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東京都行政書士会「行政書士制度広報月間」に伴う無料相談会を10月7日（土）に新宿タカシマヤJR
口2階特設会場において実施いたしました。今年も社会保険労務士の「街角年金塾」と合同開催いたし
ました。心配されたお天気も次第に回復し、開始早々から相談者が絶えることなく続きました。また、
配布物を通じて、広報活動に努めました。

渋谷区役所無料相談員に登録している先生方や今年度の新会員の先生方にも参加いただき、街頭相
談員としての経験を積んでいただきました。午前午後合わせて31名の相談員が参加しました。

事前に渋谷区ニュース（渋谷区広報誌）10月1日号に相談会開催の広告を掲載し、区民の皆様へお
知らせしました。また、東京都行政書士会が10月1日に大手新聞数紙に100万部の折り込みチラシを
配布しましたので、そのチラシを見て来てくださった相談者もいました。しかし、一番多かったのは、
当日会場で相談会を知ったという方々でした。

会場では渋谷支部のリーフレット、ポケットティッシュやクリ
アファイルを配布いたしました。1,000個用意したポケットティッ
シュは早々となくなってしまうほど通行人の反応は良好でした。
また東京都行政書士会から、遺言相続やADRのリーフレット、
ウェットティッシュ等を配布しました。さらに成年後見支援セン
ター「ヒルフェ」の椅子カバーを相談者がお掛けになる椅子に2
脚分セットし、広報活動に努めました。

さて今年の相談者数は72人で、相談件数は81件でした。
通行量の多いJR口2階に変更した結果、例年より多数の相
談者にお出でいただきました。相談の内容は右記のように多
岐にわたっておりますが、例年通り遺言相続関係が多数を占
めました。折り込みチラシを見て、自筆の遺言書を持参して
こられた相談者もいました。また曾祖父の代から相続手続き
をしておらず、現在の相続人すら確定できずに困っていると
いう相談もありました。相続は誰にも起こることであり、私
たち行政書士は、『そうだ行政書士に相談しよう。』と言われ
る身近な存在でありたいと感じました。

今年は新宿タカシマヤ様のご厚意で、2階JR口の会場を使
用させていただき、ありがとうございました。新宿タカシマ
ヤ様のご協力を得て、今年も街頭無料相談会を無事に終了す
ることができました。ご協力いただきました関係者の皆様に
感謝申し上げます。　　　　　　　　　（企画部　中津原）

今年も大盛況タカシマヤ相談会

新宿タカシマヤ無料相談会

相談内容内訳　（合計81件）

＊遺言・相続・贈与 31件
＊成年後見・福祉・介護保険関係 ２件
＊離婚・家族問題 ２件
＊戸籍関係・各種届出 １件
＊内容証明・公正証書・事実証明等 ２件
＊社会・労働保険関係 32件
＊法人設立 ４件
＊会計記帳・税金・助成金 １件
＊宅建業・建設業・環境事業 １件
＊在留・帰化・国際結婚 １件
＊近隣関係・暮らしの相談 ２件
＊その他 ２件
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支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長ででででででででででででででででででででででででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす支部長です
支部会員の皆様、関係者の皆様には、常日頃より支部活動に格別

のご理解、ご協力をいただきまして、厚く御礼申し上げます。
さて、今年度は町会の皆様とのお付き合いをさせていただき、地

域の皆様のお役に立つことをさらに推進していくことを模索して
まいりました。そうした中、町会長さんとお会いする機会を得まし
たが、お話させていただくと行政書士については、ほとんどご存知ありませんでした。こう
したことは、お会い知る前から予想されたことですが、日ごろ行政書士と接する機会をお持
ちではないことから当然かもしれません。また、行政書士という名称から、どのようなこと
を行っているのかを知ることが難しいこともあるでしょう。

弁護士についてはどなたでもご存知ですし、税理士や社会保険労務士などは、その名称か
ら業務内容も判断しやすいでしょう。その点、行政書士という名称からは業務内容は思い浮
かばないことでしょう。

町会の皆様とは、これからも地道なお付き合いをさせていただきます。
それと同時に行政書士を知っていただくためのキャッチフレーズ、「そうだ行政書士に相

談しよう」をひとりでも多くの方にお知らせしていく努力が必要です。支部では、そのため
にどのようなことができるのか、アイデアをお持ちの方がいらっしゃれば、お知らせいただ
ければと思います。

こうした活動を通じて行政書士業務を知っていただくことで、行政書士の置かれた環境も
変化していくのではないでしょうか。

師走がそこまできています。これから、ますますお忙しいときをお迎えになることと思
われますが、ご健勝でお過ごしください。支部活動につき、引き続き宜しくお願い申し上
げます。

6月27日　支部長会
28日　業務研修部講師と打合せ

7月 4日　新会員歓迎会
6日　部長会

13日　業務研修部講師と打合せ
19日　大津都議主催東京湾視察会に参加
20日　役員会
25日　研修会
27日　支部法教育委員会
28日　恋文横丁記念碑再建除幕式

8月 2日　救命救急基礎研修会

8月 4日　支部長会議長事務引継ぎ
7日　本会全体会議

10日　芦澤区議主催納涼会
17日　業務研修会講師と打合せ
19日　大津都議主催政治報告会
28日　補助金等研究会
29日　支部長会

9月 2日　七士業無料相談会
5日　部長会
8日　関東国際高校で法教育の打合せ

15日　支部懇親会
16日　多摩地区支部長懇話会
20日　タカシマヤでの無料相談会打合せ
21日　役員会

支 部 長 活 動 報 告
9月25日　支部長会

26日　行政書士広報強調月間で関係先挨拶
29日　業務研修会講師と打合せ

10月 3日　暴排委員会打合せ
12日　民進党へ区への予算要望
同 　補助金等研究会

23日　研修会
27日　区と行政書士掲示板に関する打合せ
30日　部長会
31日　自民党の政策を聞く会

11月 3日　ソフトボール大会
4,5日　渋谷フェスティバル
6日　本会正副会長会に参加

10日　関東国際高校で法教育　
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平成29年7月4日（火）18時10分より、渋谷区立
商工会館大研修室において新会員歓迎会が開催され
ました。今年は13名の新会員が参加し、総勢35名
での開催となりました。

第一部では、森川支部長の新会員に向けた挨拶か
ら始まり、中西東京会名誉会長からは自身が代表を務
めるボーリング同好会の勧誘などで場が和みました。

各部長による支部事業の紹介では、支部組織や各部の紹介が行われ、新会員の方々は配布された資料を確
認しつつ真剣に耳を傾けていました。

最後に1年間の支部事業をまとめたスライドを見て、より具体的にイメージしていただけたかと思います。
第一部終了後に参加者全員で集合写真を撮り、渋谷支部ならではの結束力がより強まったものと思います。
第二部では、今回から㈱東京正直屋に依頼した豪華なお料理をいただきながらの懇親会です。冒頭、

相澤会員による乾杯のご発声では、長年業務を続けるための秘訣をご披露いただきました。
参加者同士で名刺交換などを行い、交流を深めたところで新会員の方々に前に出ていただき自己紹

介をしていただきました。新会員の中には他士業の資格をお持ちの方も多く、また他支部から転入さ
れた先生もいらしたので、この機会にさらに繋がりを深くしていただけたと思います。

毎回恒例（？）となったソフトボール部の勧誘活動も、数名のスカウトに成功し更なる強化が図られ
たようです。

最後に石田業務研修部長の音頭による「渋谷ハチ公八本締め」にて会を締め、担当の中津原企画部長
の閉会の挨拶により散会となりました。

今回の歓迎会を開催するに当たり、
多くの会員の皆様にお集まりいただき
心より感謝いたします。また今回参加
できなかった新会員の方々も、業務研
修会や懇親会などがありますので、是
非支部事業に積極的にご参加いただけ
ればと思います。　　（企画部　榎本）

平成29年9月15日（金）午
後5時よりNHKスタジオパー
クを見学しました。参加者
は25名。NHKは支部内にあ
り、近くですが、スタジオパー
ク内の見学は初めてという
会員ばかりでした。参加者

の年齢は様々ですが、全員が何かのスペースで楽しんでいたようです。懐かし
い番組を見て昔を思い出したり、ニューススタジオでキャスター体験をしたり、
豪雨暴風体験など、時間は1時間で短かったのですが、十分楽しめました。個
人的にはもう一度ゆっくり行って、アフレコを全て体験してみたいです。

その後、場所を移し、神南軒でお食事会。30名参加し
ました。新会員の方が8名参加してくださったので、くじ
を引いて、指定のテーブルについていただきました。

とても雰囲気の良い洋食屋さんで、美味しい食事とお酒
をゆっくりと楽しみながら懇親を深めることができまし
た。

ご参加頂きました会員の皆さま、ありがとうございました。
（企画部　木村）

秋の
会員懇親会

（NHK見学とお食事会）

新 会 員
歓

員
迎
員
会

恒例の立食ビュッフェ 沢山のご参加ありがとうございました

NHKスタジオパーク見学

ニュースキャスター体験しました
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第１回業務研修会
「～もう悩まない～　宅建業免許申請の実務」

業務研修会スペシャル
「日本政策金融公庫の活用法 ～小規模企業融資のポイントなど～」

平成29年度第1回業務研修会を、平成29年7月25日渋谷区商工会館において
開催いたしました。テーマは「～もう悩まない～　宅建業免許申請の実務」で、講
師は渋谷支部のハイク行政書士法人代表の石橋俊之先生にお願いしました。他支
部からの参加者も多く、総勢55名の研修会となりました。

前半に30分程、東京都政策企画局調整部　渉外課外国企業誘致推進担当主任、
村木厚哉様より東京ワンストップセンターの案内がありました。

続いて石橋先生が、宅建業許申請について、基礎編、顧客との対応編、様々な
申請編の3編にわたり説明されました。

前半の基礎編では、業務を受ける上で押さえておくべき「宅地建物取引業にあた
る行為」や「許可までの流れ」「宅建業を行う事務所の要件」「事務所写真の撮り方」
など、手引には書かれていない内容や注意点等について詳細な解説がありました。

また顧客との対応では、専任の取引士についても、新規申請においては、専任取引士は業務の従事先を空欄
にしておく必要がある為、お客様への事前確認が必要であること、「取引士個人の申請」と「宅建業の許可」とは
全くの別申請であることを説明しておくことがトラブル防止のポイントであることを注意喚起されました。

後半は、許可までの流れについての説明でした。
都庁で申請が受理された段階で保証協会への加入申請は可能になり、「供託」にするか、「保証協会に入会」

にするかでは、供託のデメリットとして、①1000万円と高額である　②有価証券で供託した場合には満期
後に差替えが必要になる、ことが挙げられました。

続いて、提出期限切れの更新申請と変更届を同時に
提出する場合は、公的な証明書（会社謄本、登記されて
いないことの証明書、身分証明書等）をそれぞれに添付
しなければならないこと、申請会社代表者が他の宅建
業者の専任取引士を兼務している場合は代表になれな
いので申請が受理されないこと、また役員に外国人が
いる場合の必要書類について等の説明がありました。

  
また、2種類の保証協会の違いに関しても、それぞ

れの特徴を含めわかりやすく解説されました。

最後に、石橋先生が質問一つ一つに丁寧に答え、講
義は終了いたしました。皆様から非常に高い満足のお
声を頂戴し、懇親会では活発な情報交換が行われ、今
回の講義への関心の高さを改めて感じました。

参加された皆様の、明日からの業務に少しでもお役に立ちましたら幸いです。
お忙しい中、講義を引き受けてくださいました石橋先生、誠にありがとうございました。

（業務研修部　松本）

平成29年度業務研修会スペシャルを平成29年10月4日渋谷商
工会館にて開催いたしました。講師に日本政策金融公庫渋谷支店
の支店長兼国民生活事業統轄 阿部純一様と融資第二課長 安部健
司様をお迎えし分かりやすく充実した講義となりました。初めに
森川支部長より「金融公庫への申込紹介状」が東京都行政書士会の
ホームページよりダウンロードができるというご案内がありまし
た。続いて前半は支店長の阿部様より日本政策金融公庫のプロ
フィールや概要、公庫における融資のポイントをお話しいただき
ました。

「役員に外国人がいる場合の必要書類」
・日本に住んでいる外国人：

住民票、身分証明書と同じ内容を記載した誓約書
・日本に住んでいない外国人：

パスポートの写し、身分証明書と同じ内容を記
載した誓約書または、各国等が発行する同様の
証明書（日本語訳も添付）

「入会申込書の提出先」
・全国宅地建物取引業保証協会：

管轄の支部事務所が提出窓口となっている
・全日本不動産保証協会：

東京都本部と新宿窓口の2カ所（どちらに提出し
てもよい）

もう悩まない～宅建業免許申請

公庫融資の活用方法について丁寧なご説明を頂きました
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第２回業務研修会
「もう悩まない　～初めての相続業務～」

平成29年度第2回業務研修会を、平成29年10月23日渋谷商工会館にて開催いたし
ました。講師に渋谷支部会員の木村紀由美先生をお迎えしました。相続業務を行う上
での基礎知識から始まり、初めての打合せで確認すること、遺産分割協議書作成のポ
イント、法定相続情報一覧図の写しなどについてお話しいただきました。

また、実際に木村先生が業務で使用されている委任状や流れを説明する書類が研
修会資料として紹介され、検認済みの遺言書を読み上げた際の相続人の反応や、代
襲相続で法定相続人が二桁になっていたなどといった、豊富な業務体験を話されま
した。

最後に、木村先生が「相続業務は業務完了
までかなり時間がかかるので、依頼者との
関係も古くからの友人のような感じになっ
たりして、仕事が終わると少しさみしくな
ることがあります。」と笑顔で話されていた
のがとても印象的でした。

木村先生、このたびはご多忙中にも関わら
ずご講演いただきありがとうございました。

また、多数の先生方にご参加いただき、
心よりお礼申し上げます。

今後も業務に役立つ研修会を多数企画し、
皆様のご参加をお待ちしております。

　　　　　　（業務研修部　眞柄）

以上の点を審査の際にみるそうです。「一見さんの評価は難しいが、対話にいろいろと現れてくるものなので大
いに語ってもらいたい。」とお話され、じっくりと話を聞いて融資の判断をしているという姿勢がうかがえました。

後半では、融資第二課長の安部健司様が主な融資制
度7つと申込手続きの流れや公庫融資の上手な活用方法
をご紹介くださいました。

「関与先企業からの相談があれば、選択肢の一つと
して公庫資金の利用をご検討ください。私たちが目指
すのは、三者（先生方、関与先企業さま、公庫）とも
WIN−WINの関係です。」とお話しされたのがとても
印象的でした。ご参加された皆様からも「公庫の本音
が聞けて公庫の概念が変わった。」「前向きな貸付姿勢
に良い印象をもった。」と大変好評のようでした。

最後に阿部淳一様・安部健司様、ご参加いただい
た皆様、お忙しい中ありがとうございました。今後と
も皆様の明日からの業務に役立つよう業務研修部一同
努めて参ります。　　　　　　　（業務研修部　松本）

▲

公庫における融資のポイント
①「ヒト」の評価ポイント
・経営者の能力

自社の事業の現状、強み、弱
みをどこまで把握しているか
信頼できる人か

・人脈、サポート体制
家族、取引先、その他の協力者

②「モノ」の評価ポイント
・取扱商品、サービス

何が強みなのか。他より優れている点はどこか
将来性はどうか。継続的に需要が見込める
ものか

・取引先
取引先の安定性や将来性、結びつきの強さ
はどうか
取引条件は無理のないものになっているか

③「数字」（財務内容）評価のポイント
・月商を目安にした見方
・実態のP/L、B/S：減価償却、代表者

給与、貸付金、仮払金……etc.
・欠損の原因と今後の見通し
・キャッシュフローの状況
　⇒そのうえで……経営者みずからが

財務内容、キャッシュフローを正し
く理解し、対応策をもっているか？

▲

上手な活用方法
１．融資制度の特色
　～担保・保証について～

・無担保、無保証人の融資が主体
・法人の場合、代表者の方は原則保証加入（一定の要

件に当てはまれば、代表者の保証を免除）
　～金利の仕組み～

・原則固定金利
・金利は担保の有無（担保価値）、返済期間、融資制

度によって決定

２．公庫利用のメリット
次のような方は公庫利用を検討するメリットがあるそうです。

⇩
　　　　・創業予定者、創業後間もない方
　　　　・ＮＰＯ法人
　　　　・担保提供をお考えでない方
　　　　・資金調達先を広げたいと考えている方

［初めての打ち合わせで確認すること］
・亡くなった方の名前
・依頼者との関係
・死亡日
・最後の住所
・最後の本籍
・遺言書はありますか？
　（自筆証書遺言、公正証書遺言）
・法定相続人は？
・相続人の住所
・相続放棄？
・相続税の申告の有無？
・依頼者の連絡先、連絡方法
　（ＴＥＬ、ＦＡＸ、メール）
・相続財産

［遺産分割協議書作成の
ポイント］

・依頼者の意向を確認
・誰がどの財産を受け継

ぐのが良いか全体的に
考える。

・二次相続についても留
意する。

・不動産の記載は、司法
書士に確認してもらう。

・これから見つかる相続
財産に関しても記載し
ておく。

・自動車の分割協議書は
別途作成する。

◆　第2回渋谷塾　2月14日開催予定　◆
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11月3日（金・祝）に、明治神宮軟式野球場にて第12回東京都行政書士会厚生部主催ソフトボール
大会が、25チームが集い晴天のもと開催されました。

我らが渋谷支部の「渋谷タイガース ’17」は前々回・前回と優勝しており、3連覇を目指し出場しました。
トーナメント形式で、初戦は足立支部を下して勝ち上がってきた千代田支部が相手でした。先発の

水原会員の好投もありこの試合に快勝。続く杉並支部との試合も、エースである片岡会員の好投でしっ
かりと試合と締め無失点で勝利しました。

3試合目の準決勝は品川支部との対戦でした。試合中盤までは競り合っていましたが、終盤に守備
のミスが目立ち突き放されてしまいます。
最終回の攻撃で追い上げをみせるも最終的
には4−5で惜しくも敗れてしまいました。

3位決定戦は江戸川支部との対戦で、こ
こにきて打線が爆発し13−2で快勝。今大
会は3位という結果で終わりました。

もう少し早く打線が爆発していれば…と思
いましたが、この結果をバネに来年以降の大
会に向けて頑張っていきたいと思います。

最後になりましたが、3連休初日の貴重
な時間に参加いただいた選手の皆様と、応
援に駆け付けてくださった応援団の皆様に
厚く御礼申し上げます。

（ソフトボールチーム　榎本）

11月4日、5日は渋谷フェスティバルでした。行政書士会渋谷支部でもブースを出し、無料相談と
ちびっこスタンプラリーに参加しました。また、店頭で支部のパンフレットとポケットティッシュを
配布し、広報活動にも努めました。

無料相談は二日間で17件の相談がありました。相続のことや近隣トラブルのことなど様々な相談
が寄せられました。「弁護士は敷居が高いから行政書士さんに相談したい」とおっしゃっている人もお
り、「そうだ、行政書士に相談しよう」という気運を高めるというのはこういうことに繋がるのかもし
れないと感じました。

ちびっこスタンプラリーは、昨年までの輪投げから変更
し、今年はボールダーツを開催しました。用意した二つの
的めがけてボールを投げてもらい、的にくっついた数など
に応じて飴やおもちゃなどの景品を差し上げました。何度
も挑戦するちびっこもいたりして、大いに盛り上がりました。

今年の渋谷フェスティバルは天候にも恵まれ、多くの
人がいらっしゃいました。無料相談やパンフレット・ポ
ケットティッシュの配布などを通じて、しっかりと広報
活動ができたのではないでしょうか。　（広報部　石橋）

渋谷タイガースと応援団

無料相談会も盛況でした

会長による記念品と賞金
授与ー来年は優勝奪還

スタンプラリーのボールダーツ
も大人気

渋谷タイガース’17　３位入賞

渋谷フェスティバル　－渋谷区くみんの広場－ に参加しました
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▲

その他の活動報告　…………………………………………

お す す めめめめめ ア ププププ リ
おすすめのアプリを紹介する新コーナー、第1回目は、朝起
きてから夜眠りに落ちるその瞬間までiPhoneを片時も離さない
iPhone Loverの石井優子が担当させていただきます。
今回のおすすめは「簡単コピペ」です。メールや会員登録画面など
で自分のアドレスや住所など、同じ文章を何回も入力して、もう面倒！と思うことありませ
んか。アドレスをスマホで入力しようとするとこれが地味に長い。ので、メモ帳に定型文を
登録し、その都度コピペしている方もいるかもしれません。そんなときに便利なのが、この
アプリ「簡単コピペ」です。登録しておいた文章を簡単にタップ一つでコピーできます。そし
てさらに「簡単コピペキーボード」を利用すると、通常の文字入力画面でキーボードを切り替
えるだけで直接アプリを開くことが出来るのです！残念ながらこちらのアプリはandroid対
応ではないのですが、同じようなアプリがあるようなので、是非探してみてください！仕事
の効率UPにも最適です！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会計部　石井）

＊アプリのダウンロード等は自己責任にてお願い致します

6/14 明治神宮外苑　渋谷区主催の｢花菖蒲を観る
交流会｣にご招待いただき、森川支部長以下
５名で参加。見ごろでした。

6/26 恵比寿西２丁目町会の定例会訪問
7/26 原宿１丁目町会の定例会訪問

中津原企画部長・木村理事の町会の定例会訪問
行政書士会リーフレット配布、行政書士業
務の説明等

7/28 道玄坂「恋文横丁此処にありき」の記念碑再
建除幕式
支部長会よりスタートした記念碑再建が実現

8/2 第１回渋谷塾　普通救命講習会　渋谷消防署にて開催
人工呼吸法やＡＥＤの使い方等の実施訓練

９/2 渋谷区勤労会館で「渋谷の七士業合同暮らしと事業の無料相談会｣開催。
予約制で相談件数20件、相続に関係する相談が多く、支部からは森川
支部長以下3名が参加

10/12 第１回補助金等研究会・・・今年度テーマ「東京都の創業助成事業」
創業助成事業説明会参加者による本助成事業の解説、助成事業採択者
による審査状況等の情報共有

11/9 第２回補助金等研究会
助成事業に申請した方の意見や感想、補助金申請サポート
業務のスケジューリング・価格等の意見交換

11/10 中野支部共催関東国際高校法教育　テーマ「憲法施行70
年」参加
支部法教育委員世利理事による行政書士業務紹介

11/13 暴力団等排除対策委員会「定例会」開催
第１部　ＤＶＤ「暴力団がやってきた」上映
第２部「渋谷支部管内における最近の暴力団の動向と情勢
等について」
渋谷警察署・代々木警察署・原宿警察署各ご担当者講話

おおおおおお新コー
ナー

花菖蒲鑑賞会（6月14日） 恋文横丁記念碑再建除幕式（7月28日）

救命講習会（8月2日）

暴力団等排除対策委員会定例会
（11月13日）
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－ 新会員の皆さんです。よろしくお願いいたします。 －
前号（平成29年6月28日発行）でご紹介した以降に、渋谷で開業された新入会員の方と、他支部

より移転して来られた転入会員の方を紹介します。
新会員の皆さん、ようこそ渋谷支部にお越しくださいました。支部主催の研修や様々な行事に

是非ともご出席ください。渋谷支部一同、一緒に頑張ってまいりましょう。また、相談員への
登録も大歓迎です。

氏　名 事 務 所 所 在 地 事 務 所 名 電話番号 新入・転入月日

中 村 康 子 渋谷区桜丘町27－1　
エグゼクティブ渋谷403 桜丘行政書士事務所 090－7990－9106 H29. 6. 1

立 花 正 善 渋谷区恵比寿西2丁目15番13号
K.Iヒルズ代官山103 たちばな行政書士事務所 03－6335－1532 H29. 6. 1

亘 理 　 茂 渋谷区宇田川町6番11号 行政書士吉田総合事務所 03－3462－2377 H29. 6. 1

西 井 康 浩 渋谷区渋谷1－15－21　
ポーラ渋谷ビル8F

ベンチャーサポート行政書士法人
渋谷オフィス 03－5468－0823 H29. 7. 1

石 田 雅 微 渋谷区代々木2－23－1　
ニューステイトメナー 1213号

Ａ＆Ｃ International
行政書士事務所 03－5309－2897 H29. 6. 30

転入

平 櫛 　 淳 渋谷区代々木2－10－8　
新宿出雲ビル８階

行政書士東京国際綜合
法務事務所 03－6276－5078 H29. 8. 1

五十嵐 大輔 渋谷区渋谷2－14－13　
岡崎ビル２階 ウィザーズ行政書士事務所 03－3400－5016 H29. 8. 1

菅 野 　 弘 渋谷区恵比寿1－9－5　
多田ビル102号 行政書士菅野法務事務所 03－5534－8096 H29. 7. 31

転入

玉 木 　 尚 渋谷区代々木1－19－12　
新代々木ビル206 玉木行政書士事務所 03－3378－3931 H29.10. 2

渋谷支部メーリングリスト登録のご案内

メーリングリストのシステム移行に伴い、再登録をお願いしております。すでにメーリングリストに登録なさってい
る会員の皆様におかれましては、大変お手数ですが、支部ホームページよりご登録をお願いします。
また、今までメーリングリストに登録をしていただいていない会員の皆様もこの機会にぜひご登録をお願い致します。
行政書士業務についての情報、業務研修や支部イベントのご案内、『欅の森』電子版の配信など、メーリングリストを
活用してどんどん配信していく予定ですのでぜひご登録ください！
ご登録は支部ホームページ（http://shibuyagyosei.net）のトップページ下部にあるフォームからお願い致します。

※支部ホームページは平成30年1月より http://shibuya-gyosei.net/ に移行します。1月以降は新しいホームページからご登録をお願いいたします。

日時　平成３０年１月１８日（木）
　　　　午後５時３０分受付
　　　　午後６時００分開始
場所　水交会（原宿　東郷記念会館）
　　　渋谷区神宮前１－５－３

渋谷支部

新年賀詞交歓会の

　　　　 ご案内

平成30年の新年賀詞交歓会を下記のとおり開催いたします。

会員の皆さまにおかれましては万障お繰り合わせの上

ご出席を賜りますようご案内申し上げます。


