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令和3年4月23日午後6時より渋谷東急REIホテルにて、令和3
年度渋谷支部定時総会・政連支部定時大会を開催いたしました。

昨年の総会及び大会はコロナ禍により書面による表決という形式
をとりましたが、今年は感染予防対策を十分にとり、規模も縮小した
会場での開催に加え、支部細則の改正によりオンラインでの参加も可能とする形式での開催となりました。
会場とオンラインの併用による開催につきましては、皆様のご理解とご協力、誠に有難う御座いました。

議事に先立ちまして会員表彰が行われ、支部に5年・10年及び40年在籍された会員を代表して三ツ
石たまき会員に森川英一支部長より表彰状と記念品が授与されました。

総会及び大会に上程された議案は、会場参加・オンライン参加の会員の賛同を得て、全て承認されま
した。

なかでも今回は支部長ならびに監事の任期満了に伴いまして、支部長選挙・監事選挙が行われる年でし
た。支部長選挙の立候補者は小林裕門会員一名でしたので、無投票により当選され新支部長誕生となりま
した。監事選挙は中西豊会員と森川英一会員二名の立候補があり、こちらも無投票で当選されました。

今回も総会・大会後の懇親会は中止とせざるを得ず、名物のじゃんけん大会も開催できませんでしたが、
来年には皆様とお話しできる機会が設けられることを切に願っております。

令和3年度 渋谷支部定時総会・政連支部定時大会

40年の会員表彰対象者
１．小　林　重　男　昭和55年 8月22日入会
２．大　竹　壽　一　昭和55年 8月26日入会
10年の会員表彰対象者

１．三ツ石　たまき　平成22年 4月12日入会
２．鎌　田　公　子　平成22年 4月15日転入
３．椎　　　美　恵　平成22年 5月15日入会
４．鈴　木　健　二　平成22年 6月 1日入会
５．大　槻　美　菜　平成22年 6月15日入会
６．新　井　俊　幸　平成22年 7月 1日入会
７．小　島　龍　雄　平成22年 6月15日転入
８．深　澤　靖　明　平成22年 8月 1日入会
９．服　部　慶　子　平成22年 8月 1日入会
１０．森　　　智　之　平成22年 8月15日入会
１１．福　島　宏　久　平成22年 9月 1日入会
１２．長　尾　邦　生　平成22年10月29日転入

１３．山　田　隆　将　平成22年 9月29日転入
１４．長谷川　　　浩　平成22年11月15日入会
１５．小　野　浩　道　平成22年12月15日入会
１６．水　口　結　貴　平成22年12月15日転入
１7．神　野　宗　人　平成23年11月11日転入
１8．猪　股　　　真　平成23年11月11日転入

5年の会員表彰対象者
１．村　松　　　晋　平成27年 4月15日転入
２．天　辰　武　夫　平成27年 5月 1日入会
３．金　坂　光太郎　平成27年 5月 1日入会
４．掛　本　浩　美　平成27年 4月15日転入
５．横　山　　　寛　平成27年 5月29日転入
６．鎌　田　昴　伺　平成27年 7月 1日転入
７．鈴　木　克　己　平成27年 7月15日入会
８．神　先　孝　裕　平成27年 8月 1日入会
９．御　舩　恵　里　平成27年 8月14日転入

【被表彰者の選考基準】（支部表彰規程より抜粋）

１．支部の運営に功績があった者、又は特に業績優秀で、
他の模範となる者

２．前年度に支部登録年数が継続して５年に達した者
３．前年度に支部登録年数が継続して10年に達した者
４．前年度に支部登録年数が継続して40年に達した者

１０．山　口　倫　子　平成27年 9月 1日転入
１１．山　口　義　明　平成27年 9月 1日転入
１２．真　下　幸　宏　平成27年10月15日転入
１３．市　川　貴　弘　平成27年11月13日転入
１４．金　　　紀　子　平成28年 1月 1日入会
１５．中　村　真一郎　平成28年 1月 1日転入
１６．中　井　洋　子　平成28年 3月 1日入会
１7．芹　川　普　一　平成28年 3月15日入会
１8．永　田　勇　太　平成28年 1月29日転入
１９．野　村　康　春　平成28年 3月28日入会

▲森川前支部長
　6年間ありがとうございました

会場とオンラインの併用での開催という初
の試みとなりましたが、皆様のご協力により
滞りなく盛会裡に終了することができまし
た。小林新支部長を中心に皆様のご期待にお
応えできますよう役員一同頑張ってまいりた
いと思いますので、皆様におかれましても支
部活動へのご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。　　　　　　　　（総務部　榎本吉男）
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ですですですです 支部長 小林裕門支部長支部長支部長支部長
平素は、支部の活動にご理解ご協力を賜り

誠にありがとうございます。この 4月 23日
の支部総会において、支部長に選任されまし
た小林裕門（こばやしひろと）です。3期6年
を務められた森川英一前支部長の下で一緒に
活動してきた副支部長・理事のほとんどの方
に再任いただくとともに、新たな理事２名を
迎えての船出となりました。昨年同様、新型
コロナウイルス感染症に気を付けながらには
なりますが、頼もしい仲間とともに支部の活
動を進めてまいります。

さて、今年の支部定時総会、政治連盟渋谷
支部定時大会は３度目の緊急事態宣言が発令
されるとのことから、会場とZoomを利用し
たオンラインを併用して開催いたしました。
そのために支部細則の改正も行いました。変
則的かつ初の試みでしたので課題も多かった
ですが、会員の皆様のご理解とご協力に心よ
り感謝申し上げます。制約の中でこそ革新は
生まれるものだと思いますので、会員の皆様、
地域の皆様のお役に立てるよう、新しいチャ
レンジを続けてまいります。

支部総会においては、すべての議案が滞り
なく可決承認されました。今後は承認されま
した事業計画及び予算を執行してまいりま
す。今年度の支部の基本方針としては、次の
５つを掲げております。
一．会員相互のコミュニケーションの充実及

び業務改善
一．「そうだ行政書士に相談しよう」の機運を高

め定着させるため、行政書士業務の周知を図
り、地域社会に根ざした支部活動の推進

一．創業及び中小企業、外国人採用を検討す
る企業等支援のための関係団体、金融機関
等との連携の推進

一．充実した支部活動を行うための財源の確保
一．会員への充実した情報発信、本会との連

絡調整
この５つの基本方針を推進していくため、

今年度はデジタル化を推進してまいります。
会員の皆様には必要な情報を迅速に届けるた
めにメールを今まで以上に活用し、地域の
皆様にはどういう時に行政書士がお役に立
てるのかを知っていただくためにTwitterや
FacebookといったSNSでの発信をしてい
きたいと考えております。

話は変わりますが、緊急事態措置・まん延
防止等重点措置に伴う一時支援金の事前確認
をご担当いただいた会員の皆様、ありがとう
ございました。申請期限ギリギリまでご対応
いただいた会員もいて、まさに6月4日に施
行された改正行政書士法の第1条にある「国
民の権利利益の実現に資する」ものだと感じ
ました。既に新たな月次支援金の申請が始
まっていますが、引き続きご理解とご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

最後になりましたが、5月26日の定時総
会において、東京都行政書士会の新会長とし
て宮本重則会長が誕生しました。また、森川
前支部長が前期に引き続き東京都行政書士会
副会長に就任されました。本会とも連携を取
りながら、役員一同、支部運営に尽力してま
いりますので、今後ともご理解、ご支援、ご
協力のほどを宜しくお願いいたします。

4月23日 支部総会
26日 支部長会

　　 同 　　 立憲民主党渋谷の区政報告会
28日 　　 本会理事会

　　 同 新会員との面談

WEB
WEB

5月 6日 新会員との面談
12日 支部部長・委員長会
16日 渋谷区スローピッチソフト

ボール大会参加
18日 支部総務部・会計部合同部会
21日 支部広報部会
26日 　　 本会定時総会・政連定時大会

　　 同 支部企画部会
27日 支部業務研修部会

WEB

支 部 長 活 動 報 告
6月 1日 支部会員ご遺族訪問

7日 　　 第２回支部役員会
10日 渋谷区役所挨拶回り
12日 　　 渋谷区創業セミナー講師
16日 支部企画部会

WEB

WEB
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総務部の主な業務としては、渋谷支部の総会の
開催があります。今年度は新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から東急REIホテルの会場と
Zoomを併用しての開催とさせていただきました。
昨年度の書面評決に続き、今年度もイレギュラー
な方式での開催となり、また、例年は多くの皆様
とお会いすることができるのが総会の楽しみのひ
とつなのですが、そうした機会を持つこともでき

ず、大変遺憾に思っております。来年度は盛大に
総会が開催できるよう抜かりなく準備を進めてま
いります。総務部の仕事としては他に区役所相談
業務がございます。渋谷支部の会員でご希望のあっ
た方を相談員として登録しており、相談員として
登録された方は当番日に区役所にて区民からの相
談に応じていただいております。こちらも新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止の観点からなかなか
新しい相談員の方に担当していただくことができ
ずにおりましたが、今年度中に解消してデビュー
していただきたいと考えております。最後になり
ますが、今年度は会員のメールアドレスの収集に
努めてまいります。支部のメーリングリストなどを
通じて積極的に情報提供してまいり
ますので、まだメーリングリストへ
の登録がお済みでない方は、ぜひご
登録くださいますようお願いいたし
ます。　　　（総務部長　石橋俊之）

力いただければ幸甚です。支部会費をお支払いいた
だけていない会員に対しては、随時納入いただけるよ
う促しています。支部会員に等しく分担していただく
ため、不公平のないよう努めております。支部会費納
入の方法につきましては、現状、支部の口座にお振込
みいただいております。口座引き落としも検討させて
いただきましたが、事務作業が煩雑になることが予想
され、今回は現状のままお振込みいただきたくお願い
いたします。今後も随時検討させていただく所存です。

【支部会費　振込先・振込金額】
三菱ＵＦＪ銀行　渋谷支店
普通口座　　３０４７５９６
名義　　　　東京都行政書士会　渋谷支部
会費金額　　年額１２，０００円

（参照）支部細則一部抜粋
（組　織）
第６条　支部は、東京都渋谷区に事務所を有する個

人会員及び法人会員をもって組織する。
（会　費）
第７条　支部会費は 1 ヶ年 1 万 2 千円とし、当年

度分を4月30日までに納付しなければならない。
但し、２年度分以上を納付することを妨げない。

２．年度の途中で支部会員となったものは、本条
第1項で定める会費当年度分を支部会員となった
日に月割で納付しなければならない。

（会費納入）
第８条　支部会費の納入は、支部宛に振込み、又は

持参払いとする。
（会費未納者に対する取扱）
第９条　支部長は、会費を滞納している会員に対し、

会費を納入すべき旨の催告を行う。

 （会計部長　國井美樹）

新体制 ― 各部長からの報告

総 務 部

会 計 部

部員（左から）
石橋俊之
岩﨑直美
榎本吉男
協力部員
安田智彦

部員
國井美樹（左）　
石井優子（右上）
原品克成（右中）　
榎本吉男（右下）

本吉男部員に加わってもらい４名体制で事業を遂行し
ます。会計部の業務は、支部会員からお預かりした会
費を総会で承認された予算に基づいて各部が適正に執
行し、円滑に活動できるよう努めています。会計処理
も定期的に証憑から照合・確認して適正な会計処理を
実施し、会計記帳を作成しています。監事による中間
監査、期末監査も行っており、適正に処理しております。

渋谷支部では支部細則により、年額12,000円の会
費を納入していただくことはご周知のことと存じま
す。毎年２月～３月にかけて翌年度分の「会費納入の
お願い」を送付させていただいております。当支部は、
無料相談会、会報誌の発行、会員相互の懇親会、他
団体との意見交換等々、支部活動を活発に行っていま
す。この支部活動は、会員相互の協力によって成り立っ
ているものです。今後もこの趣旨をご理解の上、ご協

日頃より支部活動にご理
解、ご協力をいただきまし
てありがとうございます。
会計部の部長を仰せつかっ
ております國井美樹です。
会計部は石井優子部員、原
品克成部員、そして今回は
総務部から助っ人として榎

SOMで総務！
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小林新支部長の
オンラインセミナーの様子

広報部の石田裕子です。今期も引き続き広報部
を担当させていただくことになりました。

小林新支部長のもと、本年度は「デジタル
SHIBUYA」をキーワードに活動したいと考えて
います。例年同様、行政書士および行政書士会渋
谷支部の知名度向上に繋がる広報活動の実施、地
域の皆様に対する支部情報・会員情報の発信、支
部会員に対する情報の発信に注力し、一人でも多
くの区民の皆様に「行政書士」を知っていただける
よう、広報誌や会員ML、ホームページを介して
さまざまな情報を発信してまいります。

広報部の具体的な活動は、以下のとおりです。
❶	広報誌「欅の森」年３回発行
❷	リーフレットを作成(相談会などで配布　区役

所等に配置)
❸	ポケットティッシュ等のグッズを作成しイベ

ント時に配布
❹	ホームページの管理
❺	メーリングリストを活用した情報発信
❻	支部会員表示板の管理
❼	渋谷フェスティバルへの参加
❽	部会を開催して事業の推進を確認

業務研修部は眞柄洋典、世利寿美、齋藤立枝
の3名体制で研修会を企画しており、支部会員

の行政書士としての知識の向上とコンプライア
ンスの確立を目指し、業務に関する研修のみな
らず、事務所経営に役立つ研修にも力を入れて
まいります。

現在はコロナ禍においてZoomを用いたオンラ
インでの研修会が中心となっておりますが、今後
はリアルとオンラインを併用したハイブリッドな
研修会を実施できればと考えております。

新人さんからベテランまで楽しんでいただける
研修会を企画しますので、皆様のご参加をお待ち
しております!! （業務研修部長　眞柄洋典）

区役所支部会員表示板

渋谷のラジオ　
森川前支部長のライブ出演の様子

◆2020年　渋谷オンラインフェスティバル参加

支部リーフレット

昨年度はコロナ禍でほとんど広報活動が叶いま
せんでしたが、本年度はワクチン効果に期待して、
できることから取り組みます。何か良いアイディ
アがございましたら、どうぞ広報部までご提案く
ださい。皆様のお知恵を拝借し、一緒に「行政書士」
を広報してまいりましょう。会員お一人お一人の
ご活躍が、「行政書士」の認知度を
上げ、区民の皆さまへの広報活動
につながります。

みなさんと一緒に　
行政書士はあなたの街の法律家
の認知を広げて行きましょう !　

 （広報部長　石田裕子）

業務研修部

広 報 部

部員（左から）
三ツ石たまき
鈴木果奈
大槻美菜
石田裕子

部員（左から）
世利寿美
眞柄洋典
齋藤立枝
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星野 亮
この度、理事を

拝命しました星野
亮です。企画部員
として支部の皆様
に「是非参加して

みたい」と思っていただけるような
企画を考えていきたいと思います。
また司法書士事務所に勤務してい
た経験を活かし、区役所での相談
などを通じ支部の活動にも貢献で
きるよう研鑽を積んでまいります。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

岩﨑 直美
こ の 度、 理 事

に任命されまし
た岩﨑直美と申
し ま す。 理 事 の
一員となり大変

嬉しいです。普段は総務部でコ
ツコツと名簿管理を行っており
ます。専門業務は法人設立です。
外国人起業家のゲートウェイと
して、日・英バイリンガル対応
で業務に取り組んでおります。
どうぞよろしくお願い致します。

企画部長を担当しております中津原由実子で
す。企画部は、木村紀由美部員と新たに星野亮部
員を加えた３人体制で企画運営してまいります。

企画部の基本方針は、支部行事（オンラインを含
む）を通じた会員相互の交流を促進することと、新し
い生活様式に基づいた街頭相談会の開催や、ボラン
ティア事業を通じた渋谷区民や社会への貢献です。

今年度の企画部の予定事業は、以下のとおりです。
❶	新会員支部説明会（オンライン）の開催　

❷	支部会員相互の親睦会の開催　
❸	街頭無料相談会の実施　
❹	新年賀詞交歓会の開催　
❺	町会との交流の実施
❻	ボランティア事業の企画と実施
❼	事務所訪問

企画部の事業は、新年賀詞交歓会や懇親事業な
ど人を集め、交流を図ることがメインです。その
ため昨年はコロナ禍で実施できない事業も多々あ
りました。一方で、オンライン支部説明会やオン
ラインベトナムツアーなど、新しい形の企画事業
を実施してまいりました。

未だコロナの終息時期は不明ですが、テレワー
クやオンライン会議などが当たり前となってきた
新しい時代の中で、コロナ禍であっても実施でき
る企画事業を運営してまいりたいと思います。

会員の皆様のご参加をいただいてこその企画事
業です。皆様のご協力とご参加をお願い申し上げ
ます。 　（企画部長　中津原由実子）

また、支部会員に不当要求防止責任者講習会へ
の参加を促し、会員自身ひいては会員のクライア
ント様を不当要求から守るための一助となるよう
活動を行います。

反社会的勢力は、様々な手段を使って私たちの
業務に入り込んで来ようと「隙」を狙っています。
会員の皆様の意識を高めて、少しでも「隙」を埋め
ていけるようこれまでの事例などをお伝えしてい
けたらと考えております。

なお本年度の暴力団等排除対策委員会は、委員
長が榎本吉男、副委員長に木村紀由美・石田裕子
です。どうぞよろしくお願いいたします。　

（暴力団等排除対策委員長　榎本）

企 画 部

暴力団等排除対策委員会　

監　事 新理事紹介

部員（左から）
木村紀由美
中津原由実子
星野亮

委員長
榎本吉男

森川　英一中西　豊

にする活動を行います。具体的には暴排定例会を
開催し、渋谷区内３警察署(渋谷・原宿・代々木)
からご担当者様にご参加いただき、現在の区内の
暴力団等の状況をご講義いただきます。

暴力団等排除対策委員会
は、暴力団等反社会的勢力
からの不当要求を排除するた
め、所轄警察署との連携を密
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Zoomで開催！
2月19日、渋谷区危機管理対策部

防災課地域防災主査の坂口達郎様をお
招きし、「り災証明書等の作成につい
て～被災者生活再建支援業務の全体像
～」と題して研修会を開催いたしまし
た。当日は渋谷区役所よりZoomを
利用したオンラインでの開催となりま
した。ネット環境により若干乱れもあ
りましたが、大きな混乱もなく開催す
ることが出来ました。渋谷区の防災課でもこのよ
うな研修会を行うことは初めてとのことでした。

「国・都における被災者支援策の概要」「災害が発
生すると行政はどういう動きを取ることができる
のか」「り災証明書の法的根拠、申請書の書き方、
記載例」「住家被害認定調査の基礎～実例」「被災
者台帳の法的根拠と活用のメリット」など、全60
ページからなるレジュメを軸に約2時間にわたる

2月27日（土）世田谷区立武蔵丘小学校で、毎
年恒例となっている「行政書士によるキャリア教
育授業」を実施いたしました。武蔵丘小学校では、
総合的な学習で「自分探しの旅」というテーマに取
り組まれており、このキャリア教育授業もその一
環です。昨年度は残念ながら中止となっていまし
たが、今年度は、感染対策をした上でぜひに、と
いう嬉しいご希望を学校側からいただき、実現し
ました。ただ、生徒さんとグループに分かれて話
をするといった例年通りのスタイルでの実施は難
しかったため、今回は、渋谷支部から講師2名の
みで伺い、体育館にて1時間の講義を行いました。

まずは世利寿美会員が行政書士の仕事について
の説明を行なったのち、私（大槻）が「働くってなん

り災証明書等作成について
　～被災者生活再建支援業務の全体像～

盛りだくさんの内容でした。
被災者生活支援業務とは、避難生活の解消か

ら生活復興を実現するまでの道のりを直接的・
間接的に支える業務であるとの言葉が非常に印
象的でした。

災害時において行政書士がサポートできる被災
者支援を改めて考える良い機会となりました。

（業務研修部　眞柄）

だろう…？」と題した講義をいたしました。冒頭で
は「何のために働く？」という質問に各自8個の解答
を自分なりに考えてもらいました。多くの生徒さん
が1つ目には「お金」をあげていましたが、その他に
も「役に立つ」「家族のため」「〇〇になるため」など、
自分自身の想いや気持ちと向き合う姿を見ることが
できました。ワーク中、生徒さんたちが「お金」をキー
ワードに非常に盛り上がったため、当初は予定して
いなかった、年収増加と幸福度向上の相関関係に限
界があるというデータについてもご紹介しました。
幸せにお金は欠かせないけれどお金だけではないみ
たいとお伝えしたり、「お金持ち！（になりたい！）」と
叫んだ生徒さんには、将来稼ぎたい「生涯年収」とそ
の使い道を聞いたりすると、全員が興味津々の様子
で注目し、盛り上がりました。その後、私からは「や
りたいことが今なくても問題ない」や、「人生はつな
がっている」「やりたいことは変わってもいい＆たく
さんあっていい」「今の気持ちや学びを大切に」など
のメッセージをお伝えして終了いたしました。

多くの人や会社の人生・経営に寄り添う行政書
士だからこそ、色々な生き方や働き方があって良
い、というメッセージをこれからも子供たちに伝
えていきたいと思いました。（広報部　大槻美菜）

▲渋谷区危機管理対策部防災課
　地域防災主査　坂口達郎様

▲興味深い話に真剣な児童たち▲講師の大槻美菜会員

世田谷区立	武蔵丘小学校	６年生　法教育「キャリア教育」実施
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5月16日（日）に渋谷区スポーツセンターにて開催された
渋谷区スローピッチソフトボール大会に出場しました。

ここ数年は、集中豪雨やコロナ禍の影響でソフトボールが
出来ずにいましたが、今回久しぶりに大会に参加し、メンバー
で揃えたユニフォームで試合に臨みました。

試合は小雨が降る中行われ、長いブランクが影響したのか
１－９で敗れてしまいましたが、大きな怪我もなく久々のプ
レーを堪能できたのではないかと思います。

今後は、本会の大会や秋のスローピッチ大会にも参加して
いきたいと思いますので、選手の皆様は日頃から体を動かす
ように心がけておいてください。

最後になりましたが、日曜日の貴重な時間に参加いただい
た選手の皆様と、応援に駆け付けていただいた皆様に厚く感
謝申し上げます。　　　　　　（ソフトボールチーム　榎本）

渋谷区との「空家等対策推進のための専門相談
に関する協定書」に基づき、3月7日に「空家の利
活用オンラインセミナーと無料相談会」を渋谷区
と共催で実施しました。オンラインセミナーは、
午前中に東京都行政書士会館の会議室からライブ
配信し、無料相談会は、午後に地域交流センター
恵比寿に場所を移動し対面で開催しました。

オンラインセミナーは、昨年度空家対策特別委

員会で発刊した、「家」とくらしの未来 の小冊子
からテーマを抜粋し、空き家の利活用や実際の相
談事例をリレー方式で解説しました。さまざまな
空家の事例を紹介したことで、大変わかりやすく
参考になったと好評をいただきました。

（広報部　石田）

空家の利活用オンラインセミナーと無料相談会を実施

▲無料相談会場　地域交流センター恵比寿

空き家の利活用、
相談事例が掲載さ
れた小冊子です。
東京都行政書士会
のホームページか
らダウンロードで
きます。
是非お手元に備え
て、空き家の相談
時にご活用くださ
い。

渋谷区スローピッチソフトボール大会に
出場しました！

※ソフトボールチームでは選手を募集しています。
 男女問わず、身体を動かしたい方・興味のある方・経験のある方は是非一緒にソフトボールを楽しみましょう!!

https://www.tokyo-gyosei.or.jp/conference/
akiya-support/guidebook.pdf
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行政書士に対する総務大臣表彰

−	新会員の皆さんです。よろしくお願いいたします。	−
前号（令和3年1月22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
金 久 保 健 渋谷区桜丘町27-1 エグゼクティブ渋谷403 かなくぼ行政書士事務所 090-9039-6261 R3. 1. 1
中 山 尚 士 渋谷区東3-25-3-505 中山尚士行政書士事務所 03-5485-3105 R3. 1.15
荒 川 朋 範 渋谷区桜丘町9-18-205 行政書士法人Diamond Holdings 03-4400-1514 R3. 1.15
中 谷 沙 羅 渋谷区桜丘町9-18-205 行政書士法人Diamond Holdings 03-4400-1514 R3. 2. 1
藤 咲 　 猛 渋谷区桜丘町9-18-205 行政書士法人Diamond Holdings 03-4400-1514 R3. 2. 1
坪 井 妙 子 渋谷区東2-12-5 Atelier EST 6号室 TOARU行政書士事務所 03-6455-1472 R3. 3.15
甲 田 順 子 渋谷区初台1-11-2-601 Ｊ's行政書士事務所 03-6300-0951 R3. 3.15（転入）

森 本 悦 子 渋谷区代々木2-23-1-1247 森本行政書士事務所 03-6263-0218 R3. 3.15（転入）

星 　 誠 一 渋谷区代々木2-20-2 美和プラザ新宿501 行政書士星総合法務事務所 03-6709-2916 R3. 3.15（転入）

北 島 　 純 渋谷区宇田川町1-12-2301 ジェイティ行政書士事務所 03-6335-0100 R3. 3.15（転入）

山 口 和 馬 渋谷区恵比寿西1-30-1 シーズ代官山２階 G.C FACTORY行政書士事務所 080-7303-7838 R3. 3.15（転入）

矢羽田 眞也 渋谷区広尾3-5-5 ヒルサイド広尾101 矢羽田行政書士事務所 090-4343-0880 R3. 4. 2
酒 井 博 史 渋谷区西原2-25-13-1104 酒井行政書士事務所 03-3466-7553 R3. 4.15
伏見 菜津季 渋谷区円山町22-12 宇野ビル5階 行政書士法務 A STRAD 090-8050-1106 R3. 4.15
稲 毛 友 子 渋谷区千駄ヶ谷5-10-2 行政書士共立パートナーズ 03-5367-9939 R3. 5. 1
渡 邉 健 策 渋谷区神南2-2-1 日本放送協会法務部内 行政書士渡邉健策事務所 03-5455-5901 R3. 5. 1
桂 　 誠 九 渋谷区道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂423 桂行政書士事務所 03-6455-3238 R3. 5.15
馬 橋 哲 郎 渋谷区道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂324 行政書士法人倉敷昭久事務所 03-6455-0537 R3. 5.15
今 井 　 耀 渋谷区宇田川町36-6 西村ビル3階 SHIBUYA行政書士事務所 03-3770-7510 R3. 5.15
西 岡 牧 子 渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール4階 アルマ行政書士事務所 03-5324-2640 R3. 5.15
西 郷 　 敬 渋谷区代々木2-5-1 羽田ビル705 ハイク行政書士法人 03-6423-7158 R3. 5.15
小 俣 勇 輝 渋谷区東1-25-5 Cielo行政書士事務所 03-3406-5085 R3. 6. 1
横 山 一 郎 渋谷区代々木1-19-12 よこやま行政書士事務所 03-3378-3931 R3. 6. 1
黄 　 大 造 渋谷区渋谷1－8－3 TOC第一ビル7階 行政書士リベルタス総合事務所 03-6450-6596 R3. 6. 1
古 市 　 訒 渋谷区南平台町16-28 Daiwaスクエア6階 リガレアス行政書士事務所 03-4360-5182 R3. 6. 1（転入）

新型コロナウイルスワクチン接種も加速され、明るい
兆しが見えてきました。渋谷支部も小林支部長の新体制
となり、ますます素敵な支部が期待されます。これから
も宜しくお願い致します。　　　　　　　　　（三ツ石）

数年ぶりに広報部に戻ってまいりました！ 渋谷支部の
活動や行政書士のお仕事を多くの方々に知っていただける
ようがんばります！ 主にチラシやリーフレットのデザイン
など担当します。どうぞよろしくお願いいたします。（大槻）

編
■

集
■

後
■

記

理事＆広報部メンバーになって２年目となりました。まだ
まだ、わからないことがたくさんありますが、足を引っ張ら
ないように頑張りたいと思います。今後は、少しずつ、SNS
を活用した広報活動も出来ればいいなと思います。（鈴木）

コロナ禍で社会の枠組みが大きく変化しようとしてい
る今、行政書士にはより柔軟に変化対応できる能力が求
められています。「多様化する業務に幅広く応えられる
行政書士」をより多くの皆様に認知していただけるよう、
広報部一同知恵を絞って取り組んでまいります。（石田）

7月14日（水）18時から
Zoomまたは
会場（渋谷区立商工会館大研修室）
新会員以外の方もご参加いただけます

お問合せ先：
shibuyashibukikaku@gmail.com

▼ 新会員支部説明会

多年にわたり行政書士業務に精励
し、行政書士制度の発展に貢献した
者として、当支部の森川英一前支部
長が、令和3年6月14日総務大臣表
彰を受けられました。支部よりお祝
い申し上げます。


