
千野　清子
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顧　問 萩原　隆士

支部長 髙橋　正善 副支部長 松本　嘉明

業務部長 栗原　雄次郎 厚生部長 川上　景子

副支部長 川上　景子 副支部長 飯島　広樹

理事（第３班・第４班担当） 　　　　　　中小路　隆哉　　　　樽見　知子

総務部長 飯島　広樹 経理部長 　　　　　渡邉　毅

理事（第７班・第８班担当） 　　　　　　三澤　照夫　　　　　大島　敬治

広報部長 浅見　龍二

理事（第１班・第２班担当） 　　　　　　豊島　正樹　　　　　萩原　武

理事（第５班・第６班担当） 　　　　　　小林　政秀　　　　　向江　真樹

監　事 小林　実 監　事

埼玉県行政書士会熊谷支部広報誌　　令和元年１２月１日発行　第４５号

Kumagaya倶楽部
行政書士は街の身近な法律家

◆支部長挨拶 支部長　髙橋　正善

顧　問 長澤　司 顧　問 西村　弘史

支部関係

顧　問 河原　庸雄

　◆新役員紹介 （敬称略）

顧　問 神山　忠之

顧　問 新井　重雄 顧　問 橋本　正行

　令和元年度の支部総会において支部長に選任されました髙橋正善です。先生方には支
部運営に日頃よりご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
　支部ではこれまで支部理事、厚生部長、経理部長、広報部長、総務部長、副支部長を務
めさせていただきました。役員を長く務めていましたので、各部の動き、年間行事等はほぼ
把握しているつもりでしたが、支部長に就任してはじめて知ること

経験することも多く、いつも気ぜわしく常に何かに追われている感じがしています。
　さて、私は平成10年に登録しました。20代での入会で、同年代の社会人と比べても甚だ未熟でしたか
ら、空気を読まない発言も多く、諸先輩方の不興を買うこともしばしばあったと思います。そんな私も年
齢を重ねるにつれて、多少周りの空気を読めるようになってきたと思います。
　ところで、現在新たに入会する会員の多くが希望する業務に相続・遺言をあげています。市役所で毎
月行っている市民相談、毎年10月に開催している県下一斉の無料相談会でも相続・遺言に関するもの
が多数を占めています。市民相談では相談者の増加に伴い、相談時間を超過したり、相談希望者をお
待たせしてしまうといった当初予想していなかった事態も発生しています。支部としても相談員の確保、
資質の向上等に対応していかなければならないと考えています。
　最後に伝統ある熊谷支部の発展のために微力ながら力を尽くす所存です。今後ともご指導、ご協力
のほどよろしくお願い申し上げます。



岡克巳様、関東信越税理士会熊谷支部支部長の寺山智久様、埼玉司法書士会熊谷支部副支部長の増
井武文様、埼玉土地家屋調査士会熊谷支部支部長の齋藤薫様、埼玉県社会保険労務士会熊谷支部支
部長の鈴木章容様からご挨拶を賜りました。

　マロウドイン熊谷において、32名（委任状38名）の会員の
出席のもと令和元年度定時総会が開催されました。埼玉県
行政書士会会長の荒岡克巳様よりご挨拶を頂き、議長に
選任された渡邉毅会員の進行により、審議が開始されまし
た。

　平成30年度の事業報告・会計報告、続いて令和元年度
事業計画・予算・代議員選任に関しての審議もスムーズに
進み、会員からの質問等もなく、全ての議案に対して出席し
た会員からの承認を得ることができました。
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　総会終了後は、懇親会が開催され、埼玉県議会議員の小林哲也様よりご挨拶をいただきました。乾
杯の発声の後は、和気あいあいとした楽しい懇親会となりました。会員同士の情報交換や親交を深める
ことができた支部総会、懇親会であったと思います。懇親会後は、有志による２次会も行われました。

新年賀詞交歓会
平成31年1月12日（土）
　マロウドイン熊谷において、支部会員34名出席のもと９名
のご来賓の方々をお迎えして熊谷支部新年賀詞交歓会が
開催されました。また、新年賀詞交歓会と併せて神山忠之
顧問の喜寿祝賀会も行われました。

政連関係（支部）

支部長 松本　嘉明 副支部長 千野　清子

支部運営委員 川上　景子 支部運営委員 西村　弘史

政連関係（本会）

顧　問 西村　弘史 副幹事長 川上　景子

支部運営委員 小林　政秀

　そして、最後に新井重雄顧問から挨拶をいただき、滞りなく新年賀詞交歓会は終了しました。各会員
から楽しそうな笑顔も多々見られ、有意義な時間を過ごすことが出来ました。

　萩原隆士支部長の挨拶、神山忠之顧問の挨拶、熊谷市
長の富岡清様のご挨拶の後、西村弘史顧問による乾杯を
行い、活気ある雰囲気の中、新年賀詞交歓会が始まりまし
た。途中、ご来賓の衆議院議員の野中厚様、森田俊和様、
埼玉県議会議員の小林哲也様、埼玉県行政書士会長の荒

支部通信員 豊島　正樹
一般社団法人

コスモス成年後見
サポートセンター

埼玉県支部

第7管轄区長　小林　政秀

経理部 副部長 重田　次男 支部監察担当 小林　政秀

　◆主な行事　（平成３１年１月～）

本会関係

相談役 河原　庸雄 理事
風俗保健部部員 中小路　隆哉

令和元年5月12日（土）
令和元年度定時総会



 講義は民法改正の概要及び、改正の趣旨として「国民
一般にわかりやすい民法」とするため、確立した判例や
解釈論など、基本的なルールを明文化する必要がある
との観点から改正がされる項目の説明等について丁寧
に講義して頂きました。また行政書士実務にとって影響
が大きい改正点についても適宜説明して頂き大変わか
りやすい講義であったと思います。講義終了後には参加
会員より質問もあり、充実した内容で研修会を終了する
ことが出来ました。

　研修会後、有志による懇親会も行われ、大変有意義な研修会となりました。
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氏　名 野口　順子 入　会 令和元年6月15日

事務所所在地 熊谷市中央１丁目２００番地

兼業資格 無 電話番号 ０４８－５２３－６７７９

自己紹介

令和元年６月１５日に登録致しました野口順子と申します。資格を取得し３０年近く経過し
ているので、基礎から学びなおし、一歩一歩誠実に仕事をしていくことを目標に尽力し
ていく所存です。また、仕事の方向性を模索している最中ではありますが、お客様目線
に立って少しでもお役に立てるような仕事ができるよう精進してまいりたいと思っていま
す。まだまだ未熟な私ではありますが、熊谷支部の先生の皆様、今後ともご指導ご鞭撻
のほど宜しくお願い申し上げます。

　◆新入会員紹介　（平成３０年１２月以降）

令和元年10月26日（土）

新年度役員会とごみゼロ運動
令和元年6月１日（土）

支部研修旅行
令和元年9月1日（日）・ 2日（月）

　新年度１回目の役員会が開催され、総務部、経理部、業
務部、厚生部、広報部の部長から新年度の事業方針・計画
の発表があり、質疑応答が行われ、充実した審議となりまし
た。

　役員会の後、熊谷市中央公園でごみゼロ運動を実施し
ました。会員21名が参加し、空き缶やペットボトルなどのご
みを集めました。ごみの量は例年に比べて少なく、ラグビー
ワールドカップのホストシティとして世界中のお客様を迎え
る熊谷市がより綺麗な町になっていると感じることが出来ま
した。

　支部研修旅行で群馬県のみなかみ町を訪れました。参
加者は17名（補助者・家族含む。）で、宿泊先は200万坪の
敷地を有する「水上高原ホテル200」でした。

　初日は、温泉を満喫した後に懇親会を行いました。懇親
会では、美味しい料理とお酒を頂きながらビンゴで楽しく盛
り上がりました。懇親会後に二次会が行われ、会員同士の
親睦をより深めることができました。

　翌日は、みなかみ町にある道の駅「たくみの里」を希望者
７名で訪れ、「たくみの家」と呼ばれる古民家で伝統的な手
工芸品を見学し、まるで昔の上州の里山にタイムスリップし
たかのような時間を過ごしました。

業務研修会

今年の研修旅行は、初日、二日目と天候に恵まれ、爽やかな上州の初秋を満喫することができました。

　令和元年度業務研修会を熊谷市立障害福祉会館に
て開催いたしました。今回のテーマは、「民法（債権法）
改正について」で、講師には昨年に引き続き弁護士の
松岡正高先生をお招きし、前回の研修会よりも２名多い
25名の会員が参加しました。



自己紹介

この度、熊谷支部に所属させていただくことになりました大木千子（ゆきこ）と申します。
何事にもフットワーク軽く、幅広い分野に積極的に取り組んでいきたいと思っています。趣
味は、読書とドライブです。最近は食べ歩きなども楽しんでいます。依頼者の方々や、熊
谷支部の先生方に信頼していただける行政書士を目指して日々研鑽に努める所存で
すので、今後とも、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
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事務所所在地 熊谷市下奈良１４９７番地５

兼業資格 無 電話番号 ０８０－５９７０－９８２７

自己紹介

新・旧司法試験を受験するも挫折し、司法試験予備校２社、不動産会社に勤務後、法律
知識を活かした仕事を自ら行うために平成26年度行政書士試験を受験し合格致しまし
た。その後、ユーキャンの行政書士資格活用支援団体としてＧネット関東を立ち上げ、運
送会社内の社会保険労務士・行政書士事務所にて３年半程勤務の後に独立開業致しま
した。経験業務の自動車手続、運送業・建設業の許認可等手続をメインに業務を行って
参ります。先生方のご指導とお力添えを賜りながら精進し、社会貢献して参る所存です
ので、宜しくお願い申し上げます。

氏　名 大木　千子 入　会 令和元年8月1日

兼業資格 無 電話番号 ０９０－６６５６－３７５９

兼業資格 無 電話番号 ０４８－５２５－８６６０

氏　名 菅野　紘徳 入　会 令和元年7月15日

事務所所在地 熊谷市上奈良１２８１番地１

兼業資格 無 電話番号 ０４８－５３６－５２６８

自己紹介

はじめまして。私は郵便局に三十余年勤務し、両親の介護もあり、早期退職し、第二の人
生を送っております。趣味の家庭菜園で、無農薬野菜作りを行っております。行政書士
の仕事は右も左も解らず、ただ今勉強中です。諸先輩の先生方のご指導の下、社会に恩
返しの一助となればと思い、日々努力をしていく所存です。よろしくお願い致します。

事務所所在地 熊谷市弥生１－５３アイワビル３Ｂ

自己紹介

初めまして、熊谷支部に入会させていただき光栄でございます。39年間、公職に就き本
年３月退職し、７月に行政書士の資格をいただきました。数年前からベトナムとの縁があ
り、今年の２月にはナム大使から大使館へお招きをいただき４月には、ベトナム人を支援
するNPO法人を立ち上げました。技能実習生の若者は、９月末現在、全国で40数名の若
い命を落としております。新聞やテレビなどで見た方がいるとは思われますが、関東で
行われるお別れ会（葬儀）には、ベトナム人僧侶（女性）タムチーのお手伝いをさせてい
ただいております。先日、取次業務の講習において行政書士の不祥事案についての講
義を受講しました。実習生一人一人が感情を持ったアジアの若者です。送り出した両親
も日本人と同じ感情を持っております。どうか丁寧な扱いをお願いします。今後、支部の
先生方とは、様々な機会を通じて交流を持つ機会をいただけることをご期待申し上げ
自己紹介とさせていただきます。

事務所所在地 熊谷市村岡１９６番地２

兼業資格 宅地建物取引士 電話番号 ０４８－５７８－４０５４

自己紹介

熊谷支部の先輩会員の皆様、本年７月に行政書士登録をしました池田光政（いけだみ
つまさ）と申します。今迄の社会人生活で培った人脈や知識・経験等を元に、そして様々
な方々からご指導ご鞭撻等を頂きながら、現在第二の人生を懸命に歩み始めました。ま
だこの世界の事は右も左もわかりませんが、今後共どうぞよろしくお願い致します。

氏　名 沼田　惠嗣 入　会 令和元年7月15日

氏　名 池田　光政 入　会 令和元年7月1日

事務所所在地 熊谷市妻沼１５２８－１

氏　名 東宮　芳子 入　会 令和元年7月15日



平成31年2月 7 1 0

平成31年3月 7 3 0

平成３１年４月 江原　淑広　先生 県北支部へ

氏　名 坂本　将栄 入　会 令和元年10月15日

事務所所在地

兼業資格

熊谷市村岡３９９番地５ダイアパレスリバーコート熊谷４０３

無 電話番号 ０９０－６４９０－３７１０

自己紹介

氏　名 髙橋　勤二 入　会 令和元年11月15日

事務所所在地 埼玉県熊谷市上之２０６８番地

兼業資格

熊谷支部の皆様、坂本将栄（サカモトマサテル）と申します。平成30年度の行政書士試
験に合格し、令和元年10月15日付で登録させて頂き、11月より開業させて頂きました。
これからどうぞよろしくお願い致します。開業する前は、スポーツ系の団体事務局の運営
とベンチャー企業にて主に省エネ提案営業とコンサルティング業務に従事していた経験
がありますので、そこで培った提案力や企画力、行動力を活かして、依頼して頂いたお
客様に安心して頂ける行政書士を目指したいと思っております。また、学生時代から水
泳を続けており、体を動かすことも大好きなので、イベントや課外活動にも積極的に参
加させて頂ききたいと思います。今後は、各種法人設立、各種助成金・補助金の申請、
外国人の在留資格申請・帰化申請等を中心に業務をしていきたいと考えております。行
政書士としての業務経験は、ほとんどありませんので、これからの日々努力を怠ること
なく、勉強して参ります。まだまだ未熟ですので、今後とも、ご指導ご鞭撻の程よろしくお
願い致します。

税理士 電話番号 ０４８－５２５－３５００

自己紹介

令和１年11月に入会いたしました髙橋勤二です。税理士として業務をしてまいりました
が、建設業関係等の業務の依頼があり、行政書士を登録させていただきました。趣味は
ウクレレ演奏で、音楽仲間と一緒に音楽を楽しんでおります。今後とも会員の皆さんには
何かとお世話になると存じますが、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

平成31年1月から令和元年12月までの熊谷市役所無料相談コーナーの相談件数をご報告します。

相　続 遺　言 その他 備　考

◆退会　（平成３０年１２月以降）

平成３１年３月 新井　豊　先生 退会
平成３０年１２月 新井　重道　先生 １１月２０日ご逝去

令和元年５月 太田　俊幸　先生 退会
令和元年５月 栗原　邦俊　先生 退会

◆報告・・・市役所無料相談コーナー相談件数

令和元年９月 長澤　久雄　先生 退会
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令和元年7月 6 4 0

2 0

令和元年5月 6 3 0

令和元年6月 8 3 0

平成31年4月 5

平成31年1月 12 2 0



　

（広報部　浅見龍二）

　今年も大きな自然災害が多発し、毎年開催していた熊谷支部の県下一斉無料
相談会も台風19号の影響で中止となりました。一方では、元号が新しく令和に変
わり、ラグビーワールドカップが日本で開催され、しかも熊谷市が開催都市の一つ
となり、日本代表が史上初のベスト８になる等明るい話題もありました。そして、熊
谷支部もワールドカップに合わせたわけではないけど４年ぶりに支部長が交代
し、髙橋支部長率いる新体制となりました。この新体制の下、2020年は、東京オリ
ンピックもあるし、きっと良い年になると思います。

令和元年12月 3 2 0

 ●今年の相談内容は、相続と遺言のみで、その他の相談は０件でした。

編集後記

合計 85 28 0

 ●相談件数の合計は、昨年の102件を上回り113件となりました。

令和元年9月 9 1 0

令和元年10月 10 2 0

令和元年11月 5 1 0
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相　続 遺　言 その他 備　考

令和元年８月 7 4 0
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