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巻 頭 言
熊本東南支部 支部長 山内 悟司
市民 VS 行政書士
１．はじめに
熊本東南支部の皆様こんにちは！

今後の行事
[１0 月 7 日（水）]
[東区役所無料相談会]
9：30～16：00

熊本東南支部は、発足してから 3 年目、新理事の改選を経て、新たに第
2 節に入り歩き出したところです。
当支部の目標は、山の高さに例えると、現在、3776 メートル日本一の富

[１0 月 8 日（木）]
[南区役所無料相談会]
9：30～16：00

士山です。ゆくゆくは標高 8848 メートルの世界一のエベレストへと繋いでい
きたいと思っています。

[１１月１３日（金）]
[中央・北西支部との合同研修会]

２．市民 VS 行政書士

場所：市民会館崇城大学ホール会議室

[懇親会]
今回、市民“バーサス（versus）”行政書士として、取り上げました。

場所：銀杏釜めし
参加費：3,000 円

“市民 VS 行政書士”と記載しますと、「厳しく対立する者」と安直に考えま

（＋支部から 2,000 円補助）

すが、ここでは、行政書士業務の中での「市民対行政書士」をさします。
熊本東南支部は、平成 27 年 6 月現在 123 人の会員が所属されてい
ます。また、区割りされた東区・南区の人口は平成 27 年 6 月 1 日現在、
約 319,000 人（世帯数 135,000）で、その内訳は、東区約 191,000
人（同 83,000）、南区約 128,000 人（同 52,000）となっています。
この人口（世帯数）を単純に当支部の行政書士 123 人で除しますと、行
政書士 1 人当りの人口約 2,600 人（世帯数約 1,100）となります。
ところで、最近の社会・経済動向から見ますと国内の少子高齢化が先鋭す
る中、官公庁に提出する書類等並びにその他の業務に加
え、身近な問題の相談も多岐にわたり発生しています。
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ところで、最近の社会・経済動向から見ますと国内の少子高齢化が先鋭
する中、官公庁に提出する書類等並びにその他の業務に加え、身近な問題
の相談も多岐にわたり発生しています。
私たち行政書士は、市民の皆様からの“身近な問題の相談”に対し、真
摯に対応し一つ一つ解決していくことになります。
市民 VS 行政書士は、行政書士から見ると少なくとも市民 2600 人
（世帯数 1,100）の相談窓口と見ることもできます。一方市民からは、行
政書士は 1 人であると言えます。
これから、更に地域に密着した対応が重要になってくるなかで、各自のスキル
アップは勿論のこと、社会貢献の気持ちも重要度を増してきます。

4 月 6 日(月) 13:30～
第１回理事会、選挙管理委員会

３．最後に
熊本東南支部の冊子を発行するに当り、お忙しい中、企画編纂を担当さ

於:会議室 出席:全理事、選挙
管理委員（小山、大坂、下村）

れました上田乃梨子先生並びに寄稿していただきました先生に心から深謝い
たします。
今後とも会員の皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いします。

4 月 23 日(木) 9:30～
第２回理事会
於:会議室 出席:全理事
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理事からのご挨拶・自己紹介

会 務 日 誌

５月 25 日(月)13:30～
第 3 回理事会、経理引継ぎ
於 :健軍文化ホール
後列 左から 森田 川上 藤山
前列 左から 山内 ユキマサくん 上田

出席:山内支部長、藤山副支部
長、川上理事、上田理
事、阿南前理事

［支部長 山内 悟司］
このたび熊本東南支部の支部長に就任させていただくことになりました山内です。
よろしくお願いします。
熊本東南支部が設立されるとき、“何とかうまくいってほしい。”何かお手伝いでき
ることがあればと思い設立準備委員会に参加させていただいたところです。それから、

6 月 12 日(金) 15:10～
第 1 回支部長会
於:会議室 出席:山内支部長

3 年目を迎えました。当支部は多くの会員の方が所属されています。
支部の運営は、皆様のご協力があって初めて円滑な運営ができると考えています。
そのような中、初代の支部長福永先生をはじめ各理事の皆様は、支部運営に
御尽力されてきましたことに厚く御礼申し上げます。

6 月 24 日(水) 9:30～
中央・東南・北西支部合同理事会

会員の皆様におかれましては、初代支部長同様に引続き更なるご指導・ご鞭撻
をお願い申し上げます。皆様の建設的なご意見を数多く戴き、支部運営に活かし

於:会議室 出席:全理事

ていきたいと考えています。
因みですが、“元気で・明るく・楽しく”やっていきたいと考えています。
今回、ご一緒に支部の仕事をさせていただく理事の方は日ごろから尊敬している先
生方であり、私ともども支部の発展に微力ながらも貢献できるものと信じています。
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最後に、“行政書士業務を通じて社会に貢献する”業務を完遂した数だけ社会貢
献につながります。支部の益々の発展・皆様やご家族のご健勝を祈念します。
有難うございます。
［副支部長 藤山 義之］
副支部長として２期目の理事を務めさせていただくことになりました藤山です。
不慣れな支部運営を、豊富な経験から全面的にバックアップしてくださった福永裕先
生と井口由美子先生、煩雑な会計を見事に処理してくださった阿南礼先生が理事を

投稿のお願い

退任されることがわかったときはショックで、２年前に東南支部が発足したときと同様、
またもや不安に駆られましたが…皆さんそれぞれの事情があり、いつまでも甘えてばかり
もいられません！
幸いなことに、引き続き残ってくれた森田理事と、体に似合わず（？）フットワー
クの軽い川上理事、紅一点の上田理事、そしてチームを率いる山内支部長とは、

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）

専門部会や他の会務で一緒に仕事をすることの多い仲間なので、チームワークは
１期目以上に発揮されるのではないかと期待しています。
支部だよりに次ぐ、何か新規の事業を始めるためには、会員の皆様方の支部活

③私のオフタイム、私のライフワーク、
私の趣味

動への積極的な参加が不可欠です。引き続き、ご協力のほどよろしくお願いいたし

④サークルの呼びかけ

ます。

⑤私は以前こんな仕事をしていまし

［総務担当 川上 賢一］
この度東南支部の理事として承認を頂いた南区城南町の川上賢一と申します。

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

私は登録４年目の若輩者で正直ベテランの先生方が揃ってらっしゃる東南支

の投稿をお待ちしています。

部の理事が務まるのかと考えておりました。しかし、せっかくの機会ですし、理事に
なったからには若手、ベテラン関係なく東南支部の為に努力するのが義務である
と考え直しました。これから先輩理事や東南支部の会員の皆様のご指導ご鞭
撻を仰ぎながら東南支部がより良い支部となります様に誠心誠意頑張っていき
たいと思っております。今後ともよろしくお願い致します。
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［企画研修担当 森田 勝彦］
この度２期目の理事を拝命しました森田と申します。
平成２５年度・２６年度は旧熊本支部から中央・東南・北西３支部に分割
してから最初の２年間で、なおかつ私自身初めての理事の仕事でもありましたが、
経験豊富な支部長をはじめ、理事の皆さまのご指導のもと、何とかやり遂げた感じ
がします。今期はこれまでの理事５名の内支部長の他２名が入れ替わることとなり
ましたが、これまでの支部活動を軸にし、より支部会員相互の交流が深まる場の提
供ができればと思っております。
今年も支部研修会と１０月開催予定の東・南両区役所での無料相談会を計
画しておりますので、多くの会員の参加をお願い申し上げます。
また好評をいただいております支部だよりも継続して発行いたしますので、皆さまの
寄稿をお待ちしております。
［経理担当 上田 乃梨子］
経理担当の理事に指名いただきました上田です。

ユキマサくんも活躍中！

思いもかけない大役に戸惑いの日々ですが、諸先輩方のお力をお借りしながら
精一杯務めてまいりたいと思います。御指導よろしくお願い申し上げます。
経理は、阿南先生の完璧な帳簿を引き継ぎました。緩やかな性分を引き締めて、
無駄の無い、かつ活発な支部活動となるような経理を行っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
［監事 日隠 俊朗］

理事５名の集合写真 中央は
ユキマサくん。
事務局に２匹おります。
支部活動に貸出し可能とのこと。

今回監事という大役を仰せつかりました日隠です。

可愛い姿で行政書士ＰＲ活動

税理士業も併せて営んでおりますが、浅学の上実務経験も乏しく皆様のご期待

を頑張ります！

に添えるか心配です。
しかし、引き受けたからには職責を全うできるよう努めてまいります。

東南支部無料相談会でも活躍
予定です♪

よろしくご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。
出身は、人吉でございますが、流れ流れて城南を終の棲家といたしました。
これを機に声をかけていただければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
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総会出席のみなさまからのコメント
大坂隆
宇都宮一三
業務の研鑽を積んで、支部運
営にも寄与できたらと思います。

すっかり行政業務、消極的ご迷惑おかけしてい
ます。積極的にＰＲしなければと、改めて反省し
ております。

ご指導宜しくお願いいたします。

堀川淳一
魅力ある支部活動、運

小山和郎
清田道子
毎回の支部だよりを楽しみに読
んでいます。

営に出来る様期待いたし

新しく選出された役員

ます。予算の有効活用に

の方々のご健闘を祈念

期待します。広報費を増

いたします。大所帯の

やし、市民へのＰＲを強

東南支部の運営は大

化してはいかがでしょう

変ですが、よろしくお願

か。無料相談会の開催

いします。

を増やしたらどうかと思い

下村博

ます。

第１回の東南支部総会といたしま
しては、内容のある、意義深き総会
と思いました。次回より益々実り多き

前田久幸

総会になりますよう、発展を期待いた

少しずつ仕事らしいことが先輩方のおかげ

しております。皆様の忌憚なき意見

でできるようになりました。３年目は何とかし

をと思っております。

たいと思います。支部の先生よろしくお願い
します。

山内悟司

廣野吉法

オリーブ樹（４月植

今年で行政書士２年目になります。まだ

付）管理・育成の勉強

まだ勉強不足だと痛感しておりますので、な

中です。現在２ｍ、成

るべく多くの研修会を開催していただけると

長が楽しみです。

ありがたいです。
増井洋介
いつもお世話になります。支部だより、
楽しく拝見しております。今後とも宜しく
おねがいいたします。

横田祥一
オ
旧熊本支部が分散されて、規模が
リ
小さくなったと思いますので、他の支部
ー
との合同研修会などを多く開いていただ
ブ
きたい。支部だよりは今後も続けてくだ
樹
さい。
（
４
月
植
付
）
管
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ユキマサ雑学コーナー・①知ってる？

キャラ弁日記(*^-^*)

消費者トラブルとしての主な問題商法名は、次のとおりです。
巷で流行っているキャラ弁。
①ワンクリック請求
御多分に洩れず我が家も台所で
②無料商法
工作をしております。
③利殖商法
④買え買え詐欺(劇場型勧誘)
⑤被害にあった人を勧誘(二次被害)
⑥サイドビジネス商法
⑦販売目的隠匿
⑧点検商法
⑨関連商法

ペンギン

⑩アポイントメントセールス
⑪SF 商法(催眠商法)
⑫キャッチセールス
⑬デート商法・・・
⑭当選商法
⑮かたり商法（身分詐称）

ライオン

⑯ネガテｲブ・オクション(送り付け商法)
⑰薬効をうたった勧誘
⑱マルチ商法
⑲次々販売
⑳過量販売

フォッケウルフ
解説は１２頁へ・・・
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［東南支部ニュース］
★★平成２７年度 熊本東南支部 定時総会のご報告★★
平成２７年４月２５日（土）１４時３０分より、県民交流館パレア９階第１
会議室にて、出席会員数２２名、委任状出席数５１名、合計７３名が参加して、
熊本東南支部の平成２７年度定時総会が開催されました。
森田勝彦理事の司会進行のもと、福永裕支部長のあいさつに続いて、議長選出に
入り、横田祥一会員が議長に選出されました。また、議事録署名者には湯上盛至、
村端由紀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

オラフ（アナと雪の女王）

されました。

休憩の後、第６号議案として、東南支部が発足してから初めての理事選挙が開始
されました。
小山和郎選挙管理委員長より、選挙の告示から当選者の確定までの経過が報告
され、川上賢一、藤山義之、森田勝彦、山内悟司の４名が無投票当選となりました。

その後、新理事４名が別室にて協議し、改正後の規約第８条第２項に基づき、理
事の互選により山内悟司会員が支部長に選出されました。
ベイマックス
引き続き、山内支部長から、改正後の規約第８条第３項に基づき、５人目の理
事として上田乃梨子会員、また、改正後の規約第８条第５項に基づき、監事として
日隠俊朗会員が指名され、賛成多数により可決承認されました。

最後に、本総会をもって理事を退任する福永会員、井口由美子会員、阿南礼会員
を代表して、阿南会員より退任の挨拶がなされ、盛会のうちに１６時に閉会しました。
ポケモン モンスターボール
アニメ映画編。白いキャラクターは
作りやすくて好きです。 海苔さえ
あれば、なんとかなります。
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総会終了後、加藤誠一会長も参加して、「火鉢屋しずる」にて懇親会が開催さ

サ ッ カ ー 編

れ、旬の鮮魚と炭火焼のおいしい料理に舌鼓を打ち、お酒を酌み交わしながら、ベ
テランから新人の若手会員まで、懇親を深めました。

無投票当選と支部長の指名という、支部設立当初予定していなかった形での第
１回選挙になりましたが、なんとか無事に５名の理事を選出することができたことに、
ホッとした新旧理事一同でした。

マンチェスターユナイテッド

ＡＣミラン

ユベントス ジダンのユニフォーム

遠足など特別な日にしか作りません
が、鋏でチョキチョキくり抜いて・・・。
案外楽しい作業です。
驚き喜ぶ様子が嬉しくて、次は～と
作ってしまいます。

[ページ] 9 / 14

［寅さんと私］

三浦 秀登士

私 ミウラ ヒトシ異（こと）、寅次郎。フーテンの寅と申します。
愛用のリュックに、お昼の弁当とボトル２本。更に、だんごなぞ有れば気分は
上々、、、着替えの下着を詰め込めば、いざ、ＧＯ！！
お出かけ方向も天気次第。気分次第。山に出没したり、街中に出没したり、、、
ブラブラのブラタモリならぬブラトラ。。。
点から点。これが、１本の線へ。やがて、面となり、新しい出会い、縁が広がる。
思い立ったのは、2012 年２月１１日。四角い鞄をリュックに替えて。又、ハッ
ト代わりにキャップを被る。江戸川ならぬ白川を河口から源流まで歩いてみよう。

三浦先生へインタビュー

９時１０分。晴れ。白川河口に立つ。もう、有明の海である。そこから先は、
塩水。住む魚の種類も自ずと違う。雲仙普賢岳が、行ってらっしゃいとばかりに、
『男はつらいよ』で好きなのは

背中を押してくれる。
普段、市街地で見る白川の光景と違う。川幅は広く、川の流れがゆっくりである。

はどの作品ですか？

とうとうと流れている。白川の真水は、何処まで流れ、有明の海水は何処からが海
「最初の頃の作品がいいですね。

水だろうなんて考えながら歩いていたら、石に、ケッつまずいた。
鱒（ます）の産卵の川登り、、、原点、源流を求め上へ上へと上る。母親の産
道を辿り、故郷源流へ向かう姿を想像する。出発。始まり、始まり、、、

おじちゃんも初代のおじちゃん（森
川信）がいいですね。

河口の沖新の一帯は、殆どが養殖のり関連の宅である。家々も大きいが、聞くと
家族人数も半端じゃない。８人家族、９人家族。中には１１人家族もあった。
今時、珍しい。塘が、綺麗に整備され、日常の車道は、この一段高い位置を行き

『知らねぇよー。おらぁ知らねえよ。』
の見事な間が好きです。」

交う。
河口から一番最初の橋は、①小島橋。この一帯は、河川敷が広い。グライダー
の滑走路が在る。時々、カラスの如く、ツバメの如く、音の出ないグライダーが宙を
舞っている。川下の生活道路である。玉名方面への大動脈である。大型トラック
がドンドン行き交う。
右岸を３０分も歩くと②八城橋。ここは、下の小島橋に比べ、大型トラックが行

寅さんに共感するのはどんな
ところですか？
「短気な所も有るが、情に脆いと
ころです。」

き交うことはない。ホッとする。
岸より右岸を行く事に決定。猟師街の風景から田んぼ、畑の風景。新しい人並
みの匂いする家々の風景へ。時計に目をやるとやがて、１１時半。かれこれ、２
時間半。そろそろ、昼飯時でもある。又、、置いてけぼりにした愛用車まで返るに
は、同じ時間を歩く事になる。体力とも相談する。腰の手ぬぐいでにじんだ汗を拭
き拭き、今日の昼飯宿を探す。③熊本西大橋到着。
（つづく）
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［男の手抜き料理 その１］

益本 納

第一回目の寄稿なので、多少は高尚なお話でもと思ったんだが、なんせ脳ミソが脳ミ
ソなもんで何にも思い浮かばず、苦し紛れにおとっつぁんでもできるお料理のお話でもと
考えた次第で、まことに会員の皆様には申し訳ない。
料理本を出すわけではないのできわめてアバウトに書いてますんで、参考になるかどうか・・・
まずは、料理に対する私の考え方の基本であるが、「利用できる市販品は極力利用す
る」ということ。素材や調味料にトコトンこだわる人は、それはそれで好きにやってください。
私がここで書くことはあくまで非常事態の料理なんで・・・・何らかの理由でオカーサンが
いないまたは出て行った時などの場合に活用して欲しい。

益本先生へインタビュー
料理をされるようになったのはいつ
からですか？

まずは「味噌汁」

「３０年くらい前。結婚してからです。」
基本は「ダシ」全てはこれにかかってます。イリコも昆布も鰹節もいいですが、こんなんで
丁寧に出汁取ったら、それは美味しくできるのはわかってます。家族も含めて極めてフツ
ーの味覚の人であれば市販の「だしの素」（粉末とか顆粒のアレです！）で十分。

しない家事はありますか？
「無いです。全部します。」

お湯を沸かしたら、説明書より多めにぶっこんでください。多少「味噌」の量がいい加減
でも味のほうは何とかなります。具はお好きなものをどうぞ。ただし、気をつけるのは「ワカ
メ」もともと塩分を含んでいるものが多いので、「味噌」心持控えめがグッド。
「野菜類」は、水分が出ますので「味噌」心持多めに、と覚えといてください。
つぎは、とりあえず「つまみ」
今回は「ツナ缶」で攻めて見ましょうか。

編集後記

何かとあると便利なのが「ツナ缶」ですかね。３，４個ワンパックで売ってありますんで、
スーパーとかに行ったついでに買っておきましょう。そのままでもいけないことは無いんです
が、多少は料理の真似事でもやらないとあまりにも悲しい絵面になってしまいます。
材料はメインの「ツナ缶」（１缶）と「コーン缶」（１缶）いずれもちっちゃい缶、それと「玉
ねぎ」（四分の一個）と塩・コショウ・マヨネーズでＯＫ「玉ねぎ」は薄くスライスしておきます。
決して水にさらさないでください。（多少辛味があるほうが、つまみとしてよろしい）
女房・子供に食させる場合は、水にさらして辛味を抜くほうが良いかも・・・
できるだけ洗い物を少なくしたいので、少し深みのある器に直接「ツナ缶」と「コーン缶」
をドバッと空けて、ついでに「玉ねぎ」スライスを投入し塩・コショウ少々とマヨネーズ大量
投入し、まぜまぜして完成。
本日は、ここまで。次回はメインのおかずにもなるものを何かお話しましょう。

手探りで始めた編集作業でした
が、快く原稿を寄せてくださった先生
方のおかげで、無事に第２期の支
部だより初回号を発行することがで
きました。この場を借りて感謝申し
上げます。
皆様の情報交換の場として楽し
い支部だよりにしていきたいと思いま
す。今後ともよろしくお願いいたしま
す。
（上田 乃梨子）
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ユキマサ雑学コーナー・①知ってる？
消費者トラブルとしての主な問題商法とその勧誘の手口・特徴と解決方法をご存知ですか？
問題商法について相談を受けた場合、一般的には、①契約書や資料、サイト画面などをチェックして、契約が有効に成立しているか
確認し、②契約が成立している場合は、クーリングオフや約款による解除権や抗弁権などの主張ができないか検討し、③特定商取引
法や消費者契約法による取消し、継続的役務提供契約の場合には中途解約権の可能性を検討し、④民法による無効・取消し、解
除、損害賠償請求の可否について検討し、⑤さらに民法の一般原則である信義則違反（民法１条２項）や公序良俗違反（同
法９０条）の主張を検討する、という手順を踏むことが大切と考えられます。

手 口

商法名

①ワンクリック請求

内

容

パソコンやスマートフォンのアダルトサイトなどで、利用料金や利用規約を明確にせ
ず、消費者がクリックすると「登録完了」「料金○万円」などと表示し、高額な料金を

インターネット

請求する商法（※１）

上の手口
②無料商法

出会い系サイト、デジタルコンテンツの販売サイトなどで、「無料体験」などと「無
料」であることを強調して勧誘し、有料商品・サービスを購入・契約させる商法。

③利殖商法

一方的に勧誘してきて、「必ずもうかる」などと利殖になることを強調し、投資や出
資を勧誘する商法。

④買え買え詐欺
(劇場型勧誘)
勧誘による手口
⑤被害にあった人を
勧誘(二次被害)
⑥サイドビジネス商法

契約の相手先ではないＡ社（勧誘業者）が、Ｂ社（販売業者）の販売する
商品・役務・権利を、購入額を上回る金額で買い取るなどという勧誘を行い、Ｂ
社と契約するように仕向ける商法。
「解約してあげる」「損を取り戻してあげる」などと勧誘し、これまでの被害の救済
を装って金銭を支払わせる商法。
「在宅ワークで高収入」などと勧誘し、高額な教材などを売りつける商法。実際
には収入はほとんど得られず、支払だけが残る。

⑦販売目的隠匿

点検を装って訪問するなどして、意図的に販売目的を隠して近づき、不意打ち的
に契約させようとする商法。

訪問による手口
⑧点検商法

⑦とほぼ同様であるが、「工事が必要」などと事実と異なることを言って不安をあおる。

⑨関連商法

「運勢が開ける」といった言葉、逆に「購入しないと不幸になる」などと不安をあおる
言葉で勧誘し、商品や占い、祈祷などを契約させる商法。

契約を断れない
状況に追い込む
手口

⑩アポイントメントセールス

「抽選に当たったので景品を取りに来て」などと販売目的を明らかにしないで、また
は著しく有利な条件で取引できると言って喫茶店や事務所に呼びつけ、契約しな
いと帰れない状況に追い込んで、アクセサリーの購入や複合サービス会員などを契
約させる商法。
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⑪SF 商法(催眠商法)

締め切った会場に高齢者などを集め、日用品をただ同然で配って雰囲気を盛り
上げた後、最終的に高額商品を売りつける商法。

契約を断れな

⑫キャッチセールス

路上でアンケート調査などと称して呼び止めて、喫茶店や営業所に連れて行き、

い状況に追い

契約しないと帰れない状況に追い込んで、絵画の購入やエステなどを契約させる

込む手口

商法。
⑬デート商法

主に異性間の恋愛感情を利用して断りにくい状況でデートを装って勧誘し、高額
な商品やサービスを購入させる商法。

⑭当選商法

「当選した」などとだまし、金銭を支払わせる商法。くじ引きでウォーターサーバーが
当たり、水の定期購入をさせるなどの被害が発生している。

⑮かたり商法（身分詐称）

公的機関の職員や関係者であるかのように思わせて、契約をさせる商法。

⑯ネガティブ・オプショ

勝手に送りつけて支払い義務があると誤信させて代金を支払わせる商法。

買手の誤信に
乗じる手口

ン(送り付け商法)
⑰薬効をうたった勧

医療品医療機器等法（旧薬事法）で禁止されている薬事的効果をうたって健

誘

康食品等を購入させる商法。

⑱マルチ商法

販売組織の加入者が新規加入者を誘い、その加入者がさらに別の加入者を誘
引することで組織を拡大していく商法。昭和４０年代から５０年代にかけて熊
本を本拠地とした天下一家の会事件が有名。最近ではネットワークビジネスを名
乗って拡大するケースが多発している。

その他の手口
⑲次々販売

ふとん、健康食品、エステなどにおいて、一度契約すると、その後次々と商品やサ
ービスを販売して過剰な量の契約をさせる商法。

⑳過量販売

⑲と似ているが、複数年分にわたる商品を契約させたりする商法。

※１ そもそも契約が成立しておらず支払義務はないと解されますので、無視するのが一番の対処法です。画面の表示が消えない場合の
削除方法など、技術的な対策についてはウィルスソフト会社のサイトなどに載っています。

これらの商法（特に開運商法）に嵌っていく様を描いたビデオ映画として、竹内力主演の「難波金融伝ミナミの帝王 劇場版
XVI 借金セミナー（２０００年）」があります。この映画は、全シリーズを通して、解決法としては若干強引で非現実的な部分も
ありますが（笑）、法律知識を駆使し、毒をもって毒を制するを地で行く、面白くてためになる、オススメの作品です。(参考文献「く
らしの豆知識２０１５」国民生活センター、「消費者被害の上手な対処法（全訂新版）」民事法研究会)
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［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。

発行所 熊本県行政書士会
熊本東南支部
発行人 支部長

【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

奥付

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

山内 悟司

編集人 副支部長 藤山 義之
編集長 上田 乃梨子
《ご意見・投稿のあて先》

します。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

〒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
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