
水戸支部水戸支部

　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中は、支部の皆様から温かいご支援とご指導を賜り、厚く御礼申し上げます。
　水戸支部エリアで実施しています無料相談会は、すべての市と町で実施するようになってから３

年が経過し、相談時間内に相談員１名で対応することが難しくなるほど盛況な会場が出るようになり、確実に県民の
皆様に浸透してきたと思います。定期的に実施していますイオンモール水戸内原の無料相談会も好評です。ＮＨＫテレ
ビや茨城放送への出演も実施し、県民の皆様へ行政書士の存在をアピールし、同時に相談ニーズに的確に対応するこ
とができていると思います。
　また８月には、水戸黄門まつりに引き続き参加し、多くの観光客の皆様やまつり参加者に行政書士の宣伝を広く実
施できたとともに、まつりに参加することの喜びを味わうことができました。
　今年も引き続き、すべての市と町での無料相談会を定期的に実施し、さらに浸透を図っていきます。また、水戸黄
門まつりには引き続き参加し、大いに行政書士のＰＲをおこなっていきたいと考えております。
　さらに、実務研修を継続して複数回実施し、さらに会員登録期間の浅い会員の皆様向けの研修会や、フリートーキ
ングも引き続き実施し、水戸支部会員のスキルアップを図る機会を積極的に提供していきたいと思います。
　これらの活動は、行政書士の存在を県民の皆様に広く浸透させて需要を掘り起こし、その需要に的確に対応できる
ようレベルアップすることによって、我々の仕事量全体が増えていくよう、水戸支部のために頑張っていく所存ですので、
今後とも支部の皆様からのご支援、ご協力をお願い申し上げます。
　最後に、支部の皆様並びにご家族様の益々のご活躍とご多幸をご祈念申し上げます。

◆◆事業の内容◆◆
　水戸支部リフレッシュ旅行
　茨城空港発着　湯布院、福岡博多３日間の旅。
　水戸支部では昨年の「沖縄旅行」に引き続き、本年度も地元・茨城空港の積極的な活用を図り地域密着の姿勢を持
つとともに、日頃の喧騒を離れ、水戸支部会員自身のリフレッシュ、それから見聞と視野を広げる意味で茨城空港発
着による「湯布院、福岡博多旅行」に行ってまいりました。

Message

平成26年度　水戸支部リフレッシュ旅行を開催

日 時

場 所
平成26年9月12日（金）～ 9月14日（日）
福岡県ほか

水戸支部長　木村　司水戸支部長新年挨拶
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水戸支部水戸支部

◆◆事業の内容◆◆
　市民の皆様に行政書士を、より身近に感じていただくために水戸市及び水戸市近郊各地にて無料相談会を開催。

◆◆議 題◆◆
　1、 新年会の件
　2、 ボーリング大会の件
　3、 選挙管理委員会の件
　4、 平成27年度水戸支部総会の件

◆◆事業の内容◆◆
　支部会員相互の親睦を図ることを目的として、水戸支部第１回ボーリング大会の開催となりました。スポーツを通じ
て支部会員相互の親睦が図られ有意義な企画となりました。

（通信員　田上　悟史）

木村水戸支部長の始球式からスタート！
始球式で投げられたボールは見事ストライク！！

久保先生　絶好調 !! 磯野副支部長が第１回水戸支部ボーリング大会
優勝者となりました。
おめでとうございます！！

平成26年度10月の行政書士広報月間　水戸支部無料相談・セミナー開催

平成26年度　水戸支部総務部会を開催

平成26年度　水戸支部ボーリング大会を開催

場 所

場 所

場 所

日 時

日 時

水戸市及び水戸市近郊各地

平成26年11月19日（水）　午後2時～3時30分
内原公民館　１階会議室　

平成26年11月21日（金）　午後6時～8時
大学ボウル水戸店
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県南支部県南支部

　平成27年の新春を迎え、謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
　前支部長が急遽退かれた後、未熟な私が代行の任に就いて早１年が過ぎようとしておりますが、
拙いながらも何とか無事に新年を迎えられましたこと、これも一重に支部理事をはじめとする支部

会員皆様の温かい御支援と御指導の賜物と厚く御礼申し上げます。
　最近、若い新規開業者の方から良く御挨拶を頂きます。皆さん意欲に燃え、将来的なビジョンもしっかり見据えてお
られるようで大変頼もしく思います。片や自分自身は開業から早16年目に突入しましたが、今でも毎日少しずつ勉強さ
せて頂いている状態です。初めて取扱う業務等は新規開業者の心情と何ら変わりはありませんので、若い彼らに混じ
りながら、今年も一年間研鑽を積みたいと考える次第です。
　最後に、支部の皆様と御家族様の益々の御活躍と御多幸を祈念し、新年の御挨拶とさせて頂きたいと思います。

◆◆事業の内容◆◆
　・・・今年の研修旅行は万座温泉方面に行って参りました！茨城県にいると11月中旬はそう寒く感じないものですが、
さすが標高1,800m！！甘くありませんでした。どんな旅行になったのか、参加された会員の感想をもって紹介させて頂
きます。

岸本幸司会員
　今年の支部旅行は、11月15日（土）から翌16日（日）までの一泊二日での日程で、28名の会員が参加いたしました。
一日目は土浦市を8時の出発し、初の試みとなる車中研修を行いました。
　研修内容は、後藤支部長代行の研修開催挨拶の後、大ベテラン「ア行」の江黒先生からの「かぎょう」の話を含めた
開業後の失敗談や経験談、今年から相談員として参加された椿先生からの相談事例報告、そして常設無料相談会で
の相談事例報告が詳細な資料とともにおこなわれました。因みに私も、新人会員として無料相談会での相談事例を、
恐れ多くも大先輩方の前で声を震わせながら、緊張の趣で報告させていただきました。
　研修の後は、軽井沢にて豪華な懐石の昼食を頂き、多くの先輩先生方が私に話しかけて下さり、ようやく緊張がほ
ぐれてまいりました。その後、旧軽井沢のメインストリートを散策し、とてもボリュームのある昼食の後でしたが、程よ
い運動になりました。
　宿は、万座温泉の日進館さんにお世話になり、夜の宴会はカラオケ大会とホテルの無料宿泊券が当たる抽選会で大
いに盛り上がりました。（残念ながら、当支部での抽選会当選者は居ませんでした）
　また、日進館さんの温泉は源泉かけ流しの記述しきれない情緒あふれる温泉で３回以上温泉に入った先生方が続出
し、女性の先生方は帰りのバスでは、心なしか肌につやが出て更に綺麗になられてました。（元々綺麗な先生方が参加
されております。）
　二日目は、万座温泉から茨城への帰路に着いたわけですが、途中渋川での昼食の後、きり絵の森美術館で切り絵
の芸術を堪能しました。その後群馬のまいたけ工業の見学ツアーに参加し、まいたけの飼育セットを購入する先生が続
出しました。私も、ホテルを始めとして、お土産購入する機会が多数あったため、大量のお土産を家族に購入いたしま
した。今回、新人会員として研修旅行のレポートを書かせていただきましたが、大ベテランの先生方と話をさせていた
だく機会に恵まれ、ホテルにおいても二人の先生と同室で過ごさせていただき、とても楽しく有意義な時間を過ごさせ
ていただき、また、貴重な研修の機会を頂きました。私ごとですが、来年以降も是非参加させていただきたいと考えて
おります。県南支部の研修旅行は、例年30名弱の参加人数と聞いております。
　今回は観光バス１台での研修旅行でしたが、私の研修レポート読んで来年は県南支部の更に多くの先生方が参加頂

Message

日 時

場 所
平成26年11月15日（土）〜16日（日）
長野方面

県南支部　研修旅行

県南支部長代行　後藤 太一県南支部長新年挨拶
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県南支部県南支部
けますと幸いです。来年是非、バス2台連ねて行きたいと思います。
　今回旅行に参加された諸先輩方、有難うございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澁谷輝男会員
　9月に行政書士登録を行ったばかりの新人として研修旅行に初参加しました。案内文には「常設無料相談会を通して
感じた注意すべき事項や疑問に思われた点などを発表・質問し、今後の無料相談会及び業務の向上に役立てる内容」
との文言が…。参加して良いのか、まだ無理かなぁ～と暫し思案。まあ、何事も初めの内に体験しておこうと参加を決意。
集合場所の駐車場に着くと、幹事と思われる方が走り寄ってきて丁寧に案内していただき、何と優しいのだろうと感動。
研修旅行へのテンションが一気に高まりました。
　後藤太一支部長代行のご挨拶と古賀康夫先生の司会進行で車内研修がスタート。最初に江黒弘先生が「開業失敗
談と経験談」をテーマに、様々な事例・ケースを披露していただきました。長年の経験に基づいたお話だけに実に多彩で、
微に入り細に入った説明を分かりやすく、時にジョークを交えながらの講話。事務所を開業してから生じるだろうトラブ
ルへの対応・対処や注意点、仕事に対する心構え、経営に関する心得など、行政書士の仕事に関して目から鱗のお話
を伺うことが出来ました。やる気が高まったと同時に、不安と責任の重さを改めて感じました。次に今年から相談員と
して参加している椿明子先生と岸本幸司先生が相談事例を説明。椿先生は他の士業と連携することにより相続に関す
る相談事例の対応・解決を図っていることを、岸本先生は無料相談会に参加するメリットを解説しました。その後、研
修旅行の幹事になっている先生方が分担して、「常設無料相談会での相談事例」を資料に基づいて解説。相続・遺言書・
贈与などについての手続きや必要書類、戸籍の見方などを解説していただきました。以上で約3時間の車内研修は終了。
ビールを片手に親睦旅行の始まりです。
　軽井沢プリンスショッピングプラザ、旧軽井沢メインストリート、鬼押出し園を回って宿泊先の万座温泉・日進館へ。
万座温泉が近づくにつれて周りが雪景色に変わり、道路はアイスバーン状態に。日進館の約１キロ手前の急なカーブで
バスがスリップして登れなくなったため、急遽、ホテルの送迎バスに乗り換えるというアクシデントが発生。幹事の方々
の手配・配慮によりホテルに無事到着。冷えた身体に温泉の成分が深くしみ渡りました。
　夕食＆懇親会では、参加者全員が自己紹介や情報交換を行ったほか、カラオケ大会などで懇親を深めました。その
後、宴会場から幹事の部屋に移動して二次会がスタート。多彩な経歴や趣味のほか、仕事への拘り、専門業務などを
伺うことが出来ました。差し入れの高級ウイスキーも美味しかったなぁ～。さらに部屋に戻ってからも仕事の流儀につい
て同室の先生から深夜までお話をいただき、充実した一日を終えました。二日目は観光地のお土産巡りと切り絵森の
美術館見学を行って帰路につきました。
　研修旅行を仕切っていただいた古賀先生や後藤先生をはじめ、幹事の皆さまには大変お世話になりました。また、
参加者の方々にもご指導をいただきまして誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

冷岡和広会員
　11月15日から一泊二日の日程で茨城県行政書士会県南支部の研修旅行に参加させていただきました。僭越ながら
感想を書かせていただきます。
　まずはバスの中の車内研修でしたが他の先生方がどんな仕事をなさってきたのかを知ることができてとても勉強にな
りました。時間も丁度よい長さでした。
　また様々な観光スポットを見学し、温泉にのんびり浸かることは普段一人で黙 と々仕事している私にはとてもいい気
分転換になりました。
　そして何より他の先生方と交流し、色々な事をお話しできたことが有意義でした。
　旅行の最初は初めてお会いする先生方もおり、このような機会を与えてくださって、ありがとうございます。

41NO.218  行政茨城

支
部
だ
よ
り



　茨城県行政書士会県南支部では、数年前まで毎年10月の広報月間にのみ行っていた無

料相談会を毎月行うという常設無料相談会を実施しています。現在、石岡市、稲敷市、

牛久市、土浦市、守谷市で実施されていますが、県南支部ではこの無料相談会の相談員

を随時募集していますので、興味がある方は是非県南支部の理事までご連絡下さい。また、

今年度はさらに実施市町村を増やそうと予算を増加させています。相談なんてまだ早いと

思ってしまう新人の方にとっても、先輩行政書士の相談手法を間近で見ることで意義のあ

る経験となると思いますので、是非検討してみて下さい。

常設無料相談会の相談員募集について
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県西支部県西支部

地球温暖化対応がキーポイント
　地球は23.4度傾いて太陽の周りを回り、約24時間で1自転している。この傾きが四季を生む。
　地球の直径の4分の1もある巨大な衛星「月」は、その大きな重力で地球の回転がぶれない様に

固定し、潮の干満を生み出している。
　もし月が無かったら、地球は生態系を維持することは不可能とされている。
　人類は、この自然の大きな営みの中で生かされている。
　
　しかるに、かかる事実を無視して地球人が自然環境を破壊して、己自身を破滅に追い込みつつある。
　即ち、人口増加を背景に進む開発・乱獲、地球環境の急激な変化、いわゆる『温暖化』問題だ。人間の活動が原因する。
　これが因で、人類は劇的な自然環境の変化を最近多く体験し、対応させられている。
　が、太陽光と水と二酸化炭素を使って糖などのエネルギーを生み出す光合成を自力で行い、動物の食の根源たる
植物は、己自身ではこの環境の変化には対応でき得ない。
　自力での移動の能力を有していないからだ。よって植物は枯死し、食料難となる。
　自然も然りである。国境がある。故に移動の自由はない。国境の争いは資源獲得の争いである。ここに殺し合う現
実がある。
　太平洋戦争で亡くなった日本人は310万人。世界では？考えただけでも慄然とする。

　この争いを根絶やしする方途は『勝った。負けた』では解決し得ない。
　自然破壊の地球温暖化の確実な進行を食い止め、人類の未来を食い潰しつつある現状を前にして、争っている段
階ではないとの認識が全てである。相手を理解しようとする努力（相手の話を良く聞く、己の言い分を相手に良く伝える）
にある。多数決で決着する問題ではない。
　まさに民主主義の弱点は多数決にある。
　会の運営の基本は、良く相手を理解することにある。多数が正義で、多数が支配するではない。

◆◆相談内容◆◆
　・相続　　　６件
　・法人設立　１件
　・土地売買　１件

◆◆相談内容◆◆
　・相続　　　　　　１件
　・土地売買・交換　１件

Message

古河会場

常総会場2常総会場1

行政書士無料相談会

県西支部長　安田　康一県西支部長新年挨拶

日 時

日 時

場 所

場 所

相談担当

相談担当

平成26年10月8日（水）　午前10時〜午後4時
古河市役所古河庁舎　スペースU第２会議室　【古河市】
髙橋政夫／大島信夫／鈴木すみ子／藤田　優／永塚崇洋／赤荻　弘

平成26年10月11日（土）　午前10時〜午後3時
石下総合福祉センター　会議室　【常総市】
飯塚富雄／吉原哲夫／戸塚　操
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◆◆相談内容◆◆
　・相続税申告・土地建物登記　１件
　・相続対策　　　　　　　　　１件
　・土地建物登記・店舗売却　　１件

◆◆相談内容◆◆
　・相続　　　　　　３件
　・成年後見　　　　１件
　・庭木のはみ出し　１件
　・墓地の遺言　　　１件
　・迷惑電話　　　　１件

　県西10市長・町長に対して、行政書士無料相談所の常設及び空き家調査など相続などに絡む調査の当支部への業
務委託の要望書を、業務案内を兼ねた支部作成の資料も添えて10月22日に郵送した。

　茨城県行政書士政治連盟に対して、県議会議員選挙における推薦申し入れがあった場合の対応について、文書（平
成26年11月4日付　茨行書西第61号）により、筑西地区会員64名に対するアンケートの調査結果を添えて要請した。

　県西支部では、会員の日常的な研鑽の一助として、いままで月刊誌の発行と支部研修資料・定時総会資料・パンフ
レットなどの大量印刷を行ってきたが、印刷機の購入後13年有余に至って部品補給の危機に直面し、再度の支部会員
の負担にも苦慮している実態があるので、本会において最新式の印刷機器を購入し、支部にもその利用を可能ならし
めるように文書（平成26年11月4日付　茨行書西第62号）で要請した。

下妻会場

桜川会場

常設相談所設置・空き家調査の事務委嘱についての要望書を県西10市長・町長に提出

県議会議員選挙について政治連盟に要請

印刷機の購入について本会に要請

日 時

日 時

場 所

場 所

相談担当

相談担当

平成26年10月25日（土）　午前9時30分～12時
下妻市公民館　会議室　【下妻市】
斯波元気／関　和吉／間中　宏

平成26年11月2日（日）　午前10時～午後2時
桜川市総合運動公園ラスカ　市民祭会場（行政PRコーナー）　【桜川市】
深谷　孝／下条威之／小池　栄／刈部幸男／水田崇史／伊東留眞運
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　栃木県では、県が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等の業務に係る平成27・28年度入札参加資格
審査申請は、全て電子申請により受付けを行い、紙申請による取扱いは行わないとしております。
　それは、①建設工事に関わらない点での能力を新たに求められ、建設工事業者（特に中小建設工事業者）にとって
確実に新たな負担となるものである、また、②能力のある行政書士のみに道を開くもので、手続き独占につながる可能
性があるので、栃木県県土整備部監理課長に対して、文書（平成26年11月11日付　茨行書西第63号）により、紙申
請の方途を開けておくように要請した。
　同時に、栃木県において既に廃止されてしまった「許可期限のお知らせ」の再考も要請した。

◆◆事業の内容◆◆
＊11月1日発行 第162（A4判　80頁）
【行政監視】　農業委員会の存在が
　　　　　　農業委員会の行為（１）
【支部会員の動静】【県内会員数】
【パソコン】　Ｊａｖａに注意
【参考資料】　休眠会社の整理
　　　　　　経営者　労働法の基礎（４）
　　　　　　士業役員の必要経費
　　　　　　遺言執行者からの要求
【スクラップ】　業務関連ニュース・解説
【隣接士会】　弁護士・税理士・中小企業診断士
【相 談】　就業規則
【研 究】　行政法・民法・商法
【広 告 ？】　信号の色（過失割合）
【行 政】　法治主義の思考
　　　　　　行政不服審査法と自治体
【支部蔵書】　農業関連（１）
　　　　　　行政書士が勝ち残るため（２）
　　　　　　行政書士業務への提言（３）
　　　　　　行政書士の繁栄講座（５）

＊12月1日発行　第163（A4判　80頁）
【パソコン】　遠隔操作の勧誘に注意
【行政監視】　農業委員会の行為（２）
　　　　　　法制定と審査基準制定
【業務手引】　就業規則（職域問題）
【支部会員の動静】【県内会員数】
【行政書士】　繁栄講座（５）
　　　　　　無料相談（桜川市）
【スクラップ】　業務関連ニュース・解説
【隣接士会】　社労士
【本 会】　災害協定
【相 談】　健康保険と労災保険
【研 究】　行政法・民法・商法
【質疑応答】　移転登記
【情報開示】　個人情報の範囲
【支部蔵書】　農地法研究（２）

支部月刊誌　行政書士通信「県西の風」（毎月１日発行）

入札参加資格審査申請について栃木県に要請

送 付 先 購読支部会員・支部紹介弁護士・パソコンサポーター他
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◆◆事業の内容◆◆
＊10月14日（火）発信　No.335
　・風水害　被害は無かったでしょうか？
　・無料相談の結果（古河地区）
　・筑西市農業委員会から申し入れを受ける

＊10月22日（水）発信　No.336
　・�県西10市長・町長に常設相談所設置・空家調査の
事務委嘱で要望書提出

　　　別紙－「�行政書士無料相談所の常設」と「空き家
調査など相続などに絡む調査の当支部へ
の業務委託」について（要請）－

　・�県西を拠点とする結城信用金庫への相談所の設置
などの業務提携を模索中

　・無料相談の結果（常総地区）
　・筑西市農業委員会会長に回答

＊11月4日（火）発信　No.337
　・県議選挙で政治連盟に要請
　　　別紙－県議会議員選挙について（要請）－
　・印刷機購入で本会に要請
　　　別紙－印刷機の購入について（要請）－
　・無料相談の結果（下妻地区　桜川地区）
　・情報公開請求　２件

＊11月10日（月）発信　No.338
　・支部分割・事務局移転で意見書提出
　・法定外公共用地の事務処理状況で県が開示

＊11月11日（火）発信　No.339
　・�紙申請は認めず（栃木県・入札参加資格申請）－支
部で要請（抗議）

　・元会員（間中　勘さん）坂東市に寄付
　・株式会社の登記抹消－波紋を呼んでいます

＊11月17日（月）発信　No.340
　・暴対研修会　1月14日（水）に決定
　・1月31日（土）　新年事始め研修会・懇親会
　・日本一遠い茨城県庁（本会　事務局）

＊11月26日（水）発信　No.342
　・�何と、これだけの根拠で強圧的な現地調査を実施
（筑西市農業委員会）

（通信員　倉持　良信）

送 信 先 支部役員（元も含む）・代議員・本会顧問

「会議　ＦＡＸ　通信」随時発信
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県北支部県北支部

謹んで新春のお慶びを申し上げます
　皆様におかれましては、ご健勝にて新年を迎えられたことと存じます。
　至らないことの多い私が支部長の職責を果たすことができていることを思うにつけ、支えてくださ

る皆様に感謝するばかりの日 と々なっております。
　支部長の重要な仕事の一つに、行政書士の知名度向上と職域の確保・拡大があると考え、常々そのことを念頭にお
いて諸活動を行っているところです。
　今後とも皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、この新たな年が皆様にとりまして輝かしいものとなり、さらなる飛躍の年となりますことを心よ
りお祈り申し上げます。

　10月の行政書士制度広報月間中、当支部においては今年も例年どおり5箇所の会場で無料相談会を開催し、内2箇
所の会場では無料相談会開始前に、相続・遺言に関するセミナーを実施いたしました。
　相談に来られた方々が「来て良かった」と言ってくださ
る、そのひと言が嬉しく思えるいつもの光景に、今年
も「行政書士冥利に尽きる」と実感させて頂ける活動と
なったことに大いなる喜びを覚えています。
　セミナー講師や相談員を務めてくださった方々に感謝
いたしております。

　11月2日（日）に開催された「雨情の里港まつり」（北茨城市・大津港）、その会場において無料相談会を開催いたしま
した。
　この産業祭における無料相談会は、県北支部における恒例事業となっており、今年も県の内外から来られた大勢の
方々に行政書士制度や業務内容など、行政書士についての効果的な周知活動が出来たものと自負しております。

　11月15日と翌16日の二日間、支部研修旅行を行いました。
　山梨県へバスを借り切って実施した旅行は、天候にも恵まれて素晴らしいものとなり、移動の車中においても、１５
名の参加者による業務そのものや業務周辺のことに関する多くの情報交換が活発に行われ、有意義な研修・懇親の
機会となった次第です。
　美しい富士山の姿や素晴らしい雲海、織りなす紅葉の風景に感動いたしました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（支部長　四釜 絹枝）

Message

四釜支部長を中心に絶景！！ なごやかに談笑！ 皆さん、良い笑顔です！！

県北支部長新年挨拶 県北支部長　四釜　絹枝

行政書士制度広報月間

産業祭における無料相談会

研修旅行・山梨県へ
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鹿行支部鹿行支部

「よろこびの心」
　平成27年の新春を迎えるにあたり、皆様のご健勝を心からお慶び申しあげます。
　不思議な書物の「菜根譚」は、私の愛読書。「菜根譚」は思いつくまま書かれた随筆集（前集222

条、後集134条）で、目を通した人のほとんどが、「まさに自分のことをいっているのではないか」と感ずる部分があるら
しく、読むときの境遇や心境によって、心にとまることがちがうのである。
　富士山が季節によって、あるいは、朝、夕と光りによってさまざまに見えるのに似ていて、菜根譚が愛読されている
所以であると思う。菜根譚は、処世訓の最高の傑作と言われる。処世や修養の要訣を説いた人生の書・心の書として
座右において折にふれ開いている。
　以下「菜根譚」のなかから若干、紹介したい。
○�よろこびの心…はげしい雨風の日には、鳥たちでさえ、おどおどとして悲しげだ。輝く太陽を受ければ草木さえ喜ば
しげではないか。してみれば、自然にもまた社会にも、一日として欠かせぬもの…それは、よろこびの心だ。（前集6条）
○�日頃の心がけ…ひまだからといって無駄に日を送ることがなければ、その効用が忙しいときに現れてくる。何事もな
いときに、ぼんやりしていていなければ、その効用は活動するときに現れてくる。人目の届かぬところで良心を偽ら
なければ、その効用は公の場に現れてくる。（前集85条）
○�心がけ次第…永い短いは気の持ち方できまり、広いせまいは心がけ次第できまる。おちついた気分の持ち主には一
日が千年の長さとなり、ゆったりした心の持ち主にはせまくるしい部屋も天地の広さとなる。（後集19条）
○�よろこびは淡く、長く…先を争えば小道はますますせまくなる。人に一歩ゆずれば、それだけ道が広くなる。しつこ
い味わいには早くあきがくる。少しでも淡白にできれば、それだけ楽しみが長く続く。（後集25条）
○�花は半開、酒はほろ酔い…花は半開、酒はほろ酔い、そのなかにこそ最高の趣がある。開きつくした花を眺め、深
酒に酔いつぶれては、それこそかえって醜い限りだ。すべてに満ち足りた地位にいる人は、このところをよく考えてほ
しいものだ。（後集122条）

　今まさに行政書士には、時代の変化や各種制度の改正に対応できる幅広い知識を身に付け、質の高いサービスを提
供することが、求められています。
　年頭に際し会員の皆様のご多幸と茨城県行政書士会のますますのご発展を祈念し、新春のごあいさつといたします。

◆◆事業の内容◆◆
　始めに吉川支部長より挨拶があり、10月の広報月間各種行事への協力に対し
ての御礼、及び今後の支部活動への協力依頼があった。続いて、本会の嶋田
副会長、田向理事より、本会の動静について報告された。
◎支部理事会
　審議事項
　１）支部懇親忘年会　詳細は各会員に連絡。
　２）支部研修　　　　1月に実施予定、詳細は各会員に連絡。
◎政連支部幹事会
　茨城県議会選挙について、支部長から本会からの要請等を報告し、支部とし
ての対応について意見交換をした。

（通信員　石井　真児）

Message
鹿行支部長新年挨拶 鹿行支部長　吉川　俊

平成26年度　第2回理事会及び政連支部幹事会開催

日 時

場 所

参加人数

平成26年11月11日（火）　午前11時30分〜午後1時
潮来市　甚兵衛寿司
14名
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