
２０１３全国青年司法書士会 青年司法書士フォーラム 仙台会場 

  

１．開催日時 平成２５年１０月１５日（火） 

 

２．開催場所 宮城県司法書士会館 

 

３．当日のスケジュール 

１３：００ 開場 

１６：００ 受付開始 

１７：００ 
開会 挨拶 全国青年司法書士協議会 司法アクセス推進委員会 

常任幹事 岡本 仁志  （三重会） 

 
  ご挨拶 日本司法書士会連合会 司法アクセス対応委員会 

委員 高松 隆雄 様（青森会） 

 
ご挨拶 東北ブロック司法書士会・宮城県司法書士会会長  

齋藤 利美 様（宮城会） 

１７：１５ 

～１８：１５ 

第１部 講演  

全国青年司法書士協議会 元会長  

岩手県司法書士会    副会長 小山田 泰彦 様（岩手会） 

１８：１５ 

～１８：４０ 

第２部 報告  

全国青年司法書士協議会 原発事故被害対応委員会 

               委員長 石橋 修    （群馬会） 

               委員  小沼 善太郎  （宮城会） 

（休憩） １８：４０～１８：５０ 

１８：５０ 

～２０：１０ 

第３部 座談会 

  登壇者  中村 勧 （埼玉会） 上野 裕一郎（青森会） 

       菅原 公正（岩手会） 鈴木 健太 （秋田会） 

       伊東 玲子（宮城会） 加藤 史子 （山形会） 

       伊藤 詩織（福島会） 

  司会   門田 修 （宮城会） 

２０：１０ 
閉会 

挨拶 宮城県青年司法書士会   会長 鈴木 得央 （宮城会） 

２０：３０ 懇親会 

 



全国青年司法書士協議会 2013 関東ブロック青年司法書士フォーラム 

 

 

1. 開会挨拶（全国青年司法書士協議会 掛川哲副会長） 

 

 

2. 日本司法書士会連合会挨拶（日本司法書士会連合会 司法アクセス担当委員会 山本好先生） 

 

 

3. 13：20～15：10（110 分） 

リレー報告「関東のある司法書士の一週間」（全国青年司法書士協議会 関東ブロック代表者） 

 

～ 休 憩（10 分） ～ 

 

4. 15：20～16：20（60 分） 

各青年司法書士協議会ごとの活動紹介・質疑応答（グループディスカッション）（60 分） 

 

 

5. 16：20～17：00（40 分） 

講演「プロボノ活動の意義について」（全国青年司法書士協議会 中村勧副会長） 



【式次第】 

 

13:30～ 開場 

受付開始 

14:00～14:05 開会挨拶 全国青年司法書士協議会 司法アクセス推進委員会 

常任幹事 岡本仁志（三重会） 

14:05～14:15 ご挨拶 日本司法書士会連合会  

企画担当常任理事  和田 博恭 様 (愛知会) 

14:15～14:55 基調講演 全国青年司法書士協議会  

会長  谷 嘉浩 様  (大阪会) 

  （標題）「司法書士として生きる」 

14:55～16:15 活動報告  

全国青年司法書士協議会 

前会長・現相談役  野﨑 史生 様   （愛知会） 

 

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 

岐阜支部副支部長  青木 文子 様（岐阜会） 

16:15～16:25 休 憩 

16:25～17:35 実務経験報告 

     登 壇 者 水野 祐樹（岐阜会） 

          成田 剛 （三重会） 

          小林 聖仁（三重会） 

     司  会 岡本 仁志（三重会） 

質問コーナー 

17:35～17:55 単位会紹介・報告 

岐阜県青年司法書士協議会 

会長  富樫 悠    （岐阜会） 

     三重県青年司法書士協議会 

            会長  諸岡 伸亮   （三重会） 

17:55～18:00  ご挨拶 全国青年司法書士協議会  

           副会長  水谷 公孝   （三重会） 

 アンケート記入 

18:05～18：10 閉会挨拶 全国青年司法書士協議会 司法アクセス推進委員会 

常任幹事 天野真一（三重会） 

18:45～20:45 懇親会 

 



○ 平成２５年度 全青司青年司法書士フォーラム 

～司法書士を目指すあなたに伝えたいこと～ 

 

【タイムスケジュール】 

 

12:30 集 合 事前ミーティング・リハーサル・配布物の確認 

13:00～ 受付開始 受付担当（京都会他） 

司会（滋賀県司法書士青年会？） 

13:30～13:40 開会挨拶 全青司近畿ブロック会 幹事長 町田 一平 

13:40～13:50 御来賓挨拶 （後援）日司連  

高原 勉 様 

13:50～14:00 御来賓挨拶 （後援）近司連 理事長 

中谷 豊重 様 

14:00～14:45 基調講演  谷 嘉浩 様 （４５分） 

（全国青年司法書士協議会 会長） 

（標題）「司法書士として生きる」 

14:45～15:00 (質問等) (１５分) 

15:00～15:10 （休憩） (１０分) 

15:10～15:40 単位会報告 

（アピール） 

滋賀会・兵庫会・奈良会・京都会・ 

和歌山会・大阪会（各会５分程度） 

15:40～16:40 グループ別 

フリー質問 

タイム 

 

・原則各単位会で１グループ 

・１グループに受講者５～６名、 

 青年会メンバー２～３名（うち司会１名） 

・参加者の状況次第でグループ数調整 

・簡単な自己紹介の後、司会を中心に参加者が自由

に質問、それに答える 

 

（余った時間でアンケート記入） 

16:40～16:45 閉会挨拶 京都青年司法書士会 会長 下市 幸則 

16:45 終 了  

17:00～ 

19:00 

懇親会 

（終了） 

ITALICO（京都駅ビル京都劇場２階） 

TEL 075-365-3363 

 



内　　　容 人数 割　当

8:30 ～ 　 チラシ配り開始 　2～4 山口＋α

13:00 ～ 14:00 会場設営 多数 山口＋α

各種準備 　

14:00 ～ 終了 受付 3 山口

内　　　容 人数 割　当

15:00 ～ 第1部　開式の辞

15:00 ～ 15:05 ブロック会長の挨拶 　

15:05 ～ 15:25 開業、業務体験談（広島） 　

15:25 ～ 15:45 開業、業務体験談（岡山） 　

15:45 ～ 16:05 開業、業務体験談（鳥取） 　

16:05 ～ 16:10 休憩（5分） 　

16:10 ～ 16:30 開業、業務体験談（島根） 　

16:30 ～ 16:50 開業、業務体験談（山口） 　

16:50 ～ 16:55 質問時間 　

内　　　容 人数 割　当

17:00 ～ 第2部　開式の辞

17:00 ～ 17:05 ブロック会長の挨拶 1 　

17:05 ～ 17:20 全青司の講演 1 全青司

17:20 ～ 18:10 単位会リレートーク（5県） 5 各県

18:10 ～ 18:15 休憩（5分）

18:15 ～ 18:55 各県ブースでのフリートーク

18:55 ～ 19:00 閉式の辞 1 広島会

　

内　　　容 人数 割　当

19:00 　 19:30 タクシー等で移動

19:30 　 21:30 懇親会

※懇親会

時　　　間

時　　　間

時　　　間

平成25年度中国ブロック青年司法書士フォーラム　時間割

時　　　間

※第１部

※開始前

※第２部



２０１３青年司法書士フォーラム ～司法書士を目指すあなたに伝えたいこと

～ 

 

１０月１９日（土） 高松市生涯学習センター 大研修室 

 

 

１３：３０  受付開始 

１４：００  開 会 

開会挨拶 

           森 寿志（愛媛会） 

１４：０５  祝 辞 

           宮下陽介（日司連） 

１４：１５  基調講演「司法書士として生きる」 

谷 嘉浩（全青司） 

１４：４５  単位会紹介（各５分） 

           森 寿志（愛媛会） 

           玉岡哲也（徳島会） 

           和田洋平（高知会） 

１５：００  リレートーク①「開業体験談」（各１０分） 

菊野秀治（高知会） 

井上将彰（愛媛会） 

新川直紀（徳島会） 

１５：３０  休 憩  

１５：４５  リレートーク②「日常業務」（各１０分） 

山岡実子（徳島会） 

山沖直樹（高知会） 

浦田明宏（愛媛会） 

１６：１５  フリートーク 

１６：４５  アンケート記入 

１６：５０  閉会挨拶 

           和田洋平（高知会） 

１７：００  閉 会 

 

１７：３０  懇親会 

           酒と料理のなつ（高松市瓦町１－４－１０） 

 



司法書士開業フォーラム次第 

 

 

２０１３年１１月２日（土）１３時００～１７時００分 

福岡市博多区博多駅中央街２番１号 博多バスターミナル ９階 第４ホール 

 

 

 

受付  １２時３０分～  

 

開会 

１３時００分（所要時間  ５分） 九州ブロック会長 開会挨拶   

 

１３時０５分（所要時間 １５分） 日司連 下野太志 

 

１３時２０分（所要時間 ３０分） 業務報告① 沖縄県司法書士青年の会 佐久川聡  

 

１３時５０分（所要時間 ３０分） 業務報告② 福岡県青年司法書士協議会 世古英樹 

 

１４時２０分～１４時３０分    休憩 

 

１４時３０分（所要時間 ５０分） パネルディスカッション 

 

１５時２０分～１５時３０分    休憩 

 

１５時３０分（所要時間 ４０分） 質疑応答 

 

１６時１０分～１６時２０分    休憩 

 

１６時２０分～１６時５５分    全国青年司法書士協議会 幹事 藤哲也 

 

１６時５５分           全国青年司法書士協議会 副会長 梅垣晃一 閉会挨拶 
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