
北はりま田園空間博物館 (西脇市)

新年のごあいさつ

兵庫県行政書士会東播支部

支部長 吉田  稔

2003年の新春を迎え、

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

本年は政府のe―JAPAN構 想による

電子政府が始まる年でもあり、私達の関係する官公署
でも電子的な媒体による申請,申告等が行われるよう
になります。

昨年の12月の臨時国会で成立した電子政府関連三法
のなかの一つ 「行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律の施行に伴う法律の整備等に関する

法律」による 「行政書士法」の改正に係る条文中の第
一条の二のなかで、 「官公署に提出する書類」の次に

「その作成に代えて電磁的記録を作成する場合におけ
る当該電磁的記録を含む。」という文言をつけ加え、
具体的に言うならばMOや フロッピーあるいはインタ
ーネットによる場合でも書類に該当すると言っており、
第19条において、 「行政書士でない者は業として第一

条の二に規定する業務を行うことが出来ない」として
いる。その但し書きにおいて、今回改正された条文の

なかに、 「定型的かつ容易に行えるものとして総務省
令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限
りではない」と規定している。
この規定は、事実上、私達行政書士以外の者がこの

電磁的記録を作成することを認めるものであり、 「総

務省令の定める手続きおよび定める者」の中身につい

てはよくわからないのではあるが、この電磁的記録の

作成という名の下に行政書士の業務独占性がなし崩し

的に壊されていく危険性を肇んだ由々しきものである

と考えられます。蟻の穴から堤も崩れるとも言われま

す。私達行政書士もこのような改正に対して細心の注

意を払いながら、この様な流れをくい止めるべ く運動

を展開していく必要があるのではないかと思います。
いま日本の国はそして経済は 「失われた10年」から

「失われた20年」ロヘ突入し始めつつあります。私達

を取 り巻 く経済環境は益々と深刻の度合いを増してい

るように思われます。
このような経済状況を脱し、明確な方針のもとに経

済の立て直しのビジョンを国民に示してもらい、希望

を持てるような具体的な政策を打ち出してもらいたい

ものです。

失われたといえば、20数年間を故なく拉致されて自

分の意志とは異なった人生を余儀なくされた被害者の

方々の人生は、私達の想像を絶するものであったであ

ろうと思います。この方々の全面的な復帰を心より願

うものであります。

色々と明るいことの少なかった昨年ではありました

が、ノーベル賞をもらった田中耕一さんの何らかざる

ことのない素直な心、いつでもどこでも普通にふるま

う様子は、私達の心を癒してくれたように思います。

田中さんの振る舞いのなかに将来の方向性への暗示が

含まれているように感じました。

何はともあれ、今年こそいろんなことがよくなるこ

とを祈願しつつ進んでいくつもりですので、本年も宜

しくご指導 。ご協力 ・ご鞭撻の程お願い申し上げます。
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ぎょうせい はりま

仕事を通じて思うこと

人間は、年を取るとどうしても運動不足にな
りがちである。高齢になっても、体を動かす、
運動をすることが大切であります。運動をする
ことにより、心力動 き、心の運動にもなりますし、
心の健康にもなります。
運動不足は体の危険信号とも言われております。

今、小子高齢社会が進展する中で、核家族化が
進み、一人暮らしや夫婦だけといった家族が増
えております。夫婦だけとなると、夫婦の会話
が少なくなる、会話があっても、つっけんどう
な話し方になるし、怒 りっぼくなるのは脳の老
化現象の始まりと言う。

高齢になると会話を楽しくするよう心掛ける。
そうすることにより生活が楽しくなるし、生活
を豊かにする。また、生活に張 りが出てくる。
高齢になると自分本意に考える人が多い。また、
頑固になる、怒りっぼくなるし、愚痴が多くなる。
これは、人の一生の常であろうか、人それぞれ
の生き方、考え方ではなかろうか。日本は、今、
世界一番の長寿国となりその寿命も年々延びて
いる:こ うした中において高齢者の生き方として、
シルバー人材センター事業が全国一円で展開さ
れております。シルバー人材センター事業は定
年退職後、今まで培ってきた知識や経験を生か
して、地域のために働きたい、つまり、高齢者
が健康な間は、地域社会に参加して短時間の就業、
任意的な就業を希望する方が増えてきております。
これは否めない事実でありますし、今後、重要

森山 和正

な役割として期待されております。一定の収入
があるため、体に無理のない程度に働きたい。
健康のために働きたいといった高年齢者も増え
ております。

シルバー人材センターで仕事をする会員の老
人医療費を見ますと年間225万円、これに対して、
一般の方の医療費を見ますと全国平均64万円で
あり、約 40万 円余 りの医療費の節減をしてお
ります。これは、適度の仕事をすることにより
高齢者 (会員)の 方々が健やかに生活が出来る
ことに繋がり、社会保障費の節減にも繋がって
いることが伺えます。
高年齢になると自分の健康管理のため、
1手 先の仕事をする。
2筋 肉を使う運動をする。
3体 操をする。
4ウ ォーキングをする。

などをすると共に次のことも併せて心掛けよう。
1自 立の考えを持つ。
2寝 転ばずに座位の姿勢が大切。
3深 呼吸をする、また、声を出して歌を歌う。
4手 足の運動をする。
5肛 門体操をする(肛門をしめる)。

おもらし防止のため。
6水 分を取るよう心掛ける。

以上、他人事ではありません。皆さん心掛けよ
うではありませんか。

行政書士試験監督員に派遣されて

平成14年10月27日、例年通り行政書士試験が実
施されました。東播支部から10名の会員が、試験監
督員として姫路会場に参加しました。

不況や就職難の世相を反映してか、年 受々験者数
が増加し、特に若い人の受験が多くなっているようです。
朝8時30分に、会場となった姫路工業大学に集合し、

打ち合わせ。会場の設営・受入準備等を行いました。
受験する人にとっては、その合否が今後の人生を

左右しかねないだけに、万全の体制で臨むよう、監督
員全員責任を感じました。

12時25分、受験生が待つ会場へ入室しましたが、
張りつめた雰囲気にこちらもすっかり緊張してしまい

・
     足立 勝美

ました。
試験開始の1時から終了の3時30分まで、気を抜く

ことができず、時計の針が定刻を指したときには、終
わったという: 心々感にほっとしました。

試験を受ける側の時は、試験官というのはのんきに
していると思っていましたが、実際当事者になると、大
変疲れるものです。

毎年のことですが、試験問題は非常に難しく、受験
者の何人が晴れて行政書士となれるのか、関係ない
こととはいえ気になるところです。

大きなトラブルもなく、無事役目を終えることができま
した。

クリーニングのことなら

光クリーニング
代表者 織 田 光 雄
兵庫県加西市中富町1096
TEL(0790)44-0703

不動産取引・建売住宅土地売買 責任と奉仕。親切丁寧調査確認

建設業兵庫県知事許可(般‐12)351043号 免許番号兵庫県知事(10)4206号

信 用 ある

第一不動産曇難
西脇市西脇907番地

TEL.0795…22‐5237(代) FAX.22…6656
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ぎょうせい はりま

平成14年11月1日(金)午後3時より、本会顧間で神

戸大学大学院法学研究科教授阿部泰隆先生を講師に

お迎えし、 「いこいの村はりま」において東播支部
研修会が開催されました。他支部の会員や市職員の

参加もあり、40名余りの参加者は熱心に耳を傾けて

おられました。

内容は、「― 行政書士法の改正」、「二 行政書士

と行政訴訟、無茶な行政指導」、「三 行政書士会ヘ

の提案」、「四 行政書士の武器」、「五 その他 (行

政書士と弁護士への連携等)」です。

日頃、 「のほほん」と業務をしている私にとって

は、考えさせられる事が多く、 「あっ」と言う間に

2時間が経過しました。

講演の中で特に気になったのは、行政指導の問題
です。農地転用許可を例にだされ、添付する同意書

等 (適法とされるものを除く)に ついて法的根拠が

ないこと、私人間の法律関係にまで行政が判断基準
とすることの問題、また、行政書士自身も、法的な

理論武装をし、情報公開法や行政手続法を利用し蓄
えたノウハウを活かして、反証をすべきものには反

証する姿勢が必要だと指摘されました。他の事例で

も当てはまる事が多いと思います。私事ですが、役

所の窓口に申請書と必要な添付書類を提出し、担当

者がその書類を見終わったあと 「○○○○の資料を

添付して下さい」と言われる時があります。提出す
べき書類は提出しているはずと思いながら、 「それ

を添付しないといけないのか ?。提出する必要があ
るのか ?」 と尋ねると、 「△△△△の確認が出来ま
せん」という返答。何か納得出来ないまま、後日、

上丼 秀勝

追加資料を提出する羽目に…。行政手続法では、行

政指導に関する意義や規定が決められている事は知
っていますが、これを使用せずに 「絵に描いた餅」
のままにしている自分自身のこの様な姿勢に恥ずか

しさを感じざるをえませんでした。

大桃美代子さんの載っている行政書士ポスターに

は、 「頼りになる街の法律家」と書かれています。

名実共にそうなれるよう肝に銘じなければと思い知

りました。

そのほかにも、代理権付与、規制緩和、業務拡大、

他士業との業際等々 「これからあるべき行政書士」

をいろんな角度から考証された講演内容だったと思
います。研修会に参加された方もされなかった方も、

再度 「行政ひょうご」(行政書士のこれから)を読み返

してみては如何でしょうか。

大変です。12時過 ぎに宿を出ると昼間の町並みは一

変 し、道には夜店がずらりと並び、道路には人が溢

れ、前へ進むのも大変なぐらいです。この夜中に何

処からこんな大勢の人が湧いてきたのかビックリで

す。その人並みをかきわけて内宮へ初詣に行きます
が、またこの内宮の中も途中から人の渋滞で前へ進
めなくなります。1時間ほどかけてやっと本殿にた

どり着き、参拝を済ませて、次は一番大事な代参で

す。祈祷所で順番を待って名前を呼ばれたらみんな

の分のご祈祷を受け、お札をもらってやっと終わり
です。外にでるとまだ真っ暗で、時間は朝の4時頃
です。ちょっとお腹も減ってきたので、大勢の人で

混み合った店に入り、ここで伊勢うどんというのを

初めて食べました。うどんはやっぱり汁がないと美

味くない。それから宿に戻ってちょっと休憩して、

午前中に外官に初詣してやっと予定終了。近鉄特急
とバスに乗って1月1日の夕方に西脇に帰って来まし

た。これでやっと私は正月を迎えられます。皆さん

も一度、こんなお伊勢参りは如何ですか。
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私の村ではまだ伊勢講という会があります。誰も
が入っている訳ではなく、またこれといった活動を

している訳ではありませんが、毎年1月1日にはその

会から二人が選ばれてお伊勢さんへ代参 します。
12月31日の早朝に西脇を出発し、昼前に伊勢に到着。

まず外宮へお参りしてからバスに乗って内宮へ向か
います。内官の参詣が終わると大体3時頃です。ち
よっと早いが宿に入り休憩。それから土産物を買い

に町をブラブラします。しかしまずは赤福餅の本店
へ行き赤福餅とお茶を一腹。しかしここは大晦日と
いうのに人が多いです。夜になり宿で夕食を食べて

からは部屋でゆっくりし、早めに布団に入ります。

しかし、なかなか眠れません。12時には起きて伊勢

神宮へ初詣に行かないといけませんので寝坊したら

,|(*)|()1●1く)|。|)1く,|●く,1く,|。1く。|()1(,|●I●:()|く
':●

|()1●や1●|()1(,|。卜,1`)I●:`)|く,()|(1('|()|く。ヽ|(1●|●1●
`,1(1●

X'|く):く,|`)|●=,I(1`,。|(1●1く,|(1●1●I(1●|く)|●

`)|(1(1●
14)1014)11●I()I。

`)1●
|。|。|で*。1●I(*。|(

‐‐――――――‐‐――‐‐‐――‐‐‐参

- 3 -



ぎょうせい はりま

広報部 岸本 憲明

平成14年10月6日 (日)、 午前10時より午後 4時

まで 「コープ西脇」に於いて昨年同様、土地家屋調

査士、司法書士との合同開催にて実施致しました。

当日は朝から快晴で、事前の新聞での案内効果も

あってか、開設の準備が整うのを待ちかねての相談

者があるなど、出始めから好スタート。年齢的には

中高年者が多く、相談内容は、時勢柄、相続上のも

つれ,金 銭貸借 (ロニン)の 問題,隣 接者との住環

境の トラブル等、相当複雑な事件もあり、その地に

土地売買の契約,年 金の相談,土 地合筆等、内容的

には様々なものがありました。各士業の分担により

場
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応対する係員は各々適切なアドバイスを行う中、我々

行政書士業務 も相談中にアピール致 しました。相談

者が一応の納得される姿にほっとしつつも、相談内

容の全般的に言える事ですが、複雑化する人間関

係には専門知識だけでは対処しきれない事柄も絡み

合っており、アドバイスには 「生きる知恵」的なプ

ラスアルファも必要であると感じました。

終了時近くには、各会員にも安堵と満足のせいか、

反省会々場がしきりに気になる(?)会員も…。予定

の4時過ぎには事務整理もスムーズに終え、夕食会

へと移り、今後の課題等を合同会で検討致しました。

地道な活動ではありますが、継続の中に芽が出る事

を期待しつつ、又、互いの業務の発展を誓い合い、

無料相談所の一日を無事終了致しました。

土地開発分科会

簿:,最,1箇輩舞響舞難難霧1:i雛滋難議機:轟:
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ぎょうせい はりま

ことしの錦秋の紅葉は野も山も一段 と映え抜 きす

ばらしいものだった。十二月の訪れとともにその色

艶 も変化、北風にさらされ散 りゆくさびしさのみを

感 じさせる今 日、十二月七 日兵庫県行政書士会主催

によるカニグルメ、日帰 り旅行に参力1させて頂 きま

した。

とくにこのたびは県下で神戸 と姫路のニケ所に集

合地である中で吉田支部長のご配慮によって加西市

役所前を経由という便法を構 じて頂 きました事ここ

にお礼申し上げます。

おかげ様で東播支部より吉田支部長をはじめ岩本

泉、立花義房、小林克行t三 村良三、田中清、丸山

千恵子、横矢ひとみ(補助者)、松本方男各会員計九

名の参加を得て、加西市役所前九時出発播州を後に

一路但馬路えと北進、予定通 り正午に風光明媚な竹

野海岸、そこに存在する奥竹野シーサイ ドホテルに

到着、関係の皆様 より歓迎の挨拶を受け懇親会がに

ぎにぎしく開かれ三時半までゆっくりとなごやかに

日本海の松葉カニに舌づつみをうちなごやかな、ひ

とときが酒とともに盛り上りさらには温泉にて肌を

つき会す温のあるつき会いができ、本当に相互の懇

親の場が満喫できた。ことにより来年への期待を抱

き乍らお別れとなりました。

師走の日没は早くあいにくの曇天と小雨降る五時

過ぎには暗くなり六時三十分全員無事帰って来まし

た。以上参力1したひとりとして簡略乍ら報告とさせ

て頂きます。

**|卜***********************)卜 ****':`********'|(**********1(**********1`*'|(*)|(******'|`*******オ |**オ(

辺丁椰‐

岩本 泉

毎日、朝早く川辺りのグリーンロードを三十分程

散歩しています。アオサギ、コサギ、が川の中で長

い首をすくめて寒そうに立っています。魚が自分の

足を餌と間違えてこつきにくるのを待って捕まえる

のだろう。その傍でセグロセキレイが、水に少しつ

かった岩場の虫を忙しそうに尾羽を上下させながら

食べ回っている。

他にも、色々な鳥がいる。カルガモ、カイツブリ、

イカルチドリ等々。でも一番目に付くのが、カワセ

ミである。 「チッチー |」と鳴きながらコバルトブ

ルーの羽をしたカワセミが川下から飛んできて目の

前でホバリングしたかと思うと川の中にダイビング

した。すると口に魚を唖えていて川上へ飛んでいっ

た。今年の二月ころだったと思うが、川の中ほどに

ある枯れ枝にカワセミが留まっていた。しばらく足

を止めてカワセミを見ていると、川下から口に魚を

唖えたカワセミがとんできて、同じ小枝に留まり相

手に魚の頭を先にして食べ易いようにしてプレゼン

トしていた。オスがメスにプロポーズをしていたの

だろう。この時、メスのカワセミが魚を受け止めれ

ばカップルが成立するのである。普段は二羽でいる

ことは殆ど無いようである。今日も一羽のカワセミ

が水面すれすれに飛んで行った。カワセミに出会っ

た日はジャンボ宝くじを買った日と同じようなワク

ワクした気持ちになります。

一級建築士

による

無料設計相談会

随時受付中!l

■お問い合わせ

,■
SEKISUI HOUSE

・資料のこ請求は

積水ハウス株式会社
カロ西 店  〒675‐2302カロ西市北条町栗田2-2-201

丁EL.: 07 9 0 - 4 2 - 5 8 4 0
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『吉丼敏恭事務所』

事務所は、西脇市高田井町の交通量の多い県道に
面した一等地に位置し、同じ敷地内には風格のある
住宅が件んでおり、この住宅に接して構えられてい
ました。バブル時代には現敷地を建物ごと売ってほ
しいという不動産業者も現れたという様な景気の良
いお話も吉井所長から聞かせて頂きつつ、事務所の
業務内容等を説明頂きました。

現在、奥様と二人三脚で業務をこなしておられ、
業務の形態は行政書士と土地家屋調査士との兼業で
あり、行政書士業務として扱うものは、用途廃止申
請,農地転用許可申請,官民境界協定申請等が多 く、
変わったところではバブル期にはヤバイ(?l)風 俗
営業許可手続等もされたとか…。全般的には両士業
に関連する依頼内容が多い為、複合的に業務を処理
されているという事でした。
続いて事務所の運営方針をお伺いしたところ、 「常

に懇切丁寧をモットーにして行きたいし、又、今後
も未知への挑戦の気持ちで業務に取り組んでいきた
い」と言われる所長。顧客の満足度を充たした仕事
内容と現在までの業務量の実績に十分うなずけ
るものがありました。
お話の最中に室内で視界に入ってくる 「奇妙

なモノ」があり、これを尋ねてビックリ l「コ
ウモリラン」という植物だそうで、室内のやや
高い位置から緑色をした長い葉が垂れ下がる様
に置いてあり、これが設立以来26年余りに渡っ
て一度も枯れることなく事務所の繁栄と共に生
き続けている代物だという所長の説明に一同ア
然と致しました。この時、事務所設立当時の音
労話等を聞かせて頂こうとするも、どこにでも、
又、誰にでもよくある話だからと言って笑って
多くを語られませんでしたが、この 「コウモリ
ラン」が26年間の音楽を知る唯一の語 り部とし
て静かに事務所を見守ってくれている様に感じた
のでありました。

お話も一段落してから事務所の三階の部屋に
案内されました。ここは所長のプライベートル
ームになっており、見晴らしや風通しが良いこ
ぢんまりした部屋でした。そこには所狭しと膨

大な量のキャラクター商品,ビデオデッキ,DVD,モデ
ルガン,地元の秋祭 りの親子のほのぼのツーショッ
ト写真,ガチョウの超特大卵,中国製磁器,亀の置物等々

があるわあるわで、これらで一 日遊べるほどの収集
品の展示室でもあったのです。ジャンルはバラバラ、
人の趣味も様々(いや失礼)。これらの癒 し系グッズ

に囲まれた所長のリラックスしている姿を想像 しな
がら、誰 もが一日置 くユニークな性格の所似 も、常
に元気はつらつの源 も、実はここにあったのだと納
得させ られた次第でした。

そして、最後に、毎年2～3名の新入会員がいるの
ですが、この新入会員さんに対 しての先輩からのア
ドバイスを是非にとお願いしたところ、 「行政書士
の 『士』は 『志』であって、心を込めて仕事をする
事が大切なのではないですか」と結ばれました。私
達は日常の業務について決して十分とは言えない報
酬を頂いてはいるのですが、どの様な業務に対して
も一件一件にこの気持ちが大切である事を再認識さ
せられました。この信条も所長のお人柄ゆえのもの
だと非常に印象に残 りました。

日々、相当数の業務をこなされ、大変忙しくされ
ている中にも拘わらず、終始丁寧に対応頂き、本当
にありがとうございました。貴事務所が今後も益々

発展されます事をお祈 りしつつ、事務所を後にしま
した。広報部一同お礼を申し上げます。
〔広報部 岸本〕

海外旅行 ・国内旅行のことなら

株式会社トラベルワールド

矢 内 秀 幸
〒6770044西脇 市 上 野 189
TEL(0795)-22-0333(代 )
FAX(0795)-22-8056

自 宅加西市北条町西南4092
TEL(0790)-43-0586

携帯番号(090)-3825-2558

⊂〕但陽信用金庫
本 店/加 古川市加古川町清之口

電 話 0794(22)7721
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警警警:

ロサンゼルスで結婚式を挙げるので、立ち会って
ほしいと言う。海外に出かけた事のない自分には、
不安と期待があったが良い返事をした。わが国では、
バブルが崩壊 した翌年のこと、渡航準備は進めてい
たつもりでも勤務を持ち連体を利用 したため、準備
はほどほどにその日を迎えることとなった。初めて
海外へ行 くとなると非常に不安である。ユナイテッ
ド航空を利用 し、出国審査では早速準備不足、言葉
の不通等々により倍ほどの時間を要 して出国するこ
ととなった。機内でも次の入国審査が気になり、沈
黙を守った。12時間を要し、ロスアンゼルス空港に
着陸した。いよいよ入国審査かと構えていたが、フ
リーパスとなり安堵 した。その後旅行ツアーととも
に市内観光を行い、16時ユニバーサルスタジオ入口
から徒歩3分のところのホテルに着 き、ツアーから
離れた。

ロサ ンゼルスは、200年前は荒野であ りその後金
鉱の発見、石油の採掘、水道の引込み等により人が
住むようになり開かれたアメリカ西部最大の都市 と
なっている。映画、ファッション、スポーツ、音楽
等の発信基地と言われているらしく、観光客があふ
れている。我が国のバブル崩壊まではその大半を日
本人が占めていたと聞 く、ユニバーサル市の北東に
小高い山並を日本人が盛んに買占めていたが、バブ
ル崩壊 とともに手を引き韓国人に代わった。また、
日本人観光客 も非常に少なくなったと聞 く、初めて
海外にきてバブル崩壊の功罪を感じることができた。

丁度今から35年ほど前、自分の学業を終わるか終
わらぬころ受けた就職試験を思い出した。景気は不

‐
 |■ ■■|‐       内橋 壽昭

況時であり少々上向に向いつつあった。質問は1「公
定歩合1%引 き下げがあったが日本の経済にどのよ
うな影響があるか、なぜか ?」2「企業の海外進出
の是非と日本の将来について述べよ。」、矢継ぎ早
に質疑を受けたことを思い出した。
時下、日本のスーパーでは電気製品、衣料、食料

品等まで海外製品特に韓国、中国製品が並び非常に
安価に手に入ることができる。むしろ、日本製品を
探すのが大変な状況にある。近い将来外国の技術進
歩と、資源開発、彼等の国民的意欲によって日本製
品の販路が狭まる事を危惧してならない。なお、考
え方によっては、この35年間は永く維持し得たもの
と感銘している。日本政府のすばらしい指導指針と
国民の努力の賜物であったと考えて過言ではないで
あろう。
更に、積極的に考察すれば、明るい題材があった

かも知れないが、消極的な考えしか持ち合わせてい
ない。大切に考えられる事は、資源の乏しい現況で
日本の将来を考えるとき、国内における産業の構造
転換が必要であろう。又大学に於いてもベンチャー
企業への創設が進み始めた、技術開発の妨げになら
ぬよう又、国際経済の指導的地位を保つ事ができる
よう願ってやまない。
おわりに、機関紙の投稿依頼を受けたが、取り留

めのない文書となった事をお詫びし、その責を果た
すことができておれば幸いです。
行政書士業務については、新しく技術を吸1又する

と共に実務に磨きをかける様、努力する所存です。

ｒ
ヽＪ

一一
た

警
っ

雛
知

事
で
一

兵庫県行政書士会
第3回会長杯ゴルフコンペ開催さる.〈東播支部もダブ′‐レコーンペ)

2002年‐10月31日、ヤシロカン トリ‐クラブに
おv)て、1秋晴れの1元t第 3回■兵庫県行政書士会|
会長杯ゴルブヨンペが華やかに開催さ

―
れた.:1当

支部もこの●シペに使乗して支部ヨンペを1開1催。
会員|‐にも1参力:を1呼|び力|デ(■3名|の1参1加をみ|た:
兵庫県の各支部から腕自慢|の猛者や美女が参力|し11
嬉tlヽヽ喚声や:シ ●|,夕|の嘆|き声■‐だ|み声カミ聞
|こえて

―
初めの勢いも1何1処へ|や|らt●各組とも伸1良

く|ま|た|ケ|ナ|シ|な―がら1楽|しく|ラ|ウ|ン|ドができた|よ|
う.|で●|お|の|お

―
|の|が自1分の

―
ス|■|ア11納1得でき|な|ヤヽ

‐   厚生書由当富llt音『長 村上 紀文

ままラウンド終了した様子:会 食は、当クラブ
におぃて催されて|スコアカ|■|ドを互いに覗き見
しなが ら笑v‐`■喜‐び■悔|しい顔●会場のざわめ
く
―申

‐t各 賞の発表が終わる:1当支部の発表は会
場を変えて行‐ら.た:当 支部のヨンパはt‐1今回よ

玖1認1鷺午瀑鷲燿獣鰹鶴齢:
絡1洗『1錫評チ稀髪調驚憲せ

,豊富難 饉 鶴 晏巽ξ篠」よ

mlNrをく掏酢
たば夕搬ご雛 鑽 臨 :肇|

み事楚「今摯■響,T`千■,マ:117デ,
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7月に開業した新参者です。右左どころか上下前後とも全くわかりません。目にすること耳にすること如

何に自分がものを知らないかを痛感しています。私の出身は文学部、当時はできれば法律の世話にはなりた

くない、法律とは紛争絡みでややこしいものといった印象しかなかったですが実際学んでみてズバリそのと

おりややこしいものでした。(笑)民法だけで千条余りもあるのに我が国には千五百も法律があり、許認可は

5千もあるというではないですか。見上げても頂上の見えない山という感じです。どんな仕事も苦節十年と

いいます。職業人としての実力を養う上でも、他人からの信用を得るにもそれぐらいの時間がかかるという

ことでしょう。それは弁護士でも同じことのようです。そのとおりなら私の職業人生の本番は十年先になり

そうです。それまで会費が続けばの話ですが。(笑)十年先を考えると諸々の改革や政治的経済的影響で世の

中がどうなっているのか、行政書士で大文夫なのか浅学の私には皆目見当がつきませんが、脇目を振り乍ら

寄り道もし乍ら、それなりの知識と経験を身につけた何者かには成っていたいと思っています。よろしくお

願いします。

瘍入会日/H14年 7月 2日

玲事務所/カロ東郡東条町黒谷1206¨ 154 輻TEL.(携 帯)090(2387)9462

崎永 議勇躙曇霧早グ鵬錦認鵬743̈ 躙TEL.0795(42)1553

この度入会し、行政書士の卵となりました。

今年3月、30年近く勤めた職場を退職するにあたり、まだ、何かやれそうだ、やりたい。そんな気持のあ

る一方、こんなご時勢、ましてや障害のある身では、再就職など、とてもとてもであった。そんな折、行政

書士会の事を聞き、これならば、今までの経験を生かし、何とかできるのではと入会いたしました。

何もわかりません。先輩諸氏のご指導をあおぎながら頑張りたいと思っております。よろしくお願いいた

します。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0000000000000● 000● ● 00● 000000000● ● ● ●
.

国家の不作為によるツケは、常に国民が負うのです。手を挙げて国家の舵取りを行う者には大局を見据える

力量が問われます。無為に過ごした20年。これを如何様に再構築していくのか。多難な前途も一歩から。目覚

めよニッポン。時は平成15年。既成概念にとらわれない自由発想を成し得た者から順次活路を見い出すだろ

う。いやはや、生活するのに努力が要る時代になりました。

広報部には、多数の原稿や広告を頂き、ありがとうございました。いつもながら、感謝を申し上げます。

本年も変わらず、皆様のご指導と御協力を宜しくお願い致します。

[広報部 岸本]

●

00● ● ● ● 000● ● ● ● 0000000000000000000● ● 000● 00● ● 0000● 000● ● ● 000

東播支部会員動向 (H15.発行日現在)

会員数/96名

西 脇/19名  多可郡/10名  加西市/32名

加東郡/18名  小野市/17名
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