼦
書籍(キンドル)には、無料で読める
電⼦書籍が多数あり、その中には、

［私の趣味・ライフワーク・オフタイム］
消防団活動・・・・・川上 賢⼀
私は、南区城南町で開業している川上と申します。

無名の作家だけれども⼗分読んで
楽しめる作品があります。
「お遍路⼩娘」という電⼦書籍は、
２２歳のフリーター⼥性のお遍路道

この度、「⽀部だよりに何か書いてください。」との依頼があり、つたない⽂章ではあり

中記ですが、その中で彼⼥が感じた

ますが、私が所属している消防団の活動について書かせて頂きます。ＯＢや現役の⽅

⼼の動きは、どの世代が読んでも何

もたくさんいらっしゃると思いますので、なにをいまさらと思われるかもしれませんが、お付

かしら共感を持てる内容ではないかと

き合いの程をよろしくお願いいたします。

思います。

熊本市消防団は１６⽅⾯隊に分かれており、私が所属しているのは、第１２⽅
⾯隊第７７分団第１部下宮地班になります。
活動内容としては、まず１⽉に、熊本市の消防出初式が⽩川河川敷で⾏われま
す。私達は⾏進するだけですが、⼀⻫放⽔等がありなかなか迫⼒があります。また、地
区の⼦供会がどんどやをする時は 防⽕の為に出動します。

お遍路の疑似体験もちょっとできて、
気軽に読めるオススメの無料本で
す。

３⽉には春の⽕災予防週間があり、各部ごとに⽇にちを分けて広報活動を⾏います。
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４⽉になると２年に１回ポンプ操法⼤会が⾏われます。熊本市⼤会に出場する班
を決めるのですが、指揮者、１番員、２番員、３番員の４名それぞれに決められた
動作があり、その動作を、きびきびとこなさなければならず⼤変です。私たちの班は、以
前は優秀だったのですが現在は中位くらいの場合が多いです。
５⽉、６⽉、７⽉はこれといって何もないですが、熊本市のポンプ操法⼤会に出場
する班の練習か、熊本県のポンプ操法⼤会に出場する⼥性消防隊の練習を⽉に２
回程⼿伝う事になります。また、７⽉には２年に１回通常点検競技⼤会もあります。
９⽉になると、私たち下宮地地区にある安幕神社の秋の例⼤祭の⼿伝いです。⼦
供相撲⼤会があり、⼟俵作りと⾏司が私たちの仕事になります。
１０⽉は、旧町⺠体育祭に消防団班対抗リレーで出場します。私も出場し何とか
こけない様にしながら⾛っています。全⼒ではとても⾛れません。来年は、⾏われるか
微妙な様です。
１１⽉には、警防技術訓練があり、回れ右等の規律訓練や、ＡＤＲの講習等を
受けます。そして、秋の⽕災予防週間の広報活動も⾏います。
１２⽉は、熊本市消防出初式のリハーサルがあり、その後１年の締めくくりとして、
２８⽇、２９⽇、３０⽇に年末特別警戒があります。この期間は、ポンプ⼩屋のそ
ばの公⺠館に詰めることになります。

以上が、１年間の主な⾏事です。これ以外に毎⽉１回は、ポンプの⽔出し点検を
⾏っています。 ⽕災、その他災害が発⽣すると出動となります。
⽕災の際には、⽔利の確保、ホースの延⻑、現場の⽚づけ、ホースの収納、鎮⽕
後の⾒張りなどが、消防団の仕事になります。
⼤⾬の際には、⼟嚢つくり、危険個所の⾒回り、補強などが仕事になります。⼟嚢
はあらかじめ準備はしてあるのですが、いったん⼤⾬になると⾜りなくなる場⾯が多いで
す。
消防団が普段どんな活動をしているかは、団員の周辺にいる⼈以外にはなかなか解
りづらいと思います。酒飲みの集まりみたいなイメージもあるかと思いますが、団員は地
域防災の要と成れる様に活動を⾏っております。
今後とも消防団活動にご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

祖⺟について。。。
この原稿を書いているのは 11 月の
下旬。早い方はそろそろ年賀状の準備
に取りかかる季節（すでにお済みの方
もいらっしゃるかもしれない）。
私の場合は、いつも 12 月の、それ
もぎりぎりになってからようやく始め
るのですが・・・今年は 10 月に祖母
が亡くなっているので・・・そうか、
喪中はがきを出さなければいけなかっ
た、とようやく思い至ったのでした。
例年、会員の方から２、３枚程度い
ただいていたような気がしますが、そ
のときには他人事という感覚でいるも
ので、いざ自分となるとうっかりして
しまいます。
祖母、というのは、実は祖父の再婚
相手なので、法律上は祖母には当たら
ないのですが、家族として３０年以上
付き合ってきました。父は養子縁組を
していて唯一の相続人なのですが、仮
に父が先に亡くなっていたとした
ら・・・この場合、養子縁組の前に生
まれている私（養子の子）に代襲相続
権はないのですね。いずれにしても、
まずは早くはがきを買ってこなけれ
ば・・・
（阿南 礼）

ピアノ・・・・・上⽥ 乃梨⼦
ピアノを始めたのは４歳のとき。
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お友達がしているから。確かそんな理由で始めたような記憶があります。いつしか⽣
活の⼀部となり、ピアノの前で⼀⽇の⼤半を過ごしていたこともあります。そんなピアノ
ですが、学⽣⽣活の終わりと共にピアノから解放され、⼤喜びで全く弾かない⽇々を
送りました。⼀時期はすっかり遠ざかったピアノですが、今は、ボチボチと再開していま
す。
活動のひとつは、合唱団のピアノ伴奏。
これが、思いがけず楽しい。合唱団員の中には楽譜が読めない⼈もいて、ピアノの
⾳を頼りに⽿で覚えて⾳取りをしていきます。最初は⼀体何を歌っているのやら・・・と
いう状態が、コツコツと練習を積み重ねて、合唱のハーモニーが出来てきます。素晴ら
しくハモった時の達成感は、とても気持ちが良いものです。誰もがいつでも始められる
合唱っていいな、と感じるひと時です。合唱の楽しさ、喜びを、ピアノ伴奏を通して味
わうことが出来ました。
また、合唱の伴奏という位置付けも興味深い経験です。指揮者が創り出したい
⾳楽をサポートしつつ、合唱団の思いをサポートする。両者の思いを中和させる役割
があると思うのです。指揮者の緊張感を感じて受け⽌めつつ、合唱団と指揮者の、
⾳楽を通してのコミュニケーションの橋渡しができたら。そんな気持ちで演奏していきた
いと思っています。
もうひとつ、ピアノを弾く時間の多くを割いているのが息⼦のバイオリン練習の伴
奏。 これは、体⼒、気⼒、忍耐⼒の限界を毎⽇試されているようです。

イルミネーション。。。
１１月も終わりに近づくと、
街は少しづつイルミネーション
で彩られていきます。
ちょっと昔までは、「キリス
ト教徒でもないのにクリスマス
にはしゃぐなんて下らない！」
といったやっかみ半分の（？）
意見もあったのでしょうが、今
やクリスマス云々に関係なく、
大人も子供も年末はイルミネー
ションスポットに行って楽し
む、なんていうイベントが、ご
く当たり前の風景となっている
ようですね。
私も、寒さで張り詰めた空気
のなかで、街の木々にほどこさ
れたイルミネーションを見るの
は単純に好きで、電気代や環境
への影響などの問題もあります
が、年甲斐もなく（笑）、やは
りこの季節は何となくワクワク
してしまいます。

⾃分が練習するよりもはるかに難しく、⼤変。お互いに気持ちよく練習を続けること
は極々稀で、険悪な雰囲気が漂う時間の⻑いこと。私も息⼦もケロッと忘れて、翌

（藤山 義之）

⽇にはまた同じことを繰り返すのですが。険悪な雰囲気に付き合わされる⼈には、迷
惑この上ない時間でしょう。
それでも辞めずに毎⽇弾くのは、やっぱり好きだから。弾けなかった曲が弾けるよう
になる、もっとこう弾きたいという気持ちが⽣まれる。そんな楽しみを、息⼦にも、
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もっともっと経験してほしいと思います。
また、⾃分の為にただただ弾くことも。気分的に疲れたときなど、エチュードをひたす
ら弾くと気分スッキリ、元気になります。ピアノを弾くことが、ストレス解消になっているよ
うです。
⾊々な合間をぬって作る僅かな練習時間では、ままならないことも多々ありますが、
これからも細々と続けていきたいピアノです。

［東南⽀部からのご案内］

編集後記

☆☆☆メール会員登録のお願い☆☆☆

支部だより第２号、いかがで
したでしょうか？

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、

手探りで作成した創刊号より
も充実したものとなっていれば
幸いです。

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 ファイルを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「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２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。
〈熊本東南⽀部専⽤メールアドレス〉 tounan@kumagyou.jp

この度第２号発刊にあたって
ご協力いただきました長尾先
生・山内先生・上田先生・川上
先生・増井先生に感謝です！
今後の支部だよりにも支部会
員の皆さまのご紹介を兼ねて、
随時寄稿を受け付けます！
仕事のことだけでなく、ご自
身の趣味や特技などをお寄せい
ただき、サークル仲間の募集な
どにも活用してください。
また、本紙の感想やご要望な
ども受け付けております。皆さ
まのご意見をお待ちしておりま
す！！
それでは皆さま良いお年をお
迎えください。
（森田 勝彦）
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☆☆☆⽀部だよりインターネットアンケートのお願い☆☆☆
よりより⽀部だよりの紙⾯、⽀部運営を図るべく、会員の皆様の声を参考にさせてい
ただきます。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、ご回答くだ
さるようお願い申し上げます。
https://customform.jp/form/input/1548/
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。

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

［プレゼント］

《ご意⾒・投稿のあて先》

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

〒８６２－０９０９

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。

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

※ 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

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！
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