
会長就任挨拶・新入会員挨拶ほか

釧路司法書士会報

発行所／釧路市宮本１丁目２番４号　釧路司法書士会　編集／会報編集委員会

Vol.122

月号

2015

12
December釧路司法書士会

ホームページが
リニューアルオープンします

※掲載の画面は作成中のものです。



2

釧路司法書士会報 2015 12月号

122号目次
CONTENTS

❸　　会長就任挨拶
 釧路司法書士会　会長　野　村　一　仁

❹　　十勝支部長就任挨拶
 釧路司法書士会十勝支部　支部長　上　野　裕　司

❺　　「北網支部雑感」
 釧路司法書士会北網支部　支部長　吾孫子　　　力

❻　　新入会挨拶
 十勝支部　宮　原　章　夫

❼　　新入会挨拶
 十勝支部　芳　賀　芳　則

❽　　ホームページリニューアルのお知らせ

❾　　写真で見るイベント

11　　会員の動き

12　　業務日誌

16　　編集後記 会報編集委員　本　間　利　夫

《表紙の写真》

リニューアル後のホームページより（見本）



3

釧路司法書士会報 2015 12月号

　平成27年５月23日開催の第48回定時総会に
おきまして、前会長尾越弘典氏の後任者とし
て選任されました。
　前会長は、その間持ち前の指導力で本会の
運営にご尽力いただき会員を代表して、心よ
りお礼を申し上げます。
　前会長より、会長職を引き継ぐのは、身の
引き締まる思いです。
　何分初めての会長職であり不慣れなことも
たくさんあると思いますが、皆様のお力添え
を頂き、微力ながら全力で会運営に尽力して
いく所存です。

　まず始めに、平成27年６月25・26日　渋谷
ヒカリエ「ヒカリエホール」において開催さ
れた、第78回定時総会での会長・副会長選挙
について報告させていただきます。

会長立候補者（指名副会長）
　１．　齋木　賢二　（里村美喜夫）
　２．　三河尻和夫　（鯨井　康夫）
副会長候補者（３名）
　１．　長谷川　清　（滋賀）
　２．　櫻井　　清　（東京）
　３．　酒井　寿夫　（広島）
　４．　樋口威作夫   （富山）
　５．　山内　鉄夫　（大阪）　定員３名

以上届け出順

　選挙に先立ち、道内の司法書士会で構成す
る北海道ブロック司法書士協議会定時総会に

おいて、会長候補者　齋木賢二・指名副会長
里村美喜夫（札幌）、副会長候補者は、富山
県会が推薦する樋口威作夫候補者、それ以外
は各自の判断で投票をすることに決めていま
した。
　しかしながら、誠に残念ですが、齊木賢二
会長候補者及び指名副会長里村美喜夫候補者
は、132票対159票で落選し、三河尻和夫候補
者（福岡）が会長に当選しました。　
　里村美喜夫氏（札幌）は、会長の指名副会
長候補者のため、齋木前会長と運命を共にし
てしまいました。副会長選では、長谷川清（滋
賀）、櫻井清（東京）樋口威作夫（富山）、が
当選しました。
　また、長谷川清氏（滋賀）は、前回の副会
長選で得票数が同数になり、「ジャンケン」
で負け落選しました。今回の選挙でリベンジ
を果たしました。

　次に、平成27年10月15日・16日、日司連会
館地下１階ホールにて開催された、第２回会
長会の報告をします。

　会長会の主な報告及び議題は次のようなも
のです。

　「平成27年度執行部体制」、「平成28年度政
策要望及び税制改正要望について」、「司法書
士法施行規則31条業務の普及」、「東日本大震
災への対応」、「マイナンバーへの対応」、「事
件簿及び業務報告書の一部改正」、「司法書士

会長就任挨拶
釧路司法書士会　会長　野　村　一　仁
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業務賠償責任保険に関する規程」などについ
ての報告がありました。
　また、議案としては、「空き家問題への取
組について」、「司法書士法改正について」な
どです。
　前執行部は、司法書士法改正の実現に向け
た改正要望を、①家事一部代理　②簡裁代理
権拡充　③使命規定　④懲戒制度　⑤研修義
務化としていた（第一次日司連案）が、国民
の信頼を大きく損なう事件の連続的発覚（司
法書士成年後見人による横領事件）により、
①使命規定　②懲戒制度　③研修義務化　に
改正要望を変更しようとしていました。

　今回の選挙により、現執行部は、実現可能
性の高い司法書士法一部改正を目標に　①使
命規定の新設　②懲戒制度の改正　③法律相
談権の獲得　④非司等の取締り　を改正要望
として検討しているようである。

以上報告します

　さて、私たち司法書士は、不動産登記・商
業法人登記を登記制度の担い手とし、また成
年後見制度についても積極的に取り組んでき
た結果、一定の社会的信頼を得てきました。
　そして、遺産相続・多重債務・認知症にな
られた方の財産管理・不動産登記・会社設立
及び役員変更登記手続き等で積極的に無料相
談会を開催することにより、「身近な法律家」
としての司法書士の知名度を上げてきたと思
います。

　今後も、制度改革などにより私たちが取り
組むべき課題は多く、司法書士を取り巻く環
境は厳しいものがありますが、会員の皆様と
ともに一緒に取り組んでいきたいと思いま
す。なにとぞご指導ご鞭撻の程よろしくお願
いします。
　以上をもって、就任の挨拶とさせていただ
きます。

　昨年度まで十勝支部に多大なご尽力頂いた
河合先生の後任として、本支部の支部長を仰
せつかる支部総会決議をいただき、本支部会
員の皆様には深く感謝申し上げます。
　大変光栄に思うと同時に、本支部の運営に
自分がどれだけのことができるかを不安に思
いながら、当事務所一丸となって何とか努め
切りたいと思う次第であります。

　本支部長就任に際しましては、同時に本支

部理事として副支部長（企画担当）に笹島先
生と企画担当理事に播間先生、研修担当理事
に神谷先生と中川先生、庶務担当理事に仁木
先生の選任をご承認いただいたこと、並びに
各理事に於かれましては就任ご承諾いただき
ましたこと、深謝いたしております。
　加えて、支部定時総会において選任を上程
できなかった本支部役員の顧問として前支部
長の河合先生の選任を今後の臨時総会におい
てご承認いただきたく準備しております。

十勝支部長就任挨拶
釧路司法書士会十勝支部　支部長　上　野　裕　司
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　法務局との打ち合わせなどや円滑な本支部
運営のため、河合先生には今後も何かとに良
きアドバイザーとしてお力添え頂きたいと考
えておりますので、本支部の皆様にはご理解
いただければ幸いと存じます。

　本支部運営にあたりましては、本支部長就
任させていただいてより四ヶ月が経過しよう
とする昨今、歴代支部長の皆様のご尽力に深
く敬意を表しつつ、本支部運営が速やかに為
されてきた実績にはやや驚愕を覚えるような
感じがいたしております。
　されども、本年度は、会社法に関連する改
正やマイナンバー制の導入に関する事項周知
のための研修が急務であり、本会や支部にお
いても重要な課題にして順当な運用ができる
ように努めたいと考えております。
　とはいえ自分自身、これらの課題について
勉強不足の面が多々あり、日常業務に追われ

ながら懸命に克服しなければならないものと
思いつつ焦りを感じている始末です。

　最後に、私事ですが工学部工業化学科に学
び就職もしていながら、昭和58年亡父上野　
尊の司法書士事務所に転職し、文系的業務を
実務より一から学び亡父が亡くなった平成13
年には土地家屋調査士の開業となりました
が、平成18年やっとのことで亡父の全ての事
業を承継することができたにすぎません。
　この業界には長々と在籍しておりますが、
本支部在籍はもう少しで10年となるところで
あります、まだまだ至らぬところの多い輩で
あります。
　しかしながら、これまでに学んだ「繋がる
信頼と恵まれる絆」の重要性を肝に銘じて、
本支部会員皆様のお役に立つよう努めて参り
ますので、何卒、ご指導ご鞭撻いただけます
よう宜しくお願い申し上げます。

　本年４月の北網支部総会で支部長に選出さ
れました。一度はお請けしなければならない
お役目と考えて就任承諾したのですが、意外
とハードなお役目ですね。しかし、歴代の支
部長がやってきたことなので、なんとか務め
てまいりたいと思っております。
　支部の行事は本会行事に関連するものがほ
とんどなので、事務局に聞かなくては分から
ないことが多く、電話をするのですが、いつ
もやさしく教えてくれます。本来業務の話と
は違って、支部活動の話は聞けば分かる点で、

なにか気の休まる感じがします。
　北網支部は、平成19年４月、北見支部と網
走支部が合併して誕生しました。現在、会員
数は21名。高齢化が進んでいます。若い司法
書士が増えることを願っております。しか
し、仕事がなくてはメシが食えない。登記事
件数でいえば、ある時点の前年と本年の受付
番号を比較すると、年々減少傾向にあると感
じております。司法書士の仕事を増やすため
に、各種相談会で司法書士の存在を世間に認
識していただき、日々の事件処理の過程でお

「北網支部雑感」
釧路司法書士会北網支部　支部長　吾孫子　　　力
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　本年４月23日付けで、釧路会に入会させて
いただき，現在、大樹町で開業しております
宮原章夫と申します。よろしくお願いいたし
ます。
　本年３月31日に札幌において42年間の公務
員生活を終え、退職の感慨に浸る暇もなく、
翌日の午前中に大樹町に引っ越してまいりま
した。
　２・３日休んだ後、北田司法書士の下で司
法書士の勉強をさせていただき、半年が経過
しました。
　人生の３分の２以上を公務員として過ごし
てきたので、その習慣や考え方がすっかり身
にしみついており、それが、マイナスになる
こともたくさんありました。それ以外のこと
でも，まだまだ至らないことが多く、毎日、

反省の日々を送っております。
　私はもともと帯広で生まれ育ち、公務員時
代の勤務も十勝管内が多かったので、当地に
おいて司法書士の仕事ができることを大変幸
運なことと感じております。
　今後は、法務局・会員の皆様にご迷惑をか
けることのないよう、司法書士として、常に
精進を重ね、資質の向上の勤める所存であり
ます。
　また、生活の糧として収入を上げることも
大切ですが、それ以上に地元住民の方々に信
頼され、満足をいただけるようなサービスが
できるよう、身を粉にして努力いたしたいと
考えております。
　どうか皆様方のご指導ご支援を賜りますよ
うよろしくお願いいたします。

新 入 会 挨 拶
十勝支部　宮　原　章　夫

客様に満足していただくことが大切に思われ
ます。
　さて、仕事の話をすると、加齢のせいか、
紛争関係、裁判所関係の仕事は他の事務所に
お願いすることとして、ひたすら登記官のご
機嫌をそこねないような登記申請書づくりに
励んでおります。オンライン申請が当り前の
時代に、慣れ親しんだ書面申請に未練を残し、
法務局のひんしゅくをかっています。ただし、
決済や融資実行のときはオンライン申請をし
ます。この自由な選択はやめられません。

　それにしても、法務局は近くにあるにこし
たことはありません。緊急時の迅速な対応と
処理が可能です。かつて、網走支局がありま
した。しかし平成21年３月、北見支局に統合
されました。平成19年の両支部合併が網走支
局廃止の呼び水になったのでしょうか。
　支部活動についていえば、多いとはいえな
い事業内容ですが、うっかり忘れ物をしない
よう支部役員の協力をいただきながら進めて
いこうと思います。任期中よろしくお願い申
し上げます。
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　３月に釧路司法書士会に入会させていただ
きました、芳賀といいます。皆様どうぞよろ
しくお願いいたします。
　配属研修終了後、そのまま帯広の上野先生
の事務所にてお世話になり修行させていただ
いております。昨年まで30年近く型枠大工を
やっておりましたので、当然実務経験はなく、
業務に携わると覚えることが山のようで、登
記手続きはもちろん裁判関係、各種法人、調
査士業務、パソコン、遺言執行から決済時の
お金がなかなか出てこない時の雑談のネタの
仕入れと、ただでさえ時間がないところへ新
入会員挨拶を書けと云われて困惑しながら書
いている次第であります。この業界に入るに
あたって、大変な仕事なのだろうというのは
予想していたわけですが、それよりも非常に

あれこれ気を遣う毎日で、仕事が終わった後
も「あれは大丈夫だろうか。」、｢これはこれ
でよかったのだろうか。｣ と心配な毎日にい
まだ慣れずにいます。法律は勉強したつもり
でいただけであって、まだまだ勉強したりな
いせいもあるのですが、法律を使うというこ
とはまた別なことなのかほとんど使いこなす
ことができずにいて、相談中はさっぱり思い
浮かばないのに終わってから、なんだこう言
えば良かったと少ない知識さえも現場ではな
かなか引き出せずにおります。やはり経験を
積まなければ瞬時に知識を引き出せないので
しょうか？　とにかく今は一層努力して早く
人様の役に立てる仕事ができるよう精進して
参ります。よろしくお願いいたします。

新 入 会 挨 拶
十勝支部　芳　賀　芳　則
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ホームページリニューアルのお知らせ
広報部

　すでにアンケート等を通してお知らせしてきましたが、近々、釧路司法書士会のホームペー

ジがリニューアルされることになりました。

　新しいホームページでは、市民が司法書士をより身近に感じられること、会員にとってもよ

り利便性が高いことをコンセプトに作成を進めています。

　今回は、リニューアル後のホームページのイメージを少しだけ公開します。

　

　

ホームページのトップに自慢の写真を飾りませんか？

　リニューアル後のホームページのトップ画面では、釧路・北見・十勝３支部それぞれの管轄

内の風景写真を中心として、季節ごとに画像を入れ替える予定です。

　そこで、会員の皆さんの中で、「自分が撮った写真を見てほしい！」「写真の腕には自信があ

る！」という方、その写真、ホームページのトップに飾りませんか？

　　　①　管轄内における人物が写り込まない写真であること

　　　②　個人宅や写真撮影禁止場所での撮影ではないこと

　　　　　（撮影に許可等の必要がある場所についてはあらかじめ許可等を得ていること）

　　　③　会員本人が撮影したものであること

　　　④　撮影した写真は、USBメモリやメールなどデータ化して提供可能なものであること

　これらの要件をクリアして提供された写真の中から、厳選された写真をトップページに掲載

いたします（掲載の有無や時期については、広報部にて判断いたします）。

　応募方法は，事務局宛てに写真データを提供の上、ホームページ掲載希望の旨をお伝えくだ

さい（郵送・メール・持参いずれも可）。

　たくさんのご応募をお待ちしています！

募集

地域で各会員事務所
の検索機能ができる
様になりました！
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写真で見るイベント写真で見るイベント写真で見るイベント

第48回釧路司法書士会定時総会　平成27年５月23日（土）　北見ホテル黒部

司法書士の日無料法律相談会　平成27年８月３日（月）帯広市役所市民ホール
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第３回業務研修会　平成27年10月31日（土）とかち館

第２回業務研修会　平成27年９月19日（土）北見芸術文化ホール

全国一斉司法書士無料相談会　平成27年10月14日（水）とかちプラザ
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＊入　会
　　　　　　　●芳

は

　賀
が

 　芳
よし

　 則
のり

　殿　（十勝支部）
　　　　　　　　　登録年月日　　平成２７年３月９日
　　　　　　　　　登 録 番 号　　釧路　第　２２８ 号
　　　　　　　　　事務所住所　　〒０８０－００１５
　　　　　　　　　　　　　　　　帯広市西５条南４丁目１１番地
　　　　　　　　　電 話 番 号　　（０１５５）２３－５２６２
　　　　　　　　　ＦＡＸ番号　　（０１５５）２３－９７９６

　　　　　　　●宮
みや

　原
はら

　章
あき

　夫
お

　殿　（十勝支部） 
　　　　　　　　　登録年月日　　平成２７年４月２３日
　　　　　　　　　登 録 番 号　　釧路 　第　２２９ 号
　　　　　　　　　事務所住所　　〒０８９－２１３７
　　　　　　　　　　　　　　　　広尾郡大樹町北通１番地７
　　　　　　　　　電 話 番 号　　（０１５５８）６－５７７５
　　　　　　　　　ＦＡＸ番号　　（０１５５８）６－５７７７

＊退　会
　　　　　　　●佐　渡　保　正　殿　（釧根支部） 
　　　　　　　　　退会年月日　　平成２７年３月３１日
　　　　　　　　　登 録 番 号　　釧路　第８５号

　　　　　　　●伊　藤　　　亮　殿　（十勝支部）　＊大阪会へ変更登録
　　　　　　　　　退会年月日　　平成２７年８月６日
　　　　　　　　　登 録 番 号　　釧路　第２２０号

　　　　　　　●高　野　孝　司　殿　（十勝支部）　
　　　　　　　　　退会年月日　　平成２７年１０月３１日
　　　　　　　　　登 録 番 号　　釧路　第１６１号

釧路司法書士会　会員の動き
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＊死　亡　　　　　　　　
　　　　　　　●坂　下　　　尊　殿 （十勝支部）
　　　　　　　　　生 年 月 日　　大正１４年９月１２日
　　　　　　　　　死亡年月日　　平成２７年９月７日
　　　　　　　　　登 録 番 号　　釧路　第１１１号
　　　　　　　　　事務所住所　　帯広市西４条南１０丁目２０番地

＊変　更
　　　　　　　●金　倉　孝　志　殿 （釧根支部）　平成27年７月９日 受付
　　　　　　　　　事務所住所　　〒０８５－０８０５　　
　　　　　　　　　　　　　　　　釧路市桜ヶ岡４丁目２番８号
　　　　　　　　　電 話 番 号　　（０１５４）９１－４３５３
　　　　　　　　　ＦＡＸ番号　　（０１５４）６８－５７５０

　　　　　　　●今
いま

　川
がわ

　春　香　殿 （十勝支部）　平成27年７月６日 受付
　　　　　　　　　（旧姓　中岡）　　

　　　　　　　●小　林　千　修　殿 （十勝支部）　平成27年10月19日 受付
　　　　　　　　　事務所住所　　〒０８０－０８０４　　
　　　　　　　　　　　　　　　　帯広市東４条南２２丁目１５番地

　　　　　　　●中　道　麻　友　殿 （十勝支部）　平成27年10月19日 受付
　　　　　　　　　事務所住所　　〒０８０－０８０４　　
　　　　　　　　　　　　　　　　帯広市東４条南２２丁目１５番地

　４月 April

９日㈭　　平成27年度　第１回　会長会　１日目 於：日司連ホール（尾越会長）
10日㈮　　　　　　　　　　〃　　　　　２日目 　　　　　〃
13日㈪　　登録面接 【 宮原　章夫 氏 】 於：事務局
14日㈫　　監査 於：事務局
18日㈯　　理事・支部長合同会議 於：事務局
23日㈭　　補助者申請【 芳賀事務所　橋爪美奈子 殿、 田中美里 殿、 坂田悌弘 殿、 坂田あづさ 殿 】
25日㈯　　第１回 北海道ブロック司法書士協議会理事会 於：札幌司法書士会館
 （尾越会長、野村副会長、森副会長）

（H27.4 ～ H27.10）
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28日㈫　　登録交付式 【宮原　章夫 氏】 於：事務局
30日㈭　　住宅金融支援機構・福祉医療機構事務処理 於：事務局

　５月 May

１日㈮　　補助者申請　【宮原事務所 　髙石佳代子 殿、 鈴木裕子 殿】
７日㈭　　補助者申請　【遠藤豊和事務所 　福井聡美 殿】
８日㈮　　在釧理事会 於：事務局
19日㈫　　在釧理事会 於：事務局
20日㈬　　登記相談所 於：陸別町（平田峻太理事）
22日㈮　　釧路土地家屋調査士会　定時総会 於：ホテルグランテラス帯広
 （尾越会長）
23日㈯　　第48回　釧路司法書士会　定時総会 於：北見ホテル黒部
26日㈫　　住宅金融支援機構事務処理 於：事務局
27日㈬　　補助者申請　【播間事務所 　船戸まさえ 殿、 中村結女 殿】
29日㈮　　住宅金融支援機構・福祉医療機構事務処理 於：事務局

　６月 June

２日㈫　　補助者申請　【 坂本事務所　 竹田尚美 殿 】
６日㈯　　第２回　北海道ブロック司法書士協議会理事会 於：ホテルノースシティ
　〃　　　北海道ブロック司法書士協議会　定時総会 於：　　　〃
20日㈯　　理事・支部長合同会議 於：事務局
25日㈭　　第77回　日本司法書士会連合会　定時総会 於：渋谷ヒカリエホール
26日㈮　　　　　　　　　 　　〃　　　　　　 （野村会長、酒井理事）
30日㈫　　住宅金融支援機構・福祉医療機構事務処理 於：事務局

　７月 July

４日㈯　　綱紀調査委員会 於：事務局
９日㈭　　「登記相談所」法務局との打合せ 於：事務局（佐渡副会長、金田理事）
18日㈯　　平成27年度 日司連年次制研修会集合研修会 於：つくば国際会議場
25日㈯　　綱紀事案に関する調査
　〃　　　ブロック新人研修実行委員会 於：札幌司法書士会館（酒井理事）
29日㈬　　住宅金融支援機構事務処理 於：事務局 
31日㈭　　住宅金融支援機構事務処理 於：事務局
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　８月 August

１日㈯　　第１回業務研修会  於：釧路生涯学習センターまなぼっと
　　　　　「公証役場の現状について／ｅラーニングの説明」
　〃　　　綱紀調査委員会 於：釧路 まいづる
２日㈰　　「司法書士の日」無料法律相談会　北網支部 於：北見芸術文化ホール 
３日㈪　　　　　　　　　〃　　　　　　　十勝支部　　 於：帯広市役所市民ホール
８日㈯　　理事会 於：事務局
12日㈬～ 14日㈮　　事務局お盆休み
20日㈭　　「司法書士の日」無料法律相談会　釧根支部 於：釧路生涯学習センターまなぼっと
22日㈯　　第３回　北海道ブロック司法書士協議会理事会 於：札幌司法書士会館
 （野村会長，有賀副会長）
31日㈪　　住宅金融支援機構・福祉医療機構事務処理 於：事務局

　９月 September

９日㈬　　えせ同和行為対策関係連絡機関連絡会 於：釧路合同庁舎（金田理事）
　〃　　　高齢者・障がい者のための成年後見相談会　北網地区
 於：北見市役所
11日㈮　　会報委員会 於：田村美幌店
13日㈰　　高齢者・障がい者のための成年後見相談会　釧根地区
 於：釧路国際交流センター
19日㈯　　第２回 業務研修会
　　　　　「相続税及び贈与税について/マイナンバー制度」 於：北見芸術文化ホール
　〃　　　研修委員会 於　　　　　　〃
26日㈯　　年次制研修会　（DVD研修） 於：釧路ラスティングホテル
30日㈬　　住宅金融支援機構事務処理 於：事務局

　10月 October　

１日㈭　　全国一斉司法書士法律相談　北網支部 於：北見市民会館
３日㈯　　綱紀調査に関する研修会 於：事務局
４日㈰　　全国一斉法務局休日相談所 於：釧路地方法務局、帯広支局、
 　　北見支局
９日㈮　　全国研修担当者会議 於：日司連ホール（辻香澄会員）
14日㈬　　全国一斉司法書士法律相談　十勝支部 於：とかちプラザ
15日㈭　　全国一斉司法書士法律相談　釧根支部 於：釧路生涯学習センターまなぼっと
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15日㈭　　第２回　会長会　１日目 於：日司連ホール（野村会長）
16日㈮　　　〃　　　　　　２日目 　　　　　　〃
　　〃　　網走保健所管内自殺対策連絡会議 於：網走保健所（中島理事）
20日㈫　　一日合同行政相談所 於：帯広藤丸デパート（笹島会員）
23日㈮　　日本支援センター釧路地方協議会　十勝地区 於：ホテルグランテラス帯広
 　　（神谷会員）
24日㈯　　理事会 於：事務局
27日㈫　　日本支援センター釧路地方協議会　北網地区 於：北見プラザホテル（中島理事）
28日㈬　　住宅金融支援機構事務処理  於：事務局
30日㈮　　住宅金融支援機構事務処理  於：事務局
31日㈯　　第３回 業務研修会「遺産分割調停の実務」 於：とかち館
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編集後記
　　ラグビー日本が歴史的勝利をした，ラグビーの第８回ワールドカップ（Ｗ
杯）イングランド大会で，世界ランキング13位の日本が、９月19日、英国の
ブライトンで行われた一次リーグＢ組初戦で世界ランク３位の南アフリカに
34－32で逆転勝ちし、1991年第２回大会のジンバブエ戦以来、24年ぶりの勝
利を遂げた。
　日本は、７大会連続一次リーグで敗退し、通算１勝２分け21敗だったが、
日本が世界のラグビー史に残る大金星を遂げてしまった。
　そもそもラグビーＷ杯とは、４年に一度のラグビー世界一決定戦、1987年
に16カ国、地域が参加して行われ、1999年の第４回から出場枠が20カ国に増
加して初代王者のニュージーランドとオーストラリア、南アフリカが二度ず
つ頂点に立っているが、テレビ視聴者数は第１回の約２億3000万人から前回
の第７回は約39億人に増えた。
　第９回大会は日本で開催される。
　最後に日本のＷ杯の苦闘なるものを、1995年大会二次リーグでニュージー
ランドと対戦し、17－145で大敗した、これは過去７大会の最多失点記録で
あったが、今回の勝利は、４年後の日本大会の大きな一勝でありラグビー界
の常識を破った日でもあった。

会報編集委員　本間　利夫
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