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会員の皆様、頃日の業務お疲れ様です。さて、私たちが業務を行う上で、重要な政書行

証票士 について、政書法及行 士 び関係規則では常時携帯するよう定められております。

改めまして会員の皆様におかれましては、業務時の携帯をよろしくお願い致します。

【 政書法及行 士 び証票に関する規則について】

政書法行 士は第条6 の2第項4 において、本政書連合会日行 士 は、同条第項2 の規定により 政行
書士の登録を行った者について、政書名簿行 士 に登録をしたときは政書証票行 士 を交付しなければ

ならないとされており、また同法第条7 の２第項1 は政書証票行 士 の返還について、同条第項2 は
再交付について規定があるほか、政書法第行 士 条7 の３において、政書証票行 士 に関し必要な事項

は、本政書連合会会則日行 士 で定めると規定されております。そして本政書連合会会則第日行 士 53
条においては、会則に規定するもののほか、政書証票行 士 に関し必要な事項は同会の規則で定める

こととされており、同会が定めた「 本政書連合会政書証票日行 士 行 士 に関する規則」の第条4 の２
（所持上の責務）において、政書行 士は証票を常時携帯しなければならないとされております。以

上、政書法行 士、本政書連合会規則及日行 士 び本政書連合会政書証票日行 士 行 士 に関する規則より

よろしくお願い

しますニャ

政書証票行 士 の携行は政書行 士の責務です

忘れずに携帯しましょう！

°◇°　励行しよう！”会員証携帯”　　　　令和２年度７月号（１６０号）°◇°

-1-



定時総会を終えて

佐賀県政書会行 士

会長 司久赤 人

今年月1 に中国の武漢で発生したコロナウィルスによる感染症は、瞬く間に世界中に拡大
し、いまだに終息には至っておりません。国内でも、毎新日たな感染者の発生が伝えられ、

第次2 、第次3の流大行の恐れも完全になくなったわけではありません。
５月２３日に本年度の総会を開催いたしましたが、ぎりぎりまで書決議面 による総会にで

きないか、数カ延期月 することはできないかなど、迷いました。最終的には、ご来賓の来場

をご遠慮申し上げ、懇親会も中止し、いわゆる３密を避けるため、例年と同じ広い会場を借

り上げ、３掛人けのテーブルに１座人っていただくよう間を開け、ドアも開放したまま開催

するなどの配慮をして、何とか無事に終えることができました。年に度一、会員が堂一に会

して意見を交わしあう 事大な場であるだけに、来年以降は正常な形で総会を開催できるよう

心から願っております。

今年の総会において４０名の会員が、永年表彰の栄に

浴され、３０年永年表彰の伊万 部松尾賢太会員里支 が表

彰者を代表してお礼のご挨拶をされました。皆様誠にお

めでとうございました。

今年は、コロナ禍で、すべての予定が狂ってしまいま

した。特に 連日行の登録事務が滞っており、会入を予定

されている方々に多大のご迷惑をお掛けいたしており

ます。１日も早く、 連日行の業務が正常化することを期

待するばかりです。

新会入の会員等を対象にした、成年後見、国際業務等の研修についても、ご要望の多いと

ころでありますが、会員各位の健康を考えると、今すぐというのは少し難しい気がいたしま

す。なるべく早く対応させていただきますので、いましばらくのご猶予をお願いいたします。

コロナ関係で言えば、国の「持続化給付金」の申請を政書行 士が、自分のパソコンを使用

して、何件でも代理・代申行請ができるとされたことは、政書業務行 士 が正当に評価された

ものと、前向きに捉えることができる事例だと思います。

役員同一、総会でお約束した事業及び予算の執行を誠実に実行して参りますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。
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令和２年度 定時総会終了報告

去る５月２３日（土）、令和２年度佐賀県政書会定時総会行 士 が佐賀市のガーデンテラス

佐賀ホテル＆マリトピアにて開催されました。

今年度の定時総会は、コロナウイルス感染拡大の影響により来賓なしという異例の開催に

なりましたが、本人出席４３名、委任状出席１２５名の合計１６８名の出席により会則第３

８条の規定のもと、有効に総会が成立致しました。

議案について、第１号議案から第４号議案、付帯決議に至るまで出席会員のご理解とご協
力のもと採決され、恙無く総会を閉じることができました。

総会次第

１ 、 開会の言葉

２ 、 物故者への黙祷

３ 、 会長挨拶

４ 、 祝電披露

５ 、 永年会員表彰

６ 、 総会成立宣言

７ 、 議長団選出

８ 、 議事録署名人の指名並びに議事運営委員の指名

９ 、 議案審議

第１号議案 令和元年度事業報告

第２号議案 令和元年度決算報告並びに監査報告

第３号議案 令和２年度事業計画（ 案） について

第４号議案 令和２年度予算（ 案） について

付帯決議 決定した議案について、 字句の修正

を会長に一任し、 またやむを得ない

事由による予算外の支出を理事会に

一任する。

１ ０ 、 議長団の退任
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・ 総会での質問事項

Q）会費未納者への対応について

A）経理部長

・事業報告で説明したとおり、事務局より納付の催告を行っている。

・ 年以上1 の滞納者については、理事会に諮り廃業勧告の決議を行

っている。

・これにも応じない場合は少額訴訟を行っている。

Q）会員の業務獲得機会の拡大について

A）業務部長

・前年度以前より県の建設・技術課との交渉を重ね、昨年６月よ

り経審審査業務の受託事業を行っている。（審査員の登録のため

の説明会や研修及び効果測定を行っていく中で会員の業務獲得

にも繋がっているものと考える。）

・丁種封印業務に関しても研修や考査を行っており、この業務

への登録者も増加しているところである。

・国際業務に関しては、特に国際交流協会との協議が進められて

いるところであり、営業等の具現化はまだされていないところ

である。

（外国人を雇用している事業者向けのセミナーに政書行 士も講

師として、参加させていただいている。）

・ 本日郵政グループとは、政書行 士記念日に合わせて無料相談会

等の実施を行っている。また、郵政関係職員向けの研修で講

師派遣等も行っている。
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Q）農地法許可申請のアンケート調査について

A）広報部長

・アンケート具体的な内容及び結果については広報誌には掲載して

いない。

・内容については、実態調査に協力してもらえるかどうかのアンケ

ートを実施

したものである。（申請者が誰であるかの調査）

・結果は協力できるが４件、条件付きで可能が２件、協力できないが

６件という結果であった。

Q）建設業の経営事項審査業務受託事業について

A）経審委員会委員長

・一日4名~６名の審査員で審査を行っている。

・事前に決めた日にちで9:00~17:00の時間で審査を行っている。
・報酬の基準は概ね説明会の際に示した額を支払っている。

Q）研修会のオンライン化について

A）業務部長

・佐賀会の予算では要望に応えることが難しい。

・しかしながら、福岡会が開催する研修を佐賀会で視聴できる環境整

備を今年度業務研修費予算に計上している。

・研修参加が厳しい会員においては、本政書会連日行 士 合会HP内

の中央研修所の研修サイト等を活用していただきたい。
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業務研究サークル紹介

~法務経営研究会~

法務経営研究会へのお誘い

「 政書行 士は町の法律家」と言われるように、法律家としての常識くらいは勉強しよう、

ということで、この会はH１３．８月に発足しました。会の規則は「第二土曜日に県書会士

で勉強会を開く」だけです。参加費は５００円。会員は登録間もなくの人が多く、自分のス

タンスが定まれば足が遠のきます。それで、いつも参加者は１０人程度。

午前の部は六法片手に法律的な考え方を学びます。年一単位の講習をします。午後の部は

各人の発表の場で、輪番制を取っています。二コマになります。即、業務に結びつくように

と外から講師を呼ぶこともあります。一段落すると業務への質問、やり方がよく話題になっ

ています。

午前がアカデミックに対して、午後はファミリー的になります。未知の分野への開拓、横

の仲間作りには最適ではないでしょうか。

よければ気に入ったコーナーだけでも覗いて見てください。お待ちしています。

政書行 士松枝久泰

− −TEL ０９０ ３３２８ ２１２３

~国際業務連絡協議会~

昨年の入管法改正は我々 政書行 士にとって大きなインパクトがありました。それまで政行

書士の国際業務といえば限られた在留資格の変更・更新でしたが、改正入管法が施行され、

本格的に労働市場を外国人に開放していくことになり、今後更に増加する就労・在留外国人

を我々 政書行 士が様々な場面でサポートできる機会も増えると思われます。

昨年の本サークルの活動としましては、「特定技能に関する意交見換会」「初めての国際業

務」というテーマで開催しました。

特定技能制度、技能実習制度、留学、技術・人文知識・国際業務、特定活動、建設キャリ
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アアップシステム、国際結婚・相続・就労における国際法など、国際業務をおこなうにあた

り我々が知っておかなければならない事は沢山あります。

本サークルは基本的に参加者の方に講師をお願いし、テーマを決めて勉強するというスタ

イルになります。

・参加費はその都度設定します。（無料又は数百円程度）

・開催は不定期です。（テーマについて要望があり、講師を引受けて下さる先生がいる場合

に開催）法務経営研究会と合同で開催する場合もございます。

・開催場所は佐賀県政書会行 士館又はアバンセ。（ 数人によります）

実務に関する疑問・相談などあられる場合、国際業務に詳しい先生とお知り合いになって

おかれるのもいいかと思います。

本サークルにご興味があられる方はお声掛け下さい。

国際業務連絡協議会代表世話役 崎裕山 士

E-mail:gsymskhj@yahoo.co.jp
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新型コロナウイルス感染症対策のための

無料電話相談窓口を設置しました

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、その影響を受けた事業者の皆さんを支援す

るため、本会は電話による無料相談窓口を設置しました。期間は４月２３日より７月３０日

迄（期間延長の可能性あり）とし、毎週木曜日の午前１０時より正午まで相談を受け付けて

います。

相談内容は持続化給付金に関するものが多く、その他資金繰りや休業支援金に関するもの

も含まれます。特に持続化給付金については当初、オンラインによる申請のみであったこと

から、パソコンやスマートフォン等の操作に不慣れな事業者の皆さんから多くの相談が寄せ

られました。

本会としましては、この相談対応活動は公益に適うものとして行っておりますが、実際に

相談された事業者の方からは「こういうとき、政書行 士さんに頼めるのですね」と、私たち

の存在と業務内容を知ってもらうことにもつながっており、有意義なものと認識しています。

最後になりましたが、今回の相談対応に当たってくださっている会員の皆さまに深く感謝

申し上げます。

無料電話相談窓口

毎週木曜日午前１０時より正午まで

電話０９５２−３６−６０５１

サガテレビによる相談活動のニュース映像

https://www.sagatv.co.jp/news/archives/2020042302529
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佐賀県政書会行 士では、相談会を開催し、市民及び法人・団体等の相談に応じ、その利便

に資すること並びに相談を通じ社会貢献及び広報活動の一助とし、併せて本会の会員の資質

向上を図ることを目的として相談員の登録制度を設けております。

相談員の資格要件は、「佐賀県政書会行 士相談会運用規則」第１０条により定められており

ます。

① 政書登録行 士 をした日から３年以上経過しており、かつ相談を受ける業務分野で定一の

経験を有していること

② 本会が主催する倫理研修を受講していること
③ 本会の会費を滞納していないこと
④ 政書法第行 士 １４条第１項第２号及び第３号による県知事の処分又は本会会則第９６条

の２第１項第２号及び第３号による本会会長の処分を受けその期間を経過していること

相談員登録をご希望される方は指定の申請用紙等がございますので、事務局までお尋ねく

ださい。

相談員登録のお知らせ

申請取次業務の受任と遂行に関する注意

~第三者を介した取次業務~

ここ１，２年、第三者を介した申請取次業務による問題が増えてきています。

申請本人人と面談することもなく、政書行 士（法人）や企業、一般社団法人か

ら依頼された申請取次業務を受任しているケースがあり、これは第三者の事実

上の運び屋と評価できる悪質なものです。

会員の皆さまにおかれましては、第三者から上記のような依頼や相談を持ち

込まれましても毅然と断って頂き、けして違非行為に巻き込まれないようご注

意ください。

『月刊本政日行 ６月号（５７１号）』の「処分事例等の公表」には、複数の

申請取次業務に関する処分が掲載されています。こちらにも目を通して頂き、適

正な業務の受任と遂行をされますようお願い致します。
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広報誌に関するアンケート 結果

前号発行の際に行った、広報誌に関するアンケート結果は以下のようになりました。

回答数 １ ９

Q１ 、 広報誌を読んでいますか？

・ 毎号読んでいる １ ７ ・ たまに読む ２

Q2、広報誌がペーパーレス化（ メールまたはホームページ上で配信）されたら読みますか？

・ 毎回読む １ ３ ・ たまに読む ３ ・ ほとんど読まない ２ ・ 一切読まない １

Q3、 紙媒体での発行とペーパーレス配信はどちらが良いですか？

・ 紙媒体 ４ ・ ペーパーレス配信 ９ ・ どちらでも良い ６

回答数は多くないですが、想像以上に紙媒体でなくともいいという方がいたのには正直驚

きでした。時代の変化に対応している先生が多くて頼もしい限りです。一方で、紙媒体の方

が「 年一分綴っており即みれるから」いいという意見もありました。そのようなご意見を頂

けるとは広報部としては嬉しい限りです。

アンケートの結果を踏まえて、広報部で今後の方針を考えていきたいと思います。アンケ

ートにご協力頂いた皆様、ありがとうございました。
（広報部長豊福崇）

はじめての受任業務

【広報部 雅和山口 （伊万 部里支）】

この頃は本格的な梅雨の時期に入り、雨が降り続く中、車のエアコンが故障しているために日々

の移動に苦戦している伊万 部里支の山口です。今回は「はじめての受任業務」ということで、変大、

恐縮ではございますが、私が登録した当時、受任した事件のことを書かせていただきます。私は平

成年月24 4 に政書登録行 士 をし、現在年8ほどになります。

新企画 だニャ！
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最初の１年間は宅自の室一に事務所を構えておりました。私の宅自は通車りのある国道から１キ

ロほど入らなければならず、静かなところではありますが、ご依頼人に来ていただくには不便なと

ころでした。そのためご相談があると場所の説明が難しく、結果として私から出向くことが多くな

りました。もともと事務所に居るよりも動行している方が好きなので、出向いてお顔合わせをする

ことで知っていただくきっかけが作りやすく、然自と宣伝につながっていた気がします。そのよう

な中、内身のお知り合いの方から、相談したいという話をいただき受任したのが「農地法第５条許

可申請業務」でした。

当時は農地法が厳しくなり始めた頃でしたが、私はまだ申請の要点や流れが分からず、どのよう

な手順で行うのか、どのくらいの時間がかかるものなのか、そしてご提示するお見積り額はいくら

が適当なのか悩みました。登録時にいただいた資料の中に、報酬額の平均額が載っている集計表が

ありましたので参考にしました。それと５条５万円、４条４万円、３条３万円とどちらかで相場を

耳にしていたため、その報酬額にプラス実費等の費用を加えました。しかしそれでも経験がない私

は不安でしたが、とりあえずやってみないとわからないため早速、受任業務に取り組みました。

そしてまずはご依頼人のところへ伺いお話を聞いたところ、御相談の内容は建設業を営む会社が

間山地の土地を購入し、そこに残土置き場を兼ねた資材置き場を作りたいというものでした。そこ

で現地を確認に行きましたが、夏場であったため草が生い茂っており現況がどのような地形なのか

ハッキリわからないため、周辺をかなり歩きました。おまけにイラ（コバエ）や蚊との戦いで、遠く

から見ると一人でシャドーボクシングをしているように見えたと思います。御依頼人との打ち合わ

せ後にシャツとスラックス姿で確認に行ったので汗だくとなり完全に失敗でした。ただ景色は最高

だったので気分はよかったです。

そして後日、農業委員会で打ち合わせを行い、必要となる書類を確認しました。そして計画図面

が必要であることが分かり、計画図面の作成をお願いしましたが、作成して頂いた図面の記載内容

が不十分で何度も手直しをさせられたのを覚えています。また図面の他に周辺の利害関係者や関係

区（区長、生産組合長）の承諾等、関係法令の許可など、農地法の許可を得るために必要となる要件

が様々あり、正直その時になんて手間のかかる手続きだと感じました。その後、何とか許可を得て

御依頼人へ許可証をお渡しすることができてホッとしました。結果として無事に業務を終えること

はできましたが、今後はかかる手間に対して見合う報酬額をしっかり提示しなければと思いました。

しかしこれまでの農地申請の相場の考えが地域には不思議とありましたので、農地法の申請の手間

も少しずつ理解していただきつつ、報酬額に反映させていきました。もともと農地申請を主力業務

にするつもりはなかったのですが、地域柄なのか、現在でも私の主力業務となっております。

そして今日も各地へ移動しながら現地を確認し、蚊や虫とも戦っている毎日です。

※イノシシの気配もあります。
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活動報告

総務部

2020/06/12 
第回総務部会1 において、6月 日土27 ( )に倫理研修会の開催を決定しました。相談員へ登録
してある会員の皆様は、3年に1回の受講が義務付けられています。又、登録年後5 には更新
続手きを行うようになっていますがその際には、3年以内に倫理研修を受けていることが要件

になりますので、相談員の登録年月日をご確認頂き、倫理研修の受講をお願いします。

広報部

2020/06/04 
今年度初の広報部会を開催いたしました。広報誌の打ち合わせ、今年度のスケジュールの確認

等を行いました。また、今年度は広報用のノベルティを作らなくてはならず何にしたら良いも

…のか参加者全員で頭を悩ませました。こういったものが欲しいという意見がありましたら広

報部までご連絡ください。

業務部

2020/06/15 
今年度の佐賀県国際交流協会との事業協力につき、協会側担当者名及2 び本会側多久島副会

長、溝上業務部長、 国際業務担当理事田口 とで10時より佐賀県国際交流協会において打ち合

わせを行った。コロナ情勢にも左右されると想定されるが、綿密な連絡交換で事業推進する事

で解見が致一した
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西原
にしはら

幸一
こういち

（ 佐賀）

【 入会日】

令和 ２年 ３月 １５日

【 事務所名】

行政書士西原事務所

３月に入会いたしました佐賀支部の西原です。

新型コロナウイルス禍の最中、大変な時期ですね。

行政書士の仕事情報も沢山飛び交い、半分、戸惑いを

感じております。三十年以上にわたり佐賀県職員とし

てＩ Ｔから商工、農業、土木、環境分野など様々 な分

野に携わってきた行政業務の経験を活かしながら、皆

様の色んなご要望に応じられるよう頑張ってまいりた

いと思っています。

諸先輩の方々 にはこれからご指導ご鞭撻のほどよろ

しく願いします。

山口
やまぐち

甚一
じんいち

（ 唐津）

【 入会日】

令和２年 ４月 ２日

【 事務所名】

山口甚一行政書士事務所

６３歳になる新人の山口です。

行政書士を目指し、１０年かかってやっと試験に

合格することができました。

その途中、法令の改正が何度か繰り返され、改正前

の法令と改正後の法令を頭の中で整理するのが大変

でした。

今年は新型コロナウィルスにより、世の中が大変な

ことになっており、もしこれが去年だったらと考え

たら「 ゾッ」 とします。

つくづく 、今年合格してよかったと思います。

高齢の新人ですけれどよろしくお願いします。

大園
おおぞの

浩
ひろ

利
とし

（ 東部）

【 入会日】

令和 ２年 ４月 ２日

【 事務所名】

大園行政書士事務所

令和2年4月に入会いたしました東部支部の大

園と申します。

少しでも社会貢献、地域貢献ができればと思い

登録いたしました。

38年間、公務員として携わってきた経験を活か

して皆様の期待に応えられるような行政書士を目

指したいと思っております。

会員の皆様には、色々 とお世話になると思いま

すが、ご指導ご鞭撻のほど、よろしく お願いいた

します。

中島
なかしま

太
もと

清
きよ

（ 佐賀）

【 入会日】

令和 ２年 ５月 １日

【 事務所名】

中島太清行政書士事務所

５月に入会致しました中島太清と申します。

何か人のお役に立てる仕事がしたいと考え行

政書士の登録をしました。

現在、世界はコロナウイルスで先行き不透明

になっています。厳しい状況での船出となりま

したが、希望を持って行政書士業務に取り組ん

で行きたいと思っております。
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⁑ 6月15日付登録松本祐也会員、藤原憲明会員については次号でご紹介いたします。⁑

会員の動向

【 新規入会】

支部名 登録日 氏 名 〒 事務所所在地 TEL

佐賀 R02.  4. 2 西山 善行 840-0811 佐賀市大財五丁目6番9号 0952-20-0337

東部 R02.  4. 2 大園 浩利 849-0101 三養基郡みやき町原古賀681番地3 090-3466-5664

唐津 R02.  4. 2 山口 甚一 847-0824 唐津市神田3099-1 0955-74-1611

佐賀 R02.  5. 1 永渕 美夏 840-0211 佐賀市大和町大字東山田2811番地 090-7443-6603

佐賀 R02.  5. 1 中島 太清 840-0845
佐賀市六座町2番13号サンハイツ
六座106 090-8910-1716

佐賀 R02.  6. 15 松本 祐也 840-0041 佐賀市城内二丁目9番14号 0952-23-5151

佐賀 R02.  6. 15 藤原 憲明 849-0937 佐賀市鍋島三丁目10番1号 0952-37-1283

永渕
ながふち

美
み

夏
か

（ 佐賀）

【 入会日】

令和 ２年 ５月 １日

【 事務所名】

みらい行政書士事務所

令和２年5月に入会致しました佐賀支部の

永渕美夏と申します。行政書士を目指すと決

めた時から日々 勉強し精進する気持ちとその

時間を大切にし、常に志を持って過ごすこと

に努めて参りました。この度、行政書士とし

て登録し仕事としてやっていく ことになり、

改めて身の引き締まる思いでおります。今後

会員の皆様には何かとご相談させていただく

ことがあるかと存じますが、ご指導の程、何

卒宜しくお願い申し上げます。

御厨
みくりや

孝
たか

弘
ひろ

（ 佐賀）

【 入会日】

令和 ２年 ６月 １日

【 事務所名】

御厨孝弘行政書士事務所

6月に入会いたしました。佐賀支部の御厨と

申します。

佐賀県学校事務職員として40年（ 再任用期間

3 年） の経験を生かして業務に携わっていこう

と思っています。任意後見の経験や相続の経験

が退職後の行政書士を志す動機となりました。

日ごろ運動らしい運動はしていませんが定年

前から始めたウォーキングやジョギングが楽し

みの一つです。各地のウォーキング大会やマラ

ソン大会を楽しんでいます。当面の目標は、

100キロウォークを生涯100回完歩したいと思

っています。
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【 法人入会】

法人名 入会日 〒 事務所所在地 TEL

行政書士法人きずな佐賀

佐賀オフィス
R02.  4. 1 849-0921

佐賀市高木瀬西2丁目15-17
SERAI 5番館1F 0952-37-1371

（ 行政書士法人きずな佐賀

唐津オフィス）
R02.  4. 1 847-0102 唐津市八幡町734番地236 0955-74-3950

【 変 更】

支部名 氏 名 〒 新事務所所在地 TEL

佐賀 西島 亨 840-0822 佐賀市高木町8番1号 0952-60-2551

東部 吉田 修 841-0204 三養基郡基山町大字宮浦486番地176 0942-81-0609

東部 伊東 英明 （ 電話番号のみ） 0942-85-8794

佐賀 木下 芳明 840-0011 佐賀市北川副町大字江上259番地2 0952-97-5356

【 単位会移動】

支部名 氏 名 移動先（ 移動日） 支部名 氏 名 移動先（ 移動日）

東部 田嶋 正和 福岡会（ R02.  7. 1）

【 退 会】

支部名 氏 名 抹消理由（ 退会日） 支部名 氏 名 抹消理由（ 退会日）

佐賀 幟持 康子 廃業（ R02.  4. 30） 東部 樋口 英明 廃業（ R02.  4. 30）

佐賀 山下 勵 廃業（ R02.  6. 30）

会員数 252名 （ 男： 222 女： 30） ／ 法人 2 ※令和２年6月30日現在
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ЖфЖфЖ《 会務日誌 》 ЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖф

令和 2年4月～

4月 8日 第1回正副会長部長会
4月 10日 監査会

4月 11日 第1回決算理事会
4月 11日 第1回理事会
4月 14日 登録証交付式

4月 23日 第1回無料電話相談会（ コロナ禍対策）
4月 30日 第2回無料電話相談会（ コロナ禍対策）

5月 7日 第3回無料電話相談会（ コロナ禍対策）
5月 10日 第2回正副会長部長会
5月 14日 第4回無料電話相談会（ コロナ禍対策）
5月 16日 正副会長部長・ 正副議長合同会議

5月 21日 第5回無料電話相談会（ コロナ禍対策）
5月 23日 佐賀県行政書士会定時総会～政治連盟定期大会 ／マリトピア

5月 25日 登録証交付式

5月 28日 第6回無料電話相談会（ コロナ禍対策）

6月 3日 専門士業団理事・ 幹事会 ／アバンセ

6月 4日 第7回無料電話相談会（ コロナ禍対策）
6月 4日 第1回広報部会
6月 8日 職員採用人事打合せ

6月 11日 第8回無料電話相談会（ コロナ禍対策）
6月 12日 第1回総務部会
6月 15日 職員採用人事面接

6月 16日 登録証交付式

6月 18日 職員採用人事最終面接

6月 18日 第9回無料電話相談会（ コロナ禍対策）
6月 25日 第8回無料電話相談会（ コロナ禍対策）
6月 26日 総務部作業

6月 27日 第1回倫理研修会
6月 27日 令和2年度丁種封印名簿登載会員指定研修会
6月 29日 登録証交付式
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令和２年度第二期《会費納入のお願い》
事務局では令和2年度第2期（令和2年7月～9

月）の会費の納入をお願いしております。多忙な時期

でいらっしゃるかとは思いますがどうか当会のご活

動にご理解いただき、入金をお願い申し上げます。

＜口座引落日＞

第一期分第二期分第三期分第四期分

4月20日7月20日10月20日1月20日

佐賀県行政書士会及び佐賀県行政書士政治連盟の

会費自動引落し制度の加入について

本会及び佐政連では会費の自動引落しを推奨して

おります。佐賀銀行口座引落しによる会費納入を希

望される方は、本会事務局までご連絡ください。（手

数料は本会が負担。）

会員の皆様、行政さがを、いつも

お読みいただきありがとうございま

す。広報担当副会長の福島幸典で

す。

表紙を飾る写真を撮るために、佐

賀県中飛び回っています。

今回表紙の写真は昨年の唐津花火

大会の時に松浦橋から、撮影したも

のです。次回も皆様に気に入っても

らう写真を撮り続けますので宜しく

お願いします。

広報部副会長 福島幸典

―事務局からのお願い－
・事務局では会員の方へ迅速な連絡を行うためにもできるだけメール登録をお願い

しております。又、佐賀県収入証紙のご購入についても引き続きご協力をお願いい

たします。

※ 会員の皆さまへ
会員は３年に１度、倫理研修を受講する義務があります！受講義務の確認は事務局へ

お問い合わせください。 ―佐賀県行政書士会―
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