
〔議案第１号〕 

平成２５年度事業報告に関する件 

 

平成２５年度の奈良県司法書士会事業実施状況を次のとおり報告します。  

 

平成２６年５月１７日  

 

                                               奈良県司法書士会  

  会  長  工  藤  吾  郎  

 

事 業 報 告 

第１．総務部門関連事業 

（１）新会員証の発行 

   新たに会員証を発行いたしました。 

なお、今回の発行にあたり、会員証の体裁を従来ものからカード型のものに改めました。 

 

（２）会議室のタイルカーペットの張り替え 

会館１階会議室のタイルカーペットの張り替えを行いました。 

 

（３）非司行為に係る法務局調査 

   奈良地方法務局の委嘱を受け、昨年１０月２３日、本局並びに各支局及び出張所にて非司

法書士による登記申請等の調査を行いました。 

 

（４）会員名簿の発行 

 会員名簿を作成・発行いたしました。 

 

（５）司法書士法改正要綱に対する意見書の作成 

司法書士法改正要綱に対する意見書を作成し、日司連へ提出いたしました。 

 

（６）その他 

① 苦情、懲戒請求、紛議調停申立への対応、新入会員の登録事務等を行いました。 

② 法改正への対応を行いました。 

③ 日司連・近司連と連携した活動を行いました。 

④ 奈良県専門士業連絡協議会の活動を行いました。 

⑤ その他の関係機関との連携を行いました。 



第２．企画部門関連事業 

当年度、企画部では日司連主催の市民シンポジウムの主管会となることを発案し、３月１日に奈

良県新公会堂で当該シンポジウムを開催致しました。準備には企画部及び広報委員会があたり、多

くの来場者を迎えることができました。日司連から予算供給を受け、テレビ、新聞、ラジオ、市町

村広報誌などの媒体で広く告知を行い、定員を上回る応募を頂いたので、司法書士及びその業務に

ついて広く知って頂く機会となりました。 

 また、市民シンポに加え、高校生一日司法書士や法教育講座に関して積極的にプレスリリースを

行ったのも当年度の特徴です。費用と人員を割いて企画を執り行う以上、なるべく多くの市民に

我々の活動を知って頂く必要があります。そのために企画部や相談事業部と広報活動が連携するこ

とで、テレビや新聞紙上で取り上げられることを目指し、一定の効果を得ることができました。 

 広報・研修・市民支援以外の個別事案に関してですが、１１月５日には、日本政策金融公庫へ本

会副会長２名を派遣して、公庫社員約２０名に対して司法書士の仕事や本会の事業について講演を

行いました。当年度は総務部門と協力して、会員証の素材及び様式の変更を行い、また、メーリン

グリストサービスの多くを無償サービスから有償サービスへと変更しました。従来利用していた無

償サービスについて情報漏洩が報道され、また、サービスの終了が告知されたことに伴い変更に至

ったものです。 

 以下に、企画部内の広報・研修・市民支援の各事業につき報告致します。 

 

１． 広報事業 

当年度は、司法書士制度広報をより一層拡充するため、日司連主催の市民公開シンポジウムの

主管会として活動した他、メディアを使った広報活動に取り組みました。 

具体的内容は下記のとおりになります。 

 

（１）市町村広報の活用 

市町村広報については、日司連主催の市民公開シンポジウムの広報活動で直接広報誌掲載

のお願いに伺い、７市町村の広報担当者と顔の見える関係を築くことが出来ました。次年度

も引き続き広報誌へ掲載等を幅広く行っていく予定です。 

 

（２）ホームページについて 

ホームページに関しては、可能な限りタイムリーにトピックスやＮＥＷＳを掲載するよう

に努め、文字だけでなくチラシや写真も掲載し、読者がホームページから得られる情報量を

増やすように努めました。また、多少の手直しを加えたものの大幅な修正はせず、細かな修

正に留めました。 

 

（３）会報について 

当年度は、会報「かぎろひ」について、記録的媒体として執行部や近司連の各委員会、関

連団体の活動報告を出来るだけ掲載した結果、結構な枚数の冊子になり、読み応えのあるも

のになりました。全く司法書士を知らない一般の方が目を通しても司法書士の事が解るよう



な記事の作成や読んで楽しい内容作成が２６年度以降の課題となっています。 

 

（４）会員通信について 

会員通信の発行部署が総務部に変更となったため、今後、会員通信に代わる会員への内部

広報について検討することとなりました。 

 

（５）タウンページについて 

タウンページへの広告は、実際に窓口になっている事務局の意見を参考にした内容で掲載

することになり、タウンページを見て電話をかけて来られる方があまり多くはないことから、

予算を減額した掲載となりました。 

 

（６）メディアを利用した広報について 

①近司連ＴＶ・ラジオＣＭ 

２４年度同様、近司連が契約主体となり、毎日放送（ＭＢＳ）とのパッケージ契約を締結

したため、放送枠や本数について有利な条件で契約することが出来ました。 

 具体的には、近司連全体では、毎日放送（ＭＢＳ）で夏季については、８月２８日から９

月１０日の２週間で６７本、ＭＢＳラジオで９月２１日から１０月７日の２週間で５０本、

冬季については、平成２５年１２月２５日から平成２６年１月２０日まで約４週間で５８本、

番組放送直前・直後・番組内で１５秒間ＣＭ放送を行いました。 

 本会の費用負担に関しては、夏季ＣＭは負担金がなく、各単位会の会員数の頭割りで放送

が決まったため、ＴＶＣＭ６７本中６本について「奈良県司法書士会」のクレジットが放映

され、Ａタイムと呼ばれる高視聴率枠（番組名：サンデーモーニング、９／１(日)８：００

～９：５４、視聴率１４．６％）での放映権を確保しました。 

 冬季ＣＭにおいては、各単位会の負担金の割合により放送枠が決定され、ＴＶＣＭ５８本

中５本について「奈良県司法書士会」のクレジットが放映されました。素材に関しては、「ロ

ザン」に代わるＣＭとして劇団員を使い若草山からの奈良の風景を盛り込んだ独自のものを

作成しました。 

 また、冬季ＣＭでは、市民公開シンポジウムの告知も流されました。 

②奈良テレビ 

奈良テレビに関しては、本会が単独契約主体となり「市民公開シンポジウム」の宣伝も兼

ねたＴＶＣＭの契約を締結し、放映しました。放送枠についても比較的有利な条件で契約を

結ぶことが出来ました。 

また、夕方の奈良の情報発信番組「ゆうドキ プラス」において、副会長と広報委員が出

演し、市民公開シンポジウムの告知など広報活動を行いました。 

③ＦＭ８１．４（ＦＭハイホー） 

ＦＭ８１．４に関しては、先方より無償で公益的な活動をしている団体について紹介する

コーナーがあり、出演して欲しいと依頼がありました。時期的に相続登記無料相談会と市民

公開シンポジウムの告知が出来るということもあり、企画部長及び広報委員長が出演しまし

た。 

放送エリア自体は、中和・南和の特定地域限定ですが、司法書士の業務内容を話したのち、



相続登記無料相談会と市民公開シンポジウムの告知行い、出演放送日のうち、何度かイベン

トの告知を行ってもらうことが出来ました。 

④ＮＨＫ奈良放送局 

ＮＨＫ奈良放送局に関しては、７月２６日開催の法教育委員会による奈良学園中学での法

律講座の様子が、当日１８：００放送の「ならナビ」と、２０：４５放送の「なら８４５」

の２番組に取り上げられ、２分程度放送されました。 

また、１月３１日１８：３０より日司連主催の市民公開シンポジウムの告知に広報担当理

事が出演しました。 

いずれも県内のニュースや情報を発信する番組であり、広く一般市民に、司法書士の活動

を広報が出来たことになります。 

⑤新聞掲載 

読売新聞の奈良版において、７月２６日開催の法教育委員会による奈良学園中学での法律

講座の様子、８月２日開催の「高校生一日司法書士」が掲載されました。 

また、産経新聞、奈良新聞においては、「高校生一日司法書士」の様子が掲載されました。 

尚、市民公開シンポジウムについて、多数の新聞に告知文が掲載され、当日の様子は奈良

新聞に掲載されました。 

 

（７）相談会事業の広報について 

例年と同様、各種相談会についてポスターやチラシを作成し、配布しました。 

２月９日開催の相続登記無料相談会のチラシを作成し、各市町村へ広報を依頼し、プレス

リリースを行い、市政だより等に掲載される等、広報活動が出来ました。 

 

（８）「一日司法書士」について 

当年度も、２４年度同様、「高校生のための一日司法書士体験」を実施しました。一条高校

３名、畝傍高校１０名、奈良学園高校５名の合計１８名の参加者があり、市内の司法書士事

務所、奈良地方裁判所、奈良地方法務局を訪問しました。実際、司法書士がどんな業務を行

っているか触れて、職業選択や社会生活に役立ててもらうことになりました。参加した高校

生からは、司法書士の仕事がよく解り、将来の進路を考える上での貴重な体験となったとの

感想が寄せられました。 

 

（９）司法書士の制度広告について 

司法書士制度の広報として、当年度の日司連主催の市民公開シンポジウムの主管会に応募

し、３月１日に奈良県新公会堂 能楽ホールにて「司法書士による市民公開シンポジウム～

あなたにとって『家族』ってなんですか～」を開催することになりました。 

応募者が７００名を超え、会場の定員が５００名であったため、観覧者は抽選になりまし

た。一人でも多くの市民にシンポジウムに参加してもらい、司法書士を身近な存在として認

識してもらうきっかけになれば、と企画したイベントですが、予想を超えた応募総数になり、

一定の広報活動の成果に繋がったと思っております。 

 

 



２．研修事業 

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日開催会員研修会一覧（共催による開催を含む） 

平成２５年 出席者 単位数 

８

月 

成年後見分野DVD研修（8/3）※LS共催 15 6 

成年後見分野DVD研修（8/4）※LS共催 11 3 

成年後見分野DVD研修（8/31）※LS共催 15 6 

９

月 

成年後見分野DVD研修（9/1）※LS共催 16 3 

民事法分野DVD研修（9/8） 12 3 

民事法分野DVD研修（9/11） 8 1.5 

消費者問題DVD研修（9/13） 11 2 

消費者問題DVD研修（9/20） 14 1.5 

消費者問題DVD研修（9/27） 8 1.5 

民事法分野DVD研修（9/29） 13 3 

10

月 
年次制研修（10/20） 23 － 

11

月 

年次制研修（11/10） 17 － 

成年後見分野DVD研修（11/23）※LS共催 11 5.5 

12

月 
成年後見分野DVD研修（12/15）※LS共催 13 7 

平成２６年 出席者 単位数 

1

月 

日司連同時配信研修会「登記法分野」（1/18） 

 講師：弁護士 大川 治 氏（大阪弁護士会） 

    司法書士 鈴木龍介氏（東京会） 

    司法書士 小野絵里氏（福岡県会） 

35 4.5 

法テラス研修会（1/31） 

 講師：法テラス奈良地方事務所職員 
22 2 

2

月 

自死問題対策研修会（2/12） 

 講師：司法書士 吉田 史 氏（自死問題対策委員会 委員：大阪会） 
9 2 

平成24年度日司連中央研修会視聴研修（ＤＶＤ）（2/21） 

  於：中和労働会館（大和高田市） ※南支部共催 
18 1 

当会会員による研修会（2/23） 

  於：まほろばセンター（桜井市） 

 「休眠担保権の抹消手続」 講師：倉本守会員（南支部） 

50 1.5 



 「司法書士法施行規則３１条に基づく業務について」 

              講師：宗田大輔会員（南支部） 

平成24年度日司連中央研修会視聴研修（ＤＶＤ）（2/28） 

  於：中和労働会館（大和高田市） ※南支部共催 
17 1.5 

3

月 

本人訴訟支援・簡裁訴訟代理権範囲に関する研修会（3/7） 

 講師：司法書士 谷 嘉浩 氏（執務問題検討委員会 副委員長：大阪会） 
17 2 

平成24年度日司連中央研修会視聴研修（ＤＶＤ）（3/14） 

  於：中和労働会館（大和高田市） ※南支部共催 
16 1.5 

家事調停・家事事件手続法研修会（3/18） 

 講師：奈良家庭裁判所訟廷管理官 堀 正博 氏 
25 1.5 

犯罪被害者等の支援に関する研修会（3/29） 

 講師：司法書士 平塚哲也氏（静岡県会） 
8 3 

 

当年度は当会研修委員会の発足、執行部各部局間との連携に手間取り、十分な研修機会を設け

ることができませんでした。誠に申し訳ございません。 

計６名の外部講師を招いての生講義を実施することができました。しかしながら１月から３月

に集中してしまい、会員の皆様にも日程調整にご苦労をかけたかと思います。 

平成２４年度日司連より依頼を受け実施した同時配信研修会に、当年度は当会から応募し、再

度開催地として実施できました。当年度は不動産登記も絡んだ内容であったためか、多くの会員

にご参加いただきました。２６年度もなるべく開催できるよう日司連にはたらきかけたいと思い

ます。 

当年度は、会員の皆様よりご意見をいただいた研修テーマアンケートの結果を受け、当会倉本

会員のご協力を得て、「休眠担保権の抹消手続」に関する研修会を実施いたしました。また、昨今

司法書士の業務として関心の高い「司法書士法施行規則３１条に基づく業務」に関して、当会宗

田会員にご協力いただき、研修会を実施いたしました。今後も会員の皆様のご希望に沿ったテー

マの研修等で、講師をお受けいただける会員がおられましたら、ご協力のほど宜しくお願いいた

します。また、当該研修会は、桜井市（まほろばセンター）において開催いたしました。長らく

司法書士会館と中和労働会館でしか開催していなかったため、普段なかなか出てこられない会員

にとっても、良い機会であったと思います。今後も県内の他会場での開催を検討したいと思いま

す。 

  

当年度も奈良県司法書士会として、単位会独自に新人研修を実施いたしました。 

  ①奈良県における不動産登記・商業登記・倫理 （講師： 岡原副会長 ） 

  ②登録事務等事務局からの注意事項      （講師： 成田事務局長 ） 

  ③債務整理業務               （講師： 上北会員 ） 

  ④成年後見業務の魅力            （講師： リーガルサポート奈良支部 ） 

  ⑤先輩からのメッセージ           （講師： 奈良青年司法書士会 ） 

 



と盛りだくさんの内容でした。ご協力いただいた講師の皆様方、ありがとうございました。 

 

３．市民支援事業 

（１）法教育推進事業 

本事業については、２４年度の実績をひきついで、これを軌道に乗せるべく、法教育委員を

中心に、ほぼ毎月法教育委員会を継続的に開催して精力的に取り組みました。当年度は、平成

２５年５月１日より奈良県教育委員会の後援を得て、２４年度以上の法律教室の実施を目指し

ましたが、実際の依頼は２校にとどまりました。このうち１校は、２４年度に法律教室を実施

した担当教員からの紹介で実現できたものであります。当会の実施してきた法律教室が高く評

価されている現れであり、今後もより一層充実した講座を提供できるよう努力していきたいと

考えております。また本講座においては広報委員会との連携もあり、報道関係者に対するプレ

スリリースの結果、テレビでの報道や新聞記事となり広報的な意味合いでも非常に効果があっ

たと思われます。 

教材研究としては、法教育委員を中心として、当年度は「契約書をつくろう」と銘打って契

約に関する教材を新たに開発しました。 

その他、当年度の法教育委員会の活動としては、当会相談事業部からの要請を受けて、県立

図書情報館での法律講座に、委員を講師として派遣しました。 

当年度は、法律教室の実施する学校等に対し、報道関係者に対するプレスリリースの要望を

予め確認し、各報道関係者にリリースを行った結果、予想以上の反響があり、当委員会の広報

的意味合いをより一層感じた一年となりました。２６年度においても、広報委員会ともうまく

連携し、法律教室実施校の増加を目指せればと思います。 

 

奈良県教育委員会学校教育課への後援申し入れ 

平成２５年４月１７日(水) 

前田委員長 

 

奈良学園中学校・法律教室 

平成２５年７月２６日（金） ０９：５０～１１：４０ 

講師 前田委員・池永委員・西山委員・湊元委員 

 

帝塚山高校・法律教室 

平成２６年１月１０日（金） １０：５０～１２：４０ 

講師 前田委員・池永委員・西山委員・湊元委員 

 

県立図書情報館における法律教室 

平成２６年２月１５日(土) 

講師 川合委員、前田委員 

 

（２）東日本大震災被災者支援事業 



奈良市と友好都市である多賀城市との下記東日本大震災復興支援イベントに参加し、多賀城

市で収穫されたお米を使い、奈良市で醸造された復興支援酒を販売するお手伝いをさせていた

だきました。新年早々ではありましたが、参加した関係者と協力し合い、復興支援酒は完売し、

大盛況の中終了いたしました。 

 

〔開 催 日〕 平成２６年１月２日 １０：００～１６：００ 

〔会  場〕 東大寺鏡池 ブース出展 

〔主  催〕 東大寺 奈良市 

 

（３）成年後見事業 

当年度も、（公社）成年後見センター・リーガルサポート奈良支部及び（一社）奈良県社会

福祉士会との共催により、「遺言と成年後見に関する説明会」及び「成年後見に関する相談会」

を同時開催いたしました。成年後見に対するニーズは都市部だけでなく当然に山間部にもあり

ますので、今後もＬＳや社会福祉士会とも連携した活動を継続する必要を強く感じました。 

 

〔実 施 日〕 平成２５年９月１６日 

〔会  場〕 橿原市商工経済会館 

〔講  師〕 ①山岸憲一会員 

②奈良県社会福祉士会会員 

〔相 談 員〕 相談員：ＬＳ奈良支部会員（６名）、奈良県社会福祉士会会員（６名） 

〔受講者数〕 ３１名 

 

（４）自死問題等対策事業 

日本司法書士会連合会のメーリングリストを通じて、全国の自死問題担当者らと情報交換、

情報収集にあたりました。また奈良県の主催する第９回自殺対策連絡協議会に出席し、情報交

換、情報収集にあたりました。 

 

 

第３．相談事業 

（１）定例相談会の開催（主催） 

本会会館（総合相談センター）において、月曜から金曜まで毎日、相談員が常駐する当番相

談を行いました。 

また、大和郡山市三の丸会館において、毎月第１金曜日に相談会を行いました。 

 [相談者数]  

       本会会館（総合相談センター）   ６２９名 

       大和郡山市三の丸会館        ５０名 

        

（２）県立図書情報館との共催による定例相談会等の開催 



県立図書情報館において、毎月第３土曜日に法律講座、相談会を開催いたしました。 

   

  

[法律講座] 

  開催日      テーマ               受講者数 

 ４月２０日 「かしこい消費者になろう」          ７名 

 ５月１９日 「インターネットトラブル」         １４名 

 ６月１５日 「遺言」                  ２０名 

 ７月２０日 「賃貸住宅のトラブル」           １４名 

 ８月１７日 「不動産のトラブル事例とその対応」     １１名 

 ９月２１日 「相続・遺産分割」                          １８名 

１０月１４日 「家庭をめぐる法律問題」           ５名 

１１月１６日 「成年後見制度って何？①」          ８名 

１２月２１日 「成年後見制度って何？②」         １４名 

 １月２６日 「遺言」                  １０名 

 ２月１５日 「借用書の落とし穴」             ６名 

 ３月３０日 「相続に関する各種手続」          １５名 

[相談者数]  ６３名 

  

（３）県内自治体・社会福祉協議会主催の定例相談会への相談員派遣 

橿原市、桜井市、天理市、生駒市（生駒市消費生活センター）、大和高田市社会福祉協議会、

香芝市社会福祉協議会の主催する相談会に相談員派遣を行い、相談会を開催しました。 

  

[相談者数]   

       橿原市（かしはらナビプラザ）   ２９２名 

       桜井市（桜井市役所）        ７９名 

       天理市（天理市役所）        ３５名 

       生駒市（生駒市消費生活センター）   ７名 

       大和高田市社会福祉協議会     １１１名 

       香芝市社会福祉協議会        ３５名 

 

（４）行政評価事務所主催の相談会への協力 

行政評価事務所主催の相談会に協力し、全会員から相談員を募集し、派遣を行いました。 

 

[日時]         [会場]                 [相談者数] 

①  ７月２５日（木） イオンモール高の原（木津川市）     １４名   

②  ８月 ９日（金） サンクシティ（宇陀市）         １２名 

③ １０月１７日（木） リーベル王寺              １２名 

④ １０月２２日（火） イトーヨーカドー奈良          １２名        

⑤ １０月２９日（火） イオンモール橿原            １９名 



                

（５）法務局主催の相談会への協力 

以下の法務局主催の相談会に協力し、全会員から相談員を募集し、派遣を行いました。   

[日時]           [会場]                [相談件数] 

１０月６日（日）  イオンモール大和郡山   ２３件 

              奈良地方法務局葛城支局    ４件 

奈良地方法務局桜井支局    ３件 

奈良地方法務局五條支局    ０件 

 

（６）近畿財務局多重債務者対策協議会「多重債務者無料相談会」 

    

[日時]   １２月５日 

[相談者数]      ０名 

                         

（７）相続登記無料相談会の実施 

２月９日（日）西部公民館（奈良市）と橿原文化会館の両会場にて、無料相談会を実施しま

した。 

[相談者数]  西部公民館  ８名  橿原文化会館  １９名 

 

（８）法テラス電話相談センター 

日司連主催の法テラス電話相談センターに協力し、本会会館において、転送をうけた相談に

ついて、電話相談を実施しました。 

 

[日時] 毎週月曜日・木曜日      [相談者数] 

平成２５年４月～平成２６年３月     ６５１名 

 

（９）相談事業に関するアンケート調査及び意見交換会の実施 

平成２６年度以後の相談事業の在り方を検討するにあたり、広く会員（相談員）の意見を聞

くべく、アンケート調査及び意見交換会を開催いたしました。 

 

第４．会員等の登録に関する事務 

当年度の会員数及び補助者の異動状況は次のとおりです。 

会 員  入会者  １８名 

退会者  １１名  

                   （後出一覧表のとおり） 

補助者  登録者  ２７名 

登録抹消 ２３名  現在  ２５０名（平成２６年３月３１日現在） 

 



第５．本会慶弔規程による事務 

結婚祝い金  ２名 金２０，０００円  死亡弔慰金    ７名 金２００，０００円 

出産祝い金  ３名 金３０，０００円  退会慰労金    ６名  金８２，０００円 

   褒章受章祝金 ０名           表彰受章記念品代 ９名  金１５，８２０円 

 

 

活動記録（平成２５年定時総会以降） 
 

平成２５年  ５月２１日 (火) 近司連理事会 

        ２３日（木）理事会 

２４日（金）全日本不動産協会記念式典 

２５日（土）奈良県土地家屋調査士会総会 

２９日（水）奈良県社会保険労務士会総会 

        ３０日（木）奈良地方法務局訪問、日司連役員候補者等の推薦に関する選考委員会 

              奈良県不動産鑑定士協会総会 

３１日（金）奈良県行政書士会総会 

      ６月 ５日（水）綱紀調査委員会 

６日（木）奈良県行政書士会会長来館 

８日（土）近畿司法書士会連合会第４５回定時総会 

（於 ホテルハイアットリージェンシー）    

        １０日（月）企画部会 

        １２日（水）近司連常任理事会・理事会、日司連代議員会 

        １４日（金）相談事業部会 

        １８日（火）総務･経理部会、法教育委員会 

          ２０日（木）２１日（金）日本司法書士会連合会第７６回定時総会 

                    （於 渋谷ヒカリエホール） 

        ２４日（月）広報委員会 

        ２５日（火）法務局総務課長来館 

２６日（水）理事会 

２９日（土）会員通夜 

３０日（日）会員葬儀 

      ７月 １日（月）綱紀調査委員会 

         ８日 (月) 法教育委員会 

         ９日（火）相談事業部会、企画部会 

        １０日（水）研修委員会 

        １６日（火）非司対策委員会 

         １７日 (水) 理事会 

１８日 (木) 近司連市民支援部会 

２２日（月）広報委員会 



２３日（火）近司連常任理事会・理事会 

２４日（水）正副会長、リーガルサポート奈良支部打合せ 

        ２５日（木）行政なんでも相談所（於 イオンモール高の原） 

              当会から相談員を公募により４名派遣 

        ２６日 (金) 中学生法律教室(於 奈良学園) 

３０日（火）専門士業連絡協議会代表者会議（於 ホテルフジタ） 

      ８月 ２日（金）高校生による「一日司法書士」体験、 

              研修委員会、法教育委員会 

         ３日（土）「司法書士の日」記念無料相談会 

         ６日（火）総務経理部会 

         ７日 (水) 相談事業部会、企画部会、広報委員会 

９日 (金) 行政なんでも相談所（於 宇陀市「サンクシティ」） 

              当会から相談員を公募により２名派遣 

近司連広報部会 

１２日（月）近司連相談事業推進委員会 

１３日（火）近司連研修部会 

１７日（土）南支部研修会 

          ２１日（水）理事会 

        ２７日（火）綱紀調査委員会 

２８日 (水) 企画部会、広報委員会 

            ９月 ３日 (火) 法務局との打合せ、総務経理部打合せ 

４日 (水) 相談事業部会、研修委員会、近司連法教育推進委員会 

６日（金）総務経理部会 

         １０日 (火) 近司連企業法務対策委員会 

                １６日 (月祝) 成年後見講演会、相談会 

        １８日 (水) 登記実務検討委員会、理事会、近司連 ADR小委員会 

１９日 (木) 法教育委員会、近司連建議検討委員会 

２５日 (水) 近司連常任理事会・理事会、公嘱代表清算人会 

３０日 (月) 近司連 ADR委員会 

     １０月  １日 (火) 綱紀調査委員 

                  ２日 (水) 相談事業部会、企画部会、広報委員会 

         ２日 (水) ３日(木)日司連会長会（於 日司連会館） 

４日 (金) 近司連研修部会 

         ６日（日）法務局休日相談所 

（於 ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山（本局）、葛城支局、桜井支局、五條支局） 

         ９日 (水) 正副会長会 

        １０日（木）市民シンポジウム打合せ（於 日司連会館） 

        １６日 (水) 理事会 

１７日 (木) 行政なんでも相談所（於 王寺町「リーベル王寺」） 

              当会から相談員を公募により３名派遣 



        １８日（金）全国研修担当者会議（於 日司連会館）近司連企業法務対策委員会 

２１日（月）法教育委員会、 

      苦情対応に関する情報交換会（於 大阪司法書士会館） 

２２日（火）近司連 ADR委員会、近司連法教育推進委員会 

行政なんでも相談所（於 奈良市「イトーヨーカドー奈良店」） 

              当会から相談員を公募により３名派遣 

２３日 (水) 司法書士法施行規則第 41条の 2の規程による調査協力 

（於 奈良本局、葛城支局、桜井支局、五條支局、橿原出張所） 

２５日（金）研修委員会 

２９日（火）会員宅弔問、企画部会、広報委員会 

行政なんでも相談所（於 奈良市「イオンモール橿原店」） 

              当会から相談員を公募により３名派遣 

         １１月  ５日（火）研修講師派遣（於 日本政策金融公庫奈良支店） 

               総務経理部会、市民シンポジウム打合せ、注意勧告小理事会 

         ６日 (水) 相談事業部会、近司連研修部会 

７日 (木) 近司連 ADR委員会 

           １０日（日）年次制研修会 

         １１日（月）専門士業連絡協議会講演会 

         １２日（火）相談会開催自治体訪問（県中部自治体） 

１３日（水）相談員意見交換会、 

      民法改正に対する意見交換会（於 大阪司法書士会館） 

１４日 (木) 司法書士試験合格者授与式、説明会、企画部会、広報委員会 

１５日 (金) 相談会開催自治体訪問（県北部自治体） 

近畿地区不動産取引税務協議会（於 大阪合同庁舎） 

１８日 (月) 近司連 ADR委員会 

                ２０日（水）理事会 

２１日（木）近司連建議検討委員会 

２５日（月）近司連企業法務対策委員会、近司連 ADR委員会 

        ２６日（火）非司対策委員会 

２７日（水）研修委員会 

         ２８日 (木) 法教育委員会、近司連広報部会 

２９日 (金) 近司連法教育推進委員会 

１２月  ３日 (火) 正副会長会、企画部会、広報委員会 

                  ４日 (水) 相談事業部会、非司対策委員会、近司連常任理事会・理事会 

         ７日 (土）日司連中央研修会（於 日司連） 

近司連新人研修開講式（於 チサンホテル新大阪） 

        １０日 (火) 市民シンポジウム打合せ 

        １１日 (水) 非司対策委員会 

         １２日 (木) 近司連相談推進委員会 



１４日 (土) 綱紀調査委員・注意勧告小理事会合同会議（於 大江ビル） 

１６日 (月) 法教育委員会、近司連企業法務対策委員会 

１８日 (水) 注意勧告小理事会、理事会、近司連 ADR委員会 

１９日 (木) 企画部会、広報委員会 

２２日 (日）近司連新人研修懇親会（於 チサンホテル新大阪） 

平成２６年 １月 ２日 (木) 多賀城市復興支援イベント（於 東大寺） 

７日 (火) 新年挨拶（於 奈良地方法務局）総務経理合同部会 

８日 (水) 相談事業部会、企画部会、広報委員会 

１０日 (金) 高校生法律教室（於 帝塚山高校） 

１１日（土）市民シンポジウム打合せ 

１３日 (月、祝) 近司連新人研修閉講式（於 チサンホテル新大阪） 

１５日 (水) 理事会、新年会（於 天平倶楽部） 

１６日 (木) 日司連会長会（於 日司連会館） 

１７日 (金) 日司連会長会（於 日司連会館）、研修委員会（於 西大寺駅付近） 

２０日 (月) 新年互礼会＜大阪会＞（於 リーガロイヤルホテル大阪） 

２１日 (火) 近司連建議検討委員会 

２７日 (月) 近司連 ADR委員会 

２９日 (水) 市民シンポジウム打合せ 

３１日 (金) 近司連法教育推進委員会、ＮＨＫ奈良放送局への出演（市民シンポ告知） 

２月  1日 (土) 北支部研修会 

３日 (月) 企画部会、広報委員会 

４日 (火) 正副会長会 

５日 (水) 相談事業部会 

     ＦＭ８１．４及び奈良テレビへの出演（市民シンポ・相談会等告知） 

９日 (日) 相続登記相談会（於 奈良市西部公民館、奈良県橿原文化会館） 

１８日 (火) 注意勧告小理事会、法教育委員会、研修委員会、 

奈良県公共嘱託司法書士協会社員総会、市民シンポジウム打合せ 

１９日 (水) 非司対策委員会、理事会 

２４日 (月) 近司連研修部会、近司連企業法務対策委員会 

２５日（火）市民シンポジウム打合せ 

２７日（木）市民シンポジウム打合せ 

３月  １日 (土) 市民シンポジウム“あなたにとって「家族」ってなんですか？” 

         （於 奈良県新公会堂 能楽ホール）  

主催 日本司法書士会連合会 主管 奈良県司法書士会 

７日 (金) 近司連建議検討委員会、日本司法書士政治連盟奈良会総会 



９日 (日) 志野忠司元会員旭日小綬章受賞お祝いの集い（於 奈良ホテル） 

１０日 (月) 企画部会、広報委員会 

１２日 (水) 相談事業部会、研修委員会 

１５日 (土) 奈良青年司法書士会定時総会（於 会館） 

１９日 (水) 理事会 

２１日 (金、祝) 新人研修会 

２６日 (水) 専門士業連絡協議会総会と懇親会(於 ホテルフジタ) 

２７日 (木) 奈良地方法務局長来館（退任挨拶） 

２９日 (土) 近司連顕彰表彰者選考委員会、常任理事会、シンポジウム 

４月  ２日 (水) 正副会長会 

３日 (木) 近司連常任理事会・理事会 

７日 (月) 奈良地方法務局長来館（着任挨拶）、相談事業部会、広報委員会 

８日 (火) 総務経理部会 

９日 (水) 研修委員会 

１０日 (木) 日司連会長会（於 日司連） 

１１日 (金) 日司連会長会（於 日司連）、法教育委員会 

１２日 (土)１３日（日） 企画部会、広報委員会 

１６日 (水) 理事会 

２１日 (月) 奈良弁護士会役員披露宴会(於 ホテル日航奈良) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


