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行政書士制度70周年に当たって

昭和26年2月22日に行政書士法が公布されてから、今年で70周年を

迎えました。

この間、先輩諸氏のご努力により、行政書士法も累次の改正を重ね、2001年

には官公署に提出する書類の提出手続きの代理及び契約書類の代理人作

成、2008年には、「聴聞」等の申請手続の代理、2014年には、「特定行政書

士」の行政不服申立ての代理が法文の中に明記されました。また、近年の法

改正では、行政書士法の目的規定に「国民の権利利益の実現に資すること」

が書き込まれ、一人法人の設立も可能となりました。法律職としての位置づけ

が、徐々 に明確になってきた歴史を感じます。

さて、昨年1月以来のコロナ禍の時代を迎え、また世界を取り巻く様々 な情

勢の変化や、AIやビッグデータに代表される急速なデジタル化の進展などによ

り、これから行政書士の業務も大きく変化することが予想されます。

インターネット上の情報等を利用することにより、官公署に提出する書類等を

作成することは容易になり、行政書士でない者が我々 の独占業務を侵食する

ことは、今まで以上に頻繁になる可能性を否定することはできません。会として

も、綱紀観察委員会等を中心に、法令違反がないように、十分注意をしてま

いりますが、違反を根絶することは容易ではないと思われます。

一方で、スマホやパソコンを十分に使いこなすことができず、書類の作成や

提出に不自由を感じている市民や消費者がたくさんおられることも事実です。

我々 行政書士は、このような方々 が、被害者になることがないように、市民に

寄り添う資格者として丁寧な仕事を心がけるべきだと思います。市民や消費

者の権利を守るために、我々 の力だけで実現できないことは、国会議員や県

会議員の先生方のお力もお借りしながら、法改正や請願の採択に向けて会と

しても努力を重ねてまいります。

今年は、「デジタル庁」が本格始動すると言われております。我々 の業務の

大半も紙ベースの申請からデジタル申請に移行して行くことが予想されます。

会としても、このような時代の変化に応じた研修を行い、会員の要請に応えるよ

う努力してまいります。

佐賀県行政書士会

会長 赤司久人
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会務日誌

総務部

業務部

広報部

オンラインにて新人向け研修を行いました。風営法に関しては江口理

事、建設業に関しては山崎理事、農地法に関しては山口理事がそれぞれ講

師をし、２０名の会員方に参加いただきました。

オンラインにて中央研修所の研修を使い倫理研修を行いました。１９名

の会員の方に出席いただきました。２月２８日までに受講を完了し事務局

まで報告していただいた受講者には修了証を発行します。今後も行政書士

の質向上のため研修を行い、注意喚起していきたいと思います。

２月９日と２２日の２度に渡り国際交流協会と外国人行政手続き相談

の打ち合わせを行いました。行政書士の社会貢献、そして業務拡大を目指

して頑張っていきたいと思います。

３月４日、ゆうちょ銀行佐賀にて打ち合わせを行い、今後も協力関係を

築くべく努力していくことを確認いたしました。コロナ禍等の影響で、ゆ

うちょ銀行との相談会など控えていましたが、また開催できるように進め

ていきたいと思います。

３月６日アバンセにて開業支援セミナーを開催しました。

ここ数年で一番白熱したセミナーとなりました。セミナーを受けられた方の

中から一人でも多くの仲間が誕生することを期待します。
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令和２年度の行政書士制度広報月間の活動内容につきまして、下記のとおりご報告

申し上げます。本年度はコロナウイルスの影響を受け、相談内容につきましても、持

続化給付金申請を加えての相談対応となりました。

本 会

＜行政書士１１０番電話相談会＞

〇日 時 ： １０月 １日（ 木） １０時～１５時

〇場 所 ： 佐賀県行政書士会館

〇対応者数 ： ６名

〇相談内容 ： 相続・ 遺言書・ 持続化給付金について

佐 賀 支 部

＜無料相談会＞

〇日 時 ： １０月２３日（ 金）

〇場 所 ： 佐賀市役所

〇対応者数 ： ２名

〇相談内容 ： 相続・ 遺言書・ 持続化給付金について

東 部 支 部

＜無料相談会＞

〇日 時 ： １０月 ９日（ 金） １０時～１２時

〇場 所 ： 神埼市役所千代田庁舎

〇日 時 ： １０月１９日（ 金） １３時～１５時

〇場 所 ： 神崎市役所本庁舎

〇日 時 ： １０月 ２８日（ 水） １０時～１２時

〇場 所 ： 鳥栖市役所

○対応者数 ： ３名

令和２年度行政書士広報月間の活動実施報告
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杵 藤 支 部

＜無料相談会＞

〇日 時 ： １０月１８日（ 日） １３時～１６時

〇場 所 ： 佐賀のへそ ふれあい交流センター ネイブル２階学習室（ 小）

〇対応者数 ： ３名

〇相談内容 ： 相続・ 遺言書・ 持続化給付金について

伊 万 里 支 部

＜無料相談会＞

〇日 時 ： １０月１５日（ 金） １３時～１５時

〇場 所 ： 伊万里市民センター 第1会議室

〇対応者数 ： ４名

○相談内容 ： 相続・ 遺言書・ 持続化給付金について

唐 津 支 部

＜無料相談会＞

本年度はコロナウイルスの影響により開催しなかった。

小 城 支 部

＜無料相談会＞

本年度はコロナウイルスの影響により開催しなかった。

コロナ渦でも頼りに

なるニャン！
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【 広報月間における無料相談会等の周知に活用した宣伝媒体】

◇ 佐賀新聞（ 広告）

◇ 佐賀新聞、西日本新聞（ 報道）

◇ 佐賀テレビ（ ３０秒ＰＲ出演）

◇ ぶんぶんテレビ（ 相談会等の告知）

◇ その他 佐賀県庁エレベーター広告 ２基

◇ その他のイベント等 佐賀国際フェスタにおける相談ブース設置

【 広報月間活動報告のまとめ】

本年度はコロナウイルスが猛威を振るう中での開催となり、各支部にお

かれましても会員の皆様、ご相談に来られた方などの感染防止対策に苦慮

されたことと思います。本会では感染拡大防止対策として、遮蔽用のアク

リル板及び消毒液の準備がありましたが、今回の広報月間では、対面相談

対策として各支部に貸し出しも行いました。今後はコロナウイルスの影響

も収束に向かえば良いのですが、まだまだ予断を許さない状況が続いてお

ります。

各支部におかれましては、難しい状況の中、柔軟にご対応頂き、誠にあ

りがとうございました。おかげ様で無事に広報月間を終えることができま

した。誠に恐縮ではございますが、本紙面を借りて厚く御礼申し上げます。

ご協力誠にありがとうござい

ました。
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「 コロナ禍の佐賀県経済」

日本銀行佐賀事務所長 蔵本 雅史

コロナ禍がなかなか終息しない中、今後の景気の行方について関心

をお持ちの方も多いのではないかと思います。日本銀行では、主な業

務の１つに「 経済の調査・ 分析」があり、佐賀事務所も、３か月に一

度、佐賀県経済の景気判断を行っています。そこで、本稿では、佐賀

県経済の現状と先行きについて少しお話ししてみたいと思います

（ なお、本稿は３月上旬までの情報を基に作成したものです）。

佐賀事務所では、現在の県内景気について、「 弱さが残るものの、

持ち直しつつ」あり、今後も、「 感染症の影響が和らいでいく もとで、

持ち直し基調が続く 」 とみています。

持ち直し基調を見込む理由は３つあります。１つ目は、「 個人消費の

底固さ」です。県内でも、昨年末からの感染症再拡大の影響で、飲食・

宿泊といった対面型サービス消費に強い下押し圧力が生じました。

その結果、日本酒や土産物などの関連する業界も含め、今も厳しい状

況が続いています。これが先ほどの「 弱さが残る」部分です。一方、

自炊用の食材やテレビ、家電といった所謂「 巣ごもり消費」は好調を

続けていて、個人消費全体では底固さを保っています。今後は、ワク

チンの接種が拡がり、感染症の影響が徐々 に和らぐことが見込まれ

ます。このため、これまで好調の「 巣ごもり消費」は一服しますが、

対面型サービス消費の回復が期待されることから、現在の個人消費

の底固さは続く とみています。

２つ目は、「 製造業の回復」 です。県内製造業をみますと、食料品と

化学で生産全体の４割程度を占めています。両者とも、昨春は感染拡
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大の影響から大幅な減産となりましたが、秋以降は、振れを伴いつつ

も回復基調を辿っています。また、自動車や５Ｇ関連の世界的な需要

増加を受けて、当地でも自動車部品や半導体などの関連企業が業績

を改善させています。もちろん、設備・機械関連といった回復が遅れ

ている産業もありますが、製造業全体でみれば、暫くは回復基調を続

けるとみ見込まれます。

最後に、「 県内の感染拡大が抑制されてきたこと」 も景気回復にはプ

ラスです。ご承知のように、県内の感染状況は全国に比べて抑えられ

てきました。このため、感染症による倒産や失業といった負の影響は、

総じてみれば限定的であり、景気の早期回復にはプラスに働く こと

が期待されます。例えば、GO TOトラベル・ キャンペーンが再開され

た際にその恩恵が受けられるのも、飲食店やホテル・旅館が営業し続

けていてこそだからです。

このように、県内景気は、業種によりバラツキは残りますが、個人消

費の底堅さと製造業の回復が支える形となり、当面は持ち直し基調

を続けるとみています。

もっとも、その大前提として「 感染症の影響が和らいでいく 」こと

が必要です。今後の感染症の動向やワクチンの接種状況、更にはこれ

らが国内外の経済に及ぼす影響の大きさなどによって、今後の見通

しが変化する可能性については注意が必要です。
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令和２年度 第１回新人研修会✏

令和３年２月２日（火）に、「令和２年度第１回新人研修会」が開催され

ました。今年度は、コロナ禍の状況を鑑みまして、オンラインでの研修と

なり、佐賀県行政書士会としては、初めてのZOOMを利用した研修となり

ましたが、約１５名の会員の方々 が参加されました。オンライン研修は、

申し込み後、参加希望者の方々 に、事務局から研修への招待メールが

送付され、メールに添付されたURLをクリックすることで簡単に参加でき

るようになっております。

今回は、新人研修ということで、許認可業務の中でも三大業務といわ

れる、農地転用許可、風俗営業許可、建設業に関する許可、他に総括と

して許認可以外の行政書士業務全般についての講義でした。

オンラインでの研修でしたので、事務所から参加される方や、車での

移動途中にスマートフォンで音声だけを聞かれる方もいらっしゃり、オン

ライン研修の手軽さを感じました。

また、風俗営業許可の講義をされた江口会員は、許可取得をご検討さ

れている店舗に実際に赴き、スマートフォンで店内を撮影しながら講義を

されました。

佐賀県行政書士会では、他県会のオンライン研修もご案内しておりま

すが、今後は、弊会主催の研修も、オンラインを利用したものが増えるか

と思います。このような時期で、なかなか外部の研修に行くことは躊躇わ

れることもあると思いますが、会員の皆様も是非、オンラインでの研修に

参加されてみてください̟ ✧ ˖°
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令和２年度開業支援セミナー（３月６日開催）

3月６日（土）に開業支援セミナーを開催しました。

開業支援セミナーは佐賀県行政書士会発の地味に人気の

あるイベントです。昨年はコロナウイルスの感染拡大を

受けて開催を見送りましたが、今年は感染防止対策をし

っかり行い、なんとか開催まで漕ぎ着けることができま

した。

積極的な告知やP R活動を控えていたため参加者が集

まるのか不安がありましたが、広報部の予想を裏切り多

くの方に参加して頂きました。コロナ禍の中で参加する

というだけあって今年の参加者は積極的。会長の挨拶や

福島副会長が担当した行政書士の魅力についての話を食

い入るように聞き、その後も質問のオンパレード。セミ

ナー終了後も個別の質問を行うために多く方に残って頂

き、個別に話をすることができ、ここ数年で一番熱の入

った開業支援セミナーとなりました。

参加された方々の中から行政書士として一緒に働ける

仲間が出てくる日が楽しみです。 （豊福）
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２０２０年度ラジオC Mコピーグランプリでは

をいただきました。

『よーし、しょーし』

(へぷたんさんの作品)

S E：発車ベル

男：（慌てた感じで）乗りまーす

駅員：契約よーし、行政しょーし

（右よし、左よーし風に）

男：えっ

駅員：相続よーし、行政しょーし

N A：お困りごとが手遅れになる前に、ご相談ください。

佐賀県行政書士会です。

男：間に合ったー！

NBCラジオ

ラジオCMコピーグランプリ２０２０結果報告

今年の作品は聞くだけで場面のイメージできて、思わず口に出したくなるキャッチーな

作品です。例年の笑える作品からちょっと趣向を変え、覚えてもらい易いという基準で選考し

た作品になります。NB Cラジオの特設ページから聞くことができます。
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巣籠もり体験記

どうも、広報部長の豊福です。

ここは会員さんの旅行体験記などを載せていたコーナーです。

どんなに業務が忙しくとも、掲載常連の深川先生や藤山先生の旅行記を読んで旅行に行った気分

になれる、そんなコーナー。お二人のキャラを知っている人ならきっと一緒に旅行をしている気分

になることができる、そんなコーナー。

しかし、コロナウイルス感染拡大の影響でなかなか旅行にも行けず、掲載する記事が集まりませ

ん。みんな巣篭もり。そこで、今号では趣向を変えて、私の巣篭もり体験記を掲載してみたいと思

います。

さて、巣篭もりと言っても色んな楽しみ方があります。一般的には普段の活動を自粛・制限し、家

でおとなしくすることが考えられますが、人との接触を避けながらの一人キャンプなども巣篭もり

の楽しみ方といえるでしょう。今の巣篭もり方法はネットを使って楽しむ方が多いようです。今で

はなんでもネット。佐賀会でもZ O O Mを導入して会議の開催が楽になったり、福岡会主催の研修

にも現地に行かずに参加できたりと、I T化の便利さには目をみはるばかりです。機械の苦手な私の

※親ですらユーチューブをみたり、サブスク（ １）で映画を観たりする時代になりました。

私の巣篭りライフも相棒と共にネットを使って楽しむことが主流。私

は音楽愛好家で、家には１万枚くらいのC Dがあります。しかし、今で

は音楽のサブスク契約をして聞いています。これでもかというほどCD

を買いまくっていた私がほとんど買わなくなるくらい便利なサービス

です。Bluetoothで車のオーディオに飛ばせるものが増えているので、

車での移動が多く、移動中に音楽を聞いている方には特にお薦め。ちょ

※っとマニアックなことを言うと配信されるサンプリングレート（ ２）

…がもうちょっと良くなったら文句ないのですが。ただ、最近はスタジ

オマスター品質の配信が始まり、今後増えることを期待しています。音

楽ネタについて書き始めるとページが足りなくなりそうなのでこれくらいにしておきます。

次に相棒と一緒に動画もよく見ています。巣篭もり中か否かに関わらず事務作業中はよく将棋の

対局を見ながらやっているのですが、さらに色んな動画を見るようになった感じです。アプリを入

※れると無料（ 通信料は別途かかります。）で使えて便利。釣りや、相撲、ニュースなどの配信もや

巣篭もりの相棒
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っているので多くの巣篭もり人のニーズに応えることができます。私は動画のサブスク契約もして

いますが、無料のアプリだけでも十分楽しめます。ひとつ注意する点は、見始めると時間がいつの

間にか経っているので仕事が溜まっているときには手を出さないことです。

その他には、相棒の散歩の付き合いや庭の剪定など行っています。これらは巣篭もり中でなくと

もやっているのですが、外の空気を吸って程よい気分転換になります。

さてこんな感じで一歩間違えば引きこもりと言われそうな巣篭もりライフを満喫していました。

この号が皆様のお手元に届く頃には全国で緊急事態宣言も明けているとは思いますが、コロナとの

日々はしばらく続きそうです。感染を避けるような、より良い巣篭もりライフを満喫してください。

そしてこれぞと言う巣篭もり方法があればここに投稿してください。

※１サブスクリプション方式はビジネスモデルの1つ。商品ごとに購入金額を支払うのではなく一定期間の
利用権として定期的に料金を支払う方式。契約期間中は定められた商品を自由に利用できるが、契約期間が終

了すれば利用できなくなるのが一般的である

※２サンプリング・レートとはアナログ信号をデジタルで表現する場合に、アナログの電圧をチェックする
1秒あたりのサンプル数。この数値が大きいほど、アナログ信号をより正確に表現できる。CDには44.1kHz

のサンプリング・レートが採用されており、この場合、毎秒44,100回のアナログ信号をチェックしている。

巣篭もり中に聞いたり観たりしたものの中からお薦め

evermore/テイラー・スウィフト（音楽）

テイラー・スウィフトといえばShake it OffやWe Are Never Getting Back Togetherのようなダンス

とかポップなイメージしかなかったのですが、オルタナティブもいけるんだなぁと関心させられたアル

バム。ゆったりとした曲調が多いのですが、歌詞や曲に色んな仕掛けがあって、現代的なアルバムだと

思います。個人的には曲の作りが好きな１３曲目がおすすめです。

Chopin:Nocturnes/アルトゥール・ルービンシュタイン（音楽）

２０世紀を代表するピアニストで、私の最も好きなピアニストの一人。クラシックファンには説明不要な

大人物です。８０年にも及ぶキャリアで、歳を重ねるに連れて凄みを増していき、晩年の演奏が最高とも言

われています。ショパンの演奏が得意（個人的にはベートーヴェンの演奏が好き）で、ショパンを聞くなら

長い付き合いができる一枚です。

新感染（韓国映画）

タイトルから分かるように新幹線の車内で起こる感染するゾンビものです。私はゾンビと言うとどうして

も８０年代のゾンビ映画に出てくるようなゆったりと襲ってくるものを想像してしまうんですが、現代のゾ

…ンビは走りますそういえばバイオハザードの中でもゾンビがバイクを運転したりしていました。韓国のサ

イコホラー映画などは結末に救いようがなく、現実味と後味の悪さがお薦めポイントです。
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行政書士制度７０周年を記念して、全行団ショップより、ユキマサくんの

バッグが作成されました！

A４サイズの書類がゆったりと入る大きさの不織布バッグです。７０周年記

念のロゴと行政書士マーク入りのデザインで PR やお仕事のお供にご利

用いただけます。

今回、日行連より、全会員に１人１枚ずつこのバッグが贈られてまいりま

♪したので、是非、使われてみてください

かわいいにゃぁ～！ エコバッグにも使える

にゃ☆

　　　　◇◆◇　　　　　　　励行しよう！”会員証携帯”　　　　　　　　　令和３年度４月号（１６３号）　　　　

-13-



Z o o m の使い方講座（ ゲスト編）

○ 準備するもの
パソコン（ カメラ、マイク付き）またはスマートフォンまたはタブレ

ット端末

※パソコンにカメラ・マイクがついてない場合は後から追加することができます。詳
しくは最寄りの電気屋さんに相談してください。

※スマーフォンまたはタブレット端末でのZoom利用は通信料金が別途かかるので、
WIFI環境がある場所で利用することをお薦めします。

Zoomを利用するためにインストールしましょう。

パソコンの場合

① パソコンから https://zoom.us/
にアクセスします。

② ページの下の方のミーティング
クライアントをクリック

佐賀県行政書士会でもZoomが導入されました。今やご存知の方が多いと思い

ますが、Zoomとはインターネット上でミーティングを行えるクラウドサービス。

分かりやすく言うと、ネット上で集まれる会議室みたいなものです。Zoomを利用

することで、現地に行くことなく研修や会議に参加することができます。コロナウ

イルスの脅威はしばらく続きそうですので、今後、研修や会議、打ち合わせなどで

ますます利用する機会は増えていくと思われます。

そこで、Zoomの始め方についてざっくり解説してみたいと思います。
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③ ミーティング用Zoomクライア
ントのダウンロードをクリック

④ ダウンロードしたファイルを開
き、インストールを行ってください。

スマートフォンまたはタブレットの場合

① アプリストアにアクセスする。

② 検索機能で「 Zoom」 と入力して
検索する。

③ アプリをインストール

これでインストール完了です。

次に参加の仕方の説明をします。

Zoomの主催者（ ホスト） から次のようなメールがきます。

※雲のマークにインストールと表示されます
※Android携帯は別の画面になります

トピック: Zoom meeting invitation -佐賀県行政書士のZoomミーティング

時間: 199X年XX月XX日10:00 AM

Zoomミーティングに参加する。

https://zoom.us/j/××××××××××××××××××××

ミーティングID:123 4567 8900
パスコード:××××

※パスコードは設定されてない場合があります。
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この場合 １９９X年XX月XX日 の午前１０時から会議をしま

①すということになるので、指定された日時に 「 Zoomミーティングに

参加する。」の下にあるリンクをクリック。

押すとブラウザが立ち上がり「 このサイトはZoom Meetingsを開
②こうとしています。」 と出るので 「 開く 」 を押します。そうすると

インストールしたZoomが立ち上がります。
立ち上がると「 ビデオ付きで参加」「 ビデオなしで参加」 と出るの

③で 「 ビデオ付きで参加」を押します。主催者（ ホスト）に参加を許

④可されると、カメラが起動し、 「 コンピューターでオーディオに参

加」 を押すと参加することができます。

※ メールに書いてあるミーティング IDとパスコードはリンクを使わずにソフ

トを起動してから入る場合に使います。

これで会議や研修会に（ ゲスト） 参加することができます。

→会議に入ると このような画面にな

るかと思います。発言中の人物（ ？）

が大きく表示され、参加者は上部に表

示されます。

写真では分かりにく いのですが左下

にミュートというボタンがあります。

ホスト側でも設定できますが、研修中

などはミュートにしておきましょう（ こちらからの音声が参加者に

聞こえません）。まだまだ使い方の説明としては足りませんが、これ

く らい知っておけば研修などへの参加が可能です。

ざっく りした説明で申し訳ないのですが、思っていたよりも簡単

にできそうでしょ？ 使ったことのない人は是非使ってみてくださ

い。
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会員の動向

【 新規入会】

支部名 登録日 氏 名 〒 事務所所在地 TEL

杵藤 R03. 1.  15 林
はやし

圭一郎
けいいちろう

849-1321 鹿島市古枝甲1238番地1 090-3737-4555

唐津 R03. 2. 1 小栁
こやなぎ

勉
つとむ

849-3201 唐津市相知町相知533番地15 090-8404-1010

【 事務所所在地等変更】

支部名 氏 名 〒 新事務所所在地 TEL

伊万里

北原 かれん

（ 旧姓山崎）

848-0043

伊万里市瀬戸町6671

行政書士みなと法務事務所

080-1716-6317

伊万里 山崎 裕士 同 上

東部 福田 博志 （ 事務所電話番号のみの変更） 080-3978-2951

小栁 勉（ 唐津）

【 入会日】 令和 ３年 ２月 １日

【 事務所名】 小栁行政書士事務所

「 行政書士になったら。」 家族でコロナ禍のなか何か役に立つことはないか

という話をしていた時の娘の言葉。主夫であり育爺のうえに受験勉強？ し

かし無試験でもなれそうだ。さっそく 県行政書士会で話を聞く と公務員職歴

証明書を出してく ださいとのこと。これが昨年11月下旬。12月上旬に提出し

同月下旬に本申請してくださいと連絡を受け、本年1月上旬に登録申請し、2

月1日に行政書士名簿に登録されました。にわか行政書士の誕生です。1年間

はみっちりと勉強します。皆さま、ご指導の程よろしくお願いいたします。
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【 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 松隈 賢典 廃業（ R03. 1. 31） 唐津 山田 亜希夫 廃業（ R03. 3. 8）

佐賀 園田 良秀 廃業（ R03. 3. 31）

ЖфЖфЖ《 活 動 記 録 》ЖфЖфЖфЖфЖфЖфЖф

令和 3年1月～3月

1月 4日 仕事始め

1月 6日 関係機関へ年始挨拶回り（ 正副会長・ 部長）

1月 6日 第４回理事会

1月 9日 サークル（ 法務経営研究会）

1月 14日 第５回総務部会（ ZOOM会議）

2月 2日 登録証交付式

2月 2日 新人研修会（ ZOOM研修）
2月 6日 第５回広報部会

2月 9日 出前講座 ／佐賀市平松老人福祉センター

2月 13日 第４回業務部会

2月 17日 登録証交付式

2月 26日 正副会長・ 部長会（ ZOOM会議）

3月 3日 第３回政治連盟幹事会

3月 4日 令和2年度空き家対策連絡会議 ／県庁

3月 6日 行政書士開業支援セミナー ／アバンセ

3月 6日 経審審査員意見交換会

3月 8日 第６回総務部会

3月 20日 第５回理事会

3月 20日 第２回支部長会

3月 27日 在住外国人行政手続相談説明会 ／アバンセ

3月 28日 経審審査員研修

会員数 245名 （ 男： 215 女： 30） ／ 法人 ２ ※令和３年４月 1日現在

　　　　◇◆◇　　　　　　　励行しよう！”会員証携帯”　　　　　　　　　令和３年度４月号（１６３号）　　　　

-18-



令和３年度第一期《会費納入のお願い》
事務局では令和3年度第1期（令和3年4月～6

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。）

会員の皆様こんにちは。

前号の広報誌作成の時期は、予定されて

いた研修やイベントが新型コロナウイル

スの影響により、中止や延期となった結

果、「 広報誌に掲載できる記事が少ない

… ！」 という状況でした。しかし、今回
は、このような時期だからこそ発信でき

る「 オンライン研修」 や「 ZOOMの使い

♪方」 の記事が掲載されております

また、広報誌と一緒に行政書士制度70

周年を記念して作成された「 ユキマサく

んバッグ」 が同封されておりますので、

是非、業務のお供にご活用ください(^^)

北原 かれん

―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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