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「年男 ・年女」 アンケート

「年男・年女」の会員から，このコーナーでは，主に次の項目で原稿をお寄せ頂きました。

　　　①氏名

　　　②所属支部

　　　③最近のマイブームは何ですか？

　　　④最近嬉しかったことは何ですか？

　　　⑤司法書士になる前は何をされていましたか？

　　　⑥司法書士にならなかったら何の職業に就いていたと思いますか？

　　　⑦あなたの２０２１年の目標を教えてください。

　　　⑧あなたの想像する２０３３年（次の丑年）の司法書士像をお聞かせください。

　　　⑨丑年に想う

2021

2033 丑年

丑年

17
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丑年 （年男） に想う

③最近のマイブームは何ですか？

　土いじり、たまのゴルフ

④最近嬉しかったことは何ですか？

　１１月の月例ゴルフ・グランドシニアで準優勝したこと

⑤司法書士になる前は何をされていましたか？

　法務局職員

⑥司法書士にならなかったら何の職業に就いていたと思いますか？

　退職したら司法書士と決め込んでいたので、他の職業は全く考えていなかった。

⑦あなたの２０２１年の目標を教えてください。

　一年間健康で孫娘達と楽しく過ごすこと。

⑧あなたの想像する２０３３年 (次の丑年 )の司法書士像をお聞かせください。

事務処理がすべてコンピューター化され、朝夕の挨拶がメール・ラインとなると思うと高齢の

ため想像が付かない。

⑨丑年に想う

昭和３１年５月１日付けで鹿児島地方法務局に採用されたが、当時は土地家屋台帳と登記簿が

別々に編成されており、表示に関する登記は土地家屋台帳で処理、権利に関する登記を登記簿で

処理していた。

また、登記簿は大福帳で編成されており、登記簿を調査するには「登記簿見出帳」で登記簿を

調査する必要があり苦労した。

当時は、登記簿のバインダー化・登記簿と台帳の一元化作業、ついで尺貫法からメートル法に

書き換え作業と登記事務を処理するより、改正作業に明け暮れていたことが懐かしく思い出す。

登記簿への記載は手書き「ガラスペンを使用」の時代からコンピューター化時代へと移行され、

登記所の事務所から登記簿が消えてしまう時代が来ると誰が想像したでしょうか？

昭和３６年の「丑年時代」大福帳の登記簿に１０穴の穴をあけ地番順に登記用紙を綴り変える

作業に従事した日々が走馬灯のように思いだす今日この頃です。

②熊毛支部  ①鮫　島　正　志
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丑年 （年男） に想う

③最近のマイブームは何ですか？

　囲碁

④最近嬉しかったことは何ですか？

娘のお産の為に、孫が 2人泊まっていること。

⑤司法書士になる前は、何をされていましたか？

滋賀県の栗東でプラスチック会社に勤務していた。

⑥司法書士にならなかったら何の職業に就いていたと思いますか？

外で体を動かす土木業の仕事

⑦あなたの２０２１年の目標を教えて下さい。

ゴルフでシングルになることと、囲碁の県大会でベスト４に入ること。

⑧あなたの想像する２０３３年（次の丑年）の司法書士像をお聞かせ下さい。

不動産登記、商業登記等よりも成年後見業務が増えているのでは。

⑨「丑年に想う」

早７２歳になるのかと思うと、感慨深いものがあります。

私は、宮崎大学の工学部工業化学科を卒業し、滋賀県でサラリーマン生活を５年間致しました。

オイルショックの時に、枕崎市で父が司法書士、土地家屋調査士をしていたもので、親父の勧め

もあって、帰郷し父の補助者として加勢をすることになりました。

運よく行政書士試験、土地家屋調査士試験、司法書士試験に合格し、現在に至っています。現

在息子も土地家屋調査士で合同事務所、娘は鹿児島市で司法書士事務所を開業しています。

最近思うことは、事務所に来られるお客さんの大半が相続がらみで、抵当権設定登記が少なく

なりました。それだけ田舎は新しい家が建築されなくなったのと、若者が市外に行って土地の取

引が少なくなってきています。これも時代の趨勢だから仕方のないことなのでしょう。

お客さんの中には、成年後見に関係するような事案が多くなってきました。自分も年取ってきて、

成年後見人の候補者としてお客さんから頼まれますが、自分が元気で仕事をしている間は、引き

受けるべきだと思っています。でも大変な事案もあり、家族や補助者の手助けがないととても務

まらないと思う次第です。その分では、良い補助者や家族に恵まれているのかと思っています。

大学の時の友達、会社に勤務していた時の友達、枕崎に帰って来てから社会人としてサッカー

をして今も現役で頑張っていますが、サッカーの友達そして同級生の友達に恵まれて今まで来ま

②南薩支部  ①福　元　悦　人
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した。そして忘れていけないのが、両親に支えられて仕事も順調に出来たのだと感謝しています。

身体が健康でないと色んなことができないので、自分の身体に十分気を付けながら、これから何

年仕事ができるか分かりませんが、お客さんに迷惑をかけないように出来るまでは、頑張ろうと

思っています。
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丑年 （年男） に想う

③最近のマイブームは何ですか？

　シーカヤック

④最近嬉しかったことは何ですか？

　家庭菜園で大きな大根が収穫できたこと

⑤司法書士になる前は何をされていましたか？

　医療事務，法律事務所職員

⑥司法書士にならなかったら何の職業に就いていたと思いますか？

　前職を続けていたと思います。

⑦あなたの２０２１年の目標を教えてください。

　バイクトレーニング，柑橘類の栽培，漢検１級

⑧あなたの想像する２０３３年 (次の丑年 )の司法書士像をお聞かせください。

　１２年後には、電子署名やオンライン面談の浸透によって全ての手続が完全にオンライン化さ

れ、法務局に出向くことがなくなっているかもしれません。

⑨丑年に想う

　６０歳が目前に迫り、同級生と会ったときも健康や退職の話題が多くなってきました。

　サラリーマンの同級生たちは、定年後さらに継続雇用になったり、年度末で退職予定など様々

ですが、不思議とみんな明るくて元気です。それだけ今が大変なのでしょうか。定年後の仕事の

ほかに趣味や遊びもしっかり計画しているようです。

　私も負けないように、①体を鍛えて体力を維持する、②１年に２つ以上新しいことに挑戦する、

ことを６０代の目標にしたいと思います。

②鹿児島支部  ①二 階 堂　稔
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③最近のマイブームは何ですか？

　スパイスカレーを食べることです。カレー屋さんをインスタ等で検索して、テイクアウトして

食べてます。

④最近嬉しかったことは何ですか？

　超ツンデレな愛犬（柴犬）が、私が外出先から帰宅すると、玄関まで迎えにくるようになった

ことです。他の家族が帰ってきても、知らんぷりです。

⑤司法書士になる前は何をされていましたか？

　某Ｋ地方銀行に勤めていました。

⑥司法書士にならなかったら何の職業に就いていたと思いますか？

　獣医さんです。今も動物に関する資格を取りたいと考えてます。

⑦あなたの２０２１年の目標を教えてください。

　日常生活を取り戻すことです。多くは望みません。

⑧あなたの想像する２０３３年 (次の丑年 )の司法書士像をお聞かせください。

　先日テレビを観ていたら、ほとんどの職種がＡＩに取って代わられると報じていました。ＡＩ

に人間が勝てるのは、空気を読む力とコミュニケーション能力だそうです。両方磨いて、「やっぱ

り司法書士さんがいてくれて良かった」と思われたいです。

⑨丑年に想う

　自粛期間中に禅の本を何冊か読みました。その当時は本に書いてある一言一言が胸に刺さり、

今までの自分を見つめ直す良い機会になりました。現在は自粛期間中よりも仕事が忙しくなり、

禅の本を読むことが少なくなりましたが、ひとつだけ続けていることがあります。それは寝る前

に必ず何かに（誰かに）感謝することです。どんなに小さなことにも感謝することで気持ちよく

眠れますし、気持ちがささくれがちなコロナ禍の中でも、家族や友人、依頼人とも良い関係が保

たれているような気がします。座禅にも興味があるので、感染が落ち着いたら座禅会に参加した

いと思ってます。

丑年 （年女） に想う

②鹿児島支部  ①野　間　奈央子
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丑年 （年男） に想う

③最近のマイブームは何ですか？

　加湿器に給水する

④最近嬉しかったことは何ですか？

　クリスマスツリーを買いました

⑤司法書士になる前は何をされていましたか？

　塾講師

⑥司法書士にならなかったら何の職業に就いていたと思いますか？

　普通のサラリーマン

⑦あなたの２０２１年の目標を教えてください。

　健康に１年過ごす

⑧あなたの想像する２０３３年 (次の丑年 )の司法書士像をお聞かせください。

　時代の変化についていく

⑨「丑年に想う」

　今年で４８歳になります。順調にいっても７０くらいでガタがきて、８０くらいではお迎え待

ちの状態になるのでしょう。元気に過ごせるのはあと２０年くらい。残りがとても短く感じます。

子供は来年小学生。高校卒業まで１２年。大学卒業まで１６年。子供が大学卒業する頃は、自分

の元気寿命は残り４年。。。

　子育てが終わったら自分の元気寿命は残りたった４年しかないと一瞬思ったが、今の生活で子

育てが一番の楽しみである。元気寿命の大半を子育てに使えると思えば、逆にラッキーである。

どんな子育てライフになるか。子供の成長を楽しみたい。

②霧島支部  ①天　達　周　二
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丑年 （年男） に想う

⑤司法書士になる前は何をされていましたか？

　郵便職員

⑦あなたの２０２１年の目標を教えてください。

　皆様に愛される司法書士を目指す

⑧あなたの想像する２０３３年 (次の丑年 )の司法書士像をお聞かせください。

　技術革新が一層進み、今日では想像できないような事態に対応が迫られていると思えるので、

一層勉強が必要になると思われます。なので、それらに対応しかつ最新の法令に通じている士業

であることを望まれているだろうと思います。

⑨丑年に想う

　説目ある年なので、なお一層努力していきたいと思います。

②鹿児島支部  ①藤　原　一　久
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丑年 （年男） に想う

③最近のマイブームは何ですか？

料理を作ること

④最近嬉しかったことは何ですか？

安かったロボット掃除機が意外に良かったこと

⑤司法書士になる前は何をされていましたか？

予備校講師，郵便局職員，ゴルフ場社員，ウィンタースポーツのインストラクターなど

⑥司法書士にならなかったら何の職業に就いていたと思いますか？

学者か小説家。今でもなりたいです。

⑦あなたの２０２１年の目標を教えてください。

学者か小説家の準備を始めようかと思います。

⑧あなたの想像する２０３３年 (次の丑年 )の司法書士像をお聞かせください。

市民に近い法律職という立場を極めていくしかないと思っています。司法書士が市民にとって

必要かどうか，必要でなければ司法書士制度はなくなってしまいます。

⑨「丑年に想う」

生まれた年を除くと，いよいよ４回目の丑年を迎えることになります。このような原稿依頼が

なければ，気にもしないで，そのまま５回目，６回目の丑年を漫然と迎えていたのだろうと思い

ます。せっかくの機会なので，過去の丑年のときの自分を振り返ってみました。

１回目の丑年～１２歳のとき

小学校６年生ということになります。当時，私のまわりでは，私立中学校の受験が大流行して

いまして，親も子も，少しでも偏差値が高い中学校への入学を目指して必死でした。毎日深夜３

時頃まで受験勉強で，電車の中で気を失って倒れたのを覚えています。

２回目の丑年～２４歳のとき

この頃は，スポーツの世界でトップレベルになりたいと本気で考え，ウィンタースポーツで，

インストラクターや大会出場などをしていました。練習中，弁慶の泣き所を骨折して，気を失い

かけたのを覚えています。

３回目の丑年～３６歳のとき

司法書士の登録をしてから２年目位に当たると思います。まだ（今でもそうですが）未熟な司

法書士でありましたが，司法書士として市民の役に立つことが喜びとばかりに，気持ちだけは熱

②鹿児島支部  ①石　橋　孝　之
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かったように思います。先輩や同期，後輩と司法書士制度の話だけでよく飲んで，倒れかけたの

を覚えています。

このように振り返ってみると，その時その時の目の前の目標や夢に向かって一生懸命に頑張って

いた自分を思い出しました（倒れかけるまで飲んだりするのはもちろん駄目なことですが。）。そ

して，その時の日々がとても充実していたことも思い出しました。

そして，いよいよ４回目の丑年となりますが，振り返った過去の丑年の頃と同じくらいの夢や目

標，気持ちや熱量が今現在あるかと考えると，残念ながら，今は，目の前のことをこなすばかりで，

漫然とした日々を過ごしているような気がします。これを機に，また自分の夢や目標を見つめな

おして，毎日を充実した意義のある日々にしていきたいと思います。５回目の丑年のときに，４

回目の丑年のときは一生懸命で充実していたと心から言えるようにしたいです。
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丑年 （年男） に想う

③最近のマイブームは何ですか？

　１６時間断食、瞑想

④最近嬉しかったことは何ですか？

　健康診断の数値をアプリに入力したら実年齢より１０才若く判定された。

⑤司法書士になる前は何をされていましたか？

　職を転々としながら司法書士を目指していた。

⑥司法書士にならなかったら何の職業に就いていたと思いますか？

　更に職を転々としている。

⑦あなたの２０２１年の目標を教えてください。

　コロナに負けない！

⑧あなたの想像する２０３３年 (次の丑年 )の司法書士像をお聞かせください。

　多くの仕事が web 会議システム等ソフトウェアの進化により直接面談しなくても完結するよう

仕組み化されている。結果として地域を越えた顧客の奪い合いになると予想します。どんな時代

になろうともお客様と真摯に向き合いたいものです。

⑨丑年に想う

　コロナは牛が止める。

　虎の出番はない。

　そうなってほしいです。

②鹿児島支部  ①中　川　万　里
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丑年 （年男） に想う

③最近のマイブームは何ですか？

　ダイエット関連本・グッズの購入

④最近嬉しかったことは何ですか？

　一生懸命考えましたが、思いつきませんでした。

⑤司法書士になる前は何をされていましたか？

　塾講師

⑥司法書士にならなかったら何の職業に就いていたと思いますか？

　同上

⑦あなたの２０２１年の目標を教えてください。

　アンダー７０㎏

⑧あなたの想像する２０３３年 (次の丑年 )の司法書士像をお聞かせください。

　単純な手続きは、今よりももっと自動化され、今よりもっと存在意義が問われることになるだ

ろうかと思います。

⑨丑年に想う

　この文章のために、丑年について改めて考えてみたのですが、丑年は他の干支に比べて非常に

地味な印象があります。他の干支には、著作権にうるさいネズミや、口がバッテンのウサギといっ

た有名なキャラクターがあったり、プロ野球チームではタイガースやドラゴンズなど、チーム名

やマスコットキャラクターにもなったり、表舞台で華々しく活躍しているイメージがありますが、

牛が主役の話や、牛のキャラクターは簡単には思いつきません（昔は近鉄バッファローズがあり

ましたが、今はオリックスになってしまいましたね）。

　先日ラジオで、「丑年にちなんで牛がでてくる話」として「銀の匙」というアニメ（漫画）が紹

介されていました、今年はコロナ禍で帰省しない正月でしたので、暇つぶしに kindle で読んでみ

ました。確かに牛は登場していましたが、飼育されている乳牛でした。漫画自体は、酪農につい

て非常に勉強になり、面白かったのですが、私が思っていたのは違っていました。

　しかしながら、司法書士もバリバリ表舞台で自己主張する職種ではなく、法的な手続等を通し

て権利の保全に努める、どちらかといえば地味な仕事だと思います。ということで、私は今年も

地味に頑張りたいと思います。

②鹿児島支部  ①直　井　圭　介
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丑年 （年男） に想う

③最近のマイブームは何ですか？　

　youtube 鑑賞。芸能人の方の動画を見るのが好きで、特に霜降り明星さん、COWCOW さん、和牛

さんやライスさんがお気に入りです。

④最近嬉しかったことは何ですか？　

　PS5 の抽選に当選したこと。思わずうっしっしと言ってしまいました。

⑤司法書士になる前は何をされていましたか？

　会計事務所で働いていました。

⑥司法書士にならなかったら何の職業に就いていたと思いますか？

　何らかの士業に就いていたんだろうなぁと思います。税理士、社会保険労務士、闘牛士等。

⑦あなたの２０２１年の目標を教えてください。

　食っちゃ寝ばかりで牛にならないように、毎日早寝早起きと適度な運動で健康的に過ごしたい

ですね。

⑧あなたの想像する２０３３年 (次の丑年 )の司法書士像をお聞かせください。

　今後少子高齢化問題、所有者不明土地の問題等が更に深刻さを増していくことが予想されます。

そのような状況の中で２０３３年 ( 次の丑年 )、我々司法書士はこれまで培ってきた知識や経験を

活用して、今まで以上に地域や社会から必要とされる地位を確立しているものと考えます。

⑨題「丑年に想う」

　昨年は新型コロナウイルスがモウいをふるい世の中を一変させました。

どこに出かけるのにもマスクは欠かせなくなり、忘年会などの会食を自粛する動きも広まりまし

た。連日連夜コロナに関する報道が続きモウいいかげんにしてーって言いたくなることもしばし

ば。

　今年は新型コロナウイルスも収束し、穏やかに過ごせる１年となることを願います。

②出水支部  ①栩　野　高　行
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丑年 （年男） に想う

③最近のマイブームは何ですか？

　鬼滅の刃（映画は２回見ました。）

④最近嬉しかったことは何ですか？

　家族で韓国岳登山が出来たこと（頂上でのカップラーメンが美味しかった。）

⑤司法書士になる前は何をされていましたか？

　フリーター（ガソリンスタンドでアルバイトをしていました。）

⑥司法書士にならなかったら何の職業に就いていたと思いますか？

　会社員（普通にサラリーマンになるのが夢でした。）

⑦あなたの２０２１年の目標を教えてください。

　毎日仕事を１７時に終わり帰宅すること。仕事を迅速に処理し、プライベートも充実した１年

にしたいです。

⑧あなたの想像する２０３３年 (次の丑年 )の司法書士像をお聞かせください。

　相続登記が義務化され、相続といえば司法書士という世の中になる。

⑨丑年に想う

　３回目の年男です。最近は仕事と子育てに追われ、１日、１年がすごく早く過ぎ去っていきます。

今しかない時間を大切にしつつ、司法書士の名に恥じぬよう仕事も一生懸命に頑張り、休日は子

供たちと思いっきり遊びたいと思います。仕事と子育てが落ち着き、一人の自由な時間が出来たら、

自分は何をするんだろうとたまに想像したりもしますが、今を楽しく一生懸命に過ごしていきた

いと思います。

②霧島支部  ①益　﨑　広　樹
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丑年 （年男） に想う

③最近のマイブームは何ですか？

子供と一緒にマリオのゲームをすること。

④最近うれしかったことは何ですか？

　抽選会でドローンが当たりました。写真撮影もできるようです。まだうまく操作できていませ

んが、完璧に操れるよう努力します。

⑤司法書士になる前は何をされていましたか？

花屋のアルバイトをしていました。

⑥司法書士にならなかったら何の職業についていたと思いますか？

　警察官

⑦あなたの２０２１年の目標を教えてください。

　率先して家事に取り組みたいと思います。

⑧あなたの想像する２０３３年 (次の丑年 )の司法書士像をお聞かせください。

　オンラインで本人確認が当たり前、とかになっているかもしれません。パソコンをポチポチす

る時間は増えていると思います。

⑨丑年に想う

　小さい頃からのんびりした性格で、動きも喋りもゆっくりしていたので、両親から牛のような

子だねと言われて育ってきました。だから牛が嫌いというわけではなく、むしろ私と同じような

生物ということで好感を持っています。昔は祖父が牛を飼っており、身近な存在だったことも影

響しているかもしれません。

　３回目の年男を迎え、今では三児の父親となりましたが、子どもたちも遺伝のためかのんびり

しております。テキパキ行動する妻から毎朝のように「早くしなさい～」と連呼される子どもた

ちを見て、すまぬと思いながら騒がしい日常を送っています。多分に漏れず、私も妻から早くし

てと急かされる毎日で、少しでも改善しようと、率先して家事に取り組むことを今年の目標にし

ました。どこまでできるかはわかりませんが、いつも支えてくれている妻のため、そして子ども

たちにかっこいい背中を見せるため、コツコツと皿洗いと洗濯に励んでまいります。

②鹿児島支部  ①田　中　喜　久
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③最近のマイブームは何ですか？

　子供たちと「鬼滅の刃」を繰り返し観ています。最近は、子供たちより夫婦で、主人公が困難

を乗り越える様子に涙を拭いながら観ることが増えています。

④最近嬉しかったことは何ですか？

　おうち時間が長くなりましたので、家でプロジェクターを使ってプチ映画館をしたところ、子

供たちが大喜びで、週末は映画の日になったことです。

⑤司法書士になる前は何をされていましたか？

　焼肉屋でアルバイトをしながら試験勉強をしていました。思えば賄いでだいぶ大きくなったと

思います。その他にも短期のアルバイトなどをしていたので、年末などは黒い猫の宅急便でお歳

暮の仕分けなどしていました。

⑥司法書士にならなかったら何の職業に就いていたと思いますか？

　お坊さんかもしれません。アルバイト先に、常連のお坊さんがいたのですが、ひょんなことか

らご先祖に縁があることがわかり、冗談かもしれませんが、寺を一緒にしないかとお誘いを受け

たことがありました。就職先が無かったら、もしかすると・・・。お坊さんも給料制らしく、サ

ラリーマンにかわりはないようです。

⑦あなたの２０２１年の目標を教えてください。

　健康のための減量です。２０２０年は、コロナの影響で健康に生活することについて考えさせ

られました。しかし、コロナも気を付けなければなりませんが、成人病など普段の生活から気を

付けなければと・・・。

⑧あなたの想像する２０３３年 (次の丑年 )の司法書士像をお聞かせください。

　脱ハンコなど、当然に必要だと思っていたものが不要になり、今まで重要視されていなかった

ものが、重要になるのではないかと思います。変化に対応できるように、アンテナを張り、取り

組んでいく必要があると思います。

⑨丑年に想う

　年男ということを特に意識したことはありませんでしたが、こうして作文していることで年男

であることを実感しております。

　２０２０年は、新型コロナで大変な年となってしまいました。当たり前のように来ると思って

いる明日が突然無くなってしまうのではないかと考えさせられ、家族や身近な人が健やかに生活

丑年 （年男） に想う

②鹿児島支部  ①安　田　健太郎
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してくれることを願うばかりです。

１２年後の「丑年に想う」を書く機会があれば、前回は大変だったけど無事ハッピーでしたと

書きたいです！


