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平成２9 年 8 月１7 日発行・第 10 号 
 

[東南支部だより] 

[支部事務所]〒861-8045  熊本市東区小山２丁目 20番２７号(山内事務所) 

[メール] kumamotoshibu@mail.goo.ne.jp  [電話]096-335-7251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 後 の 行 事 

 

[10月 11日（水）]               

無料相談会 

  9：30～16：00 

於：熊本東区役所 

[10月 12日（木）]               

無料相談会  

9：30～16：00 

於：熊本南区役所 

 

[1月 19日（金）]               

三支部合同研修会・懇親会   

於：城彩苑  多目的交流施設 

 

  

   

 

巻 頭 言       

  熊本東南支部 支部長 山内 悟司 

U１４（アンダー１４）VS 行政書士 

１．はじめに 

熊本県行政書士会 熊本東南支部（会員）の皆様こんにちは！ 

このたび熊本東南支部 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。支部の運営は、会員にあり、会員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。会員のご支援の下、力強く前へ進んでいきたいと考

えています。 

よろしくお願い申し上げます。 

熊本東南支部は、発足してから５年目、新理事の改選を経て、新たに第

３節に入りました。当支部の目標は、山でたとえると、日本一の富士山

3776 メートルを目標にし、ゆくゆくは標高 8848 メートルの世界一のエベレス

トへと繋いでいくことを目指しています。 

会員数は 131名で、県内１２支部の内、最も多くの会員が所属されて

います。 

昨年は、熊本地震による甚大な被害を受け会員とともに早期の復旧・復

興を誓ったところです。因みですが、“元気で・明るく・楽しく”をモットーに進んで

いきたいと思います。 
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 ２．U１４（アンダー１４）VS 行政書士 

今回、アンダー１４“バーサス（versus）”行政書士として、取り上げま

した。 

“アンダー１４”とは、“安直に年齢１４歳”です。 

サッカーを例にとれば、次世代のトップアスリートを目指す世界のユース世

代のサッカー選手が、サッカーを通じて技術的・精神的に向上するとともに、

国を越えた相互理解を深めることにより、生涯を通して健全育成を図るなど

競技力向上と次世代育成に貢献するため、「2017東京国際ユース(U-

14)サッカー大会」など開催されています。 

一方、将棋界においては、公式戦２９連勝の新記録を樹立した最年

少プロ棋士、藤井聡太四段（１４歳。中学 3年生）の活躍が報道され

ています。 

プロ棋士の場合、プロになること自体非常に狭き関門と言われています。

この中で、棋士を生業として、基本的な収入（対局料）を得るには、勝ち

進まなければならず厳しい世界であります。 

行政書士においては、平成１２年度から、規制緩和により、それまでは

いくつかの受験資格が設けられていましたところ、年齢、性別、学歴、国籍

などに関係なく、だれでも自由に受験ができる間口の広い資格とされていま

す。 

平成２８年度行政書士試験（平成２８年１１月１３日実施）の

結果は、行政書士試験センターホームページに掲載されおり、幅広い年齢

層の方が受験し合格されています。 

受験者（41，053人）及び合格者（4，084人）を年齢別に見ま

すと、受験者の最年長は、９２歳で最年少は１０歳です。その中で、合

格者の最年長は、８１歳で最年少は、１４歳です。 

ここにも、U14 の活躍が記されています。 

 

 

 

 

 

会 務 日 誌 

 

 [4月 28日（金）] 

定時総会        

 15：30～16：45 

 場所：城彩苑  

多目的交流施設 

懇親会 

17：00～ 

  場所：阿蘇庭 山見茶屋 

 

[6月 26日（月）]               

三支部合同理事会 

 14：00～17：00 

於：会議室 
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参考 平成２９年度行政書士試験実施について（行政書士試験センターHP抜粋） 

受験資格：年齢、学歴、国籍等に関係なくどなたでも受験できます。 

試験日時：平成２９年１１月１２日（日）午後１時～午後４時 

受験手数料：７，０００円 

郵送申込み：平成２９年８月７日（月）～平成２９年９月８日（金）消印有効   

インターネット申込み：平成２９年８月７日（月） 

～平成２９年９月５日（火）午後５時 

合格発表：平成３０年１月３１日（水） 

 

スポーツ・プロ棋士ともに、勝敗に左右されます。負け嫌いは私に限ったことではありませんが。行政書士

においては、ファイナンス面から見ると、連勝とは、前年比較して、当年の増収・増益（純利益）につきると

思います。 

高齢化社会は、行政書士界においても同様です。事業承継の面から見ても、真に経済的基盤の安定

する魅力ある行政書士を PR することができればと思います。 

会員の皆様におかれましては、ファイナンス面から、連勝を目指され、U14 に対しても魅力ある職場とし

て、お示ししていただくことを祈念します。 

 

３．最後に 

  新たに就任されました、理事の皆様と初心を忘れることなく、微力ながら邁進して参りますので宜しくお

願いします。 
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［東南支部ニュース］ 

★★平成２９年度 熊本東南支部 定時総会のご報告★★ 

 平成２９年４月２８日（金）１５時３０分より、城彩苑多目的交流施設にて、出席会員数２

９名、委任状出席数５６名、合計８５名が参加して、熊本東南支部の平成２９年度定時総会が

開催されました。 

 昨年度は熊本地震の直後で、会場の熊本市民会館が使用できず、そもそも支部会員の安否確認も

ままならない状況で“青空総会”を開催しましたが、今年はほぼ例年通りの出席者を集めて無事開催す

ることができました。 

本総会をもって理事を退任する森田勝彦理事の司会進行のもと、山内悟司支部長のあいさつに続い

て、来賓挨拶を井口由美子本会会長から賜りました。 

引き続き、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、議事録署名者には前田

久幸、倉田千代喜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４号議案まで、賛成多数により可決承認されました。 

第５号議案は役員選挙となり、 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、山内悟司会員１名が無投票当選となりました。 

 その後、規約第８条第２項に基づき、山内悟司理事１名の互選により山内悟司会員が支部長に選

出されました。 

 引き続き、山内支部長から、規約第８条第３項に基づき、藤山義之、川上賢一、上田乃梨子会員

の留任、さらに新理事として廣野吉法会員が指名されました。また、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。 
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 最後に、議長を務めた横田会員から、震災で倒壊した自宅マンションの現状

の報告と本会及び支部会員からの支援に対する感謝の言葉が述べられました。 

その後、政治連盟の支部選出幹事が選出されて、盛会のうちに１６時３

０分に閉会しました。 

  

 総会終了後、城彩苑内の「山見茶屋」にて懇親会が開催され、本会相談

役の益本納会員から日行連理事会での苦労話など伺いながら、ベテランから

新人の若手会員まで、懇親を深めました。 

 

  

★★三支部合同理事会のご報告★★ 

平成２９年 6 月２6 日（月）１4 時 0０分より、熊本県行政書士会

会議室にて、熊本中央支部、熊本北西支部、熊本東南支部の三支部合同

理事会を行いました。 

 平成３０年１月１９日（金）開催予定の合同研修会、懇親会について

協議をしました。 

 詳細は後日ご案内いたします。ふるってご参加ください！ 

 

 

 

   

    

 

  投稿のお願い 

①支部活動への希望・提言 

②おるが町・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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［えーっ？いけばなですか！］ 

                         由井 孝昌 

 「わたくし いけばなをしております」と言うと、男女を問わずほぼすべての方がタイトルの通り「えーっ いけばなです

か」という表情をされます。男である私がいけばなをしていることの非常な珍しさあるいは想像を絶する意外性だと理

解しています。確かにこの世界、目分量ですが９８％位女性だと思います。私の所属している社中の飲み会に参

加しますと両手に花どころではなく満開状態になります。女子会に一人飛び込み女子トークに花を咲かせることにな

り、おかげさまで最近は女子力が大変向上していると感じているところです。 

 実はいけばなを習っている方が圧倒的に女性であるということにはいけばなの長い歴史が関係しています。いけば

なは、室町時代にはじまり、安土桃山時代・江戸初期にかけて京都六角堂の池坊によって完成されていきます。そ

の後時代の変化に応える形でいけ方も進化し人々の間に広く迎え入れられるようになってきました。ところが、明治

初期の文明開化の時代に、いけばなは時代に合わないものとされ衰退していきました。ところが行き過ぎた欧化政

策の反動として、明治政府がいけばなを良妻賢母を養成するための教育科目に取り入れたことにより、それまで男

性中心だった担い手が女性に代わっていったのでした。したがって、現在私が両手に満開状態になっているのは明治

政府のおかげということになるようです。 

 私が学んでいる草月流は勅使河原蒼風が創流して今年でちょうど９０年となります。形式に疑問を持ち個性を

尊重した自由な表現を求めるという考えから始まり、現在は型に捉われずいけ手の自由な思いを花に託して、自分

らしくのびのびといけることを目指しています。当時は人々から認められずいけばなではないとまで言われたそうですが、

海外での評価が高まるにつれて日本で受け入れられるようになったそうです。海外や東京の権威ある人の評価がな

いと認められないという話は今もどこかで聞くような気がします。                                                                                                                    
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私が以前から感じていることですが、伝統文化を今に伝えるという言葉がありますが、それには２種類あって、ひとつ

は昔の形や考えをそのまま伝えるもので言い換えると「今に残す」というもの。もうひとつは時代や環境や人々の考え

方の変化に対応して伝統文化自体が新たな創造をしていくというもので言い換えると「今に繋げる」というものがある

のではないでしょうか。 

 さて、草月流が創流されて今年で９０周年ということで、全国で記念の花展が開催されています。熊本県支部

においても７月末に鶴屋ホールで３日間にわたり開催しました。今春草月流の師範として草月会熊本県支部の

役員を拝命したことからこの原稿を書いているこの時期は花展の準備に日々追われているところです。しかしながら

多くの人と手を携えて物事を作り上げるということは人生を楽しく豊かにしてくれるとしみじみ感じているところです。 

いけばなにたくさんの方々が関心・興味を持っていただければと思います。今回はいける楽しみをお話しできません

でしたが、いずれそのような機会があればお伝えしたいと思います。 

 

 

［ヒゴシオン］ 

倉田 千代喜 

「先日お話しした植物調査の件、今月末にそちらに行くことになりましたので、よろしくお願いします。」 

千葉県在住の友人 K さんから、彼の長男 S君のことで電話があったのは、１週間ほど前であった。 

S君が、阿蘇と九重の植物調査で熊本に来ることになったというのである。熊本の K大学教授と、S君の大学の教

授が入魂で、同じ系統の研究をしているという関係もあり、来熊するというのだ。 

「氷河期、アジア大陸と日本列島が分離した際に引き裂かれた、『イソンショクブツ』と呼ばれる植物群に関する研究で、

失礼ながらその道案内をお願いしたくて、電話したしだいです。如何でしょうか？」 

「いつでも結構です。喜んで案内しますよ」 

そういう経緯で、S君の植物調査に同行するこ

とになった。  
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以下は、それを同行記的に綴ったものである。 

その後の S君からの電話によると、調査対象とするのは、「ヒゴシオン」、「ツクシフウロ」、「キスミレ」。調査したい場所

は、阿蘇外輪山に広がる、狩尾原野、的石原野、井手牧場、産山村の山鹿牧場、九重のタデ原湿原、大分湯布

院の猪の瀬戸湿原等である。 

あらかじめ多少の知識を得ておこうと思ったが、いずれも初耳のものばかりで、皆目見当がつかなかった。しかし、今は

インターネットという至極便利なものがあるので、図書館に行かなくても、自宅でなんでも調べることができる。 

まず、ヒゴシオンについて調べてみる、画面上に出てきたのは、そこら辺の道路わきにいくらでも咲いている、野菊に良

く似た野草である。 

ツクシフウロについてはどうか、これも畑や田舎道に群生している、ゲンノショウコという、下痢止めに使用する薬草に

似ている。 

これらの何が研究対象になるのだろうか、いぶかりながら、解説を読み続けると、次のような言葉が目についた「大陸

系遺存植物」、「絶滅危惧種」。 

説明によると、大陸系遺存植物とは、ある植物の分布群生していた地域（広大な）が、地殻変動により大きく分

裂した。そこの植物群は、そのまま地殻とともに分割したので、その植物の遺伝子に共通点、同一点が確認できれば、

同じ地域に生育していたものであると認定できる。大陸と日本で同じ植物の生存が確認されることにより、かつてアジア

大陸と日本は繋がっていたという、植物による地球史の証言が得られるというのである。 

大陸系遺存植物の他に、北方系遺存植物、襲速紀（ソハヤキ）遺存植物というのもある。「そはやき」とは、熊襲

（九州南部）、速水瀬戸（豊後水道）、紀の国（紀伊半島）の頭文字を取ったもので、九州と四国、本州が繋

がっていたことを証明する植物群のことらしい。 

いわゆる、大陸系遺存植物の日本版みたいなものである。そして、その対象となっている植物の多くが、希少植物で

あり、絶滅危惧種に指定されている。 

さてその証人の捜索であるが、ヒゴシオンは花から葉っぱまで、野菊と区別が全くつかないような姿をしている。これを

阿蘇の原野で見つけるのは至難の業ではないか、専門家なら簡単に判別できるのだろうか。まして、今ちょうど花が咲

いているかどうかもわからないのに、大草原でありふれた緑の葉っぱを、他の植物と区別することが目視で可能なのか？ 

ツクシフウロもしかり、花の時期ならピンクの花びらで、生育場所は目立ちやすいかもしれないが、花にはまだ早い。な

にしろ広大な原野の、しかも谷あいの湿地帯に生育しているということだから、発見するのも困難だが、沼地の中で近よ

って、間違いないか確認するのも大変だと思われる。 

キスミレはどうか、阿蘇自生のスミレは種類が多い、阿蘇の草原で、これがキスミレであると見分けることができるだろ

うか。花が咲いていれば黄色く目立つため、その群生地は見つけやすいだろう。しかし、花が咲くのは春先で、野焼きが

済んだ草原に群生すると解説してある。これは、春に出直しての調査でないと無理だろう。 

そうこうするうちに連絡があり、熊本県庁で、関係機関との調整（国立公園内立ち入り、植物の葉っぱの採取等の

手続き）を終えた S君と落ち合い、まずはいちばん近い狩尾原野と的石原野をめざして、ミルクロードを行く。二重峠

を過ぎたあたりから道路わきの野菊に目が止まる。 
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 「ちょっと止めて下さい、あれを見てきます」 

 「違いますね、普通の野菊です。ヒゴシオンは花数が少なく、葉の形も尖っています、あれは葉っぱが丸みを帯びてい

て、蕾の付き方が違いました、先に行きましょうか」 

狩尾原野に着く、見渡す限り草原、原野。 

 「阿蘇の原野って、とてつもなく広いですね、まずはあの谷あいに降りてみましょうか」 

 身の丈以上のカヤの合間をかき分け、湿地帯と思われる谷あいに入ること数回、それらしきものの片鱗も見つからな

い。 

 狩尾原野、的石原野のいずれでも、ヒゴシオン、ツクシフウロを、見つけることはできず、数年前に発見の記録がある、

産山の山鹿牧場へ向かう。 

    牧場には、前もって連絡を入れていたので、目星をつけて谷あいに降りてみる。ここもカヤ草をかき分け、滑りこけなが

ら降りていく。谷あいに溝みたいな小川が流れ、その付近に野菊ようのものが生えている。 

「これはもしかしたら、ヒゴシオンかもしれませんね」 

「いや、葉の切れ込みが違います、それと蕾の裏のガクの部分が、赤みがかっていなければいけません、別種ですね」、

それの繰り返しである。数か所探してみたが、それらしきものさえ発見できず、夕暮れ近くなったので、その日はもう帰る

ことに。 

 「県庁で聞いたのですが、南小国の役場の方が、ヒゴシオンの自生地を知っておられるとのことでしたので、明日はそち

らに行ってみましょうか？」 

 「それは朗報ですね、わかりました、大いに期待しましょう」 

  

 

                                                                                           

 

翌日、阿蘇乙姫にある乙姫野草園に立ち寄り、園長の村上さんに園内を案内してもらう。ヒゴシオンの、実物があ

れば見ておきたいとの思いで、ヒゴシオンとツクシフウロについて尋ねてみると、ヒゴシオンはそこの楓の木のそばに生えてい

るとのこと。３０～４０本の菊みたいなのが、蕾をつけて群がって生えている。スーと伸びて、姿勢がいい、普通に見る

野菊とは、確かに違う印象である。二人でこの姿と葉の形を記憶する。 
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    「ここの乙姫の気候にあっているのか、別段湿地帯でもないのに、毎年芽が出てきます。どこから来たのかわかりません

が、園芸種ではないと思います。私が野草園を開く前から、ここに生育していたものです」 

 「葉っぱを 2～3採らせてもらって良いですか」 

 「ええ、かまいませんよ、どうぞ」 

 「ありがとうございます」  

野草園を辞して、南小国へと急ぐ。 

南小国の役場でいろいろ話を伺い、ヒゴシオンの自生地に詳しい、近くの郵便局の局長さんを紹介してもらう。 

その局長さんから、詳細な場所の図面を書いてもらい、その場所へ行ってみる。 

そこは林に囲まれた湿地帯で、入り口には、イノシシと思しき動物の頭蓋骨が、白骨化し沼地に半分埋もれた状態

で、晒されており、付近には、獣が泥浴び（体表の虫退治？）をした後が、無数の足跡とともに、すり鉢状に多数残

されていて、若干緊張するような光景の湿原だ。 

「奥のほうを見てきますので、ここで待っててください」 

私の身を案じて、S君は長靴をずぶずぶとはまりながら、沼地の中に入っていった。 

周りは、しーんとして、鳥鳴かず、せせらぎなく、風そよがず、まったく静まり返り、不気味なほどの静けさである。 

此処で、何頭ものイノシシが、吠えながら泥浴びする姿を想像して、身震いがするような気持になったので、周りを見

回してみた。もしイノシシが出てきたら、何処に逃げようか、S君が襲われたら、沼の中で足を取られ、溺れてしまうので

はなかろうか。逃げ場所がなくて、イノシシの牙で、切り殺されるのではないか。以前イノシシに遭遇した人が、その牙で

お腹を裂かれ、腸が飛び出したとかの話を思い出した。 

ここは早く帰ったほうがいい、危ない。そう思って S君を呼ぼうと思った時、沼地の奥のほうから、叫ぶような大声が聞

こえてきた。 

「ありましたー！みつかりましたー！ここにいっぱい

生えていますよー！」S君の声がした。 

地帯中に響いた。 

S君が急いで帰ってきた。 

「有りましたよ、ヒゴシオンに間違いありません、か

なりの群生です」というのを聞いて、 

「見つかったんだ！やったー、良かったですね」 

「ええ！こっちです、一緒に行きましょう、早く」 

「ほら、これです、ヒゴシオンに間違いありません」 

        野菊をまっすぐ伸したようなものが、群生とまではいかないがかなりの数で生えていた。 

「花には少し早いですが、蕾の状態や、茎と葉脈から見てヒゴシオンに間違いありません、来月には、花が咲くでしょう

から、もう一度訪れようと思います」 
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       それからの行動は二人とも早かった。イノシシの怖さなど忘れ、写真を何枚も撮り、葉っぱを丁寧に数枚採取し、直ぐ

に南小国に引き返し、郵便局長さんに丁重にお礼を言って、内牧温泉で急いで汗を流し、温泉の香りが消えぬうちに

熊本へ帰り、生ビールで献杯！！ 

撮ってきた写真を、パソコンで繰り返し繰り返し見ながら、ただただ飲み続けた一夜であった。 

氷河期以前からアジア大陸で生き続け、あらゆる困難な状況、環境の変化に適合しながら奇しくも阿蘇と九重にの

み生息し続けている、古代人からの贈り物、「肥後紫苑」 

火の国阿蘇の古代の人々や、あの貴婦人？卑弥呼も、きっと手にしたに違いない、大陸との懸け橋、ヒゴシオン。 

私は、この発見に大満足していたが、S君は、数か所の群生地の比較がどうしても必要らしい。 

10 キロ以上離れた群生地を、3 か所以上調査してその遺伝子の状態を記録したいので、明日九重方面へ行けな

いだろうかと言う。 

私も、イノシシへの恐怖や、湿地帯の蛇の姿は、想像するだけで鳥肌ものだが、発見時の感動がより勝っていた。 

「よし！今日は早めに寝て、明日早朝に出発しましょう」 

 

軽い気持ちで引き受けた道案内でしたが、門外漢の私にとって、面白く、ロマンがあり楽しいものでした。同時に、環

境保全等いろいろ考えさせることもありました。 

以上、とりとめのない話に付き合って下さってありがとうございました。 

千代喜 頓首再拝 

 

     

 

 

 

 

 

 

☆大好評連載中、益本先生の「男の手抜き料理」は今回お休みです。次号お楽しみに！！☆ 
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就任のご挨拶 

熊本東南支部長 山内 悟司 

このたび熊本東南支部 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。  

“元気 で・明るく・楽しく”をモットーにしております。 

熊本東南支部が設立されてから、５年目を迎え、所属会員（現在）1３１名

となりました。 

昨年は、熊本地震による甚大な被害を受け会員とともに早期の復旧・復興を誓

ったところです。支部の運営は、会員にあり、会員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。 

会員の皆様と連携を緊密にして、力強く前へ進んでいきたいと考えています。よろ

しくお願い申し上げます 

最後に、会員の皆様のご健勝並びにご活躍を祈念します。 

 

副支部長 藤山義之 

 副支部長として３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。 

 ５年前の熊本東南支部発足時から、不慣れな支部運営を協力しながらやってき

た森田勝彦先生が、本会の副会長にステップアップすることになり、やむなく支部理

事を退任することとなったため、発足時から残る理事としては私一人になってしまいま

した。 

そろそろ新たな人材を発掘して、交代したい、交代すべきところなのですが、支部

全体の中でも最多の会員数を誇る熊本東南支部とはいえ、その中から新たな理事

候補を見つけ出し、打診し、了解を得て選挙に立候補してもらうのはなかなか難し

いところがあります。現に今年度も、本来は全理事を選挙で選出すべきところ、現実

には山内先生のみが立候補し、他の理事は規約に従って新支部長となった山内支

部長の指名で決まるという状況になっています。 

もちろんそれでも、理事全員のチームワークとフットワークの軽さは他支部の追随を

許さない強固なものがあると自負していますが、本会の理事としても実質的には連

動している面があるので、これからの２年間、将来の熊本県行政書士会を担ってい

くべきフレッシュな人材をできるだけ発掘していきたいと思っています。 

引き続き、会員の皆様方の支部活動へのご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

太宰府食べ歩き 

 

 

梅ケ枝餅 

カリカリ、ふわふわ、しっとり 

甘さも色々 

各お店食べ比べ。 

 

 

 

いちご大福最中 

この組み合わせ 

至福のひとときです。 

冬季限定。 
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理事 川上 賢一 

昨年度から引き続き理事に就任させて頂く事になりました川上です。 

昨年度は熊本地震という未曽有の災害が起こり東南支部の会員の皆様に大変

な被害が生じたにもかかわらず、私自身ドタバタするばかりで理事として何も出来ず、

自分の不甲斐なさを痛感した１年でした。東南支部会員の皆様の中にはご不自

由な思いをされた方もいらっしゃるとおもいます。 

その様な私であるにもかかわらずこの度、理事に再任して頂き、身の引き締まる思

いです。特に、今回は、南区からの理事は私１人という事で色々な責任を感じてお

ります。 

今後、東南支部の会員の皆様のお役に立てるように、他の理事の方々と力を合

わせて山内支部長を支えつつ、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

理事 廣野吉法 

 この度、皆様にご承認いただき理事を仰せつかりました廣野です。 

 正直、理事のお話しを頂いたときに「私のような若輩者でよいのか？」「ほかに適任

者がいるのではないのか？」と思い、悩みましたが、せっかく声をかけていただいたので

自分のできる範囲でお手伝いしようと、お引き受けいたしました。 

 幸い、私以外は前期から引き続き理事をされている先生方ですので、ご指導を仰

ぎながら支部運営が円滑に行えるよう、2年間頑張りたいと思います。 

 初めての理事ですので、至らぬ点もあるかと思いますが、会員の皆様のご指導ご鞭

撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

 

理事 上田 乃梨子 

引き続き、2期目の理事を拝命いたしました上田です。 

会計と支部だより編集を担当します。 

若輩者の私に大役を任せてくださることを感謝し、精一杯務めてまいります。 

支部だよりが支部会員の皆様の情報交換、交流の場の一端担うことが出来るよ

う、一層の充実を目指したいと思います。どうぞ原稿をお寄せいただきますよう、この

場をお借りしまして、お願い申し上げます。 

                                              

 

  

 

編集後記 

 2019 年にラグビーワールドカップ

が熊本で開催されます。 

 先日行われた「リポビタンＤチャレン

ジカップ 2017」 日本対ルーマニア

を観戦しました。 

 ご当地グルメが集まったフードゾー

ンで食べ歩きを楽しんでからいざ観

戦！ 

 ラグビーの試合はこれまで全く見た

ことが無い状態での観戦でしたが、

思わず熱くなり、楽しくて、ラグビー観

戦面白い！と感じました。 

 行き帰り、駐車場と会場を結ぶシ

ャトルバス運行もとてもスムーズでし

た。会場運営がとても上手くいってい

ると感じ、ワールドカップ開催に向け

て安心感とワクワク感が増してきまし

た。 

皆様方に安心感とワクワク感を持

っていただける支部活動を目指し、

理事一同頑張ってまいります。 

       （上田 乃梨子） 
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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。 

【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。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〉               

kumamotoshibu@mail.goo.ne.jp     

                                                                                  

     

        2年間よろしくお願いいたします！！ 

 

 

奥付 
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