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事務職員の方にお渡しください。

主な内容
 法律事務職員能力認定制度について
 日本郵便の配達記録郵便廃止について
 忘年会のご案内

Marine Office Club［ＭＯＣ］とは，「ひとりぼっちの事務員をなくそう」とのスローガンを
元に1985年主に神奈川県内の法律事務所職員を中心に結成され，平日，仕事が終わった後
での，飲み会・研修会や，土日を使って，BBQや工場見学等のレクリエーション等を活動内
容とする「マリン・オフィス・クラブ」の頭文字を取った略称です。
これからも研修や企画を開催していきますので，ぜひご参加ください。



会長挨拶

新役員のひとこと

 　ＭＯＣは結成以来，「ひとりぼっちの事務員をなくそう」を合い言葉に，いろいろな活動に取り組んできま

した。その中でも研修会は，その参加者の多さからしても皆さんの期待が大きく，求められている活動と考え

ております。

　そこで，今年度は下記のとおり，６回ほどの研修会を予定しておりますので是非ともご参加下さい。

 11月 27日 民事執行  　　３月 クレサラ

 １月  家事・人事・成年後見 　　５月 民事訴訟の流れ

 ２月  保全・担保取消 　　６月 書類の取り寄せ

　また，研修会の準備をお手伝いいただける方も大募集！！研修を受けるだけでなく，研修の計画や資料作り

など研修会を作ることによって，より一層実務に精通できます。

是非一声おかけ下さい。よろしくお願いします。

　また，企画についても積極的に行って行こうと役員会のなかでも話し合っています。今年内は，ボウリング

大会（10/24）と忘年会（12/5）を企画しております（しました）。年が明けてからの企画は，まだ具体的

に決まっていませんので，「これやりたい！」とか「これ，楽しかったよ」，「開催は平日または土日がいい！」

などのご意見，ご希望がございましたらば，是非役員までご一報下さい。

　皆様のご意見を取り入れて，よりよい研修，企画にしたいと考えておりますので，どうかよろしくお願いし

ます。

　今期会長に就任致しました柳原です。

　伝統あるＭＯＣの会長ということで，並々ならぬプレッシャーがありますが，頑張っていきたいと思います

ので，みなさんどうぞ宜しくお願い致します。

　まだ法律事務所で正社員として働きはじめ，３，４年と短く，まだまだ勉強不足な部分はいなめませんが，

みなさんと一緒に成長していけたらと思っております。

　今期のＭＯＣは例年に比べ，研修の回数を大幅に増やすことになりました。少しでもみなさんのお役に立て

ればと役員全員で企画，運営等頑張っております。参加者が多ければ多いほど役員にとってはありがたい事で

すので，ＭＯＣの発展のためみなさんお力をお貸しください。宜しくお願い致します。

・役員全員が皆さんと一緒になって企画･研修に楽しく関われるようなＭＯＣにしていきたいと思います。よろ

　しくお願い致します。

・今期は，新人のみならず大ベテランにも役員になって頂き，研修数 (予定ですが )去年までより更に活発に　

　活動することになっておりますので，皆さんの足を引っ張らないようお手伝いしていきたいと思っています。

・今年も楽しくバタバタできそうです。今まで以上に繋がりを大切にしていきたいと思います。

・今期は新しい趣向の企画をいくつか考えております。

・引き続き参加してくださる方には「より」楽しい、新会員の方にとっては「期待より」楽しい時間を過ごし

ていただけるよう頑張ります！
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25期ＭＯＣスケジュール
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　久しぶりにMOC主催のボーリング大会に参加した。

　もともとボーリングは上手くない。丸山さんから「青柳さんはボーリング世代ですよねぇ」と言われたが，

確かにボーリング世代かもしれないが，その当時は，お金がなくボーリングなどしたことがない。

　過去に何回かMOC主催のボーリング大会に参加したが100を超えることはマレだが，ボールを転がした

ときに，ボールがカーブして1番ピンと2番ピンの間にぶつかり，全てのピンを倒すというイメージなんだが，

思うように曲がってくれない (^。^)y-.。o○

　難しいものだ。今度は100を超えるぞ！！

　因みに，大会のゲーム集計結果から，僕はＧboy と名称された。参加者の皆さんありがとう。

　終了後，参加者全員が懇親会に参加。その席上で表彰式が行われ，僕が参加したチームは優勝。賞品をゲッ

トした。懇親会も大いに盛り上がり，楽しかったヨ。

　※一週間は腕が痛く，鞄を持つのも大変だった。2ゲームで十分。

　横浜法律事務所　青柳

　意外な人がボーリングうまいなぁ，と発言したところ，「意外」とは失礼であるというご指摘を受けました。

そういえば，最近ある打ち合わせで，ある方々の昔の写真を大量に見る機会があり，「すごいきれいだった」と

か，「きりっとしてかっこよかった」などと，ほめ言葉を連発していたところ，過去形はよくないとのお叱りを

うけたばかりでした。

　では何と表現すればよいものか悩んでいたところ，青柳さんから，「なにげに」というお言葉を授かりました。

というわけで，ＭＯＣには，なにげにボーリングが上手な方が多いし，チーム対抗で景品を狙うとなかなか盛り

上がるので，今後も参加したいと思いました。

　その後の懇親会も全員参加で，また工場見学に行きたいだの，泊まりで温泉でも行こうだの，大騒ぎでした。

　役員の方々，どうもお疲れ様でした。これはという企画を発見したら，持ち込ませていただきますので，そ

の時は（できれば会議の段階から居酒屋希望）よろしくお願いします。

市民総合法律事務所　江幡

久し振りのボウリング！！

　25期第2弾の企画！忘年会を下記日程にて行います。

あっという間に年の瀬です。これからますます寒くなっていきますね。カゼなどふっとばすような楽しい忘年

会にしたいと思っておりますので，みなさんふるってご参加下さい。

　当日は，MOC忘年会恒例の楽しいゲーム等考えております。景品なども用意する予定ですので，楽しみに

していてくださいね♪

忘年会の季節がやってまいりました！

日　時：　12月5日 ( 金 )
場　所：　地酒Ｄining
　　　　　　　おーるどすぱいす
        　　中区住吉町3-29 関内住吉ビル2F
時　間：　18時30分           
参加費：　4500円  
申込締切：11月 21日 ( 金 )
申込・連絡先
はまかぜ法律事務所　遠藤宛
TEL 045-212-5688　FAX 045-212-5667

地酒Ｄining　おーるどすぱいす
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本年度の横浜弁護士会の事務職員研修会の日程は以下のとおりです。本年度は初心者・初級レベルということ

で講義されています。ベテランでも「初心に戻って」も歓迎されることと思います。みんなで参加しましょう。

平成20年度横浜弁護士会事務職員研修会

　今年１０月、日本弁護士連合会の「法律事務職員能力認定制度」がスタートしました。全国の事務員さんが

長年求めてきた全国的に統一された事務職員研修制度に向けた大きな一歩といわれています。

　この制度発足により、全国５２の全ての弁護士会で事務職員研修が、何らかの形で開催されることになりま

した。これで、これまで研修を受けることが出来なかった地方の事務員さん達も研修を受ける機会が提供され

ることになりました。受講申込みは、全国から約２６５０名、これに東京弁護士会、大阪弁護士会が行ってい

る事務職員研修が日弁連認定研修とされていますので、その受講者を加えると、その数３０００名を超えるも

のとなっています。

　日本弁護士連合会が研修制度を立ち上げた、ということが、全国の弁護士会での研修実施を一気に進めるこ

とになりました。

　日本弁護士連合会が動くということの意味と役割をあらためて考えさせられました。

　そして、その日弁連を動かしたのが、これまでの全国で行われたきた各地の研修会活動と、２０００年に、

みんなで取組んだ２５０００名もの賛同を得た署名活動あったことは私たちの研修活動に自信と確信を持たせ

てくれました。

　事務員でも、ささやかな希望や切実な要望を声にしてを上げるということは大事なことですね。私たちの力

が集まると日弁連にも通じるんですから。

法律事務職員能力認定制度について

回

1

2

3

4

5

6

7

8

( 内容・テーマ）

弁護士の仕事と事務職員の役割・基本的な日常業務（弁護士倫理）

民事訴訟，その他民事手続

民事保全・担保取消

民事執行

家事・人事・成年後見

クレサラ

相続

不動産登記，商業登記，供託

開催日

6/  2( 月）

9/29( 月）

10/7( 火）

11/7( 金）

12/5( 金）

1/23( 金）

2/20( 金）

3/16( 月）

2008（平成20）年度　スケジュール

　マリン・オフィス・クラブのホームページも2007年 5月のプレオープンからおかげさまで約2万件を超

えるアクセスを頂きました。イベント・研修会のアナウンス，研修会の資料配付，各役員のコラムや実務に役

に立つ情報など，今後もコンテンツを充実させて参りますので，どうぞよろしくお願いいたします。

　また，ＭＯＣ会員の方向けに，なかなかオープンにできないような会員向けコンテンツも企画しておりますの

で，神奈川県内の法律事務所に勤務されている事務職員の皆様，是非，ＭＯＣに参加してみてください。

　ホームページのアドレスは，　http://moc-lo.net/　です。

MOCホームページのご案内
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　先日のＨＰにも書きましたが，受取人の受領確認が必要となるため，不在等の場合は再配達しなければならず，

料金に見合わず，コストがかかりすぎるということで，本来は平成２０年１１月１７日をもって

廃止されることになっていたのですが，新規や更新等，大量にカードの発送に同サービスを利用してきた，主

にカード会社からの苦情を受け，来年３月１日までその実施は延期されたそうです。

　同社としては，今後新設する「特定記録郵便」や簡易書留の利用を促すそうですが，前者は，発信時のみ記

録されるため，受領自体は担保されず（…郵便受けに投函するだけということ？），後者は５０円値下げされる

ものの，通常の定形では，８０＋３００＝３８０円で，従来より１００円近く高くなってしまいます。

　思えば，定額小為替も，発行手数料が１０円から１００円に上がると知ったときに買いだめ等したものの，

いつの間にか，５０円の小為替でも１００円の手数料を払うことが普通になっきている様に，配達記録の廃止

もいつの間にかなれてしまうのではしょうか…

参考　2008年 8月25日の郵便事業株式会社プレスリリース

　　　http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0825_01_c01.pdf

日本郵便の配達記録郵便廃止について

最近はまっていること
　ＭＯＣ役員の柳原氏から，「（ＭＯＣ通信だかニュースだかに載せる）原稿を書いてほしい」と連絡が入った

のは，原稿締め切り３日前。「尊敬する柳原氏のお願いとあっては引き受けないわけにはいかん」と二つ返事で

快諾し…，現在，締め切りを過ぎること５日。

　原稿のテーマが「今はまっていること」と聞いてから考えてはみたけれど，今はまっていることって…特に

無いかもしれない。いや，かもしれないではなくて，無い。わりと本を読んでいる時間が多い気がするけど，

別に好きで読んでいるわけでもないし。よくよく考えてみると，日々の生活の中で好きでやっていることなど

は殆ど無い気がしますね。そんな生活は，飛び抜けて楽しいことはないが，特に辛いこともないので，わりと上々

だと思ってます。そういえば，学生の頃から怠惰だとか向上心がないとかよく言われましたが，自覚はありま

せん。（川崎合同法律事務所　鈴木）

　今はまっているというより８年ほど前からずっと夢中になっているものが，ハリーポッターシリーズです。

多くの国で翻訳本が出て世界中でベストセラーになっている本ですので､ご存知ではないかたは少ないかと思い

ます。

　ハリーポッターという男の子が魔法学校で過ごす物語で，1学年1巻ずつ構成されています。

いままで6巻日本語版で出版されていて､7月末に待望の７巻が発売されます。これが最終巻です。全世界で

子供も大人も夢中になるすごい力をもった本だと思います。

　魔法の世界のお話ですが､単にかわいらしく空想的な世界だけを描いているのではありません。登場人物も普

通の学生たちです。いたずらっ子もいれば優等生もおっかない先生も優しい先生もいます。彼らが住んでいる

場所も実際のイギリスの町や駅を使っています。9と４分の３番線ホームはあまりにも有名になりました。ま

た､基本的には（いまのところ）勧善懲悪の流れがありますが，1歳ずつ大人になり，怖い場面や大切な人の死

に直面する場面もあります。ファンタジーな冒険ものに現実的な緊張感があるところが大人にも人気のある一

因かなと思います。さらには，ダンブルドア先生という校長先生が毎回道徳っぽい言葉を述べる場面がありま

す（私の場合はここで感動の嵐）。ハリーポッターたちの経験を通しても，勇気や友情の大切さみたいなものは

十分に感じ取ることができますが，この先生の言葉には重みがあります。最近は自己啓発や内省をうながすよ
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編集後記　～学びの時
私は飛行機に乗るのが好きです。先日久々に海外にいきました。海洋国にでかけ、エメラルド色の海と魚と戯

れていよいよ帰国日となりました。飛行機好きのよい所は旅行を最後まで楽しめるところです。いつも通りわ

くわくしながら成田行きの飛行機に搭乗しました。飛行機はいよいよ滑走路を走り出し高揚感も増してきたと

ころへ、飛行機が急ブレーキをかけました。急ブレーキとはいっても、飛行機ですので、車のような鋭さはあ

りませんが、それでもシートベルトをしていてよかったなと思えるほどみんな飛び上がったかんじでした。と

なりで寝ていた友人はびっくりして飛び起きました。アナウンスによれば「方向指示器がちょっと・・20分

くらいお待ちを」とのことでした。空港に引き返した飛行機の下には整備士が集まり始めました。でも、窓か

らのぞくと南国の整備士さんたちはのびをしたり談笑をしたりしていたので、早くはなおらないだろうなと思っ

ていました。結果、私の予想は当たり、アナウンスも「エンジンオイルがちょっと・・」と変わり、あげくは「４

時間ほどかかるのでターミナルにおりてください」と言われみんなでぞろぞろ降りました。えっ、と思いまし

たが、飛行機好きは空港好きでもあるのでそんなにいやな思いはしませんでした。しかも空港内の飲食はすべ

てただにしてくれました。その後４時間遅れで出発し無事に帰国しました。夜８時に自宅につく予定が午前１

時になり翌朝は事務所で若干ボーっとしてしまいました。今回、学んだことは、飛行機のシートベルトは重要。

ということです。たまにしない人もいるようですが、急ブレーキがかかると天井に追突しますので、したほう

がご自分のためです。みなさんも旅を楽しんでください。編集Ｋ

が新書やハードカバーで書店に平積みされています。それによって励まされる人も大勢いらっしゃると思いま

すが､個人的にはダンブルドア先生の言葉のほうが体内にスッとはいる感じがします。

　毎回，新巻の発売が発表されると指折り数えてまっていましたが､今回は最終巻なので少し複雑です。なにか，

これは夢中になるよ！という本があればおしえてください。

＊上の文は，７月初めに書いたモノです。今は「20世紀少年」というコミックをひたすら読んでいます。事

務所の弁護士から借りて６名の事務員が回し読みをしています。私は手を挙げるのが早かったので２番目に読

ませてもらっています。この映画もみました。キャストのセレクトが上手です。これももうすぐ読み終わるの

でおすすめ本募集しています。（横浜合同法律事務所　市川）

マリン・オフィス・クラブでは事務職員の皆様からのご意見・ご質問・原稿の執筆・研修会のお手伝い
等を随時募集しております。　川崎合同，鈴木（英）または，ホームページよりお気軽にお問い合わせ
ください。
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