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第１７回講演と懇親の夕べ ２０１７年１２月９日（土）

第１７回「講演と懇親の夕べ」はKIGURUMI.BIZ Inc.代表取締役・加納ひろみ氏
を講師にお招きし、２０１７年１２月９日（土）早稲田大学早稲田キャンパス９号
館５階第１会議室にて多数の会員の出席のもと開催されました。講演会終了後は会
場をGOOD MORNING CAFE 早稲田に移し、懇親会が行われました。

第３１号

第１部 講 演 会（１５：００～１６：３０）

会 場 ：早稲田大学 早稲田キャンパス９号館５階第１会議室
講 師 ：KIGURUMI.BIZ Inc. 代表取締役 加納 ひろみ 氏
演 題 ：「愛される会社づくり ～残業ゼロまでの軌跡～」

第２部 懇 親 会（１７：３０～２０：００）
会 場：GOOD MORNING CAFE 早稲田

※題字は小林昌尚名誉会長の筆によるものです。



第１部・講演会 は、前田康彦副会長（東京会）の司会により、大南弘巳会長（東京会）の開会の
辞で始まり、講師である KIGURUMI.BIZ Inc.の加納ひろみ社長に１時間半にわたり、「愛される会
社づくり～残業ゼロまでの軌跡～」というテーマで、自社において「働き方改革」をどのように導
入・推進・定着させ、またどのような成果・効果が得られたのかをご紹介いただきました。今回初
めて一般企業の経営者をお招きしての講演会でしたが、ご自身の苦労話なども交えた密度の濃いお
話を聴くことができ、会員諸氏にとって資するところが大きい内容のご講演でした。ご講演後は質
疑応答もあり、大津章敬副会長（愛知会）の閉会の辞をもって第１部講演会を終了しました。

★KIGURUMI.BIZについて
平成２年２月ステージクルーとして営業開始
平成21年KIGURUMI.BIZに屋号変更
平成24年５月 KIGURUMI.BIZ株式会社へと法人化
業務内容：オリジナル着ぐるみ製作。スタッフ２９名（うちパート７名）。
製作スタッフは全員が女性。くまモンやみやざき犬！など、全国に着ぐる
みを届けている。年間出荷数約２００体。これまでに製作した着ぐるみ数
は２０００体以上。海外からの注文も受けている。スタッフ全員で目指し
ているもの「こちら側の笑顔と向こう側の笑顔」取り組んでいる事「ワー
クライフバランス＆アフタ５の幸福」
【受賞歴】
2013年 宮崎県男女参画功労賞「女性チャレンジ賞」受賞
2016年 九州未来アワード「女性地域貢献賞」受賞

◆加納ひろみ社長 プロフィール
1960年 宮崎生まれ
1983年 New York IACE Travel Inc.勤務 帰国後Apple Inc.に勤務
1996年 福島県奥会津金山町へＩターン1998年Uターン、ステージク
ルー（現在のKIGURUMI.BIZ）へ就職
2009年 ステージクルーをKIGURUMI.BIZに屋号改める
2014年 KIGURUMI.BIZ株式会社へ法人化、KIGURUMI.BIZ株式会社
取締役工場長 を経て2017年７月より 代表取締役
2015年より「みやざき女性の活躍推進会議」共同代表



第２部・懇親会 は会場を「GOOD MORNING CAFE 早稲田」に移して催され、上田純子幹
事（東京会）の司会のもと大南弘巳会長の開会の辞で始まり、藤原久嗣相談役（東京会）の音頭
で乾杯して歓談に移りました。途中、ご出席いただいた他大学社会保険労務士会、他士業稲門会
の皆さまをご紹介させていただき、また、初参加の会員の皆様には自己紹介をしていただきまし
た。さらに、香川忠成幹事長（埼玉会）から当会の活動状況等の報告がありました。「景品付き
抽選大会」なども挟んで会は大いに盛り上がり、最後は山下政行・行政書士稲門会会長の指揮の
もと全員で母校校歌を斉唱し、森岡三男副会長（東京会）の閉会の辞をもって無事中締めとなり
ました。

開会の辞を述べる
大南弘巳会長



五士業（社会保険労務士会・行政書士・司法書士・税理士・中小企業診断士）稲門会「稲士会」の
第１３期定期総会が２０１７年９月２３日（土）早稲田大学９号館にて開催されました。

第１部 定期総会（１５：３０～１６：００）

第２部 講 演 会（１６：１０～１７：２０）
講 師：早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授

アクティヴ・エイジング研究所 所長
樋口 満 先生（専門分野：運動生化学）

【樋口先生のプロフィール】
1978年1月： 国立栄養研究所 健康増進部 研究員
1982年5月～1983年5月：米国ワシントン大学医学部（セントルイス）客員研究員
1984年： 国立栄養研究所 健康増進部 主任研究官
1987年7月： 国立栄養研究所 健康増進部 健康指標研究 室長
1997年5月～2000年2月： 東京大学大学院 教育学研究科 客員教授（併任）

テーマ：「ミドル＆シニア・エイジのための食楽＆動楽」

第３部 懇 親 会（１７：３０～１９：３０）

「稲士会」第1３回定期総会開催ご報告 201７年９月2３日（土）

総会・講演会：早稲田大学９号館５階第１会議室／懇親会：髙田牧舎

２０１７ 稲門祭 ＆ HOME COMING DAY・第１５回参加ご報告
２０１７年１０月１５日（日）早大キャンパス

２０１７年１０月１５日（日）、今年もまた「ホームカミングデー」が母校において開催され、当
会では、例年どおり本部キャンパス大隈銅像近くに「年金労務相談コーナー」を開設しました。



２０１７年９月３０日（土）豊島区立生活産業プラザにおいて、
第２３回・勉強会（秋の勉強会）を開催しました。

開催時期：２０１７年９月３０日（土）１３：３０～１７：００
会 場：豊島区立生活産業プラザ ３階大会議室

１．講師・テーマ
講 師：長部 ひろみ 会員

特定社会保険労務士／精神保健福祉士／
シニア産業カウンセラー／家族相談士／
メンタルヘルス法務主任者

テーマ：メンタルヘルスが絡む困難事例への対応
～発達障害、パーソナリティ障害等の背景

があったケース～
要 旨：企業訪問カウンセリングやコンサルティングの経験

を元に昨今増えている大人の発達障害等について解
説をしていただきました。

２．グループワーク
「メンタルヘルスの問題に社会保険労務士としてどうアプローチするか」

少人数に分かれて、グループごとに話し合っていただきました。

第2３回勉強会の開催ご報告 ２０１７年９月３０日（土）豊島区立生活産業プラザ

勉強会終了後は会場付近の居酒屋「魚禅」にて懇親会が行われ、こちらも大いに盛り上がりました。



２０１７年１２月９日（土）１３時から、大津章敬会員（当会副会長）のご厚意により、会
員相互研鑽の一環として特別講演会を開催し、多くの会員の皆様にご参加いただきました。

日 時 ： ２０１７年１２月９日(土) １３:００～１４：３０
場 所 ： 早稲田大学 早稲田キャンパス

９号館５階第１会議室

講 師 ： 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
大津 章敬 会員（当会 副会長）

テーマ ： いよいよあと４ヶ月！ 有期契約従業員の無期転換ルール
手遅れにならないための直前対策講座

～超人材不足時代における社労士としての提案法と
その対応～

講演内容：いわゆる無期転換ルールの適用が、当講義の時点で残り期間あと４ヶ月しかない状況に
まで迫っていましたが、まだまだ対策ができていない企業も少なくないというのが現実
であったようです。そこで今回は、そうした無期転換ルールへの対応がまだ完了できて
いない企業に対して、社会保険労
務士としてどのような提案を行い、
制度設計などを行うのかについて、
分かりやすく解説をしていただき
ました。

会員特別講演会の開催ご報告 ２０１７年１２月９日（土）

早稲田大学 早稲田キャンパス９号館５階第１会議室



２０１８年３月２４日（土）豊島区立生活産業プラザにおいて、
第２４回・勉強会（春の勉強会）を開催しました。

開催時期：２０１８年３月２４日（土）１３：３０～１７：００
会 場：豊島区立生活産業プラザ ３階大会議室
１．講師・テーマ

講 師：和田 泰明 会員

テーマ：管理職研修のコンテンツ例
～リーダーシップ、モチベーション、

部下コミュニケーションの理論と実際～
要 旨：管理の基本、リーダーシップ理論、モチベー

ション理論、部下コミュニケーションの実際
について、グループ討議などを交えた「メタ
研修」スタイルで解説していただきました。

２．グループワーク
「クライアントや自社を通して見える、
今 組織やミドルマネジメントが抱える
リーダーシップ、モチベーション、コミ
ュニケーションに関する課題とは」
少人数に分かれて、グループごとに話し
合っていただきました。社労士稲門会な
ればこそ、日頃感じておられることを率
直に話し会っていただけたと思います。

第2４回勉強会の開催ご報告 ２０１８年３月２４日（土）豊島区立生活産業プラザ

勉強会終了後は会場付近の居酒屋「魚禅」にて懇親会が行われ、
こちらも大いに盛り上がりました。



支援講座
通算10年目、社労士単独講座としては７年目
初の「秋クォーター」の講義を無事終了

２００８年より母校・早稲田大学において、社会保険労務士・行政書士・司法書
士・税理士の士業各稲門会が提携して結成した四士業稲門会「稲士会」による大
学との提携講座がスタートしました（稲士会は現在、中小企業診断士を加えた５
士業各稲門会で構成されています）。講座名は「企業法務概論」でした（現在の
正式名称は「労働・社会保障実務概論（早稲田大学校友会支援講座）」）。講座
の趣旨は、法律と実務の専門家である各士業の会員が、ゲストスピーカーとして
母校の教壇に立ち、企業実務の知識を後輩の学生の皆さんに伝授するとともに、
それぞれの士業の業務の内容や社会的役割を伝えていくものです。講座は、どの
学部の学生でも学年や専攻分野にとらわれずに履修することができる「オープン
教育講座」であり、通常の授業と同様に科目登録・単位制をとっています。

２００８年度の最初の年の講座は、通期全２８コマ（内、当会の担当は７コマ）、
登録学生枠３０名でスタート。２００９年度からは、前期と後期に分けて学生を
募集し（前後期各１５コマ。内、当会の担当は前後期計７コマ）、募集枠は５０
名に拡大され、さらに後期は１００名へと拡大され実施されました。２０１０年
度の講座は、前後期各１５コマ、全３０コマで、それぞれの募集枠１００名で実
施されましたが（当会は前後期計８コマを担当）、学生の当講座に対する人気は
高く、前後期各２２０名から３００名前後の聴講応募者があり、最終的には、前
期１１４名、後期１０６名で実施されました。

２０１１年度からは、各士業がそれぞれ単独講座を持つことになり、社会保険労
務士の担当分野についても「社会保険労務士講座」として前期１５コマの講義が
行われることになりました（内３コマを当講座担当教授である早稲田大学副総
長・法学学術院教授島田陽一先生の門下である細川良先生にご担当いただいてい
ます） 。２０１３年度の講座からは、従来の「提携講座」から現在の「校友会
支援講座」へと呼称を改めました。さらに２０１５年度からは、カリキュラム最
終日に社会保険労務士の活動の実態を学生の皆さんによりよく知っていただくた
めに、パネルディスカッションを行っています。

１０年目２０１７年度の支援講座は、新たに導入されたクォーター制に沿って、
秋クォーター の火曜日・金日の４時限目に１５コマの講義が実施され、４４名
の学生が登録、無事に全カリキュラムを終了しました。

２０１８年度 労働・社会保障実務概論

カリキュラム（１講座９０分）

２０１８年度のカリキュ
タムは表のとおりとなり
ます（引き続き秋クォー
ターとなります）。会員
の皆様の中で、個々の講
義内容に関心を持たれた
方や、来年度以降のゲス
トスピーカーを希望され
る方は、当該講義が行わ
れる週の月曜日までに支
援講座担当・曽布川宛に
メールにてご連絡くださ
い。ご連絡をお待ちして
おります。また、聴講の
際には、講義が行われる
教室もメールでお問い合
わせいただくか、当会
ホームページにてご確認
ください。
Mail : 
tetsusob@gmail.com
URL: 
http//sr-waseda.net

授　業　日 テ　ー　マ 講　師

1 9月28日 （金）  労働・社会保障実務における社労士の役割 曽布川 哲也

2 10月2日 （火）  労働法概論（１） 細川　良

3 10月5日 （金）  労働法概論（２） 細川　良

4 10月9日 （火）  企業は従業員をどのように募集しどのように採用するのか 大津　章敬

5 10月12日 （金）  就業規則を工夫することで人材を人財にできる 荒　久美子

6 10月16日 （火）  賃金と労働時間・休日・休暇の原則を知る 松村　伸子

7 10月19日 （金）  雇用形態の多様化と柔軟な働き方を考える 上田　純子

8 10月23日 （火）  労使トラブル解決実務—裁判外紛争処理の実際 鎌田　勝典

9 10月26日 （金）  社会保障概論 細川　良

10 10月30日 （火）  職場の安全衛生とメンタルヘルス 長部　ひろみ

11 11月6日 （火）  労災保険制度のしくみと実際 木村　辰幸

12 11月9日 （金）  雇用保険制度のしくみと実際・労働保険料の実務 見付　季代子

13 11月13日 （火）  医療保険制度のしくみと実際 萱原　しのぶ

14 11月16日 （金）  年金相談の実際 香川　賢司

15 11月20日 （火）  社労士の活動の実際／期末試験・アンケート 若林　正清

※火曜日・金曜日４時限（１４：４５～１６:１５）実施（教室は事前にお問い合わせください）



以下の日程にて第１８回定期総会を開催いたしますので、ご承知置き下さいませ。
詳細については別途お送りするご案内をご確認ください。

【日 時】 ２０１８年６月９日（土） １４時００分～２０時００分

第１部 定期総会 １４：００～１５：００

第２部 講 演 会 １５：００～１７：００

講師 ： 浅倉 むつ子 先生（早稲田大学法学学術院教授）

いざな

演題 ：「『女性中心アプローチ』への誘い―どのような働き方をめざすのか」

第３部 懇 親 会 １７：３０～２０：００

【会 場】 定期総会/講演会：早稲田大学 早稲田キャンパス９号館５階第１会議室

懇 親 会：高田牧舎 Pizzeria TAKATA BOKUSYA

東京都新宿区戸塚町１-１０１ � ０３-３２０２-２３７６

【総会議題】（１）平成２９年度事業報告及び決算報告承認の件（２）平成３０年事業計画
（案）及び同予算（案）承認の件（３）役員改選に関する件（４）その他

【懇親会費】 ５,０００円 ※ 詳細は後日改めてご案内を送付いたします。

●浅倉 むつ子先生のご紹介

学 歴 1971年 東京都立大学 法学部卒業
1979年 東京都立大学大学院 社会科学研究科 単位修得退学

学 位 博士(法学) （1993年 早稲田大学）、法学修士（1973年 東京都立大学）、
法学士 （1971年 東京都立大学）

経歴（最近のもの） 1991年～2003年 東京都立大学法学部 教授
2004年～ 早稲田大学大学院法務研究科教授

所 属 学 協 会 日本労働法学会理事（2003年～2005年代表理事）、日本社会保障法学会理事、
日本法社会学会理事・監事、ジェンダー法学会理事（2007年～2009年理事長）、 障害法学会理事。

最 近 の 著 書 「大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A」（旬報社 2017 共著）
「平等権と社会的排除」（成文堂 2017 共著）
「ジェンダー法研究」第４号（信山社 2017 監修）
「雇用差別禁止法制の展望」（有斐閣 2016）※

※第9回（2017年）昭和女子大学女性文化研究賞（坂東眞理子基金）

第１８回「定期総会」開催のお知らせ ２０１８年6月９日（土）予 告

総会：９号館



以下の日程にて第７回会員親睦日帰りツアーとして「浅草ちん
や＆浅草寺ツアー」を実施します。詳細については別途お送り
するご案内をご確認ください。昼食（集合）先である、浅草
「ちんや」は、明治１３年開業の「すき焼」の老舗ですが、当
会住吉顧問より特別のご配慮をもちまして、今回の実施に至り
ました。折しも昨年１１月には雷門の改修工事も終了しており、
皆様の奮ってのご参加をお待ちしています。

１ 日 時 ６月２３日（土）浅草「ちんや」１１時５０分現地集合

台東区浅草１－３－４ （☎03-3841-0056）

２ 旅 程 「ちんや」にて昼食後、浅草寺拝観
（その後は自由行動ですが、ホッピー通り散策、「虎姫

一座」レビュー見物等のオプションも企画中です。）

３ 申込締切 ６月７日（木）
４ そ の 他 詳しい集合場所等の旅程は、申込者の方に

お知らせ致します。
５ 本件連絡先 ０９０‐２６２６‐０５１９ （香川）
６ そ の 他 会費は概ね７,５００円とし、食事代を含みます

が、その他別途雑費がかかります。

【

第７回会員親睦日帰りツアー（浅草ちんや＆浅草寺ツアー）
開催のお知らせ ２０１８年６月２３日（土）

予 告

【発行】社会保険労務士稲門会

《事務局所在地》 〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-13-14
大南経営労務アドバイザリーオフィス内

TEL:03-3971-2152  FAX:03-5396-3802

■当会へのご入会を希望される方は、ホームページで当会会則をお読みになったうえで、
「入会申込み」ページにて入会申込書をダウンロードし、必要事項をご入力してください。
さらに、年会費（５,０００円）をホームページ記載の指定の口座にお振り込みいただき、
入力済みの入会申込書を、下記窓口までメールに添付してお送りください。

・入会申込受付窓口 ： 社会保険労務士いちむら事務所 市村 剛史（事務局担当）
メールアドレス：info@office-hci.jp

■当会ホームページ 随時更新しています！情報の確認に、また新入会員の勧誘にご活
用ください！（「社労士稲門会」で検索、又は URL: http//sr-waseda.net）


