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第１8回定期総会・記念講演会・懇親会 201８年６月９日（土）

２０１８年６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
午後２時より「第１８回定期総会」が、午後３時より早稲田大学法学学術院教授・
浅倉むつ子先生による記念講演会が、約５０名の会員の出席のもと開催されました。
また、午後５時３０分より高田牧舎 Pizzeria TAKATA BOKUSYAで懇親会が、
会員に加え多くのご来賓のご出席のもと盛況裡に開催されました。

第３2号

※題字は小林昌尚名誉会長の筆によるものです。

開催日：２０１8年６月9日（土）
第1部 定期総会（14：００～15：００）

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
第2部 記念講演会（15：００～17：００）

会 場 ：同 上
講 師 ：浅倉 むつ子 先生（早稲田大学法学学術院教授）

演題 ：「『女性中心アプローチ』への誘（いざな）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 ：高田牧舎 Pizzeria TAKATA BOKUSYA



【第１部 定期総会】

第１部の定期総会は、森岡三男副会長（東京会）の司会により、大南弘巳会長（東京会）の挨拶の後、
議長として木村辰幸幹事（東京会）が選任され、議事進行されました。最初に、香川忠成幹事長（埼
玉会）から平成２９年度事業内容および決算報告、会計監査から会計監査報告（議長代読）があり、
それぞれ承認されました。さらに香川幹事長から、平成３０年度事業計画案および予算案が提示され、
ともに承認されました。引き続き役員改選について審議され、上田純子幹事（東京会）の副会長就任
および徳村万貫夫幹事（千葉会）の会計監査就任（澤井賢治会計監査（東京会）は退任し、幹事に就
任）がそれぞれ承認されました。こうして予定されていた議事のすべてが決議された後、上田新副会
長、徳村新会計監査より就任の挨拶があり、また若林正清副会長（三重会）から連合会の近況につい
ての報告があって、上田新副会長の閉会の挨拶をもって第１部・定期総会を終了しました。

【第２部 記念講演会】

講師：浅倉 むつ子 先生
（早稲田大学法学学術院教授）

演題： 「『女性中心アプローチ』への誘（いざな）い
�どのような働き方をめざすのか」

第２部の記念講演会は、曽布川哲也幹事長代行（東
京会）の司会により、早稲田大学法学学術院教授・
浅倉むつ子先生から「『女性中心アプローチ』への誘
（いざな）い�どのような働き方をめざすのか」と題し

てご講演いただき、ご講演後には質疑応答も行われ、
林智子副会長（東京会）の閉会の挨拶をもって第２
部・記念講演会を終了しました。

写真左から司会の森岡三男副会長、開会挨拶をする大南弘巳会長、議長の木村辰幸幹事、諸報告を行う香川忠成
幹事長、新任挨拶をする上田純子新副会長・徳村万貫夫新会計監査、連合会の近況報告をする若林正清副会長

【浅倉むつ子先生のプロフィール】
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
最近の委員歴･役員歴（学外）：
2016年～ 目黒区男女平等・共同参画オンブーズ
2016年～ 清瀬市男女平等推進委員会委員長
2012年～2014年 内閣府障害者政策委員会委員
2012年～2014年 多摩市男女平等推進基本条例検討懇談会委

員長
2010年～2014年 埼玉県男女共同参画苦情処理委員
2011年～2014年 第22期日本学術会議会員
2011年 厚生労働省今後のパートタイム労働対策に関する研究

会参集者



【第３部 懇 親 会】

第３部懇親会は、萱原しのぶ幹事（東京会）の司
会により、大南弘巳会長による開会の辞の後、当
会が母校にて企画・実施している支援講座「労
働・社会保険実務概論」の担当教授である早稲田
大学副総長の島田陽一先生に早稲田アリーナ募金
への当会からの寄付金を手交、島田先生並びに早
稲田大学総長室社会連携企画担当課長の西尾昌樹
課長から御礼のご挨拶を賜るとともに大学の近況
等をお話しいただきました。さらに、ご出席いた
だいた他大学社会保険労務士会、五士業稲門会
「稲士会」の会長様からご祝辞をいただき、各大
学社会保険労務士会、稲士会の各幹部の皆様をは
じめとするご来賓の方々をご紹介させていただき
ました。続いて、近能明正幹事（栃木会）の音頭
で乾杯し、歓談に移りました。途中、曽布川哲也
幹事長代行に司会を交代し、支援講座で講師を務
められている労働政策研究・研修機構の細川良先
生のご挨拶などを挟み、最後は見付季代子幹事
（千葉会）の司会で、総会で議長を務めた木村辰
幸幹事の指揮のもと全員で校歌を斉唱し、大津章
敬副会長（愛知会）の閉会の挨拶をもって第３
部・懇親会は中締めとなりました。



「稲士会」第１４期定期総会等 開催のご報告 ２０１８年９月８日（土）

２０１８年９月８日（土）五士業稲門会『稲士会』第１４期定期総会（＆講演会）を大隈会館３階会議
室にて開催しました。
日 時： ２０１８年９月８日（土）１５：３０～１９：３０
場 所： ■総会・講演会 会場：大隈会館 ３階会議室

■懇親会 会場：楠亭（大隈会館１階）
内 容： ①『第１４期定期総会』１5：３０～１6：0０

②『講 演 会』１６：１５～１７：２０
講 師：テレビ朝日コメンテータ

川 村 晃 司 様
テーマ：コメンテータから見たテレビの舞台裏

～テレビ番組制作の苦労話や裏話～

③『懇 親 会』１７：３０～１９：３０
会 費 ： 5 , 000円

「稲士会」 第２回ビジネス交流会のご報告 ２０１８年７月２日（月）

２０１８年７月２日（月）「稲士会」第２回ビジネス
交流会が高田牧舎にて開催されました（参加者３３名、
当会からは８名の参加）。ご発表いただいた会員の皆
様にはご準備有り難うございました（当会からは市村
剛史幹事長代行が発表者及びパネリストとして登壇）。

日 時：２０１８年7月2日（月）18：30～21：30
会 場：高 田 牧 舎 ＜早稲田大学南門前＞
参加費： 5 , 000円

実施内容：
（１）各士業による業界紹介（各士業１名によるミニセミナ

ー形式）
（２）トークセッション（各士業登壇者によるトークセッシ

ョン）
（３）講評（各士業稲門会の会長による）
（４）各士業稲門会の会員希望者から収集した情報を掲載

した名簿資料配布／トークセッション終了
（５）懇親会

「稲士会」北鎌倉散策ツアーのご報告 ２０１８年５月２７日（日）

「稲士会」では２０１８年５月２７日（日）北鎌倉で花の名所の寺を巡り、昼は名店「鉢の木」にて
懐石弁当での食事会を行うという企画を催行いたしました。円覚寺では奥の洪鐘（国宝）まで上がり、
東慶寺では西田幾太郎、和辻哲郎、岩波茂雄、小林秀雄といった著名人の墓探しを、あじさい寺とも
呼ばれる明月院では四季の花々の賑わいを満喫
いたしました。稲士会では今後も機会があれば
こうした日帰りツアーを企画・開催したいと考
えており、その際には会員の皆様のふるっての
ご参加をお待ちしています。

日 程： ２０１８年５月２７日（日）
参加費： ３, ０００円

※稲士会から２,０００円の補助

稲 士 会



第７回・会員親睦日帰り旅行（浅草ちんや＆浅草寺ツアー）開催ご報告

２０１８年６月２３日（土）浅草「ちんや」→浅草寺→ホッピー通り→アミューズカフェシアター

２０１８年６月２3日（土）、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」
が実施されました（参加者１５名）。浅草雷門傍
のすき焼き「ちんや」は、住吉顧問のご実家でも
あり、江戸時代は獣医であったことからこの屋号
（狆屋）であるとのことですが、明治１３年（早
稲田大学創立の２年前）に料理屋を開いて、明治
３６年にすき焼専門店になったという老舗の有名
店。文明開化と共に一世を風靡した牛鍋の味を今
も守り続けているお店で、１３８年もの伝統の味
を堪能し、一同大いに満足いたしました。

昼食後は、昨年１１月に改修工事を終えた雷門か
ら仲見世、宝蔵門を抜け、浅草寺本堂へ。お寺で
は、住吉顧問から事前にお願いいただいたお陰で、
普段は一般の参拝客が見ることができない場所を

お坊さんに案内していただきました。地下道を通
り、五重塔地下の絵馬堂へ行くと、そこには江戸
時代に奉納された大きな額の絵馬が展示されてお
り、これもまた普段は一般公開されていないもの
を、特別に見せていただきました。さらに伝法院
庭園へ。小堀遠州作の回遊式庭園で、庭内の池は
心字池といい、「心」という字を表しているとの
こと。東京のど真中とは思えない静謐な場所でし
みじみと心和まさせられ、さらに本堂である観音
堂で参拝し、記念品をいただいて浅草寺を辞去し
ました。

引き続き、一同で浅草寺裏手の浅草神社に参って、そこでいったん解散としました。有志はその後、
雨のホッピー通りを散策し、もんじゃ焼きのお店の軒先でホッピーなどをいただき、さらに一部の
有志は、浅草六区「アミューズカフェシアター」にて浅草レヴュー「『虎姫一座』だ！〜キャン

ディーズづくし !!」を鑑賞しました。（和田:記）



２０１８年９月２２日（土）新宿区立新宿文化センターにて、恒例の秋の
勉強会を開催しました。今回の講師は森岡三男会員で、「あっせん事例等
にみる個別労働紛争への取り組み方」というテーマでお話しいただきまし
た。また、第２部として、「相談を受けたら～労務トラブルに社労士とし
てどう対応するか」というテーマで、事例をもとにグループワーク（討
議）を行いました。今回も２８名という多くの会員の皆様にご参加いただ
きました。これからも勉強会を通して、相互の研鑽を図るとともに、稲門
会の仲間の輪を広げる機会として頂ければ幸いです。

【テーマ：講師】
１．あっせん事例等にみる個別労働紛争への取り組み方

講師： 森岡 三男 会員（当会副会長）

２．グループワーク
「相談を受けたら～労務トラブルに社労士として

どう対応するか」
講義の後、少人数に分かれ、グループ毎に標記のテ
ーマについて事例をもとに討議していただきました。

第2５回勉強会の開催ご報告 ２０１８年９月２２日（土）

勉強会終了後は会場付近の居酒屋「海鮮居酒屋 築地市場２９８」
にて懇親会が行われ、こちらの方も大いに盛り上がりました。
（参加費用：懇親会とセットで６,０００円）

勉 強 会



支援講座
通算１１年目、社労士単独講座としては８年目、
「秋クォーター」としては２年目の講義がスタート

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１
５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。
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。

通算１１年目、社労士単独講座としては８年目、秋クォーターとしては２年目となる
２０１８年度のカリキュラムは、表のとおり９月２８日（金）よりスタートしています。

２０１８年度 労働・社会保障実務概論

カリキュラム（１講座９０分）

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
ホームページにて再
度ご確認ください。
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

ともに４時限（１４：４５～１６:１５） 早稲田キャンパス ８号館３１２教室（毎 金曜）・３号館８０１教室（毎 火曜）



第３回「支援講座」のゲストスピーカー（新規予定者）による
講演会（プレセミナー）開催ご報告 ２０１８年６月９日（土）

支援講座ゲストスピーカー（今年度からの新規予定者）による講演会を、２０１８年６月９日

（土）定期総会と同日、同会場にて午後１時より開催しました。
日 時 ：
２０１８年６月９日（土）１３：００～１４：００
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： 萱原 しのぶ 会員

テーマ：「中小医療機関の労務管理のボイント」
香川 賢司 会員
テーマ：「年金受給者—認知症の夫が行方不明、

妻が受け取れる年金は？」

第２回・会員特別講演会「いよいよ来春施行！９０分でチェック
する働き方改革関連法のポイントと社労士としての提案」

２０１８年１２月８日（土）

２０１８年１２月８日(土)午後１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
研鑽の一環として第２回・会員特別講演会を開催します（「講演と懇親の夕べ」と同日同会場にな
ります）。多くの会員の皆様にご参加いただきたいと存じます。

日 時：
２０１８年１２月８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（ 当日の「講演と懇親の夕べ」と同会場）
テーマ：
「いよいよ来春施行！９０分でチェックする働き方改革関連法のポイントと社労士としての提案」
講 師 ：
大津 章敬 会員（当会 副会長／社会保険労務士法人名南経営 代表社員）

【講師よりのコメント】
参加者によって情報量に大きな差があるテーマだと思いますが、
今回は新入会員の皆さんが参加
しやすいように基本的な内容を
取り上げたいと思います。

ご報告

予告

［写真］第１回・会員特別講演会
「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」

２０１７年１２月９日（土）



今回で第１８回目になる「講演と懇親の夕べ」を下記のとおり開催します。
会員の皆様には、是非参加下さいますようご案内申し上げます。

１ 開催日：２０1８年１２月８日（土）
２ 運営次第

第１部 講演会
開催時間：１５：００～１７：００
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：片岡 勇 弁護士（弁護士法人パートナーズ法律事務所）. 
演 題：「個別労働紛争の事例から考える社労士業務の留意点

～社労士・弁護士双方の経験を踏まえて～」

第２部 懇親会
開催時間：１７：３０～２０：００
会 場 ：高田牧舎 Pizzeria TAKATA BOKUSYA

東京都新宿区戸塚町1-101 電話 03-3202-2376
懇親会会費： ５，０００円（当日徴収）

※詳細は、１１月発送予定のご案内にてご確認ください。

講演と懇親の夕べ開催のお知らせ ２０１８年１２月８日（土）予告

片岡 勇 弁護士 の経歴

１９９２年３月 早稲田大学政治経済学部政治学科卒業
１９９２年～２００４年 非鉄金属メーカー、

社会保険労務士事務所勤務
２００４年４月 早稲田大学大学院法務研究科

（ロースクール）入学
２００７年３月 同科修了

新司法試験合格、
司法修習生（新６１期）

２００９年１月 パートナーズ法律事務所入所
２０１２年１月 弁護士法人パートナーズ法律事務所に

改組。社員（パートナー）弁護士就任

自己紹介

私は、非鉄金属メーカーにて７年間、社会保
険労務士事務所にて約５年間、計１２年間の
社会人経験を経て、ロースクールに第１期生
として入学し、40歳で弁護士になりました。
弁護士としてはかなり遅いスタートとなりま
したが、大企業・中小企業双方とのビジネス
を経験してきたことは、日々の業務に取り組
むにあたり大いに役立ってきたと自負してお
ります。社会保険労務士の経験も活かし、労
働審判・訴訟等多くの労働事件を手掛けてき
ました。また、現在も東京都社会保険労務士
会に登録し活動をしております。



2018稲門祭＆HOME COMING DAY・第１6回参加
ボランティア年金労務相談員募集のお知らせ

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
ます。校友による、校友のための祭典「稲門祭」との同日開
催となるホームカミングデーは、校友に、大学の近況に触れ、
懐かしい恩師や学友と再会し、交流・親睦を深めていただく
ためのものです。社労士稲門会は、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」を出店（当日午
前１０時３０分～午後４時）し、今回もまた業務知識を役立
てて校友との交流を図りたいと思います。当会は、２００３
年のホームカミングデーに士業稲門会として初めて出店しま
したが、１６回目を迎える今年は、より中身の濃い、校友の
方のためになる相談を目指し頑張りたいと思います。
社労士稲門会では毎年、相談員・お手伝いのボランティアを
募集をしています。相談経験の有無を問いません。どなたでも
歓迎します。ご協力いただける方は下記までお申し出ください。

1. 日時：２０１８年 １０月 ２１日（日）
１０：３０～１６：００（交代制）

2. 場所：早稲田大学 本部キャンパス ８号館前（大隈銅像との間）
当会ホームページでご確認ください。

3. 連絡先：TEL ０４８－８５９－６８３６ 社会保険労務士稲門会事務局 幹事長（香川）
（メールアドレス：sr.n.7595.kagawa@ktf.biglobe.ne.jp）

募集

２０１8 稲門祭 ２０１８年１０月２１日（日） 早大キャンパス大隈銅像近く

母校でのボランティア年金労務相談員を大募集中！
相談員経験の有無を問いません

【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


