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東京都行政書士会足立支部会報　第49号

ぎょうせい足立
第49号

ごあいさつ  東京都行政書士会足立支部　支部長　小林裕一

　日頃は支部会務につきまして、会員の皆様には多大なご協力を賜り、厚くお礼申し上げま

す。さて、去る４月２２日開催の支部定時総会において事業報告並びに事業計画が承認され

ました。引き続きまして、支部長及び監事の選任と代議員の選挙を実施することとなりまし

たが、支部長は事前の立候補１名が無投票で選任され、監事につきましては総会当日に立候

補者を募り２名を選任することとなりました。代議員につきましては定数を上回る立候補者

となり、辞退者を募るなどして若干の調整を経て２０名の代議員の選任が決定いたしました。

この結果、支部長として小林が三選され、支部役員に関しては、１名の退任者を補充し、１

 足立支部新年賀詞交歓会 平成29年1月13日 銀座アスター千住賓館にて

名就任となる人事といたしました。また監事として霜越、板橋の両会員が選任されましたことをご報告いたします。

　支部の役割は、本会と会員とのパイプ役としての役割と本会の補完的役割を有しています。前者の例として、支部長

会に出席して本会の動向や伝達事項を会員に伝えることがあります。後者としては、本会では手の届かない地域への広

報活動などが挙げられます。そして最後に会員相互の親睦です。つまり支部は、本会、地域そして会員の結節点となる

重要な役割を担っています。

　足立支部は、従来から地域との関わりを重要課題として事業を展開してきました。この課題に対して支部長第２期目

には地域との連携を広げて参りました。区民の声相談課をはじめとする足立区役所の各部署、そして千住公証役場、東

京商工会議所足立支部、渕江住区センター等、多くの団体様との交流が始まりました。支部長第３期目は接点を充実さ

せていく段階と認識しております。こうした活動を通じて足立区が提唱する「協創社会」の実現に向けて微力ながら貢

献して参りたい、と同時に行政書士制度が地域社会においてなくてはならない制度であることを広報して参りたいと考

えています。

　最後になりますが、平成２９年度は以上の目標を掲げて全力を挙げてまいります。そして支部会員の皆さんの業務が

益々発展できますように支部としても全力をあげて参ります。倍旧のご協力を賜りますようお願い申し上げまして、第

３期目の支部長就任のご挨拶とさせて頂きます。
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 新任役員のご紹介                      

菊地 三桜（理事）

呉 尚憲（政連監事）

岩元 佳代（理事）

 平成２８年度足立支部定時総会 報告　　　　総務部　小越 隆之      
               
　去る平成２９年４月２２日（土）午後３時より、あだち産業センター３階（交流室）にて、

標記定時総会が開催されました。

議長：沖山忠敏

副議長：菊地三桜　

議事録作成人：小越隆之

議事録署名人：呉尚憲・岩元佳代

出席会員数　137名（欠席通知含）

第１号議案

「平成28年度事業報告及び決算報

告」承認の件　原案通り満場一致

で可決されました。

第２号議案

「平成29年度事業計画及び予算案」承認の件　原案通り満場一致で可決されました。

支部会員皆様方におかれま

しては、ますますご健勝の

こととお慶び申し上げます。

平素は支部活動にご理解ご

協力をいただき厚くお礼申

し上げます。本年度より理

事として研修を担当するこ

とになりました菊地三桜で

す。はなはだ未熟者ではご

この度、理事として遺言証人

の取次業務を担当させていた

だくこととなりました。昨年

度は行政書士登録したばかり

であるにも関わらず、１年間

遺言証人として登録させてい

ただき大変勉強になりました。

今年度より支部の役員として

遺言証人の手配を担当させて

ざいますが、選任されましたうえは誠心誠意努めて

まいる所存でございます。何とぞ前任者同様、支部

会員皆さまのご支援とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。

いただくこととなり、責任の重さを痛感しております。

諸先輩方の築き上げた公証役場との信頼関係をさらに

つないでいけるよう精一杯努力して参りたいと思いま

す。何卒よろしくお願い申し上げます。

政治連盟足立支部の監事を務めさせていただくこととなりました 呉 

尚憲（お さんほん）と申します。私自身は、幼いころから足立区で

育ちました。行政書士としての経験はまだ浅いですが、微力ながらで

もこの足立区で活動なさっている会員の皆様のお役に立てるよう、一

生懸命業務に取り組んでいく所存です。会員の皆様のご指導ご鞭撻の

ほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
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  足立支部研修会 開催報告 　            　研修担当　有賀 裕範

  

第３号議案

「支部役員選任」の件　以下のとおり選任されました。（敬称略）

　支 部 長：小林裕一

　副支部長：諏訪智・佐田祐介・安井逸郎・小越隆之・坂田幸典

　理　　事：外尾謙二・石田正己・菊地三桜・山田博和・伊藤健司・星野俊雄・岡野達朗・有賀裕範

　　　　　　奈良井達・岩元佳代

　監　　事：霜越宣幸・板橋正文

第４号議案

「代議員選任」の件

以下のとおり20名が選任されました。

なお，被選任者は，平成29年5月30日

の東京会定時総会に出席することを

承諾しました。

（登録番号順・敬称略）

・霜越宣幸・小林裕一・外尾謙二

・石田正己・菊地三桜・諏訪智

・山田博和・伊藤健司・安井逸郎

・小越隆之・坂田幸典・星野俊雄

・岡野達朗・有賀裕範・飯塚紀雄

・石川みゆき・奈良井達・呉尚憲・原優子・岩元佳代

第５号議案

「報告その他」一般相談事業に関し，状況報告がありました。
以上のとおり、全ての議事を終了し、定時総会は午後４時２分閉会となりました。

　平成２８年度第３回目の足立支部研修会を下記の内容で開催いたしました。

日　時：平成２９年３月１１日（土）

　　　　１４：００～１６：３０

会　場：足立区勤労福祉会館

　　　（綾瀬プルミエ２階第２洋室)

テーマ：「家族信託セミナー」

講　師：尾﨑信夫先生

　　　（司法書士・家族信託専門士）

参加者：３７名

信託制度の基本的な説明の後、様々な

ケースでの信託の活用術をご紹介して

いただき、参加いただいた先生方から

の質問が絶えず大変有意義な研修会と

なりました。研修会終了後は赤兵衛綾瀬西口店にて懇親会を行い、こちらも大いに盛り上がりました。
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  足立支部研修会 開催予告             　研修担当　有賀 裕範

平成２９年度第１回の足立支部研修会を次のとおり開催いたします。

「今年度より足立スターフィールズの監督に就任しました石田です。

前星野監督の星野イズム を継承し、更なる進化を遂げて参ります！」

　足立支部ソフトボール部員募集    監督　石田 正己

　　　　　　　　　　　　　　マネージャー 佐田 祐介

　足立支部の厚生事業として「会員相互の親睦と意思疎通

及び健康を活発に推進すること」を目標に活動しています。

　昨年の東京都行政書士会主催の大会では「大まぐれ」で

準優勝を果たしました。(^^ゞ

　練習は毎月１～２回程度、主に小菅駅近くの荒川河川敷

にある「五反野球場」で行っています。不定期に他支部と

の練習試合もあります。自由参加ですからお気軽に。見学、

作戦会議（練習後の飲み会）のみのご参加も大歓迎です。 「ほれ、練習後は

これですよっ！笑」
※問合せ先 ０８０－３４８３－０１２４ 石田(監督)

           ０７０－５５０２－３１５８ 佐田(マネージャー兼選手会長)

「次は優勝しかあり 

 得ませんよっ！」

レクリエーション行事 　　総務部　小越 隆之
　

　足立支部では，会員間のコミュニケーション熟成のため，年1回レクリエーショ

ン行事を実施しております。昨年度は平成28年10月26日，千住マルアイボウリン

グ場にてボウリング・カラオケ大会（参加者17名）を開催致しました。ご好評に

つき，本年度も千住マルアイボウリング場にて，ボウリング・カラオケ大会を開

催する予定です。詳細は同封の申込み用紙をご覧ください。本年度も会員皆様の

多くのご参加をお願い申し上げます。

　研修会終了後、懇親会（会費３，５００円程度）を予定しております。お申し込みの際に懇親会の出欠に

ついてもお知らせください。会員の皆様の積極的なご参加をお待ちいたしております。なお、前日、当日

キャンセルの場合は、懇親会費のご負担をお願いします。

申込みは、７月２１日（金）まで（必着）に、氏名・支部名・電話番号・ＦＡＸ番号・e-mailアドレス等

を明記の上、研修担当 有賀までＦＡＸ又はe-mailにてお申し込みください。

　ＦＡＸ： ０３－３６２９－４５４３　　E-mail： ariga-jimusyo@apricot.ocn.ne.jp

　日時：平成２９年７月２８日（金）１８：００～２０：３０（１７：４５より受付）

　会場：足立区勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内）２階　第２洋室

　科目：就労系在留資格（経営・管理、技術・人文知識・国際業務、技能）と外国人雇用をゼミ方式で

　　　　理解する！入管実務専門行政書士としての「経営」と「実務」の『視点』を身につける

　講師：近藤　秀将（豊島支部）
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　渉外部からの活動報告　   　　　　　　 渉外部　安井 逸郎

  足立支部 業務研究会 開催報告         (前)研修担当　原 優子

1. 「「企業主導型保育事業」助成金について」　

行政書士　渡辺　暁子先生

「会社がつくる保育園」として今年度から始まっ

た助成制度「企業主導型保育事業」にいち早く取

り組んでいらっしゃる渡辺先生にこれまでの事例

をまじえて講義をして頂きました。まだ新しい制

度のため、経験のある先生が少ない中での貴重な

お話となりました。

2. 「補助金の概要と種類・注意点等」

行政書士　林田　玲子先生

補助金をメイン業務として数多くの豊富な経験を

積まれた中での補助金の概要と最新の情報など盛

りだくさんの講義となりました。特に申請にあ

たっての注意点については、経験に基づいた内容

となっており、大変参考になる講義でした。

参加者は10名（うち新入会員4名）で、参加者の皆

様と意見を交わす事ができ有意義な研修会となり

ました。終了後、懇親会を「かまどか」北千住店

で行い、大いに盛り上がりました。ご参加いただ

いた皆様に担当より御礼申し上げます。

◆４月１０日　区役所人事異動に伴う挨拶・訪問をいたしました。

◆７月上旬　区議会の各会派（自民党・公明党・民進党）への予算要望予定。

◆１１月　梅島小学校において、第3回法教育授業を実施予定。

◆東京商工会議所足立支部主催講座への企画提案と講師派遣　年2回予定。

◆住区センターでの区民生活セミナー・相談会開催　年2回予定。

◆八士業よろず相談会準備の会議に参加し他士業との交流 　随時

　平成29年2月24日18時30分からあだち産業センター3階交流室にて開催された業務研究会主催の研修会の開

催報告をさせて頂きます。今回は、2名の先生に講義をして頂きました。

　本年度も社会貢献及び行政書士制度の広報活動のため以下の通り相談業務を行ってまいります。

　◆一般相談（行政書士2名）　足立区役所北館３階にて、区役所開庁日の９時から１６時３０分

　◆経営者向け相談（行政書士２名）　　　足立産業センターにて、毎月第二水曜日１８時から２０時

　◆外国人夜間相談会（行政書士２名）　　エルソフィアにて開催

　◆あだち国際祭り（行政書士２名）　　　ベルモント公園にて開催

　◆街頭無料相談会（行政書士７～８名）　あだち区民祭りA-Festa会場にて開催

　◆八士業合同相談会（行政書士４～５名）プルミエにて開催

　相談事業部からのお知らせ  　　　　     　　　相談事業部　諏訪 智



6

 足立支部会員の動向　　　　　　　　　　　　　総務部　小越 隆之
　

  足立支部では、行政書士制度の広報活動および会員向け情報の提供を目的としてＨＰを開設しています。
当該ＨＰ内の「行政書士名簿」ページでは、支部会員（希望者のみ）の事務所情報も掲載しています。

アドレスは http://adachi.tokyo-gyosei.or.jp/  「行政書士 足立支部」でネット検索が可能です。

　また、会員間での迅速な情報提供や意見交換を目的としてＭＬも運営しています。ＨＰ・ＭＬともに、新
規登録や変更希望の方、また、最近ＭＬが配信されていないと思われる方は（配信エラー等の可能性あり）
IT担当佐田（070-5502-3158）までお気軽にお問い合わせください。なお、会費未納者のＨＰ掲載やＭＬ加
入はお断りしておりますので、ご了承ください。

  支部ホームページ メーリングリスト　 広報部・ＩＴ担当  佐田 祐介
                                                                
 

 会計からのお知らせ    　　　　　　　　 会計部　坂田 幸典

　　  支部会費納入のお願い

  平成29年度足立支部会費（月額500円=年払い6000
円）を未納の方は同封の郵便振替用紙に事務所地、
氏名をご記入の上、早急にお振込みください。

※振込先 郵便局００１９０－９－７１４４９９
        東京都行政書士会足立支部

　　 未納支部会費 納入について

　平成 28年度以前の支部会費を未納の方には、該当年
度の郵便振替用紙を同封しております。つきましては
到着後 2週間以内にお振込み願います。
※未納分がある方は、支部および東京都行政書士会の
事業参加を制限されることがあります。

増加：新規１３名、転入５名　計１８名
減少：廃業　５名、転出４名　計　９名

 あだちだより 　支部コラムニスト 諏訪 智

　足立区の名所を紹介する「あだちだより」、今回は「足
立区生物園」です。12月になると「光の祭典」が行われる
元淵江公園。その中にある施設が「足立区生物園」です。
　以前ご紹介した時は改装中で中に入れませんでしたが、
今回は中まで入ってのレポートです。
「足立生物園」には、哺乳類、鳥類、魚類、爬虫類、両生
類、昆虫など約300種、7200匹が飼育されています。中で
も目を引くのが、入り口正面にある日本で唯一の金魚の
「大水槽」。様々な金魚が広い水槽の中を自由に泳ぎ回っ
ていました。

平成２９年４月１日現在
支部会員数 ２０３名

　また、印象に残っているのが「大温室」。ここは二階建
て構造になっていて、中には川も作られ南国の環境が再現
されていました。ここで飼育されているのは「蝶」です。
様々な蝶が人を怖がることなくひらひらと優雅に飛び回っ
ていました。
ここで一つ疑問が。幼虫が見当たらないのです。葉っぱの
裏を探しても見つかりません。飼育員に聞くと、幼虫を放
置しておくと葉をすべて食べてしまうので、見つけるたび
に取って別の場所で飼育しているのだとか。宇宙へ行った
メダカの子孫も地下飼育室で飼育されていました。

　生物園では、いろいろなイベントが企画されており、
また、動物と触れ合うコーナーや、羊のショーなども行
われ、見るだけではない体験ができるよう工夫されてい
ます。
　企画やショーは、開催日時が決まっているので、HPな
どで確認してみてください。生き物と触れ合うため、一
度訪れてみてはいかがでしょうか？私は哺乳類とだけ触
れ合おうと思います・・・
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