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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２１日支部定時総会が開催されました。本総会において「事業報告及び決算
報告」並びに「事業計画及び予算案」をご承認頂きました。
引き続きまして「支部細則」の改正を上程し承認を頂きましたので、その改正の趣旨をお伝
えいたします。東京都行政部や東京都行政書士会によって懲戒処分の決まった支部会員に対し
て支部においても自動的に会員権の停止を決定できる制度を創設するというものです。会員に
よる不祥事を支部においても許さないという姿勢を示すもので、コンプライアンスを求める社
会的機運に沿った改正と理解して頂きたいと思います。この後、辞任した理事２名の後任者を
承認していただき、最後に代議員を選出して全議案審議を終え、閉会いたしました。今年度よ
り議事録をメールを通じてご希望の方に配布いたしますので、詳細は議案書・議事録を参照して頂きたいと思います。
さて、平成３０年度は現執行部にとって６年目の年度にあたります。支部事業の３本柱を改めてご紹介してこの１年
を邁進してまいりますことをお約束いたします。
①自己啓発・自己研鑽事業・・・支部研修会３回、業務研究会４回
②厚 生 事 業・・・・・・・ボウリング大会兼カラオケ大会、ソフトボールチーム活動
③地域貢献(渉外広報)事業・・・相談事業（一般相談、街頭無料相談、外国人相談、経営者向け相談、八士業合同
無料相談）、法教育、区民生活セミナー、遺言証人取次ぎ業務
※今年度より「大規模災害時における被災者支援」を新たなテーマとして取り上げ、足立区との連携(協定)を模索
して参ります。
足立区が提唱する「協創社会」の実現に向けて、支部の渉外広報事業が微力ながら貢献できて、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になっていくことを切に願ってやみません。
最後になりますが、今年度も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。今年も倍旧のご協力を賜りますようお願い申し上げまして、支
部長のご挨拶とさせて頂きます。
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新任役員のご紹介
宮城 友也（理事）
このたび、足立支部の理事として広報を担当させていただくこととなりました宮城
友也と申します。平成２９年４月に行政書士登録をし、現在も支部活動を通じてさま
ざまなことを学ばせていただいております。まだまだ勉強中の身で、微力ではござい
ますが、会員の皆さまのお役にたてるように努めてまいる所存です。
また、登録以前はＩＴ関連の業務にも長く携わっておりましたので、その知識と経
験も生かせればと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

東京都行政書士会足立支部定時総会 報告

総務部

小越 隆之

去る平成３０年４月２１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。（※以下、敬称略）
議 長：形山俊治
副議長：阿久津美保
議事録作成人：小越隆之
議事録署名人：渥美利永，原隆人
出席会員数：１４０名（委任通知含む）
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第1号議案

「平成29年度事業報告及び決算報告」承認の件
原案通り賛成多数で可決されました。

第2号議案

「平成30年度事業計画及び予算案」承認の件
原案通り賛成多数で可決されました。

第3号議案

「足立支部細則改正（案）」の件
原案通り賛成多数で可決されました。

第4号議案

「支部役員選任」の件
以下のとおり選任されました。
理 事：宮城 友也

第5号議案

第5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３０年５月２９日の
東京都行政書士会定時総会に出席することを承諾しました。（登録番号順）
・霜越宣幸 ・小林裕一 ・外尾謙二 ・沖山忠敏 ・石田正己 ・菊地三桜 ・山田博和
・佐田祐介 ・伊藤健司 ・板橋正文 ・安井逸郎 ・小越隆之 ・坂田幸典 ・星野俊雄
・岡野達朗 ・有賀裕範 ・奈良井達 ・呉 尚憲 ・岩元佳代 ・渥美利永
「報告その他」
特段の上程，付議はありませんでした。

以上のとおり全ての議事を終了し，定時総会は午後4時25分閉会となりました。

足立支部研修会 開催報告

研修担当

平成２９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３０年２月２３日
１８：００～２０：３０
会 場：足立区勤労福祉会館
（綾瀬プルミエ第２洋室)
テーマ：行政書士のための
知的財産権業務
講 師：福島 信 先生
（行政書士・中央支部）
参加者：２８名
著作権相談員制度の成り立ちから
知的財産権分野における業際問題、
実際の登録申請業務の内容をご講
義いただき、大変有意義な研修会
となりました。
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有賀 裕範

足立支部研修会 開催予告

研修担当

有賀 裕範

平成３０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。

日時：平成３０年７月６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：産業廃棄物処理業について
新宿区にて産業廃棄物処理業許可の専門家としてご活躍中の
谷田部先生に、昨今施行された産業廃棄物処理業許可に関する法令の改正の要点等、大所高
所からのご講義をいただく予定です。
講師：谷田部 智敬（新宿支部）
申込：支部ホームページ、支部会員メーリングリスト、行政書士とうきょう６月号にて締切日が６
月２９日（金）（必着）となっておりますが、席に余裕がある場合は７月３日（火）（必着）まで
対応いたしますので、その際は、氏名・支部名・電話番号・ＦＡＸ番号・e-mailアドレス等を明記
の上、担当有賀までＦＡＸ又はe-mailにてお申し込みください。
申込先：ＦＡＸ：０３－５６８０－２７８２
e-mail：ariga-jimusyo@apricot.ocn.ne.jp
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、キャンセルは２日前までにお願いします。それ以降のキャンセルの場合は、懇親会費のご負担
をお願いします。

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２９年９月８日、千住マルアイボ
ウリング場にてボウリング大会・カラオケ食事会（参加者17名）を開催いたしま
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、ボウリング大
会・カラオケ食事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。

足立支部ソフトボール部「足立スターフィールズ」

監督

石田 正己

足立スターフィールズのコンセプトは「親睦、健康、意思疎通」でありま
す。このチームも創部5年目に入り、全体的レベルアップを図る時期に差し掛
かっております。
そういうことから今年度は「打って、打って、打ちまくる」をスローガン
として掲げています。勿論、基本的な技術を身につけることも重視します。
そのため、野球経験豊かな山田先生に打撃コーチ、走攻守のバランスに長
けた松岡先生に守備走塁コーチを担当してもらいました。
東京会主催ソフトボール大会勝利に向けて、練習日は基本的に、五反野野
球場にて第3水曜日午後4：00～6：00に行い、また毎月土曜日に１回練習がで
きるよう申し込み、抽選に当たったら練習あるいは他支部との練習試合を
行っております。
会員の皆様のより一層のご声援ご参加のほどよろしくお願いいたします。
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「練習後のこれが
最高ですよっ！笑」

足立支部 業務研究会 開催報告

研修担当

菊地 三桜

平成３０年２月２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。
１．許認可申請における地図の利用について 諏訪 智 先生
国土地理院地図の利用と著作権について具体的な利用方法などが事例をまじえて丁寧に講義をして頂きまし
た。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．事業計画書作成 伊藤 健司 先生
実際に受任した事例を参考にしながら処
理上の検討事項、実務の要点など丁寧に
講義をして頂きました。数多くの豊富な
経験を積まれた中での最新の情報など盛
りだくさんの講義となりました。出張封
印代行など具体的に解説していただき、
大変参考になる講義でした。
参加者は11名（うち新入会員４名）、
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「鹿児島魚鮮水産 千住東口店」
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は担当より御礼申し上げます。業務研究会では講師をしていただける方を募集させ
ていただいております。発表に際して経験年数は問いません。自身の勉強の一環としてお気軽に取り組んで
いただければ幸いです。テーマの例（申請等実務のレポート、業務に関する研究、リサーチ等の成果の発表
、その他行政書士業務に役立つと思われる情報あれこれ）。担当 菊地（電話番号 ０３－３８５９－３０９
３またはメールアドレス kikuchi-jimusho@trade.gmobb.jp ）までご連絡ください。

渉外部からの活動報告

渉外部 安井 逸郎

◆４月9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。
◆足立区との大規模災害時の支援協定締結への折衝を予定。
◆第２次法教育推進特別委員会が組織されました。１０月２０日(予定)梅島小学校において、
第４回法教育授業を実施予定。
◆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。

相談事業部からのお知らせ

相談事業部 諏訪 智

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）
梅田エルソフィアにて開催
◆あだち国際祭り（行政書士２名）
梅島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（千住河川敷）にて開催
◆八士業合同相談会（行政書士４～５名）綾瀬プルミエにて開催
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足立支部会員の動向
平成３０年４月１日現在
支部会員数２０３名

総務部
増加：新規６名、転入４名
減少：廃業５名、転出５名

会計からのお知らせ

計１０名
計１０名
会計部

支部会費納入のお願い

小越 隆之

坂田 幸典

未納支部会費 納入について

平成３０年度足立支部会費（年額6000円）を
同封の郵便振替用紙にて、本年7月末日までに
お振込くださいますようお願い申し上げます。
※振込先 郵便局００１９０－９－７１４４９９
東京都行政書士会足立支部

平成２９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。
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。

＜お願い＞ 支部会費の振込手数料は支部が負担しています。支部経費削減のため、お手数ですが
郵便局の窓口ではなくＡＴＭにてお振込いただきますようお願い申し上げます。なお、支部会費
に関するお問い合わせは、会計担当 坂田 ０９０－１０４４－７１８５ までご連絡ください。

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

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担当 佐田（070-5502-3158）ま
で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。

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「青和バラ
公園」です。
つくばエクスプレス「青井駅」から徒歩２分、住宅街にある小
さな公園ですが、そこには約100種類のバラが咲き誇っていて、
まさにバラづくしの公園です。
バラの原種は100～150種類と言われていますが、品種改良によ
り現在はおよそ30000種あるといわれています。
青和バラ公園では、「クイーンエリザベス」「かぐや姫」「マ
リーアントワネット」「アブラカタブラ」「つくばエクスプレ
ス」など人や場所にちなんだ名前のバラを見ることができます。
約100種類もあるので、どんな名前があるか探してみるのも面白
そうですね。
バラの花言葉は色々ありますが、本数による花言葉もあるそう
１本は「一目惚れ」
２本は「二人の世界」
３本は「告白」
：
と続くそうです。
たまには本数を確認
して、バラを送ってみ
ますか。
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