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⃝ 社労士推進月間・相談会・セミナー開催

⃝ 研修会開催

⃝ 支部の活動報告
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第5回青森支部「年金・労働無料相談会」開催報告	
実施日　　平成25年10月12日（土）10：00～15：00	
場　所　　青森中三本店８F

　第５回青森支部年金・労働無料相談会を青森中三本店８Fにて開催しました。
「青森中三本店」及び「青森年金事務所」並びに県会事務局の協賛、ご協力、また、会員各
位の積極的な参加協力により無事終了することができました。特に青森年金事務所からは、
長谷副所長にWMに関してご尽力いただきました。ご協力いただいたすべての皆様に、この
紙面をお借りして深く感謝申し上げます。ありがとうございました。
　今回の広報手段としては、東奥日報朝刊紙面への掲載、広報あおもりへの掲載、また、当
日は1000枚のチラシを担当会員が店頭にて配布しました。
　相談件数は13件（年金11、労働２）でした。
　当日は、同フロアーにて「全国うまいもの市」が催しされていて、おいしい匂いが漂う中
での開催でしたので、集客効果もさることながら、社会保険労務士制度のPRについてもなお
効果があったものと思います。
　この相談会も、今年で５回を数えましたが、今後とも、社会保険労務士制度推進月間の定
着を図るため、より充実した支部活動行事として、更なる発展につなげていく所存です。

協力者
・唐牛光明　・桐田宗美　・葛西一栄　　・榊直哉　　・葛西周吾　・宮古禮二
・齋藤憲昭　・伊藤鐵男　・成田光一郎　・新保芳雄　・工藤大輔　・葛西政人
・横山博幸　・夏堀志　　・細川悌一　　・山村義彦　・清藤博

青森支部長　榊秀雄

年金問題・労働問題　無料相談会開催	
実施日　　平成25年10月25日（金）　午前の部　午前10：00～12：00（受付は11：30まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　　午後の部　午後１：00～４：00（受付は３：30まで）
場　所　　むつ市役所

　むつ支部では、面談による無料相談会を開催しました。

平成25年度 社会保険労務士制度推進月間　青森支部

平成25年度 社会保険労務士制度推進月間　むつ支部
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『これだけは知っておきたい職場トラブル防止の労働法』
『高齢社員の上手な年金のもらい方』　　　　　セミナー

実施日　　平成25年10月30日（水）	
場　所　　三沢市総合社会福祉センター

　十和田支部では社労士制度推進月間における支部事業として、10月30日に三沢市総合社会
福祉センターにおきまして、『これだけは知っておきたい職場トラブル防止の労働法』・『高
齢社員の上手な年金のもらい方』と題してセミナーを開催いたしました。
　講師は当支部の鈴木正豊会員と武森慎一会員が務め、セミナーの内容といたしましては、
採用から退職、そして賃金等に関する職場のトラブル防止に関する労働法の解説、そして、
企業における高齢社員の雇用及び年金に関するポイントについてのセミナーとなりました。
　今回のセミナー開催にあたりましては三沢市及び各方面からもご協力を得まして無事に終
了できましたことを厚く御礼申し上げ、有意義なセミナーとなったことを報告致します。

平成25年度 社会保険労務士制度推進月間　十和田支部
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東 北 北 部 ３ 県 労 務 管 理 研 修 会東 北 北 部 ３ 県 労 務 管 理 研 修 会

東北北部３県労務管理研修会・懇親会東北北部３県労務管理研修会・懇親会

平成25年度北海道・東北地域協議会主催
東北北部3県労務管理研修会	
日　　時　　平成25年10月11日（金）　13：00～17：00		
場　　所　　ウエディングプラザアラスカ地階「サファイアの間」	 	
受講者数　　91名
	 	 	
研修テーマ・講師	 	
	 ○「社労士をとりまく最近の情勢について」	 	
	 講師：全国社会保険労務士会連合会	
	 　　　　　専務理事　　大山　昭久　氏	
	 ○「社労士として中小零細企業の労働問題にどう対処するか」
	 講師：安西法律事務所
	 　　　　　弁護士　　安西　愈　氏

弁護士　安西　愈 氏

地協会長　村上　三基夫 氏

会場の様子

秋田県会長　舘岡　睦彦 氏

懇親会の様子

連合会専務理事　大山　昭久 氏

岩手県会長　白木　和久 氏

懇親会の様子

会　長　葛西　一美 氏

政連会長　榊　秀雄 氏

懇親会の様子
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平成25年度新規入会者・開業準備研修会平成25年度新規入会者・開業準備研修会
日　　時　　平成25年11月１日（金）
　　　　　　10：30～17：00	
場　　所　　ホテル青森
受講者数　　10名
研修テーマ・講師	
	 ○労働・社会保険手続の実務	
	 講師：青森県社会保険労務士会	
	 　　　　　　　　　　　　川村　啓之　氏
	 ○電子申請について
	 講師：青森県社会保険労務士会	
	 　　　調査企画委員長　　石倉　伸一　氏

　　○社会保険労務士の倫理
　　○青森県社会保険労務士会並びに
　　　	全国社会保険労務士会連合会等の組織構成

及び役割
　　講師：青森県社会保険労務士会	
	 　　　副 会 長　　　　　髙地　豊人　氏
　　○事務所開設の準備
　　○経営企画
　　○受託事業所の開拓方法等開業のための実務
　　講師：青森県社会保険労務士会	
	 　　　副 会 長　　　　　髙地　豊人　氏

研修会の様子石倉　伸一 氏川村　啓之 氏 髙地　豊人 氏

平成25年度　第１回青年委員会
日　　時　　平成25年11月８日（金）　14：00	～	17：00
場　　所　　県民福祉プラザ	２階多目的室２Ｂ
内　　容　　１）『若者チャレンジ奨励金について』　14：00～15：00
　　　　　　　　　講師：青森商工会議所
　　　　　　　　　　　　青森地域ジョブ・カードサポートセンター
　　　　　　２）『整理解雇に伴う労働審判の対応事例』　15：10～15：40
　　　　　　　　　担当：葛西周吾（青森支部）
　　　　　　３）『解雇と未払い残業代請求への対応事例』　15：40～16：40
　　　　　　　　　担当：山下繁幸、齋藤憲昭（ともに青森支部）
　　　　　　４）今年度の青年委員会事業計画について　16：40～17：00

　今回は「若者チャレンジ奨励金」について講師においでいただき研修会を
実施いたしました。具体的な申請手続きについて大変参考になり、自分の顧問先においても活用していけ
ればと思います。また、会員による労働審判や解雇、未払い残業請求等への対応について事例発表も実施
し、他の社労士との情報・意見交換の場としてとても良いものとなりました。今後も実務に活用できる研
修を企画・実施していきたいと思いますので、今回参加できなかった会員も次回以降ぜひ参加してもらい
たいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青年委員会　事務局　葛西周吾
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日　　時／第１回　平成25年４月13日（土）・14日（日）・20日（土）・21日（日）・22日（月）
　　　　　第２回　平成25年８月24日（土）・25日（日）・９月７日（土）・８日（日）・９日（月）
時　　間／午前９時30分～午後４時30分
場　　所／アピオあおもり
受講者数／１回目14名　２回目14名

研修内容・講師	
　●法定後見制度の概要について
　●任意後見制度の概要について
　●成年後見人等の倫理について
　●社会保険労務士と成年後見制度との関わりについて
　●成年後見人等としての実務（職務全般・就任直後の職務・任意終了の際の職務）
　●成年後見人等としての実務（財産管理）
　●成年後見人等としての実務（身上監護）
　●認知症高齢者・高齢者の虐待・精神障碍者等の権利擁護について
　●後見登録制度について
　●成年後見制度と介護保険制度の関わりについて
　●消費者保護に関する制度
　●成年後見制度の現状と問題点について
　講師：司法書士　高田　弘之　氏

　●成年後見業務にかかる事例研修
　　１．高齢者で一人暮らしの方への支援
　　２．知的障害者の自立に向けた支援
　　３．交通事故後遺症（労災）で寝たきりの方の支援
　　４．複数後見による支援
　　５．精神障害で代理権のないケース
　　６．法人後見による支援
　講師：社会福祉士　中谷　恵　氏

成年後見人養成研修会開催成年後見人養成研修会開催成年後見人養成研修会開催

受講中

中谷　恵 氏

高田　弘之 氏

人事・賃金・労務の総合情報紙 安全・衛生・教育・保険の総合実務誌

週刊 労働新聞 安全スタッフ

労働諸法規の実務解説はもちろん、労働
行政労使の最新の動向を迅速に報道し
ます。
タブロイド判　16ページ　月４回発行
年間購読料44,100円

労災防止業務(安全・衛生・教育・保険)を
サポートする実務的な専門誌。
Ｂ5版42頁 月2回発行
年間購読料44,100円

いつでも見本紙お送りいたします！

　◆◆ お問合せ お申込 ◆◆ ㈱労働新聞社 仙台総局
　　〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目10-33　  TEL 022(222)9289　FAX 022(222)9279
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事務所訪問
今回の事務所訪問は、弘前支部の川村啓之さん（42才）にお話を伺いました。

―開業の経緯は？
　サラリーマン時代に人事部門を担当したことがきっかけで社労士の資格を知りました。もとも
と独立志向が強かったので、20歳台後半から業種を検討していましたが、財産らしきものがほと
んどないので、元手のあまりかからない士業が良いだろうと思い受験しました。この判断は、本
当に間違っていなかったと今率直に思います。

―最近多い相談は？
　寄せられる相談の傾向は開業した８年前と変わったという印象はありません。むしろテーマが
いつも同じです。監督署関係はサービス残業問題、名ばかり管理職等の対策から就業規則変更と
いう流れが多いです。安定所関係は、やはり助成金の問い合わせ、年金では障害年金関連が中心
です。それと、最近は職員の教育を腰に据えて取り組んでいる最中です。

―モットーは？
　地元資本の企業が成長し、経営が安定するために直接貢献できる社労士になることを目指して
います。つまり私の言動がその企業の業績を向上させること。それができなければ顧問失格であ
るといわれても仕方がないといつも肝に銘じています。

―趣味は？
　趣味はこれといってありませんが、週末は家族と買い物やドライブによく出かけます。自動車
の運転は好きで、長距離ドライブも疲れますが、代わってもらおうとはあまり思わずいつも一人
で乗り切ります。

―取材を終えて
　関与先企業の成長・発展に貢献するのが社労士の使命であると、強い意志を感じました。日々
の業務に追われがちで、企業のために新たな提案をしていない記者にとって、思いを新たにさせ
られました。

川村啓之社会保険労務士事務所
弘前市大字亀甲町113　　　　　　　TEL.0172－37－6520
開業：平成17年12月１日　　　FAX.0172－37－6521
http://www.sr-kawamura.biz/
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青　森　支　部
第１回研修会
日時：平成25年７月19日（金）14：00～17：00
場所：アピオあおもり
受講者数：36名

研修内容
　「求人申込書について」	 	 	
　　講師：青森公共職業安定所

　統括職業指導官　　　　川村　聡　氏

　「離職理由と離職区分について」	 	
　　講師：青森公共職業安定所

雇用保険適用課　課長　阿部　安弘　氏

　「失業等給付受給手続きについて」
　　講師：青森公共職業安定所

　管理部長　　　　佐藤　友治　氏

　「（新）高齢者雇用安定助成金について」
　　講師：青森高齢・障害者雇用支援センター
　高齢者給付金担当相談員　八木橋　緑　氏

弘　前　支　部
第１回研修会
日時：平成25年９月19日（木）13：30～15：30
場所：弘前文化センター　１階
受講者数：25名

研修内容
　「年金制度改正について」		 	
　　講師：弘前年金事務所	 	 	

お客様相談室　　菅野　和代　氏

八　戸　支　部
第１回研修会
日時：平成25年７月26日（金）15：00～17：30
場所：八戸パークホテル
受講者数：17名

研修内容
　「	簡易裁判所民事調停代理権獲得を目指し
て～民事調停のあらまし～」

　　講師：特定社会保険労務士
石橋　一恭　氏

　「	労働安全衛生規則の改正と受動喫煙対策
等について」

　　講師：八戸労働基準監督署
署長　三浦　修一　氏

　　講師：八戸労働基準監督署
安全衛生課長　小枝　健人　氏

　「最近の雇用失業情勢について」
　　講師：八戸公共職業安定所

所長　佐藤　順一　氏

　「最新の年金事務手続きについて」
　　講師：八戸年金事務所

副所長　三浦　良男　氏

む　つ　支　部
第１回研修会
日時：平成25年10月24日（木）10：30～12：00
場所：下北合同庁舎４階
受講者数：13名

研修内容
　「	過重労働による健康障害防止と職場にお
ける心の健康づくり」	

　　講師：むつ労働基準監督署
署長　小島　匡人　氏

　「	雇用管理における個人情報の取り扱いについて」
　　講師：むつ労働基準監督署

労災・安衛課長　田澤　哲　氏

五所川原支部
第１回研修会
日時：平成25年10月31日（木）13：30～15：00
場所：エルム２階　文化センター
受講者数：６名

研修内容
　「雇用保険関係業務について」
　　講師：五所川原公共職業安定所

雇用保険課　課長　及川　浩孝　氏

　「定額残業とみなし残業の違いについて」
　　講師：五所川原労働基準監督署

監督課長　　池上　寛　氏

支 部 の 活 動 報 告



【審議事項】	
⑴　平成25年度通常総会（案）の審議
⑵　みちのく銀行年金相談主幹の契約について
⑶　その他
【報告事項】
⑴　八戸支部総会　4/5
⑵　成年後見人養成研修会　4/13.14.20 ～ 22
⑶　	関東甲信越地協春季定例会（群馬県）4/18
　　葛西会長出席
⑷　青森支部総会　4/19
⑸　総合労働相談所　4/20
⑹　むつ支部総会　5/1
⑺　五所川原支部総会　5/14
⑻　十和田支部総会　5/16
⑼　SR通常総会　5/16
⑽　県労保連通常総会　5/28
⑾　北海道・東北地協定例会　6/12
⑿　連合会通常総会・全国政連定期大会　6/28

【審議事項】	
⑴　平成25年度通常総会（案）の審議
【報告事項】
⑴　八戸支部総会　4/5
⑵　成年後見人養成研修会　4/13.14.20 ～ 22
⑶　関東甲信越地協春季定例会（群馬県）4/18　
　　葛西会長出席
⑷　青森支部総会　4/19
⑸　総合労働相談所　4/20
⑹　むつ支部総会　5/1
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⑼　SR通常総会　5/16
⑽　県労保連通常総会　5/28
⑾　北海道・東北地協定例会　6/12
⑿　連合会通常総会・全国政連定期大会　6/28

【審議事項】	
⑴　各委員会等役職の選任について
⑵　社労士制度創設45周年関係事業について
⑶　その他
【報告事項】
⑴　	全国社労士連合会平成25年度通常総会について
⑵　	北海道・東北地域協議会平成25年度定例会議
について
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⑴　各委員会等役職の選任について
⑵　社労士制度創設45周年関係事業について
⑶　その他
【報告事項】
⑴　	全国社労士連合会平成25年度通常総会について
⑵　	北海道・東北地域協議会平成25年度定例会議
について

【審議事項】
⑴　平成25年度の実施事業等について
⑵　その他

【審議事項】
⑴　	成年後見人制度について
⑵　	年金事務所からの要請に伴う地域型年金委員
の推薦について

⑶　社労士制度創設45周年関係事業について
⑷　その他
【報告事項】
⑴　	連合会第126回常任理事会について

【審議事項】
⑴　社労士制度創設45周年記念事業関係について
⑵　今後の研修について
⑶　その他
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県会
通信

第1回
三役会
日時／平成25年４月16日（火）10：30～
場所／ホテル青森「錦鶏の間」

第2回
三役会
日時／平成25年７月５日（金）10：00～
場所／ホテル青森「善知鳥の間」

第1回
理事会
日時／平成25年４月16日（火）10：30～
場所／ホテル青森「錦鶏の間」

第3回
理事会
日時／平成25年７月５日（金）13：00～
場所／ホテル青森「善知鳥の間」

第3回
三役会
日時／平成25年９月９日（日）13：30～
場所／ホテル青森「桃の間」

第4回
三役会
日時／平成25年10月30日（水）13：30～
場所／労務士会館

第4回
理事会
日時／平成25年９月25日（水）13：00～
場所／ホテル青森「あすなろの間」
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【議　　事】	
⑴　	平成24年度事業報告書並びに決算報告書承認
に関する件

⑵　	平成25年度事業計画案並びに収支予算案審議
に関する件

⑶　地域協議会会長選任に関する件
⑷　	連合会役員改選に伴う副会長（１名）、常任
理事（２名）の選任に関する件

⑸　	連合会通常総会議事運営委員会委員等の選出
に関する件

⑹　	各道県会会長からの提案・協議事項の審議に
関する件

⑺　その他

【議　　事】	
⑴　	各道・県会からの提案事項及び要望事項に関
する件

⑵　	その他

【報告事項】
⑴　	全国社会保険労務士会連合会からの報告
⑵　	連合会各委員会報告
⑶　その他

【議　　事】	
⑴　平成25年度事業報告（中間）について
⑵　	平成26年度事業計画について
【報告事項】	
⑴　全国社会保険労務士会連合会からの報告
⑵　	連合会各委員会（中間報告）
【協議事項】	
⑴　	各単会からの提案事項・協議事項の審議につ

いて

【報告事項】	
⑴　全国社会保険労務士会連合会からの報告
⑵　連合会各委員会（中間報告）

平成25年度
北海道・東北地域協議会会
長会議
日時／平成25年６月12日（水）13：00～
場所／スマイルホテル仙台国分町３階

平成25年度
北海道・東北地域協議会定
例会
日時／平成25年６月12日（水）14：00～
場所／スマイルホテル仙台国分町３階

平成25年度
北海道・東北地域協議会秋
季定例会
日時／平成25年10月25日（金）15：00～
場所／札幌第一ホテル２階

平成25年度
北海道・東北地域協議会秋
季会長会議	
日時／平成25年10月25日（金）14：00～
場所／札幌第一ホテル２階

１ 青森県最低賃金が改正されます。金額等は次のとおりです。 

時間額 ６６５円（平成２５年１０月２４日から）

２ 青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者と、労働者を一人でも使用し

ている使用者に適用されます。 

３ 製造業と小売業の一部には、特定（産業別）最低賃金が定められています。 

４ 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。 

（http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/） 

※ お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室 へ。 

（TEL ０１７－７３４－４１１４、FAX ０１７－７３４－５８２１） 

青森県最低賃金改正のお知らせ
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「社会保険労務士賠償責任保険」
に加入しましょう

　この保険は、社会保険労務士が社会保険労務士業務により、業務を委嘱した顧客または第三者に与えた
財務上の損害につき、保険期間中に損害賠償請求を提起された場合において、社会保険労務士が法律上の
損害賠償責任を負担したことによって被る損害を補償するものです。さらに、保険会社の同意を得て支出
した争訟費用（弁護士費用など）も保証します。

安心、円滑な業務遂行・顧問先との信頼関係の
維持のためにも是非加入しましょう。

保険期間は12月１日午後４時からの１年間です。毎月中途加入も受け付けております。
（中途加入の場合、毎月10日までにお申込みを頂いた場合、翌月１日から補償が開始する契約と
なっており、各月の11日以降にお申込みを頂いた場合は、翌々月１日からの契約となります。）

ご希望の方へはパンフレットをお送りしますので、事務局までご連絡ください。

＜お問合せ先＞

＜取扱代理店＞
有限会社 エス・アール・サービス
東京都中央区日本橋本石町３―２―12
社会保険労務士会館
TEL 03―6225―4873

＜引受保険会社＞
東京海上日動火災保険株式会社（幹事保険会社）
広域法人部法人第三課
　〒102－8014
　東京都千代田区三番町６―４
　TEL 03―3515―4153
三井住友海上火災保険株式会社
富士火災海上保険株式会社

***ＳＲに未加入の社会保険労務士さんにお知らせ***

ＳＲに加入することによって、社会保険労務士ができる処理が増えます。

○中小事業主特別加入制度(事業主や家族従業員も労災保険に加入できる制度)

○労働保険料の３分割納付

○総合コンピーター利用のため、事務処理の軽減

≪会費等≫

社会保険労務士・・・・出資金　50,000円(加入時のみ)

事業主・・・・・・・・年会費　1元18,000円、2元36,000円

　　　　　　　　　　　入会金　10,000円(入会時のみ)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局　TEL・FAX　017-721-5388

青森ＳＲ経営労務センター入会のご案内



2013年版ダイアリーの
申込み受付中！

申込み締め切りは１１月２７日㈬
希望の会員は、同封の申込み用紙にご記入のうえ県会事務局まで
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10月31日（木）

会費納入のお願い

会費の最終納期は　　　　　　　　　　　 となっております。

納め忘れの方は、早めにお願いします。

年金相談の実務
　三浦　眞澄　著（年金コンサルタント、CFP）

経営数学に強くなる
　細田　将秀　著（公認会計士、税理士）

実務に活かす労働審判
　森井　利和　著（弁護士）

知っておきたい税務の話
　細田　将秀　著（公認会計士、税理士）

販売：株式会社労働調査会 東北支社【仙台市青葉区木町通1-8-28　武山興産木町通ビル】
お問い合わせ先　℡：022-223-0521　http://www.chosakai.co.jp/

職場のパワハラ・メンタルヘルスへの対応
　高橋　正俊　編著（弁護士）

人事労務相談に必要な民法の基礎知識
　増田　陳彦

未払残業代請求への解決策と予防策
　田村　裕一郎　著（弁護士、ニューヨーク州弁護士）

トラブル防止のための就業規則
　片山　雅也　編著（弁護士）

《社労士業績アップシリーズ》　　　　　　　　 労働調査会
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平成25年10月31日現在会員数
支部名

会員種別 青　　森 弘　　前 八　　戸 む　　つ 十 和 田 五所川原 合　　計

開　　　業 55 25 40 13 19 12 164

非　開　業 16 9 12 2 4 0 43

合　　　計 71 34 52 15 23 12 207

氏　　名 種　別 入会日 住　　　　　　　所 TEL・FAX

佐
サ

藤
トウ

　広
ヒロオ

朗 開業 H25.８.15 社会保険労務士いなかだて佐藤事務所〒036－8354　弘前市大字上鞘師町6	
TEL	0172－88－6275
FAX	0172－58－3388

小
オ

笠
ガサ

原
ワラ

真
マサキ

樹 非開業 H25.８.15 ㈱ABCオフィス〒031－0004　八戸市南類家1－3－7
TEL	090－4889－9088
FAX	0175－45－5230

西
ニシ

山
ヤマ

　完
ノリ

勝
カチ

開業 H25.９.１ 西山社会保険労務士事務所
〒035－0021　むつ市田名部字下川18－133

TEL	0175－31－0876
FAX	　　		〃	　　

加
カ

藤
トウ

　　修
オサム

開業 H25.10.１
加藤修社会保険労務士事務所
〒031－0001　八戸市類家3－7－13
メゾンソレイユ・カトル102号

TEL	0178－47－1237
FAX	　　		〃	　　

【入　会　者】

氏　　　名 変　　　　更　　　　内　　　　　容

阿　部　武　人 事務所の所在地 〒038－0014　青森市西滝１－23－21

對　馬　　　聡
住 所 〒030－0958　青森市赤坂２－37－15

事務所の所在地 〒030－0958　青森市赤坂２－37－15

檜　川　　　智 事務所の所在地 〒037－0036　五所川原市中央４丁目82

神　成　修太郎 事務所の所在地 〒037－0036　五所川原市中央４丁目82

板　橋　知　彦 勤務先所在地 〒038－0014　青森市西滝１－23－21

【諸　変　更】

氏　　名 種　　別 変更年月日

相馬　錩一 勤務→開業 H25.８.１

【種別変更】
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　労働基準監督官のTVドラマ「ダンダリン」を見てますか？突っ込
みどころ満載で、TVにむかって、「ここはちがうだろう」「ここは

こうだろう」と一人で突っ込みを入れています。女房から「黙ってみなさい！」と突っ込
まれています。（牛）

（弘前支部）
佐藤　広朗

　８月15日付けで開業登録した弘前支部の佐藤広朗と申します。

　事務指定講習で講師の方に言われました。「新人社労士諸君に一言アドバイ

ス。ちゃんとしろ。」この言葉の重さが、日が経つにつれ身にしみています。

学ぶべきこと、なすべきこと限りなくあり、まず会員諸先輩の見様見真似か

ら始めたいと思います。よろしくお願いします。趣味は我流居合です。

（八戸支部）
小笠原真樹

　この度、８月より非開業登録させていただきました小笠原真樹と申します。
現在は、八戸市内にあります民間コンサティング会社に勤務しております。
　社会保険労務士試験に合格することはできましたが、まだまだ勉強不足な
点が多いかと思います。今後は先生方、先輩方にご指導をいただきながら知
識を深めていきたいと思います。
　趣味はスポーツをすることですが最近は、観戦の方が多くなってきました。
どうぞよろしくお願い致します。

（むつ支部）
西山　完勝

　９月入会の西山完勝です。どうぞ、よろしくお願いします。
　40年間、年金・医療保険行政の現場労働者であった経験を生かし、それに
オリジナル・シナリオとISO9000を加えて、焦らず悠々と長旅をする気持で
進めたらと思っております。
　今、テレビが雇用制度改革で賑やかなので、ちょっと慌てて、難解極まる
法の逐条略解を読みなおしております。

（八戸支部）
加藤　　修

　10月に札幌から八戸市に転居してきました加藤と申します。30年余にわ
たり染みついたサラリーマン稼業の“しがらみ”を収束させつつ、これを如
何にして先々のお客様に取り込んでいくか模索中です。開業ではありますが、
当面は“しがらみ”に軸足を置いて生保時代の同僚や知己などからの遠距離
相談業務で実務を磨いていきたいと考えています。当地には２年半の予定で
すが、皆様のご指導・ご鞭撻をいただければ幸甚に存じます。


