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１．日 時：令和２年９月２６日（土）（説明会）１６時００分～ 

２．説明会：ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ名駅西口 ３階 カペラ 

※本年は、新型コロナウィルス感染症対策のため、懇親会はありません 
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ＡＳＮ 活動紹介 
 

ＡＳＮとは 

 ＡＳＮアイチ士業ネットワークとは、名古屋自由業団体連

絡協議会が平成１０年に開催した第４回自由業フレッシュ

マン・フォーラムの一部参加者が、フォーラムの趣旨に賛同

し、その後も交流会や勉強会といった非営利の活動を継続的

に行い発展してきた団体です。 

 

 

 

令和２年度役員 

役 職      氏 名           士 業 名 

会長        木村 雅夫   （行政書士） 

副会長      土川 充夫   （司法書士） 

幹事長      伊東 正晴   （弁護士） 

副幹事長     大久保 智晶  （弁護士） 

事務局長      鈴木 里佳   （行政書士） 

事務局次長    山内 有加      （公認会計士） 

事務局次長      平岡 翠    （社会保険労務士） 

会計委員長    木下 晃良   （税理士） 

会計副委員長    大澤 輝高   （税理士） 

ｲﾍﾞﾝﾄ委員長    高嶋 建太郎  （FP技能士） 

ｲﾍﾞﾝﾄ副委員長  田中 吉彦   （税理士） 

ｲﾍﾞﾝﾄ副委員長  藤本 佐知子  （税理士） 

ｲﾍﾞﾝﾄ副委員長  吉川 未佐子  （社会保険労務士） 

ﾚｸ委員長      西尾 綾香   （不動産鑑定士） 

ﾚｸ副委員長      下出 太平   （弁護士） 

ﾚｸ副委員長      近藤 健人   （司法書士） 

ﾚｸ副委員長      三田 翔一   （弁護士） 

相談役      尾崎  敦       （弁護士） 

相談役          河野  克幸      （土地家屋調査士） 

相談役          鳥居  翼        （税理士） 

監事            平塚  恵理佳    （弁護士） 
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ＡＳＮ・各ＭＦのまとめ 

ＡＳＮには、２０以上のＭＦがあり、それぞれが楽しく、活発に活動しています。 

ＭＦにつけられた番号は、概ね、結成の順番となっていますので、小さい番号が古く、大きい番号が新しいＭＦとなっています。
複数のＭＦに参加いただくことも可能です。まずは、気軽に参加してみましょう！ 
 ※本年は、新型コロナウィルス感染症の影響により通常とは開催形態等が異なります。 

 

no. ＭＦ名称 勉強会 懇親会 開催頻度 開催場所 特徴 各ＭＦ代表幹事・連絡先 

1 ＭＦ１ ○ ○ 
    実際の業務に生かす勉強会、 懇親会を  

開催していきます！ 
 

会田能史（行政書士） 

aidagyousei@yahoo.co.jp 
適宜 栄、名駅 

2 ＭＦ２ ○ ○ 
  国際センタービル  

名駅 
 

ＭＦ２は、知恵を出し合い解決しようと  
する世代を超えた仲間です。 
 

中村桂太（社会保険労務士） 

nakamura@lilac.ocn.ne.jp 
 

毎月 

3 ＭＦ３ × ○ 

    
ＭＦ３はＡＳＮ立ち上げ当初からのミニ  
フォーラムの一つです。新しく参加される方  
も、かつて参加されていた方も、気軽に来  
ていただける雰囲気です。懇親会中心なの  
で、終了時刻も早めです。遅い時間までは  
無理だけど、ちょっと他士業間で情報交換  
したいという方、大歓迎です。 
 

  

南成（司法書士）   

info@minami-office.jp 
隔月 名古屋市内 

4 ＭＦ６ ○ ○ 

  国際センタービル  
名駅 
 

『ベテラン会員から新入会員まで。女  
性、男性を問わず幅広いメンバーが気  
軽に参加できるミニフォーラムです。』 

川口潤 （社会保険労務士） 

kawaguchi-jun@asupower.jp 

  

毎月 

5 ＭＦ７ × ○ 年３～４回 名駅 士業の友達作り！ 
田邉   崇  （司法書士） 

tanabe_office1436@nifty.com 

6 ＭＦ８ ○ ○ 
    「旅行」や「スポーツレク」も行う求心

力 のあるMFです！ 
 

福冨咲恵      （税理士） 

fukutomikeiri@gmail.com 
毎月 国際センタービル 

7 ＭＦ９ ○ ○ 

    
栄または伏見駅周辺にて1時間程度の  
勉強会及びその後の懇親会を行い、仲間づく
りを積極的に行っています。勉強会では売り
上げアップの方法や業務で困ったこと、時事
ディスカッションなど士業に参考になる内容
を中心に開催。ほかのMFと合同開催をしてMF
の垣根を越えて「ASNを楽しむフォーラム」を
開催しています。 

  

高嶋建太郎（ＦＰ技能士） 

takashima@2103.co.jp 

  
適宜 栄、伏見 

8 ＭＦ１０ ○ ○ 

    
ベテランから若手まで多彩なメンバー  
勢ぞろい！  
お互い「先生」付けしないフランクな雰  
囲気です。活気あふれるＭＦ１０！ 
 

  

柿本悠貴（弁護士） 

kakimotoyuki@aichisakura-law.com 

  

毎月 金山 

9 ＭＦ１２ ○ ○ 

    
初対面でも気さくで話しやすいメンバー  
ばかりです。  
勉強会や懇親会で効果的な仕事の仕  
方や仕事の疑問を解消できる集まりと  
なっております。 
 

  

福井武男（司法書士） 

zab40233@mx21.tiki.ne.jp 

  

2ヶ月に1回 名駅、栄 

10 ＭＦ１４ ○ ○ 
    

勉強会・懇親会以外にもゴルフや旅行会
等、親睦を深める活動も盛り沢山！！ 

古島信一（司法書士） 

furushima@nagoyatakabata-law.com 
毎月 伏見、栄 

11 ＭＦ１５ ○ ○ 毎月   
『ここ（MF１５）で、仕事でも、プライ
ベートでも信頼できる仲間を見つけよ
う！』 
 

曾山 辰実（税理士） 

t-soyama@soyamaoffice.com 
丸の内 

12 ＭＦ１６ ○ ○ 

    
信頼できる仲間に出会えます！今年度  
は「新しい発見！新しい出会い！」を  
テーマに、新しい学び、ビジネスにも繋  
がる勉強会を開催します。 
 

  

菅原勝行（行政書士） 

dream_sugawara@yahoo.co.jp 

  

毎月 丸の内 

13 ＭＦ１７ ○ ○ 

    
 
発足5年目の最も新しいＭＦです。探求  
心旺盛な仲間とともに、毎月勉強会を  
行い、さらに懇親会で交流を深めてい  
ます。まだまだそしてもっともっと新し
い風（仲間）大歓迎です。 
 

  

渡邊一麿（公認会計士） 

watanabe_cpa@outlook.jp 毎月 金山 

14 会社法研究会 ○ ○ 
  国際センタービル とことん会社法＆法人を研究します（  

改正民法も勉強中です） 
 

会田能史（行政書士） 

aidagyousei@yahoo.co.jp 
2ヶ月に1回 

15 FP研究会 ○ ○ 2ヶ月に1回 栄 士業の「あるべき姿」を考える 
高木 登茂子（社労士） 

kyu0517@hotmail.co.jp 

16 労働問題研究会 ○ ○ 
  国際センタービル  

名駅 
 

判例を知ることは最強のリスクヘッジ  
だ！争いを防ぎ、争っても勝てる労務  
管理を！ 
 

吉川未佐子（社会保険労務士） 

info@roumumy.com 
隔月 

17 紛争問題研究会 ○ ○ 

    新入会員大歓迎！  勉強というよりも  
「実務的解決」に主眼をおいています！ 
 

岸本 輝成（社会保険労務士） 

mkishimoto@sr-tomoshibi.jp 

  

隔月 国際センタービル 

18 ビジネスモデル研究会 ○ ○ 

    
「どこの誰がお客様となるの？」「どうやっ  
て集客するの？」「どのように利益に結  
び付けるの？」「どうやってリピートにつな
げるの？」などについて、先人達のビジネス
モデルから共に学んで行きます。そして、そ
こから活用できるノウハウを取り入れ、あな
たに合った新たなビジネスモデル構築をお手  
伝いします！ 

田邉   崇  （司法書士） 

tanabe_office1436@nifty.com 

  2ヶ月に1回 栄 

19 三重フォーラム ○ ○ 
    

三重県のことならおまかせ。ワンストッ  
プサービスを目指す三重フォーラムへ  
是非！ 
 

堀木克志（弁理士） 

k.horiki@next-intl.org 2ヶ月に1回 三重県四日市市 

20 エルフォーラム × ○ 年２～３回 名駅、栄 女性士業の交流会、 「女士会」です♪ 

立松智美（行政書士） 

ivy.tatematsu@gmail.com 

21 テニス同好会 × ○ 毎月 名古屋市及び近郊 テニスで、いい汗かきませんか？ 
大石佳明（税理士） 

ooishi@ooishi-kaikei.com 
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ＭＦ１ 
代表幹事 ： 会田能史（行政書士）      aidagyousei@yahoo.co.jp 

運営幹事 ： 会田能史（行政書士）      aidagyousei@yahoo.co.jp 

 

実際の業務に生かす勉強会、懇親会を開催していきます！ 

 

 

☆活動内容☆ 

 
 
 

 

 

☆活動テーマ☆ 

 
 
 
 
 
 

☆構成員の人数や資格☆ 

 
 
 
 

 

 
 

☆主な開催する場所や日時☆ 

 
 
 

 
 

☆今後の活動方針☆ 

栄、名駅周辺にて 1時間半程度の勉強会と懇親会を行っています。 

 勉強会のテーマは、毎回違ったテーマを話し合って決めています。 

テーマに沿って所属しているメンバーが講師役となって、雑談＆ディスカッション形式にて 

 勉強会を行っています。 

  

 

新年度の各士業に関連する法改正、実務においての現場報告、時事ネタ、などなど 

内容は多岐にわたります。 

また、テーマから脱線して、 業務を進めていく中で出てくる疑問点等も、勉強会と懇親会の中で 

お互いに話し合って解決していくことも多いです。 

実務経験豊富なＭＦ１でしか聞けないな、という内容です。 

  

 
 
 
 
 約１０名の会員が参加しています。 

弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、行政書士、        

をされている方々が参加されています。 

性別、年齢、資格ともいろいろな方がバランスよく在籍しています！ 

 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
            

よく開催する場所は、名古屋市中区栄４丁目１６番８号 栄メンバーズオフィスビル です。 

勉強会は夜７時から１時間半程度開催、その後に場所を変えて近くの居酒屋で懇親会となり、 

１１時ぐらいに終わります。 

平均予算は勉強会が会議室代として５００円程度、懇親会が３５００円程度となっています。 

 
 
 
 

今後もタイムリーなテーマを掲げて勉強会を進めて、実務にも役立つような内容にしていくこと

を常に心がけていきたいと思っています。懇親会にも力を入れて、メンバー交流の場をもっともっと

盛んにしていきたいです。よろしければ是非とも一度 MF1を覗いてみてください！ 
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－ＭＦ２－ 
代表幹事 ： 中村 桂太（社会保険労務士）    nakamura@lilac.ocn.ne.jp 

運営幹事 ： 渡邊     歩（土地家屋調査士）     watanabe_ayumu_0109@yahoo.co.jp 

 

MF2は、知恵を出し合い解決しようとする世代を超えた仲間です。 

 

☆活動内容☆ 

 

 

 

☆過去 1年の活動テーマ☆ 

 

 

 

 

☆構成員の人数や資格☆ 

 

 

☆主な開催する場所や日時☆ 

 

 

☆今後の活動方針☆ 

 

 

 

ＭＦ２は発足当初から継続して毎月1時間半程度の勉強会を行い、その後懇親会を行っています。「日帰り旅

行」など、楽しい企画を開催しております。 

ＡＳＮ設立当初からのメンバーが多く、異業種・異年代の交流の場となっています。ゆるーく落ち着いた雰囲

気で居心地のいいＭＦです。 

随時、新メンバーを募集しております。是非、お気軽にご参加下さい。 

 

 約２２名の登録があり、勉強会には毎回10名～程度の参加があります。 

資格は弁護士・公認会計士・弁理士・税理士・土地家屋調査士・社会保険労務士・行政書士、司法書士等、

様々な方が登録されています。 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

            

中村区那古野｢名古屋国際センター｣ 会議室 

毎月第2火曜日  午後7時から開催 

 

 

ＭＦ２は「いざというとき」にお互いの得意分

野を生かして助け合えるメンバーが揃っており

ます。今までの活動を今後も継続し、楽しくお

互いの為になる勉強会・懇親会を続けて行きた

いと思います。 

 

平成31年3月 各国の相続税比較        令和元年9月 建築構造物用のコンクリート技術 

平成31年4月 車のナンバーについて      令和元年10月 同一労働同一賃金について 

令和元年5月 監査報告書の透明化    令和元年11月 農地法について                                  

令和元年6月 相続法改正について    令和元年12月 忘年会 

令和元年7月 暑気払い               令和2年1月 新年会 

令和元年8月 短時間労働者の有給休暇    令和2年2月 商標について 
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ＭＦ３ 
代表幹事 ： 氏名（資格） 南 成 （司法書士） info@minami-office.jp 

運営幹事 ： 氏名（資格） 浅野 哲司 （税理士） asano-tetsuji@tkcnf.or.jp 

 

ＭＦ３はＡＳＮ立ち上げ当初からのミニフォーラムの一つです。 

新しく参加される方も、かつて参加されていた方も、気軽に来ていただける雰囲気です。 

懇親会中心なので、終了時刻も早めです。 

遅い時間までは無理だけど、ちょっと他士業間で情報交換したいという方、大歓迎です。 

 

 

☆活動内容☆ 

 
 
 

 

 

☆過去 1年の活動テーマ☆ 

 
 
 
 
 

☆構成員の人数や資格☆ 

 
 
 
 

 

☆主な開催する場所や日時☆ 

 
 
 

 

☆今後の活動方針☆ 

現在は会議室での勉強会は行っておらず、隔月のペースで懇親会を開催し、食事をし

ながら、お互いの業務上のトピックスや問題を話し合い、また他士業の方の意見などを

聞いて、いろいろな知識、知恵を吸収しています。 

 メンバーのおすすめや気になっているお店で懇親会を行い、話しやすい雰囲気の中

で、仕事に関係あるないに関わらず情報交換・歓談して関係を深め、困ったときに相談

ができるような仲間を増やしてきました。 

税理士、弁護士、司法書士など様々な士業の方がバランスよく参加されています。 

構成員は２０名前後で、毎回その中から６～１０名前後の方が参加しています。 

会費は５，０００円程度の場合が多いです。      

           
           
           
           
           
        
開催頻度は 2 ヵ月に 1度です。 

開催場所は、名古屋市内を中心に、おいしい店として評判な店、隠れた名店など。 

 
 
 
 
 現在はコロナ禍で、なかなか開催ができない状態ですが、参加や出戻りは自由なゆる

い雰囲気が特徴です。業務などで困ったときにも気軽に相談できるようなメンバーば

かりですが、今後も懇親会を通じてそんな仲間を増やしていきますので、ぜひご参加く

ださい。 
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－ＭＦ６－ 
代表幹事 ： 社会保険労務士  川口 潤     'kawaguchi-jun@asupower.jp' 

運営幹事 ： 社会保険労務士  松谷 真由子  'm_mayuko@icloud.com' 

『ベテラン会員から新入会員まで、女性・男性を問わず幅広いメンバーが気軽に参加できる 

ミニフォーラムです。』 
 

☆活動内容☆ 

 
 
 
 

 

☆過去 1年の活動テーマ☆ 

 
 
 
 
 

☆構成員の人数や資格☆ 

 
 
 
 

 
 

 

☆開催場所と日時☆ 

 
 
 
 
 

☆今後の活動方針☆ 

 
 
 
 

 
（通常期の活動風景） 

・私達ＭＦ６は月一回の活動で、主に勉強会の後に懇親会を開催しています。 

・勉強会は、メンバーが持ち回りで講師を務めるほか、外部から講師を招いたり、他のＭＦとの

合同開催も行っています。 

・その他、例年は暑気払い（７月）、忘年会（１２月）を開催するなど親睦を深めています。 

 

・ＭＦ６は勉強するときはしっかり勉強し、懇親を深めるときはとことん楽しむ、というスタンスで

活動しております。 

・昨年度は、パワハラ（弁護士）、労基署の実態（社労士・元監督官）、知的財産権（弁理士）、

サイバー保険（外部講師）など、多方面にわたるテーマで勉強会を行いました。 
 
 

・勉強会には毎回１０～１５名くらいの方が参加され、女性も４割ほど参加されます。 

・資格では税理士や弁護士が多く、他に社会保険労務士、司法書士、行政書士、土地家屋 

調査士、弁理士といった方が参加されています。 

・年齢層も２０代～５０代と幅広く、どのような方でも参加しやすいアットホームな雰囲気です。 

・懇親会も賑やかですぐに仲良くなれます。 

            
            
            
            
            
            
            
     

・勉強会は、基本的に毎月一回、夜１９時より国際センタービルにて行っています。 

・懇親会は、主に名古屋駅周辺で行います。 

※現在はコロナ市中感染状況等を踏まえて、感染対策を徹底した上での実施や zoomによる 

実施にシフトしています。 

ＭＦ６は、こぢんまりとしていますが、まとまっていてホッとできるメンバーが集まっています。 

新しく参加されてもきっと居心地が良いと思います。積極的に参加していただける方であれば、

どなたでも歓迎しますので、是非一度遊びに来て下さい。 

http://ameblo.jp/nakatnai-zei/image-11555982256-12581360631.html
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－ＭＦ７－ 
代表幹事 ： 田 邉  崇 （司法書士）    tanabe_office1436@nifty.com 

運営幹事 ： 脇 田 幸 雄（社会保険労務士） astrotower3704@ybb.ne.jp 

士業の友達作り！ 
 

☆活動内容☆ 
 
 
 

 
 

☆過去 1 年の活動テーマ☆ 
 
 
 
 
 
 

☆構成員の人数や資格☆ 
 
 
 
 
 

☆主な開催する場所や日時☆ 
 
 
 

 
 
 

 

☆今後の活動方針☆ 

士業間の交流を通じた友達作りを目的とした会です。不定期に年３～４回懇親会を行

っています。自主的な勉強会は特に行っておりませんが、時々他の MFと合同で勉強

会を開催することもあります。 

昨年度の開催実績 ： 西区円頓寺商店街の居酒屋で懇親会、名駅でカラオケ忘年会 

              「コロナに負けない！リモート飲み会」など、合計４回 

当ＭＦの懇親会では、気軽なお店を選び、会費もリーズナブルなお値段にしておりま 

すし、女性会員の方にも気軽に参加して頂いております。 

また、今年春の自粛要請期間中もリモートで懇親会を開催しました。 

参加者は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、土

地家屋調査士…と各士業様々です。毎回５～６名前後の方が参加しています。 

参加者も大人数ではなく、のんびりリラックスして楽しくお話ししながらの雰囲気で、 

参加者同士の交流が図りやすいと思います。 

           
           
           
           
           
           
           
            

（コロナ前は）主に名駅近辺の居酒屋で平日１９時頃から開催しておりました。 

 コロナ禍の現在も、状況を見ながら、通常通りの懇親会もしくはリモートでの懇親会を 

不定期で開催していきます。 

毎回定例会の開催日等は決まり次第、ＡＳＮのＨＰでお知らせしています。 

ご参加希望の方は、ＡＳＮのＨＰからお問い合わせか、上記幹事までご連絡下さい！ 

     コロナ禍でも、リモート開催もあるから安全安心です！ 

懇親会を通して士業の友達作りを行なっていきます。毎回同業や他士業の仕事の 

情報交換や時事ネタ、趣味の話など幅広い会話で賑やかに開催しています。 

ＡＳＮメンバーなら誰でも参加でき、構えることなく過ごせる「ゆる～～～い」会す！ 

ぜひお気軽にお越しください！ 
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ーＭＦ８ー 
代表幹事 ： 福冨 咲恵    （税理士）          fukutomikeiri@gmail.com 

運営幹事 ： 小泉 千春    （司法書士）       chi86k@yahoo.co.jp 

       ： 林    達弥   （行政書士）                tatsuya@aigioffice.com 

「旅行」や「スポーツレク」も行う求心力のある MFです！ 

☆活動内容☆ 

 
 
 

 

 
 
 

☆勉強会テーマ☆ 

 
 
 
 
 
 
 

☆構成員の人数や資格☆ 
 

 
 

＜春の京都・大原 ラ コリーナにて＞        ☆昨年の活動報告☆ 

  
 

平成 3１年 4月の旅行の写真です。 

毎年 4月に旅行に行っておりますが、 

令和 2年はコロナの影響により 

中止となりました。 

毎月１回  勉強会＆懇親会を中心に開催しています。勉強会＆懇親会以外にも、暑

気払い（７月）や忘年会（１２月）といった飲み会や春の旅行、秋のスポーツレク（ソフト

バレーやソフトボール等）を行い、メンバー内の交流を積極的に図っています。 

歴の長いメンバーに 随時新しいメンバーも加わっていて、新しく参加された方でも

非常に溶け込みやすい会になっています。勉強会や懇親会だけではなく、旅行やスポ

ーツレクも行う「ＭＦ８」に是非ともご参加ください。 

 勉強会は 「改めて基礎的な内容を学び合おう」 「講師の準備の負担を軽減しよう」

ということで、毎月基本的に１人の講師で、質疑応答の時間もしっかり取りながら理解

を深めていく形で行っています。 

【最近のテーマ】 

11月 「元人事担当者によるハラスメント研修」（社労士） 

12月 忘年会 

1月 「交通事故の損害賠償について」（弁護士） 

幅広い資格を持ったメンバーで構成されており、毎回１０名前後が参加しています。

年齢層も幅広く、また多くの女性士業の方も参加しています。 

 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
     

１０月１１日（金） スポーツレク 

１１月１９日（火） 勉強会＆懇親会 

１２月１２日（木） 忘年会（青木商店） 

  １月２３日（木） 勉強会＆懇親会 

   
 

＊勉強会は、いずれも国際センター５階 

会議室にて、１９時３０分から行います。 

（懇親会は、近辺のお店です。） 
 

 今年はコロナの影響により、勉強会も懇親

会も未定となっております。 
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－ＭＦ９－ 
代表幹事 ： 高嶋建太郎（ＦＰ技能士）      takashima@2103.co.jp 

運営幹事 ： 高嶋建太郎（ＦＰ技能士）      takashima@2103.co.jp 

 

 ☆活動内容☆ 

 
 
 
 
  

☆過去 1年の活動テーマ☆ 
 

 
 

 
 

☆メンバーの人数や資格☆ 

 
 
 
 

☆ズバリ、ＭＦ９とは☆ 

 
 

☆今後のどのように活動していきたいか☆ 

 
 
 

 
 

栄、伏見または名駅周辺にて、1時間程度の勉強会及び、その後の懇親会を行い、仲間づくりを

積極的に行っています。勉強会では、売り上げアップ方法だったり、業務で困ったことだったり、時事

ディスカッションだったり、士業に参考になる内容を中心に開催。また、ほかのＭＦと合同開催をし

て、MF の垣根を越えて「ASN を楽しむフォーラム」を開催しています。MF探しに迷ったら、まずは

MF9なら間違いないです！（笑） 

 
 

 

 

 

コロナの影響もあり、開催数は少なかったものの、「メンバーが自力で申請して、持続化補助金 50

万円給付を受けた実話」だったり、今まさに実践して使える話を中心に開催しました。また、今さら

聞けない疑問などを討論したり、士業の枠を超えて、ざっくばらんにおこなっていますので、お気軽に

ご参加ください！・・・更に、その後の懇親会のビールが美味い～仲間づくりにも MF9は最高で

す！ 

                      
 約１0名程度の会員が毎回参加しています。年齢は 20代～50代まで幅広く、女性会員が比

較的多く、弁護士、司法書士、税理士、社労士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査

士、ＦＰ、中小企業診断士、ＡＳＮ歴もベテランから新人まで、偏りの少ない MF となっております。

他の MF と合同で開催することも多いため、さらに多くの人脈が築けます！ 

 

 
 
皆さんご存じですか？あの木村 ASN会長も「MF9 メンバー」です。MF探しで迷っているなら、主流

派の MF9 に参加いただければ間違いないです。（笑） 

ＭＦ９は、世代に関係なく、皆で「勉強」も「遊び」も「楽しく！」を、モットーにしています。お気軽に

「ＭＦ９」にご参加ください！きっと、「参加してよかった！」と感じて頂けることでしょう。 
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－ＭＦ １０－ 
代表幹事 ： 柿本 悠貴（弁護士）        kakimotoyuki@aichisakura-law.com 

運営幹事 ： 中川 匡亮（弁護士）       nakagawa@daiichi-law.gr.jp 

ベテランから若手まで多彩なメンバー勢ぞろい！ 

お互い「先生」付けしないフランクな雰囲気です。活気あふれるＭＦ１０！ 
 

☆活動内容☆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

☆過去半年内の活動テーマ例☆ 

 
 
 
 
 
 
 

 

☆構成員の人数や資格☆ 
 

 
 
 
 

☆主な開催場所と日時☆ 

 
 
 

 
 
 
 

☆今後の活動予定☆ 
 

 
 
 

当ＭＦでは、月に１回、約１時間の勉強会と、その後、お店に移動して懇親会を行っています。 

勉強会の講師はメンバーが交代で務めており、テーマは講師が自由に決めて、メンバーの前で講義

を行う形をとっています。最後に質疑応答の時間を設けて、気軽にわからないことなど聞き合える雰囲

気です。時には外部に講師を依頼したり、パネルディスカッションを行ったりする場合もあります。 

懇親会は、仕事の話からプライベートな話まで、和気藹々と語り合う楽しい時間になっています。 

また、ＭＦ１０の最大の特徴として、お互いを「先生」と呼ばず、「さん」付けで呼んでいます。こうするこ

とによって、ベテラン・若手関係なく、お互い壁を取払い、気兼ねなく付き合える環境を作っています。 

２０２０年１月 不動産鑑定士「マクロ経済の現実論、国家経済のあり方」 

２０２０年２月 ＦＰ技能士「超簡単！これであなたも補助金５０万円ＧＥＴだぜ！」－ＭＦ９と合同開催 

２０２０年３月 税理士「元マルサの男が語る～脱税摘発」⇒延期 

２０２０年４月 中小企業診断士「企業の新型コロナウィルス感染症対策とＢＣＰ」 

２０２０年６月 ＺＯＯＭ飲み会 

２０２０年７月 暑気払い⇒コロナ拡大のため中止 

 
 

メンバーの構成は、ASNに入会可能な資格のほぼ全てが揃っており、偏りの少ない構成です。 

当ＭＦには現在約１００名以上の方が登録しており、毎月平均２５名程参加頂いています。 

初めて参加される方も毎回いらっしゃいますので、初めての方でも気軽に参加できます。 

 
            
            
            
            
            
            
            
     

＊以下は平時において。現在は、コロナ対策中のため、ＺＯＯＭにて実施＊ 

【 勉強会 】  開催場所  ： 司法書士会館 （金山駅より徒歩約５分） 

日   時  ： 平日の午後７時より 

【 懇親会 】  勉強会終了後、金山駅近辺の居酒屋にて開催（会費は毎回４～５，０００円ほど） 

・ 毎年７月は暑気払い、１２月は忘年会として懇親会のみ開催です。（その時は名駅や栄で開催） 

１０月２１日勉強会 講師：片山弁護士  ＺＯＯＭにて実施予定    

１１月２０日勉強会 講師：柿本弁護士  ＺＯＯＭにて実施予定         

１２月 忘年会                   

新規メンバーもすぐに馴染める環境です！ご興味のある方は、上記アドレスまでご連絡ください。 

mailto:kakimotoyuki@aichisakura-law.com
mailto:nakagawa@daiichi-law.gr.jp
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－ＭＦ１４へようこそ－ 
代表幹事 ： 古島信一（司法書士） furushima@nagoyatakabata-law.com 

運営幹事 ： 佐野佳見（行政書士） info@office-sanoyoshimi.com 

活動内容  

・概ね毎月第 4木曜日午後７時から１時間、地下鉄東山線「伏見駅１０番出口」より徒歩 1分とアク 

セス抜群の『日本政策金融公庫名古屋中支店２Fの会議室』にて勉強会＆伏見駅周辺にて懇親会

を行っています。 

今年は、コロナウィルス感染症との闘いの一年になるかなと思っています。 

・勉強会は、持ち回りで講師を担当。得意分野をベースとしたテーマで講義を実施。 

・年に１～２回、外部講師を招聘して、会員に役立つ情報を提供してもらいます。 

・懇親会は、伏見・栄周辺の飲食店にて、勉強会終了後２２：３０頃まで。 

・会費：勉強会のみの参加は無料。懇親会の会費は概ね￥４，５００程度。 

・勉強会・懇親会以外にも、ゴルフや旅行会等、親睦を深める活動も盛り沢山!! 

最近の活動  

令和 ２年 1月 「多様性と人材の格差を乗り越える」 講師：外部講師 

令和 ２年 2月 「労務間スマートコミュニケーションについて 

            〜労務トラブル予防のために〜」講師：社会保険労務士 

令和 ２年 3月～6月 コロナ禍により中止 

令和 ２年 7月 「暑気払い」 TOKYO MERCATO ミツコシマエヒロバス 

令和 ２年 8月 コロナ禍により中止 

・約３０名の会員が所属しており、定例会の平均出席者数は１５人程度です。 

・弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、行政書士

等の多岐にわたる分野のスペシャリストが所属。 

・２０～３０代の若手から４０代以上のベテランまで幅広い年齢層の方々が所属。 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

         

 活動内容は毎回異なり、旅行もあり楽しいことは間違いないです！ぜひ、一度、遊びにきてください！   

 次回は R2/10/22を予定しております（コロナウィルス感染症拡大状況により中止となる場合もありま

す） 

また、１１月以降の予定は、裏面の予定表をご参照ください。 

ご参加いただける場合には、fukuda.kazuhiro@sr-fp.jp までご連絡をお願いします！ 
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今後の予定 
 

日にち 時間 場所 内容(テーマ未定) 

2020年 11月 26日(木) 午後７時から 
日本政策金融公庫 

名古屋中支店２階会議室 
未定 

2020年 12月 17日(木) 午後７時から 場所未定 忘年会【勉強会無し】 

2021年 1月 28日(木) 午後７時から 
日本政策金融公庫 

名古屋中支店２階会議室 

講師：日本政策金融 

公庫職員様 

2021年 2月 25日(木) 午後７時から 
日本政策金融公庫 

名古屋中支店２階会議室 
未定 

2021年 3月 25日(木) 午後７時から 
日本政策金融公庫 

名古屋中支店２階会議室 
未定 

2021年 4月 22日(木) 午後７時から 場所未定 桜花会【勉強会無し】 

2021年 5月 27日(木) 午後７時から 
日本政策金融公庫 

名古屋中支店２階会議室 
未定 

2021年 6月 24日(木) 午後７時から 
日本政策金融公庫 

名古屋中支店２階会議室 
講師：司法書士 

 

 

10月定例会のご案内   日時 ：令和 2年 10月 22日(木） 

１ 勉強会 １９時～２０時 

 

    内 容：未定 

講 師：未定  

場 所： 名古屋市中区錦一丁目１１番２０号  

      日本政策金融公庫 名古屋中支店 ２階会議室 

２ 懇親会 ２０時１５分頃～  

場 所： 未定 

費 用： 4,500円程度 
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－ＭＦ１５－ 
代表幹事 ： 曾山 辰実（税理士）     メールアドレス  t-soyama@soyamaoffice.com 

運営幹事 ： 庄古 延寛（不動産鑑定士）  メールアドレス shohko@c-reakan.com  

『ここ（MF１５）で、仕事でも、プライベートでも信頼できる仲間を見つけよう！』 

 

☆活動内容☆ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

☆最近の活動テーマ・内容☆ 

 
（伏見のビアガーデンにて） 

 

☆構成員の人数や資格☆ 
 
 

 

 

☆主な開催する場所や日時☆ 

 
 
 
 

☆今後の活動方針☆ 

MF15は平成２１年９月に立ち上がったＭＦで、今年で１１年目を迎えました。 

丸の内界隈で定期的に勉強会・懇親会の２部構成で活動をしております。 

 

勉強会は士業的なものだけではなく、「顧客との話をするときに小ネタになりそうな一風変わ

った内容」を勉強会のテーマとすることが多いのが当ＭＦの特色です。 

（過去の開催実績としては「クレジットカード活用法」「航空会社のマイルについて」「マンション

トレンド」「ネットリテラシー」「マル暴とクレーマー対策」ｅｔｃ．．．） 

また、会員同士の親睦をより深めるべく、勉強会以外にも花見・暑気払いなどの親睦行事も

定期的に企画しております。 

R元.７     ビアガーデンでの暑気払い 

R元.９    ナゴヤドームでの野球観戦 

R元.１０  士業事務所業界マーケットと事業承継・ 

Ｍ＆Ａサポート案件をビジネスの柱にす 

る仕組みづくり（外部講師例会） 

Ｒ元.１２  士業のためのクレジットカード活用講座 

Ｒ２.１    東山ガーデンでの新年会 

毎回概ね１０～１５名前後の方が参加されます。 

ベテラン・若手いずれにも偏らずバランスの良いメンバー構成で、女性メンバーも毎回参加されてお

りますので、女性の方も気兼ねなく参加頂けます。 

 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
            

主に、中区丸の内３丁目の㈱ 新東通信の会議室を借りて勉強会を行っております。 

勉強会の後、近隣で懇親会を行います。 

 
 
 
 
現在、新型コロナウイルスの影響により一時的に例会開催を休止しておりますが、影響が落ち着

き次第開催を再開します。その際はぜひ当ＭＦに足を運んで頂ければ幸いです。 

 

事態の収束を願うとともに、皆様と元気な笑顔でお会い出来る日を、心より楽しみにしておりま

す！ 
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－ＭＦ１６－ 
代表幹事 ： 菅原勝行（行政書士）       dream_sugawara@yahoo.co.jp 

運営幹事 ： 柴田春菜（社会保険労務士）  lunajimusho@gmail.com 

信頼できる仲間に出会えます！今年度は「新しい発見！新しい出会い！」をテーマに、新

しい学び、ビジネスにも繋がる勉強会を開催します。 

 

☆活動内容☆ 

 
 
 

 

 

☆過去の活動テーマ☆ 

 
 
 
 
 
 
 

☆構成員の人数や資格☆ 

 
 
 
 

 

 

☆主な開催する場所や日時☆ 

 
 
 

 
 

☆今後の活動方針☆ 

毎月１回のペースで勉強会および懇親会を開催しています。勉強会の講師はメンバー

で希望者を募ったり、外部より講師をお招きすることもあります。気軽にランチに誘った

り、仕事の相談、プライベートな相談もできる仲間づくりに重点を置いています。 

明るく楽しく仲良く、がモットーです！１回の参加で良さがわかるので、ぜひご参加を！ 

R１．８  探偵業の実態について 

R１．９  知らなくて大丈夫？士業のための相続法改正総まくりセミナー  

R１．１０ キャッシュレス戦国時代～財布がいらなくなる時代へ～ 

R１．１１ 保険信託の概要            

R１．１２  ボーリング大会・忘年会  

R２．１  なぜあなたのダイエットは失敗するのか QOL式、結果を出す為に必要な方法を伝授 

R２．２  技能実習制度の現状とこれから 

Ｈ３０．１２         Ｈ３１．６ 不動産登記簿の見方 

Ｈ３１．１  なぜあなたのダイエットは失敗するのか         Ｈ３１．７ 屋形船クル

ージング 

Ｈ３１．２  生活保護制度について          Ｈ３１．８ 探偵業について ・参加者は、毎月１５人～２０名です。 

・弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、FPと様々な士業がバラ

ンスよく在籍するのが特徴です。 

・２０代後半～３０代の参加者が多く、若手かつ実務経験が豊富な人材が集まってい

ます。 

 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
            

毎月第２火曜日の１９時から、主に丸の内周辺で開催しています。 

勉強会だけでなく、屋形船やパーソナルトレーナーの先生をお招きして正月太りを解

消する方法など、自分ではなかなかできないことや話のネタになるようなイベントも企

画・開催しています！ 

 
 

MF１６では、メンバー同士で不安や悩みを打ち明けながら、お互いに共感・アドバイス

しあい、皆で楽しく知識を向上させ、信頼できるネットワークを構築させてきました。今

後もメンバーで意見を出し合いながら、更に活動内容を拡充しつつ、お互いのビジネ

スにも展開させていきます。一緒に居心地のいい仲間、MFを作っていきましょう！ 
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－ＭＦ17－  
代表幹事 ： 渡邊一磨（公認会計士）  watanabe_cpa@outlook.jp 

運営幹事 ： 小川和也（司法書士）   ogawa@imaike-legal.com 

新入会員大歓迎！ 

発足 5年目の最も新しいＭＦです。探求心旺盛な仲間とともに、毎月勉強会を行い、さらに懇親会

で交流を深めています。まだまだそしてもっともっと新しい風（仲間）大歓迎です。 

☆活動内容☆ 

 

 

 

 

☆過去の活動テーマ☆ 

 

 

 

 

 

 

☆構成員の人数や資格☆ 

 

 

☆主な開催する場所や日時☆ 

 

 

☆今後の活動方針☆ 

・基本的には毎月１回、様々なテーマの勉強会と懇親会を開催しております。 

・参加されている先生方に交代で講師をしていただき、得意分野や力を入れていることを知っ

て、実務でもお客様へのご紹介に役立てたりしています。 

・外部講師による士業向け講座、他ＭＦとの合同勉強会なども開催しています。 

・定期的にイベントも行って、交流を深めています。 

7月定例会（2020.7.17）  講師：公認会計士・税理士 若原芳治氏 

         「講師スキル研修」 

6月定例会（2020.6.17）  講師：税理士 日比野享氏（オンライン） 

「出版までの道」 

5月定例会（2020.5.13）  オンライン意見交換会 

2月定例会（2020.2.17）  講師：名古屋中小企業投資育成㈱ 渡部芳郎様  

「優良中小企業の株式周りの課題と投資育成を活用した解決策」 

1月定例会（2020.1.23）      講師：不動産鑑定士・社会保険労務士 土屋暁様  

「マクロ経済の現実論・国家経済のあり方」 

♦税理士、社労士、司法書士、行政書士、弁護士、土地家屋調査士、公認会計士、ＦＰなど 

♦定例会参加者は、10～15名ほどで、年齢層も各年代幅広く所属しています。 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

     

毎月 1回、金山駅より徒歩 5分ほどにある司法書士会館にて勉強会＆金山駅周辺にて懇親会

を行っています。今年は新型コロナの感染状況をみながら開催予定です。 

 

 

☆各士業のエキスパートが集まり、専門分野以外のことも気楽に質問や相談ができ、お互いの
意見交換や情報共有ができる場を提供していきます。☆勉強会は、旬のテーマも取り入れつ
つ、知識として知っておきたい情報を各会員、外部講師により、毎回、趣向を凝らしたテーマで
行っています。☆メンバー同士の懇親を深めるためのイベントも企画しています！！（昨年は、
ボーリング大会・暑気払い・食事会） 
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会社法研究会 
代表幹事 ： 会田能史（行政書士）       aidagyousei@yahoo.co.jp 

運営幹事 ： 近藤芳弘（行政書士）        info@aozora-houmu8.com 

 

とことん会社法＆法人を研究します（ 改正民法も勉強中です ） 
 

 

☆活動内容☆ 

 
 
 

 

 

☆過去 1年の活動テーマ☆ 

 
 
 
 
 
 

☆構成員の人数や資格☆ 

 
 
 
 

 

 
 

☆主な開催する場所や日時☆ 

 
 
 

 
 

☆今後の活動方針☆ 

２か月に一回、勉強会と懇親会を行っています。「判例時報」等を使用して、最新の判

例を検討したり、会社法だけではなく改正されたばかりの民法の勉強会を実施していま

す。参加者同士での意見交換、条文解釈、実務上の経験談、テーマから脱線の話題(笑)

など、毎回活発に議論が行き交っています。勉強会後は近くの居酒屋等で懇親会です！ 

 

令和 元 年 ６ 月１２日 改正民法を読む 

令和 元 年 ８ 月 ７ 日 改正民法（相続法）を読む 

令和 元 年１０月 ９ 日 改正民法（相続法）を読む 

令和 元 年１２月１１日 改正民法（相続法）を読む 

令和 ２ 年 ２ 月１２日 会社法改正（案）を読む 

 
 
 
 
 ２４名（９月現在）の会員が参加しています。 

弁護士（７）、公認会計士（２）、司法書士（９）、 

税理士（６）、行政書士（３）  社労士（２） 

の方々が参加されています。 

 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
            

勉強会は、桜通と江川線が交わるところの国際センタービル５階の会議室（地下鉄桜通線 

「国際センター」２番出口）をいつも利用しています。 

時間は勉強会が夜７時から１時間半程度、その後の懇親会が１０時半ぐらいに終わります。 

平均予算は勉強会が会議室代として 1000円程度、懇親会が 3000円程度となっています。 

 
 
 
 

勉強会は毎回、事例に基づいたテーマを雑談形式で討論していきます。雑談形式なので気軽に参

加できます。内容はテーマ周辺の会社法務のみならず、会計実務など多岐に渡り、脱線すること 

も・・・多々あります！是非一度、会社法研究会を覗いてみてください。 

 
 
 
 

mailto:info@aozora-houmu8.com
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－ ＦＰ研究会 － 
代表幹事 ： 高木 登茂子（社労士）    kyu0517@hotmail.co.jp 

運営幹事 ： 北島 淳（税理士）   jconsulting1222@yahoo.co.jp 
 

－ 士業の「あるべき姿」を考える － 
 

 

☆活動内容☆ 
 

 
 
 

 

 
 

 
☆過去 1年の活動テーマ☆ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

☆構成員の人数や資格☆ 
 
 
 

☆主な開催する場所や日時☆ 
 

 
 
 

 
 

☆今後の活動方針☆ 
 

ASN の基本理念にある「プロフェッショナルとしての自覚を持ち、向上心の維持と謙虚さ

を。」という言葉に立ち返って、自身の「士業」を見つめなおしてみませんか？ 

 

同業他社の中から選ばれる「士業」になるために。AI 時代でも淘汰されない事業モデルを構築

するために。そして、死ぬまで楽しく仕事をするために。  

 

FP 研究会を通じて交流を図ってみてはいかがですか？行っている業務も年代も違う人と仕事を

離れて交流するって、楽しいですよ！ 

 
 

 

 

 

 

離れて交流するのは良いものですよ。 

 

統一テーマ － 士業の生き残り戦略を考える － 

 

8/9(金) 「世界一受けたい歴史の授業－歴史はなぜに動くのか－」 

                           （行政書士：岡本 真一） 

 

10/25(金) 「いまさら聴けない！？知財って何？」 

（行政書士：西川 清美） 

   

12/6(金) 「グループディスカッション/士業の働き方改革について考える」 

                           （社会保険労務士：高木登茂子） 

 

2/7(金) 「繁栄する家、衰退する家 26 代続く家の教えを読み解く」 

（土地家屋調査士：河戸 一雄） 

以下、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、勉強会は未開催 

FP(ファイナンシャルプランニング)に興味のある会員の方ならどなたでも構いません。他の MF や

研究会との掛け持ち参加も OK です。        

            
            
            
            
          
2 か月に 1 回、栄のナディアパ－ク内研修室等で午後 7 時から 2 時間程度の勉強会を開催し、そ

の後、付近の飲食店等にて懇親会を開催します。 

（平均予算は勉強会の会場代が 500 円、懇親会は 4000 円～5000 円程度） 

 
 
 
 開催日、講師、内容等は ASN のホ－ムペ－ジにアップ致しますのでご確認下さい。ご興味のある

方は代表幹事・運営幹事宛てにメールをお送り下さい。開催案内をお送りします。 

mailto:jconsulting@samba.ocn.ne.jp
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－労働問題研究会－ 
代表幹事 ： 吉川 未佐子（社会保険労務士）    info@roumumy.com 

運営幹事 ： 池上 剛志 （社会保険労務士）      gomagomayori@gmail.com 

判例を知ることは最強のリスクヘッジだ！争いを防ぎ、争っても勝てる労務管理を！ 

☆活動内容☆ 

 

 
 

 

☆過去 1 年の活動テーマ☆ 

 

 

 

 

 

☆構成員の人数や資格☆ 

 

 
 

☆主な開催する場所や日時☆ 

 

 

 

 

☆今後の活動方針☆ 

 

隔月（奇数月）１回、みんなで２つの判例を徹底検証します！なぜ裁判になったの

か？なぜ敗訴してしまったのか？どうすれば勝てたのか？をしっかり学びます。 

さらに、日常業務の中で困ったことや、悩みを相談することもできますので、一人で

悩むことがある方、是非一度ご参加ください！ 

現在は「労務管理は負け裁判に学べ！2」という本をテキストとして、ここ最近の判例

を学んでいます。 

＜昨年学んだ具体的テーマ＞ 

① 偽装求人②内定・内々定③労働条件の不利益変更④配転命令⑤競業避止義務違反⑥副業 etc.… 

※5 月には ZOOM にて雇用調整助成金大勉強会を開催して、「今知りたいテーマ」も

積極的に勉強・情報交換しています 

 

 

 

 
現在は、弁護士（労働問題に長けた方ばかりです）と社会保険労務士が主な構成メンバ

ーですが、行政書士の先生もいます。毎回１０名程度の会員が参加しています。 

             

             

             

             

             

             

          

場所 ： 名古屋国際センター 会議室(最近は ZOOM で開催しています) 

日時 ： 隔月（奇数月）１９時～２１時 勉強会 その後懇親会 

     懇親会は、国際センターや名駅周辺のお店で行います。 

◇◆◇◆◇◆◇次回は、９月下旬に開催予定です ◇◆◇◆◇◆◇   

 

「労働問題研究会」というカタイ名前ですが、何でも気軽に

相談できる気さくなメンバーが揃っています。 

しっかり学べて、ガッツリ交流できる楽しい学び場です。 

まずは一度、ふらりとご参加ください！ 
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－紛争問題研究会－ 
代表幹事 ： 社会保険労務士 岸本 輝成     mkishimoto@sr-tomoshibi.jp 

運営幹事 ： 社会保険労務士 髙木 健太郎   takagikaiji@ybb.ne.jp 

 

新入会員大歓迎！ 勉強というよりも「実務的解決」に主眼をおいています！ 

 

 

☆活動内容☆ 

 
 
 

 

 

☆過去 1年の活動テーマ☆ 

 
 
 
 
 
 

☆構成員の人数や資格☆ 

 
 
 
 

 

☆主な開催する場所や日時☆ 

 
 
 

 
 

☆今後の活動方針☆ 

 隔月（偶数月）開催で、メンバーが持ち寄った相談事項の実務的解決を中心に行って

います。現在は、弁護士と社労士が構成メンバーの大半を占めていますが、他士業の

方も大歓迎です。テーマは都度考え、関連業界の方にゲストとしてお越し頂いたり、小

回りのきく運営を行っております。 

 過去１年は、テーマは決めず、参加者が持ち寄った問題の解決を行って参りました。 

会の設立時は紛争問題に限定していましたが、最近は、基本理念はそのままに、労

働問題に関する幅広い事案についての実務的解決を行っております。 

 実務を行っていると必ず起こるリアルタイムの労働問題について、参加者各々の専

門知識を出し合って、より良い解決方法を話し合っています。 

 
 
 
 
 現在２０数名の登録で、弁護士、社労士が中心です。 

 弁護士は、労働問題に長けた方ばかり、社労士は、登録したばかりの新人から開業

２０年以上のベテランまでいます。年齢層は幅広く、男女半数程度です。  

           
           
           
           
           
           
           
         

 勉強会は、通常、国際センタービルで１９時から２１時まで行い、終了後、希望者の

み実費精算で懇親会を行っています。近くの焼肉屋を中心に、居酒屋等で和気藹々と

語り合っております。年会費は３０００円です。 

 昨年度の路線を踏襲し、ぶっちゃけトークの例会を行います。 

 参加者が持ち寄る実務的相談事項＆解決策の模索は奥深く、一度参加したらやみ

つきになること間違いなしです。 

 本年度も、毎回、楽しく進めていきます！ 
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三重フォーラム 
代表幹事 ： 堀木克志（弁理士）            k.horiki@next-intl.org  

運営幹事 ： 河村厚（社会保険労務士・行政書士） pooh@cty-net.ne.jp 

三重県のことならおまかせ。ワンストップサービスを目指す三重フォーラムへ是非！ 

☆活動内容☆ 

 
 
 

 

 
 

☆過去 1年の活動テーマ☆ 

 
 
 
 
 

☆構成員の人数や資格☆ 

 
 
 
 

 

 

☆主な開催する場所や日時☆ 

 
 
 

 

☆今後の活動方針☆ 

 
 
 
  

三重フォーラムは、今年で１１年目のフォーラムです。 

活動としては、原則、２か月に一度のペースで勉強会を行い、その後に駅周辺の居酒屋等に

おいて懇親会を行い、会員相互の交流を図っております。 

勉強会においては、単なる講義形式に終わるのではなく、質疑応答を含めてできるだけ会員

が積極的に参加できるように心掛けております。 

 そして、会員の親睦をより深めるために、「～先生」ではなく「～さん」という呼称を用いているのも特徴
です。また、今年の年末には忘年会を兼ねた宿泊旅行も計画しております。 

勉強会においては、所属している会員が交替で講師を務めております。 

テーマは、担当する講師が専門性を活かしつつ、その時の旬な話題を盛り込みながら自由に選 

択していただいております。 

「年金制度のあらまし」              講師：河村 厚 

「補助金・助成金情報と安全衛生法の一部改正」   講師：岡田 健 

「相続税法改正と申告の実務」           講師：中村勉  など 

 
 
 
 
 
 

現在、登録人数は、合計２５人です。 

勉強会、懇親会には、毎回約１０～１５人程度の会員が参加しています。 

年齢は、３０代から４０代が中心ですが、それ以上の方も、それ以下の方も大歓迎です。 

会員には、弁護士、弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士、ＦＰ、土地家屋調査士、

司法書士等をされている方々がおり、その勤務地については、三重県及び愛知県が中心となっ

ております。 

 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
            

原則２ヶ月に一度、近鉄四日市駅前のじばさん三重の会議室において、約２時間程度の勉強会

を行い、その後、駅周辺の居酒屋等で懇親会を開催しております。 

費用は、勉強会については５００円で、懇親会については３０００～５０００円となってお

り、非常にお財布に優しく、参加しやすい形態となっております。 

 
 
 
今後は、現在の会員との絆をさらに深めるととも

に、是非とも新しい風を吹き込んでいただけるよ

う、新規の方々にも参加しやすい三重フォーラムを

目指していきたいと考えております。 

 そのためにも、勉強会の充実はもちろんですが、

その他のリクレーション活動等の充実にも力を注

いでいきたいと考えております。 

 三重フォーラムに興味がある方は、是非とも、気

軽に参加していただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

 
 
 
 

mailto:k.horiki@next-intl.org
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－エルフォーラム－ 
代表幹事 ： 立松 智美 （行政書士）   ivy.tatematsu@gmail.com 

運営幹事 ： 代表幹事が兼務 

 

女性士業の交流会、「女士会」です♪ 

 

 

☆活動内容☆ 

 
 
 

 

 

☆過去 1年の活動テーマ☆ 

 
 
 
 
 
 

☆構成員の人数や資格☆ 

 
 
 
 

 

 

☆主な開催する場所や日時☆ 

 
 
 

☆今後の活動方針☆ 

 

女性限定の交流を目的とした会で、年２～３回、会食をしながら情報交換をしていま

す。仕事のことからプライベートなことまで、リラックスした雰囲気で時間が経つのも忘

れ楽しく語り合っています。 

令和元年１０月  「bistro那古野」 

令和２年１月   「ビストリアギャッツビー」 

令和２年６月    （コロナのため開催中止） 
 

女子会ならではのおしゃれでリーズナブルなお店で、美味しいお料理をいただきなが

ら、楽しい時間を過ごしました。 

初参加の方も多く、新たな出会いが広がりました。 

 

 

メンバーは、経験豊富なベテランのお姉さま方から ASNに入会したてのフレッシュな

方まで、毎回１０～２０名前後の方が参加しています。 

女性の士業であればどなたでも参加でき、開業・勤務は問いません。 

初参加、大歓迎です！ 

           
           
           
           
           
           
           
          

 

平日夜７時から、主に名駅や栄周辺のお店で、年２～３回開催しています。 

 
 
 

 

まだまだ業界では少数の「女性士業」の集まりです。普段様々なＭＦに参加されてい

る方々が集まるので、中々聞くことのできない話を聞くことができたり、女性だからこ

その悩みを相談できるのもこの会の良さです。 

堅苦しくなく、あくまでゆるい感じの集まりですので、初参加の方も気軽に楽しんでい

ただけると思います。ご興味のある方は、是非ご連絡ください。 

 
 
 

美味しいお料理を囲みながら、ゆっくりとお話ししませんか？ 
 



本⽇は新⼊会員説明会にご参加いただき、ありがとうございました。 

 

最後に本⽇の説明会について、簡単なアンケートにご協⼒いただけ

ますと幸いです。 

下記の QR コードからアクセスし、ご回答をお願いいたします。 

 

 

アンケートはこちら（https://forms.gle/s5Hmd6qZcRXizqrf6） 

 

 

 
 

 

令和 2 年 9 ⽉ 26 ⽇             

アイチ⼠業ネットワーク 新⼊会員説明会 


