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                   会 長 大 城 節 子 

 

残暑お見舞い申し上げます。 

大変暑い日が続いておりますので、体調管理にご留意ください。 

 

さて、全国司法書士女性会は、弁護士・税理士・公認会計士さんと共に「各

士業女性合同研修会」を開催しております。今年は 9月 30日土曜日大阪弁護士

会館にて開催致します。是非ご出席ください。 

 

今年は、私共全国司法書士女性会の総会と集いを札幌で開催させていただく

ことになりました。 

札幌には、カンボジア・プノンペンよりカンボジア王国にて法的支援活動中

の司法書士 金武絵美子氏を講師としてお迎えいたします。 

金武氏は司法書士として唯一 JICAから公式に法律専門職員として海外派遣され

た方です。貴重なお話しを伺い、今後の私共法律専門職の在り方を考える絶好

の機会となさってください。 

 

また、私共は「夫婦別姓制度」実現と並行して、『公的証明書』発行要望を続

けております。各士業女性合同研修会での決議を得て各担当庁に要望書を提出

しておりますが、内閣改造終了いたしましたので、速やかに内閣府・総務省・

法務省・自民党本部等への提出を予定しております。 

 

旧姓での『公的証明書』発行により、職務名使用中の司法書士等の専門職が

銀行口座開設・代理人登録等においてスムーズな職務名使用が可能となります。 

ご支援お願いいたします。 
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  全国司法書士女性の集いは、札幌にて開催します。そして、集い研修会の

講師には、カンボジアのプノンペンから司法書士の金武（かねたけ）絵美子

氏をお招きしております。金武氏は司法書士として唯一 JICA から公式に法

律専門職員として海外派遣されました。その後、カンボジア王国から日本司

法書士会連合会に直接申し入れがあり、司法書士では初めて国際的な法律専

門職員として国際的派遣契約を締結した方です。 

  ポル・ポト政権下における法律・制度の徹底した廃止・破壊、法律家およ

び学識があると思われた人たちの大量虐殺という状態から、新民法の適用に

必要な法整備の為にご尽力されてこられた貴重なご経験に基づいたお話しを

ご披露いただけます。 

  この機会に、女性の集いにご参加戴きますようご案内します。 

 

記 

●開催日 2017 年 10 月 28 日（土） 

   

●開催地：  ***ACU-A アスティ４５ 12F*** 

  〒060-0004 札幌市中央区北４条西 5-1 

 Tel 011-272-3838 （札幌駅 地下街 直結） 

  ◇受付開始       13：00 

◇研 修 会    （13：30～16：30） 

       テーマ：「カンボジア王国における法的支援について（仮題） 

 講 師：司法書士 金武 絵美子氏 

（カンボジア王国国土管理都市計画建設省ﾘｰｶﾞﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 

       定 員：100 名 

 研修会費：無料 

***札幌駅前 ｾﾝﾁｭﾘｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 2F ﾕｰﾖｰﾃﾗｽｻｯﾎﾟﾛ *** 

〒060-0005 札幌市中央区北 5 条西 5 丁目 

 Tel 011-221-2121 （ｱｽﾃｨ 45～徒歩 2 分） 

◇第 18 回全国司法書士女性会定時総会 （17：00～17：30） 

  ◇懇親会（全国司法書士女性の集い）  （17：30～19：00） 

      

   懇親会費：7.000 円 ≪当日会場でお支払いください≫ 

  

第 21 回女性の集い、第 18 回全国司法書士女性会総会 

 

全国司法書士女性の集いのご案内 

２１ 

 

 

 

 

 

 

回女性の集い、第１８回全国司法書士女性会総会 

 

主催：全国司法書士女性

会  
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※女性会会員以外の方のご参加も承っております。もちろん、男女共同参画型です。 

※参加者には、所属司法書士会の研修単位が付与されます。 

※参加申し込み方法は右申込書を、実行委員会事務局までＦＡＸお願い致します。  

※定員を超えた場合、ご入場いただけないことがございます、ご了承下さいませ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国司法書士女性の集い 

参加申込書 （ 10 月 18 日 締め切り） 

（ふりがなをお願いいたします） 

 

氏 名                 所属会          

 

事務所                              

 

ＴＥＬ             ＦＡＸ              

 

 

※ ご希望を チェックして下さい。 

 

（総 会）                参加【 】  不参加【 】 

       

（研修会 会費無料）           

参加【 】  不参加【 】 

      （懇親会 会費 7.000 円） 

参加【 】  不参加【 】 

 

（宿泊）              【 】連絡必要  

  

●宿泊  今回は、宿泊ご予定の方、各自予約をお願いしております。 

        お困りの方はご連絡下さい。 

 

     ＦＡＸ送信先 FAX 03-3378-5895 大城事務所（担当 松島） 

          

♪全国司法書士女性会入会のお申込み・お問い合わせ等 

            

            TEL 072-981-5281  FAX 072-987-3460 

                URL   http://shihosyoshi-joseikai.com 

 

       



 

(主催：大阪弁護士会・大阪女性社労士の会・全国司法書士女性会・日本公認会計士協会近畿会・全国女性税理士連盟) 

暑い毎日が続きます。女性士業の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜りまして厚くお礼申し上げます。毎年、開催される異業種5士業のパワフルな女性の勉

強会が今年も開催されます。今年のテーマは「女性活躍」と「働き方改革」。女性活躍推進法施行から１年、この

法律施行によって、女性の働き方はどのように変わったのでしょうか？各分野の専門家として、それぞれの視点で「女

性活躍推進」と「働き方改革」の課題について語り合います。ぜひ多数の皆様のご参加をお待ちしております。 

************************************************************ 

テーマ：『選ばれる職場になるために～働き方改革最前線～』 

日時：平成２９年９月30日（土）14：00～16：40 

（受付開始 13：30） 

場所：大阪弁護士会館２階 大ホール  

➢ スケジュール＆プログラム 

●第１部 基調講演  

：株式会社 タンタビーバ 板谷 和代 氏  

日本航空で接客、ホテルPR、国際線法人営業を経験。2005年より会社初の女

性営業支店長としてオーストリアに駐在し、中・東欧15カ国を担当。帰国後社内の人

材育成部門の責任者として、社員のモチベーション、活気と一体感をもたらす研修を

開発。「人生を変えてくれた」といわれるほどのポジティブ影響力を発揮している。  

参照 http://www.worksight.jp/issues/84.html 

「（仮題）真の女性活躍を目指して 

～魅力ある取組から見えてきたこと～ 」 

●第２部 「各士業における男女共同参画への取組みについて」 

研修会費  無   料   （講師費用等を各士業団体負担でお願いしています。）  

第１９回 各士業女性合同研修会のご案内 



●懇親会   18：00～20：00 （受付開始17：30）   

懇親会費  ６,000円   

研修会終了後に、レストラン アラスカ にて懇親

会を開催いたします。 

大阪市北区中之島2-3-18 フェスティバルタワー2F  

地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅と京阪中之島線「渡辺橋」駅直結 

参加希望の方は当日研修会会場にてお支払い下さい。 

他士業の方々との交流のよい機会ですので、多数のご

参加をお待ちしております。 

************************************************************ 

お申し込み：9月15日（金）までに申込用紙にてＦＡＸ又はメールでお願いいたします。 

申込先： 司法書士法人鵜川事務所 ＦＡＸ（072-683-8305） 

   お問い合わせは電話（072-683-0283）まで 

 

各士業女性合同研修会 申込用紙 

参加ご希望の会に○をつけてください 

研修会            懇親会 

お名前                         所属 (        )  

連絡先   TEL                   FAXまたはメールアドレス 

✾一時保育希望の場合（要予約）は、下記にご記入ください。 

（詳細は、追ってご連絡いたします。） 

お子様のお名前                      年齢                歳 

＊懇親会につきましては、人数分の予約のためキャンセルされる場合は必ず9月27日（水）までにご連絡ください。

キャンセルのご連絡がなく欠席されますと、懇親会費を頂戴する場合がございます。 

*質問等ございましたらご記入下さい。 
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   全国司法書士女性会 会員 各位 

 

日頃より 全国司法書士女性会の活動に多大なご協力を賜り、厚くお礼申し上

げます。 

おかげさまで、当会は創立から 19年目を迎えることができました。これもひと

えに会員の皆様方のおかげと感謝致しております。 

 

さて、この度、事務局の変更をさせていただくことに伴い「ＦＡＸ通信」の通信

方法を見直させていただきます。 

 

今後は 「女性会ホームページ」にアクセスして頂いて「会員専用ページ」から

「ＦＡＸ通信」をご覧いただきますようお願い申し上げます。 

 

メール送信のセキュリティーを高めている影響で添付ファイルのあるメールの

一斉送信が不可能な状況になり 現在「FAX通信」の送信が滞っておりますこと

を深くお詫び申し上げます。 

 

会員専用ページの IDとパスワードをご連絡申し上げますので、 

会員の皆様方のご理解を賜りますよう 何卒宜しくお願い申し上げます。 

                         会長 大城節子拝 

 

女性会ホームページ  

   http://shihosyoshi-joseikai.com 

   会員専用ページ ID woman  ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ member 

 

新事務局 

 

  〒569-1117 

大阪府高槻市天神町 1 丁目 8 番 2 号 寺本ビル 2 階 

  司法書士 鵜川智子 

ＦＡＸ 072-683-8305 

e-mail:takatsuki@office-ukawa.jp 




