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第２２回定期総会・講演会 ２０２２年６月１８日（土）

２０２２年６月１８日（土）午後１時３０分より「第２２回定期総会」が、午後３
時より廣石忠司・専修大学経営学部教授による「講演会」が開催されました。この
たびの定期総会並びに講演会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のためリモート
＆リアルのハイブリッド形式で行われ、会場参加２４名、ウエッブ参加２９名の計
５０名以上の会員の参加のもと開催されました（開催場所＆発信元：ＡＰ東新宿）。

第３８号

※題字は小林昌尚名誉会長の筆によるものです。

開 催 日：２０２２年６月１８日（土）
第 1 部 定 期総会（１３：３０～1４：３０）
第 2 部 交 歓 会（１４：３０～1５：００）
第 3 部 講 演 会（１５：００～17：００）

講 師 ：専修大学経営学部教授 廣石 忠司 先生
演 題 ：「今なぜモチベーションなのか」



【第１部 定期総会】

第１部の定期総会は、長部ひろみ幹事（東京会）の司会により、大南弘巳会長（東京会）の挨拶の後、
議長に香川賢司幹事（神奈川会）を選出して議事の審議に入り、香川忠成幹事長（埼玉会）から令和
３年度事業内容および決算報告、渡井保仁会計監査（東京会）から会計監査報告があり、それぞれ承
認されました。さらに香川幹事長から令和４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、若林正清副会長（三重会）の会長就任（大南会長は
退任し顧問に）、杉山秀文副幹事長（東京会）、曽布川哲也幹事長代行（東京会）の副会長就任、市
村剛史幹事長代行（東京会）の事務局長就任、 木村辰幸幹事（東京会）の幹事長代理就任、長部ひろ
み幹事、見付季代子幹事（東京会）の副幹事長就任、徳村万貫夫幹事（千葉会）の会計担当幹事就任、
長部ひろみ幹事、松村伸子幹事（東京会）の支援講座担当幹事就任（長部ひろみ幹事は副幹事長との
兼任）、羽鳥智雄会員（東京会）の幹事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、大南弘巳前会長から会長退任の挨拶として支援講座開設の歴史的経緯に
ついての話がありました。続いて、若林正清新会長から新会長就任の挨拶があり、併せて連合会活動
の近況について報告がありました。最後に上田純子副会長（東京会）の閉会の挨拶をもって第１部を
終了しました。

【第１部】

（上段左より）
長部ひろみ幹事（司
会）／香川賢司幹事
（議長） ／香川忠成
幹事長（諸報告）

（下段左より）
大南弘巳会長（会長
退任挨拶）／若林正
清新会長（会長新任
挨拶）／上田純子副
長（閉会の挨拶）

【第２部 交歓会】

第２部の交歓会は、総会閉会挨拶に引き続き上田純子副会長の司会のもと、大学からのご挨拶とし
て、早稲田大学理事の麻生享志教授（国際学術院国際教養学部）および早稲田大学校友会総長室の
平野真募金・社会連携企画担当課長からそれぞれ母校の近況についてご紹介がありました。続いて、
他会からの参加者を代表して、行政書士稲門会の杉下初男会長をご紹介させていただきました。

【第２部】（左より）早稲田大学理事・麻生享志教授／
早稲田大学校友会総長室・平野真募金・社会連携企画担当課長（共にＷＥＢ中継）



廣石 忠司 先生のプロフィール
１９５６年横浜生まれ。１９７９年一橋大学法学部卒業。日経連事務局、長
銀総合研究所、慶應義塾大学大学院経営管理研究科博士課程を経て、１９９
６年専修大学経営学部助教授。２００１年専修大学経営学部教授。経営学部
長、大学院経営学研究科長を歴任。著書に『ビジネス・キャリア検定試験標
準テキスト労務管理２級／３級』『会話でマスター人事の仕事と法律』など。

【第３部 講演会】

講師：廣石 忠司 先生（専修大学経営学部教授）

演題： 「今なぜモチベーションなのか」

第３部の講演会は、杉山秀文副会長の司会により、ご講演者の紹介の後、廣石忠司 専修大学経営
学部教授から「今なぜモチベーションなのか」と題してＷＥＢ中継でご講演いただきました。ご
講演後には質疑応答の場も設けていただき、林智子副会長（東京会）の講師へのお礼と閉会の挨
拶をもって終了しました。

【第３部】（左より）杉山秀文副会長（司会）／廣石忠司先生（講師）／林智子副会長（閉会の挨拶）

講演会終了後に、細川 良・青山学院大学教授・早稲田大学非常勤講師からご挨拶をいただき、そ
の後、初参加者の紹介があり、さらに、新たに役務に就任した杉山秀文副会長、曽布川哲也副会
長、木村辰幸幹事長代行、長部ひろみ副幹事長 兼 支援講座担当幹事、羽鳥智雄幹事、（以下ＷＥ
Ｂ中継）見付季代子副幹事長、松村伸子支援講座担当幹事の挨拶があり、最後に木村辰幸幹事長
代行の音頭で参加者全員で校歌が斉唱され、会は盛況のうちにお開きとなりました。

（左より）細川 良・青山学院大学教授・早稲田大学非常勤講師のご挨拶（WEB中継）／初参加者のご
紹介／木村辰幸幹事長代行の音頭による校歌斉唱



名誉会長 小林　昌尚 （昭30年卒－東京会） 幹　事 神谷　俊夫 （昭48年卒－群馬会）

相談役 藤原　久嗣 （昭40年卒－東京会） 〃 笠松　謙多郎 （昭56年卒－東京会）

顧　問 坂井　俊一 （昭36年卒－東京会） 〃 蒲生　秀晴 （平 5年卒－東京会）

〃 住吉　忠男 （昭36年卒－東京会） 〃 萱原　しのぶ （昭62年卒－東京会）

〃 村上　芳明 （昭41年卒－東京会） 〃 北村　修一 （昭46年卒－長野会）

〃 * 大南　弘巳 （昭51年卒－東京会） 〃 黒川　立郎 （平16年卒－東京会）

会  長 * 若林　正清 （昭55年卒－三重会） 〃 小泉　孝之 （平元年卒－静岡会）

副会長 上田　純子 （昭49年卒－東京会） 〃 近能　明正 （昭58年卒－栃木会）

〃 大津　章敬 （平 6年卒－ 愛知会） 〃 佐久間  章 （昭59年卒－東京会）

〃 * 杉山　秀文 （昭58年卒－東京会） 〃 佐竹　雅弘 （昭53年卒－埼玉会）

〃 * 曽布川　哲也 （平17年卒－東京会） 〃 佐藤　啓樹 （平16年卒－東京会）

〃 林　智子 （昭54年卒－東京会） 〃 佐野　正治 （昭50年卒－千葉会）

〃 和田　泰明 （昭56年卒－東京会） 〃 澤井　賢治 （昭42年卒－神奈川会)

幹事長 香川　忠成 （昭58年卒－埼玉会） 〃 島野　真一 （平 6年卒－東京会）

事務局長 * 市村　剛史 （平 8年卒－東京会） 〃 進藤　澄男 （昭50年卒－千葉会）

幹事長代理 * 木村　辰幸 （昭63年卒－東京会） 〃 藤　英明 （平元年卒－東京会）

副幹事長 * 長部　ひろみ （平 2年卒－東京会） 〃 長澤　千晴 （平 5年卒－東京会）

〃 * 見付　季代子 （昭61年卒－東京会） 〃 二宮　孝 （昭54年卒－東京会）

 会計担当幹事 * 徳村　万貫夫 （昭55年卒－千葉会） 〃 * 羽鳥　智雄 （平14年卒－東京会）

支援講座担当幹事 * 長部　ひろみ （平 2年卒－東京会） ※兼任 〃 花山　訓子 （平 9年卒－東京会）

〃 * 松村　伸子 （昭58年卒－東京会） 〃 福本  秀樹 （昭60年卒－埼玉会）

幹　事 浅見　浩 （平 4年卒－東京会） 〃 堀内　勝利 （昭43年卒－東京会）

〃 天沼　聡史 （平25年卒－東京会） 〃 前田　康彦 （昭45年卒－東京会）

〃 荒　久美子 （平16年卒－東京会） 〃 巻島  剛 （平 3年卒－ 東京会）

〃 池内　恵介 （昭61年卒－東京会） 〃 宮﨑　博之 （昭53年卒－東京会）

〃 磯部　和代 （平18年卒－東京会） 〃 村越　吉美 （平 6年卒－東京会）

〃 市川　徹 （昭62年卒－埼玉会） 〃 森岡　三男 （昭44年卒－その他）

〃 太田　佳孝 （平 6年卒－東京会） 〃 山浦　英一 （昭57年卒－東京会）

〃 小笠原　悟 （昭60年卒－静岡会） 〃 山下　律子 （昭52年卒－東京会）

〃 小笠原　浩之 （昭59年卒－秋田会） 〃 横山　弘美 （昭55年卒－福岡会）

〃 香川　賢司 （昭61年卒－神奈川会） 〃 若山　誉  (昭62年卒－神奈川会）

〃 鎌田　勝典 （昭55年卒－東京会） 会計監査 一杉　則夫 （昭42年卒－東京会)

〃 鎌田　ひろ美 （昭58年卒－東京会） 〃 渡井　保仁 （昭56年卒－東京会）

*印は新任

社会保険労務士稲門会
 令和４年度役員



さて、昨今は新型コロナウィルスの感染拡大により、あらゆる価値観や生活様式
が大きく変わりました。わが国においても多くの企業が未曽有の危機に直面し、
依然として確固たる未来を見通すことのできない不安定な状況が続いています。
このような状況下において、我々社労士は、コロナ関連の手続きや相談において、
使命感を持って取り組みを進めてきたところです。また、一方政府の中心課題で
ある働き方改革について、当初我々社労士は、時間外労働の上限規制・同一労働
同一賃金の対応など法改正対応につき、働き方改革の推進支援を行ってきました
が、労働力人口の減少を背景として企業の人手不足が深刻化する中、法改正対応
にとどまることなく、一人ひとりの従業員が主体的に仕事に向き合うことができ
る、働きがいのある職場づくりに取り組むことが求められてきました。

今後は社員が仕事を通じて自らの成長を実感でき、思う存分自己の能力を発揮で
きる職場、あるいはデジタルの進展により、離れた場所からも十分に相互理解が
深められ、適切なコミュニケーションの取れる職場、そのような自由闊達な雰囲
気を大切にする、豊かな人間性をもった職場が求められると思います。

さて、社会保険労務士稲門会は、早稲田大学の社労士によるOB・OG会として、
20年を超える先輩方のご尽力により、これまで大学での支援講座や教科書の出版
など、大きな事績を残してまいりました。今後も知の探求としての研修会、社会
貢献としての無料相談会、支援講座を通じての社労士の知名度向上と後継者育成
に努め、かつ、都の西北に集った仲間としての親睦も大いに図っていきたいと存
じますので、みなさまからのご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げま
す。

なお、本会の支援講座担当教授でいらっしゃいます島田陽一先生におかれまして
は、本年度をもって定年退官されるとのことにて、これまでたいへんお世話に
なってまいりましたこと、この場を借りて、あらためて心より厚く御礼申し上げ
ます。なお、12月3日に予定されています「講演と懇親の夕べ」にては、先生に
記念のご講演をお願いしてございます。是非とも多くのみなさまのご受講をよろ
しくお願い申し上げます。

最後に、私は現在全国社会保険労務士会連合会の副会長として、働き方改革推進
特別委員会を担当していますが、来年3月には、「新しい資本主義」を題材に取
り入れつつ、働き方改革に関する研修の録画配信やパネルディスカッションのラ
イブ配信などをオンラインイベントとして実施いたしますので、是非ともこちら
のほうもご活用いただければ幸甚に存じます。

会長就任のごあいさつ

社会保険労務士稲門会

会 長 若 林 正 清

みなさま、こんにちは

このたび、6月18日定期総会にて会長に就任させてい
ただいた若林でございます。もとより、浅学非才の身で
あり、みなさまからの力強いご支援・ご協力を賜りたく、
どうぞよろしくお願い申し上げます。



「稲士会」研修会開催のご報告 ２０２２年８月２日（火）稲士会

稲士会では２０２２年８月２日（火）、会員の実務研修・士業間の交流及び懇親を図るため、研修会を
下記のとおり約３０名の参加のもとZoom開催いたました。

■日 時 ２０２２年８月２日（火）１８：３０～２０：２０

◇ 第一部 研修会： １８：３０～１９：４０

◇ 第二部 交流会： １９：５０～２０：２０

交流会は、Zoomのブレイクアウトルームを利用し
５～６名の小グループに分けて実施され、他士業の
皆さんと懇談する機会となりました。

■ 講 師： 曽布川 哲也 当会副会長

■ テーマ： 令和４年に改正された社会保険制度の概要
内容：
年金開始年齢上限の引き上げにより７５歳開始とした
場合に年金額はどのくらい増えるか、本年１０月より
実施される個人士業事務所の従業員の社会保険加入義
務など。

■会 費 無料講義中の曽布川哲也副会長



「稲士会」第１８期定期総会・講演会 ２０２２年９月１０日（土）稲士会

五士業稲門会「稲士会」の第１８期定期総会
（＆講演会）を２０２２年９月１０日（土）
１４：００より開催しました（当期は社会保
険労務士稲門会が稲士会〈幹事会〉でした）。

１．日 時 ２０２０年９月１０日（土）１４：００～１６：３０
２．開催形式 ハイブリッド会議方式（会場に集合して開催するとともに、ＷＥＢ参加も可能な方式）

３．会 場 ＡＰ東新宿 ３Ｆ Ａルーム
４．◇第１部 定期総会 １４：００～１４：３０

◇大学・校友会からのご挨拶（WEB中継）１４：４０～１４：５５
総長室副室長兼社会連携課課長 加藤 邦治 様

◇第２部 講 演 会 １５：００～１６：３０
講 師： 稲士会副会長・税理士稲門会会長 山口 賢一 先生
テーマ： 「インボイス制度への対応と対策」

定期総会は、香川忠成事務局長（当会幹事長）の司会のもと、
大貫正男副会長（司法書士稲門会）の開会のことば、大南弘巳
会長（当会会長）の挨拶に続いて、香川事務局長が議長に選任
されて議事の審議に入り、香川議長から令和３年度の事業報告、
決算報告が、松波道廣監事（中小企業診断士稲門会）から監査
報告があり、それぞれ承認されました。引き続き役員改選につ
いて審議され、松波監事の会長就任等が承認されました。さら
に香川事務局長から令和４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。最後に、新たに相談役を新設し、
これまで長年にわたり稲士会の発展に寄与してきた大南弘巳前
会長を相談役とすることが承認されました。

稲士会相談役に就任が決まった
大南弘巳当会顧問

講演会は、稲士会副会長・税理
士稲門会会長の山口賢一先生に
「インボイス制度への対応と対
策」というテーマでご講義いた
だくとともに、質疑にお応えい
ただきました。

講師の稲士会副会長・税理士稲
門会会長の山口賢一先生（左）
と当会・香川忠成幹事長（右）
による質疑応答



支援講座 通算１５年目、秋クォーターとして６年目の講義がスタート。

２００８年より母校・早稲田大学にて、社会保険労務士・
行政書士・司法書士・税理士の四士業稲門会「稲士会」に
よる大学との提携講座がスタートし（稲士会は現在、中小
企業診断士を加えた五士業各稲門会で構成）講座名は「企
業法務概論」でした（現名称は「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、学部・学年にと
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。翌年度からは、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、さらに後期は１００名へと拡大され実施されました。２０１
０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法学学術
院教授島田陽一先生の門下である青山学院大学法学部教授細川良先生が担当） 。２０１３年度からは、
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
援講座から、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１
５コマの講義が実施され、２０１７年は４４名、２０１８年は４９名の学生が登録、それぞれ無事に全
カリキュラムを終了しました。そして２０１９年度は３４名の学生が登録しています。

２０２０年度は、
新型コロナウィ
ルス感染防止の
ため、リモート
講義（ビデオ・
オン・デマン
ド）となりまし
たが、２０２１
年度はハイブ
リッドでの実施
となり、２６名
の登録者全員が
対面での受講を
選択しました。
今年度は完全に
対面講義となり、
９月30日から
スタートしてい
ます。カリキュ
ラムは左表のと
おりで、会員の
皆様の聴講も可
能ですので、希
望される方はお
申し出ください。

2022年度第１回講義模様(2022.9.30）



講演と懇親の夕べ 開催のお知らせ ２０２2年１２月３日（土）予告

第２2回「講演と懇親の夕べ」を下記のとおり開催します（第１部として会員特別講演会を開催しま
す）。このたびの「講演と懇親の夕べ」はハイブリッド会議の形式で行われ、ＷＥＢ参加の皆さまは全
国何処からでも参加可能です。多数のご参加をお待ち申しております（ＷＥＢ参加の場合、下記スケ
ジュール（懇親会を除く）の時間内であれば、いつでも任意に入退場することができます）。

１ 開 催 日：２０２２年１２月３日（土）
２．開催形式：ハイブリッド会議方式（会場に集合して参加するとともに、ＷＥＢ参加も可能な方式）

３．会場 ＆ 発信場所：ＡＰ東新宿 ３Ｆ Ａルーム
所在地：新宿区歌舞伎町２−３−２４東急ステイ新宿イーストサイド３Ｆ（下図）

４．次 第 ：
第１部 会員特別講演会（第５回「支援講座」のゲストスピーカーによる講演会）

開催時間：１３：３０～１４：３０
講 師：渡井 保仁 会員
演 題：「任意後見制度の課題と展望」

第２部 講 演 会
開催時間：１５：００～１７：００
講 師：早稲田大学 法学学術院教授 教授（元早稲田大学副総長）

島田 陽一 先生 （当会支援講座担当教授）
演 題：「雇用関係におけるワークルールの浸透と社会保険労務士への期待」（仮題）

島田 陽一 先生 のプロフィール
昭和２８年東京都出身。昭和５０年早稲田大学法学部卒。昭和５８年同大学
院法学研究科博士課程修了。昭和５８年小樽商科大学講師。昭和５９年同助
教授。平成９年法学部教授（平成12年より法学学術院教授。現在に至る）。
平成１２年１２月～平成１７年２月 中央労働委員会公益委員。
平成１６年１１月～平成１９年１０月 早稲田大学副総長。
昭和６３年～平成２年パリ第二大学にて研究生活。
著 書：『労働法第６版』（有斐閣・共著）、『リストラ時代 雇用をめぐる法律問題』

（旬報社・共著）、『ケースブック労働法第４版』（有斐閣・共著）など。

第３部 懇 親 会
開催時間：１７：３０～１９：３０
会 場：ＡＰ東新宿内
懇親会費：５，０００円（当日徴収します。第1部・第２部のみの参加は無料です。）

※詳細は、１１月発送予定のご案内にてご確認ください。
出席申込みは、１１月２８日（月）までに① お名前／② 会場参加かWEB参加希望か／③メール
アドレス／④ 携帯電話番号（緊急連絡先）の４点をご記載の上、知らせください（ただし、会場
参加希望の方は先着順となり、定員（４０名）に達した後はＷＥＢ参加となります）。



【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！ 最新情報の確認にご活用ください！
（「社労士稲門会」で検索、または URL: http//sr-waseda.net）

２０２２稲門祭＆HOME COMING DAY 第１８回参加（ボランティア年金労務
相談員募集）のお知らせ ２０２２年１０月２３日（日）早大キャンパス

○年金労務相談コーナー相談員等について
１．開設日時 １０月２３日（日）１０時半～１５時半（１０時集合）

なお、相談コーナー終了後に懇親会を予定しています（会費制）。

２．場 所 本部キャンパス８号館前（大隈銅像前にテントを設置）
３．相談員担当時間 １～２時間の交替制
４．報酬 等は、ありません。
５．ご協力のお申込みは、下記①～④の事項をご記入の上、事務局あてメールにてお申し込みを

お願致します。「相談員」以外でご協力いただける方も、奮ってご参加ください。
① 氏名 ② 連絡先メールアドレス ③ 緊急連絡先電話番号 ④ 当日お手伝い頂ける内容（a～dから
ご選択下さい）a 労務相談、b 年金相談、c 労務・年金両方、d その他（設営/清掃/後片付けetc）

※ 当日の運営の詳細については、参加者宛てに後日あらためてご連絡いたします。
① ホームカミングデーについて

卒業後２５年・３５年・４５年・５０年目の校友が早稲田大学に招待され、同時に校友会主催の稲門祭
も行われます。詳細は校友会ホームページをご覧ください。

② 年金労務相談コーナーについてのお問い合わせ先
社会保険労務士稲門会事務局 幹事長（香川）

電話 048-859-6836 email srwaseda2001@xqe.biglobe.ne.jp。

早稲田大学ホームカミングデー「年金･労務相談
コーナー」相談員等の募集について
相談員経験の有無を問いません。

母校早稲田大学の本年の「稲門祭＆ホームカミン
グデー」は、１０月２３日（日）に行われます。
当会では２００３年以来、稲門祭＆ホームカミン
グデーに「年金労務相談コーナー」を設け、稲
門祭を楽しみながら校友と交流・親睦を深める機
会とすることとしており、本年も出店することに
なりました（通算１８回目）。
つきましては、次のとおり相談コーナーの相談員
等へご協力いただける方を募っておりますので、
ご希望の方は奮って御参加下さいます様ご案内申
し上げます。


