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11月5日（土）、6日（日）の2日間、代々木公園にて渋谷区主催の渋谷フェスティバルが3年ぶりに開
催されました。この２年間は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、現地開催は中止となりオンラ
イン開催でした。
渋谷支部では広報活動の一環として、無料相談と糖化年齢測定のブースを出展しました。また、測定
の順番を待つ間に行政書士クイズを実施しました。クイズは行政書士に対する認知度の調査と行政書士
の業務を知ってもらう内容です。
無料相談は、2日間で22件の相談があり、相続関係のご相談が多く寄せられました。糖化年齢測定は、
2日間で約250名の皆様が参加されました。
糖化年齢測定とは、体内の老化物質AGEの蓄積レベルを測定する検査です。AGEとは、まさに体の

「焦げ」であり、体のあちらこちらにたまって悪さをします。糖化年齢測定は比較的新しい測定法なので、
大変好評をいただき長い行列が出来ました。

ふるさとふるさと渋谷渋谷フェスティバルフェスティバル２０２２２０２２

ほとんどの方が実年齢よりも若い
測定値が出たため大変喜ばれまし
た。行政書士クイズで業務内容もご
理解いただき「何か相談事があった
ら行政書士さんにお願いするわ。」と
言っていただきました。
2日間とも天候に恵まれ、無料相
談や糖化年齢測定、パンフレット・
ポケットティッシュの配布などを通
じて、地域の方々と交流を深めるこ
とができ、行政書士の活動理念「か
かりつけ行政書士」を多くの方にア
ピールすることが出来た2日間とな
りました。　　（広報部　鈴木果奈）
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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
支部会員の皆様、関係者の皆様には、日頃
より支部活動にご理解とご協力をいただきま
して、厚く御礼申し上げます。おかげさまで、
今年度の支部事業はコロナ禍前の水準に戻っ
てきており、順調に推移しております。
本誌において報告させていただいておりま

すが、新宿髙島屋街頭無料相談会では70件超
のご相談をお受けし、渋谷フェスティバルで
は250名以上の方と行政書士のお仕事につい
てお話させていただくことができました。そ
れぞれ３年ぶりの開催ということもありまし
たが、専門家に対面で相談したいというニー
ズが高まっていることを実感いたしました。
その一方で、行政手続きのデジタル化への
動きも加速しています。デジタル庁が発足し
て丸一年が経ち、8月には河野大臣が就任し
てさらなる進展が期待されています。マイナ
ンバーカードの普及促進もその一環で、保険
証としての役割の他にも、マイナンバーカー
ドと国家資格を紐づけるシステムの構築の準
備が進められています。既に医師や看護師等
の社会保障等に係る国家資格等は優先的に進
められていますが、令和6年には我々行政書
士の資格もマイナンバーカードと紐づけられ
ることが検討されています。
このことからもわかるように、これからの
行政手続きのデジタル化を考える上では行政
書士とマイナンバーカードは切っても切れな
い関係にあると言えます。現在、マイナンバー
カードの代理申請事業においては会員の皆様

にもご協力をいただいているところですが、
会員の皆様におかれましてはこの機会を好機
ととらえ、ご自身はもちろんのこと、お客様
へもマイナンバーカードの取得を促していた
だくようお願い申し上げます。前号でも申し
上げましたが、行政手続のそばには必ず行政
書士がいるということを、一人でも多くの方
に感じていただきたいと思っております。
また、デジタル化の前段階として様々な行
政手続きが電子化・オンライン化してきている
のはご存じのとおりです。自動車保有関係手続
のワンストップサービスや在留資格のオンライ
ン申請のインパクトも大きかったですが、令和
5年1月からは建設業許可・経営事項審査電子
申請システムが始まります。建設業関連業務は
歴史も長く扱っている会員もかなり多いため、
その影響は少なくないことでしょう。さらには、
許認可申請書類をオンラインで、無料で作成
できるサービスも登場し始めており、“許認可	
０円時代”がやってきます。これからの“許認可
０円時代”を生き抜くために、個々の会員はも
ちろん、支部や行政書士会の在り方が問われて
いくのではないかと思います。会員の皆様にお
かれましてはご要望やご意見等がございました
ら、お気軽に声をお寄せいただければ幸いです。
新型コロナウイルス感染症は第8波が到来

しつつありますが、引き続き拡大防止に努め
ながら役員一同、支部運営に尽力してまいり
ます。今後ともご理解とご協力のほど、よろ
しくお願い申し上げます。

7月 4日	細則等検討委員会
　　　　　	新会員歓迎会

11日	総務部会
13日	企画部会
14日	千代田支部との意見交換会
15日	暴排委員会
19日	第３回支部役員会
23日	渋谷七士業合同無料相談会
29日	業務研修会

8月 8日	会費納入職務協力者会議
10日	渋谷税務署訪問

8月15日	広報部会
19日	支部長会
30日	相談員連絡会

9月 4日	企画部会
9日	支部会員懇親会
11日	渋谷区スローピッチソフトボール大会
16日	総務部会

　　　　	 政連支部長会
20日	第４回支部役員会
22日	支部長会
24日	渋谷七士業合同無料相談会
27日	渋谷フェスティバル説明会
30日	業務研修会

10月 4日	新宿髙島屋打ち合わせ
6日	東京会ソフトボール大会責任者会議

支 部 長 活 動 報 告
10月15日	新宿髙島屋街頭無料相談会

21日	広報月間挨拶回り
　　　　	 政連幹事会

29日	自民党身近な政治に関する懇談会
31日	区役所封筒に関する打ち合わせ

　　　　	 ＡＧＥスキャナー説明会
11月 4日	中間監査
5・6日	渋谷フェスティバル
11日	業務研修部会
15日	第５回支部役員会
20日	東京会ソフトボール大会
25日	支部長会

　　　　	 業務研修会
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シリーズ「渋谷区」を知ろう渋谷区制施行90周年を記念して

令和４年度第２回 ！

「THE	TOKYO	TOILET」という日本財団のプロジェク
トが渋谷区の協力のもと進行中です。性別、年齢、障害
を問わず、誰もが快適に使用できるデザイン性のある素
敵な公共トイレを区内17カ所に設置するという計画です。
「トイレは日本が世界に誇るおもてなし文化の象徴」
というコンセプトに賛同した、安藤忠雄氏、隈研吾氏、	
佐藤可士和氏等世界で活躍する著名な建築家やデザイ
ナー 16人が参画しました。
ご存じ、いや、「いつも利用しています」という方もい
らっしゃるかと思いますが、いくつかご紹介しますので、
仕事のついでにちょっと立ち寄ってみてはいかがでしょ
うか？　　　　　　　　　　　　　（広報部　石田裕子）

10月1日に渋谷区制施行90周年を迎えた渋谷区。
歴史ある渋谷区の区政は、20年先のビジョンを描いた「渋谷区基本構想」に基づき運営
され、『ちがいを ちからに 変える街。渋谷区』というコンセプトを掲げています。この	
「ちがいをちからに」というフレーズ、とてもパワーを感じます。
渋谷に住む、渋谷で働く、私たちも多様性あふれる渋谷の「シティプライド」をもって
業務に取り組みたいですね。
第1回目に続き、今回も渋谷区役所デジタルサービス部広報コミュニケーション課広
報係にデータのご協力をいただき、1964年の東京オリンピック以降の渋谷の変遷につい
て写真を中心にご紹介いたします。

1985年日本ではじめて大規
模な映画の祭典として東京
国際映画祭が渋谷で誕生。
唯一の国際映画製作者連盟
公認の映画祭。89年には
Bunkamuraがオープン。
※	2023年1月に東急本店営
業終了後、跡地再開発に伴
いBunkamuraは 2027年
まで長期休館に。

1979年にオープンした
「ファッションコミュニ	
ティー１０９」(現SHIBU	
YA109)は、その購買層
から「マルキュー」と呼ば
れ、影響力のある宣伝媒
体の一つとして週末を中
心に時代を反映した商品
戦略の発信地に。

1994年にはサッ
ポロビール工場
跡地の再開発事
業として恵比寿
ガーデンプレイ
スがオープン。

恵比寿がイメージを一新し、一躍トレン
ディなスポットに。渋谷支部でも懇親会
をしましたね！

1964 年 の オ
リンピック東
京大会の聖火	
リレー。路面
電車のレール
が見えますね。

渋谷区にある素敵な公共トイレのお話

区政施行90周年
記念ロゴマーク

by佐藤可士和

〇�恵比寿駅西口�
公衆トイレ�

（恵比寿南1-5-8）

〇�神宮通公園トイレ�
（神宮前6-22-8）

by安藤忠雄

by坂 茂

〇�はるのおがわコミュニティパーク
トイレ（代々木5-68-1）

〇七号通り公園トイレ（幡ヶ谷2-53-5）

by佐藤カズー/Disruption Lab Team

〇�鍋島松濤公園トイレ�
（松濤2-10-7）

by隈研吾

【撮影：永禮賢　提供：日本財団】

【写真提供　渋谷区（聖火リレー・１０９）】
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事務所訪問 令和４年度 第１回
行政書士法人会社設立エクスプレス（代表：岩﨑直美 理事）

事務所訪問の第1回目は、8月9日（火）18時00分より行政書士法人
会社設立エクスプレス（代表岩﨑直美理事）の事務所に伺いました。
参加者は5名でした。事務所見学の後、小林支部長、企画部員、参加
者が順番に自己紹介をしました。岩﨑理事からは開業当時から今までの
経緯・現在の業務について、パワーポイントで説明いただきました。
行政書士法人会社設立エクスプレスは「ジェットストリームより速く、
ファーストクラスより上質なサービス」をキャッチフレーズに掲げ、主
に外国人向けに日本での法人設立をメイン業務とし、全ての業務を日本
語、英語のバイリンガル対応で行っています。
参加者は外国人関係の業務をメインにしている会員が多く、具体的な
業務についての質疑応答が途切れることなく活発に行われました。
業務研修会とは異なり、ざっくばらんに業務について具体的な内容を
聞くことができる座談会のような機会は、大変有意義だと思いました。

（企画部　木村紀由美）

小林裕門支部長挨拶で始まり、東京都行政書士会名誉会長の中西豊
監事、東京都行政書士会副会長の森川英一監事から行政書士としての
心構えなど貴重なお話がありました。そして各部長と委員長から支部事
業、暴力団等排除対策委員会、政治連盟について説明が行われました。
説明会の後は、初めての試みである業務懇談会となりました。7つ

のテーマ（建設業・日本企業海外進出コンサルティング・入管・補助金・
経営支援・会社設立・相続遺言）の中から各々興味のあるブースに分
かれ少人数での懇談となりました。「先輩から具体的な業務の話を聞
けて大変貴重だった」、「もっと時間が欲しかった」、「他のテーマも回
りたかった」等、とても好評でした。
そして20時からは会場を移し、久しぶりの大人数での懇親会の
開催となりました。元副支部長相澤和夫会員の乾杯の挨拶に始まり
大いに盛り上がり、お料理も豪華でお酒もすすみ笑顔いっぱいの時
間となりました。
次回開催時も今回と同様、有意義で楽しい歓迎会ができるようにと
期待しています。	　　　　　　　　　　　　　　　（企画部　星野亮）

新会員歓迎会
開催

▲ 支部説明会

▲ 業務懇談会

▲ かしわで懇親会

7月4日（月）18時00分より、新会員歓迎会を開催しま
した。
今回は、第一部の支部説明会・業務懇談会を渋谷区立商
工会館で、第二部の懇親会を渋谷ヒカリエ7Fかしわで開催
し、参加者50名を超える大変活気ある歓迎会となりました。
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9月9日（金）18時00分より、原宿東郷記念館にて秋
の会員懇親会を開催し、41名の会員が参加されました。
小林支部長の挨拶から始まり、中西監事の挨拶、
森川監事の乾杯で会食がスタートとしました。大変
美味しい料理と好評でしたが、個人的には、お料理
をとる際の感染対策用のビニール手袋の装着装置が
興味深く、風が送られ手袋が膨らみ手を入れる仕組
みが便利だなと感心しました。
一時間ほどお食事を楽しんだ後半はハズレくじな
しの抽選会で盛り上がりました。最後は石橋俊之総
務部長によるハチ公八本締め、中津原由実子企画部
長の閉会のことばで終了となりました。

「令和4年度行政書士制度広報月間」の無料相談会
を、10月15日（土）に新宿タカシマヤJR口２階特設
会場において３年ぶりに開催いたしました。
今年は、東京公証人会から公証人を相談員として
派遣していただくことになり、当支部には新宿御苑
前公証役場の西谷隆公証人がご参加されました。ま
た、支部の顧問である田中純一郎弁護士にもご協力
いただきました。感染対策を万全にして午前午後そ
れぞれ20名体制で実施しました。
事前告知として、渋谷支部では渋谷区ニュース	
10月1日号に広告を掲載し、同日、東京都行政書士
会が大手新聞数紙に100万部のチラシを折り込みま
した。チラシを見て来場された方もいましたが、一
番多かったのは会場を通りがかった際に相談された
方々でした。
広報活動としては、渋谷支部のリーフレットを
1000部、その他遺言相続・空き家問題やADRに関
するリーフレット、ポケ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、認知度向上に努めました。

今回はコロナウイルス感染防止のため着席ビュッ
フェ形式とし、くじ引きで座席を決めたので新しい
出会いも多くあり、懇親を深める良い機会になった
のではないでしょうか。	 （企画部　星野）

今年の相談件数
は75件で相談内容
は多岐にわたって
います。毎年遺言
相続関係が最も多
く、成年後見に関
する相談も年々増
加しています。ま
た、タイムリーな
内容としてマイナ
ンバーに関する相
談もありました。
日頃から相談で
きる窓口がいかに
必要とされている
かを実感しまし
た。『街の法律家』
として、私たち行
政書士の役割が今後ますます期待されます。『かかり
つけ行政書士』としての地域に密着した活動を今後も
継続していきたいと思いました。
本年も新宿タカシマヤ様のご厚意で街頭無料相談
会を無事開催することができ、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　中津原由実子）

相談内容内訳（合計75件）

＊遺言・相続・贈与 39 件

＊成年後見・福祉・介護保険関係 4 件

＊離婚・家族問題 1 件

＊戸籍関係・各種届出 1 件

＊交通事故 1 件

＊内容証明・公正証書・事実証明書等 1 件

＊空家問題 1 件

＊法人設立（会社・NPO等） 5 件

＊宅建業・建設業・環境事業 1 件

＊飲食・風俗営業・古物商 1 件

＊近隣問題・暮らしの相談 2 件

＊クレサラ・消費者問題 1 件

＊不動産問題 5 件

＊マイナンバー 1 件

＊その他 11 件

新宿タカシマヤ
無料相談会

３年ぶりに
開催

会員懇親会開催秋の
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世利寿美理事
音楽業界出身でその業務
のほとんどを「興行」が占
めるエンタメのわかる行
政書士です。

末吉由佳会員
「ビザ先生」として多くの
企業や外国人に頼りにさ
れ、就労系・永住・経営
管理など幅広く取り扱っ
ています。

廣瀬さやか先生
インドネシアに専門特化
している唯一と言ってい
い事務所で、婚姻手続き
から日配変更、インドネ
シアが絡む相続などに取
り組まれています。

7月29日（金）、渋谷税務署法人課税第二部門
統括国税調査官と審理専門官2名の方にお越しい
ただき、「インボイス制度について学ぼう！！」と
題して研修会を実施しました。今年度からは、リ
アル参加型とZoom参加型を併用しての開催と
なりました。渋谷支部と他支部併せて139名の
参加申し込みをいただき、皆様の関心の高さをう
かがうことが出来ました。当日は15名程度の方

9月30日（金）、「入管専門行政書士本音トーク
～コロナ後、どう？」と題し、入管業務を専門に
している行政書士3名によるトークセッションが
行われました。講師には港支部の廣瀬さやか先生
と渋谷支部の末吉由佳会員をお招きし、世利寿美
理事が進行役を兼ねて行いました。得意分野の
全く異なる先生方にコロナ後の業務の変化等に
ついてお話しいただきました。当日はリアルと
Zoomを併用し、他支部も併せて70名ほどの開
催でしたが大きな混乱もなく終了することが出
来ました。
入管を専門とするようになった経緯から集客が
安定するまでの苦労など、普段なかなか聞くこと
ができない内容でした。コロナ禍で増えた業務や
停止してしまった業務などの変化や、これから入

Zoomで開催！ インボイス制度について学ぼう！　！
第１回業務研修会

Zoomで開催！ 入管専門行政書士本音トーク～コロナ後、どう？
第２回業務研修会

がリアル型にて参加し、大きな混乱もなく開催す
ることが出来ました。前半部分は、インボイス制
度の概要・インボイス制度の事前準備の基本項目
をお話しいただき、後半部分は電子帳簿法の概要
についてお話しいただきました。令和5年10月
1日よりインボイス制度が始まるということもあ
り、事前準備をするうえで、大変有意義な時間と
なりました。	 （業務研修部　齋藤立枝）

管業務を専門としようと考えている方へのアドバ
イスなど３名の先生方には大変貴重なお話をして
いただき有意義な研修会となりました。

（業務研修部　齋藤）

講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
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9月11日(日)に、渋谷区スポーツセンターにて開催さ
れた渋谷区秋季スローピッチソフトボール大会に行政書
士会渋谷支部チームとして参加しました。
今回より新たに５名が参加して、スローピッチ（ピッ
チャーは山なりのボールを投げなくてはいけない）ルール
のもと、時折太陽が顔を出す絶好の運動日和のなか試合
に臨みました。
今大会は４チームによるトーナメント戦で２試合行いま

した。1試合目は前回優勝チームと対戦し、善戦しました
が惜しくも7－16で敗れてしまいました。2試合目はやっ
と打線が爆発して15－5で勝利し、3位で大会を終えました。
新たに参加された会員も、代打のみで打席に立ったり、

ファインプレーが出たりと大変楽しくプレーをしました。
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
に厚く感謝致します。　（ソフトボールチーム　榎本吉男）

七士業合同無料相談会に参加

渋谷七士業合同暮らしと事業の無料相談会HP
http://www.shibuya-shigyo.org/

7月23日（土）、及び9月24日（土）に渋谷区勤労福祉
会館において七士業合同無料相談会が実施されました。
七士業とは、税理士・弁護士・司法書士・不動産鑑定士・
土地家屋調査士・社会保険労務士と行政書士です。
渋谷支部からは小林支部長をはじめ、総務から1名、
並びに区役所相談の相談員が各回3名ずつ参加しまし
た。また、9月24日は行政書士が受付担当でした。
昨年と同様、いずれの日程も感染症対策を講じた
上での実施となり、それでも7月23日は相談枠の約
7割が埋まりましたが9月24日は台風接近の影響も

あってか、半数程度の予約でした。
相談内容としては、不動産・相続・税金に関するも

のが中心で、多くは複数の専門分野に跨っていました。
しかし、行政書士を含む各士業の先生方がそれぞれの
専門分野から回答を行い、幅広いご相談に適切に対応
することができ、七士業合同無料相談会は大変有意義
だと思いました。
次回は3月25日（土）に開催予定です。

（広報部協力部員　石山俊銘）

広報月間挨拶回り
毎年、10月1日～ 11月15日は、行政書士業務へ
の認知度向上と非行政書士排除の推進のための行政
書士制度広報月間です。渋谷支部では、小林支部長、
國井会計部長、中津原企画部長、石田広報部長、榎
本総務部員と総務部長の石橋で、区役所、警察署、

公証役場、日本政策金融公庫等に広報月間の挨拶回
りをしました。コロナ禍でなかなかお伺いできなかっ
たこともあり、久々のご挨拶になっていましたが、
どちらの機関も大変丁寧なご対応で、非行政書士排
除にご協力してくださるとの心強いエールをいただ
きました。	 （広報部　石橋俊之）

渋谷区秋季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参加者を募集しています。
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!!

▲  絶好のソフトボール日和のなか、楽しく運動出来ました！

相談員連絡会を開催
8月30日（水）に、渋谷区商工会館にて支部相談員
対象の相談員連絡会を開催しました。
相談員連絡会は支部の規程で、相談員に登録され
ている会員は「参加するように努めなければならな
い」と定められおり、新規登録希望者も含めて29名
が参加しました。
今回は『傾聴』をテーマに講師経験も豊かな大槻美
菜理事が講義を担当しました。
コミュニケーション技法の『傾聴』を用いて相談を受
けることで、相談者の満足度もより向上すると思います。
講習の後には簡単な自己紹介を行い相談員同士の交

流を図りました。
支部相談員は、毎月第2・4金曜日に開催される区

役所での相談や街頭での無料相談会、渋谷区の七士
業合同無料相談会に参加していただきます。より多
くの会員の皆さんの相談員登録をお待ちしておりま
す。	 　　　（総務部　榎本）
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令和4年9月16日、
木下謙一会員に第一子が
誕生しました。
名前は、侑優（ゆう）くん
です。

支部より、心からの喜びとお祝いを申し上げます。

− 新会員の皆さんです。よろしくお願いいたします。 −
前号（6月30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

松 永 有 花 渋谷区恵比寿西1－30－1 
シーズ代官山2F 行政書士法人G.C FACTORY 080-7303-7838 R4 . 6 . 15

田 中 俊 郎 渋谷区広尾4－1－15－1003号 手続き改革行政書士事務所 03-6685-6697 R4 . 8 . 15

弘 中 孝 一 渋谷区道玄坂1－10－5 
渋谷プレイス9階 コンパッソ行政書士法人東京本社 03-5489-8155 R4 . 8 . 15（転入）

杉山 新太郎 渋谷区桜丘町29－31 
清桜ハイツ401号 行政書士杉山事務所 03-3311-7055 R4 . 9 . 1

村 田 慶 子
（大道寺 慶子）

渋谷区渋谷3－6－4 
プライア渋谷508 行政書士法人会社設立エクスプレス 03-6427-3757 R4 . 9 . 15

伊 藤 弘 美 渋谷区道玄坂1－15－3 
プリメーラ道玄坂324 行政書士法人ORCA東京オフィス 03-6455-0537 R4 . 9 . 30（転入）

小 林 裕 司 渋谷区代々木2－23－1 
ニューステイトメナー 404 行政書士小林国際法務事務所 03-3375-1033 R4 . 9 . 30（転入）

吉 田 智 恵 渋谷区神山町1－9 
Yシャトー 402 行政書士吉田ともえ事務所 070-3895-0118 R4 . 9 . 30（転入）

柳 本 良 太 渋谷区東3－6－18 
プライムハウス203号

行政書士法人やなぎKAJIグループ
東京事務所 03-6803-8233 R4 .10 . 1（転入）

・前号で渡貫有紀会員の電話番号に誤りがありましたのでお詫びして訂正いたします。正しい番号は050-3668-7512です。

先月「瀬戸内国際芸術祭2022」に行ってきました。	
2泊の旅で小豆島、直島、男木島、女木島の４島を巡り
ました。美しい瀬戸内海の島々で芸術に触れ、とてもリ
フレッシュしました。その上、思いがけず旅行支援金の
対象となり、ツアー費用の一部返金と現地で使えるクー
ポンを頂き大満足でした。　　　　　　　　　（三ツ石）

秋になり檜原村へ行ってきました。コテージに泊まり
バーベキューをして、焼き芋にマシュマロも堪能。翌日
はせっかくなので都民の森へ。帰り際のんびりしていた
ら日が暮れ始め、ツキノワグマ目撃多数の貼り紙も思い
出し、ビビりながら大声で歌おうとするものの、これが
なかなかどの歌も歌詞が出てこない。６歳長男に「何か
歌えない？」と助けを求めても「うーん僕サビしか歌えな
いんだよねー」。仕方がないのでアニメ主題歌のサビだ
けヘビロテ熱唱しつつ、なんとかかんとか帰って参りま
した。振り返れば楽しい思い出です。　　　　　（大槻）

編
■

集
■

後
■

記

石垣島に行ってきました。石垣島ではサンゴの白化現象
が問題となっています。台風によって海水がかき混ぜられ
水温が下がるはずが、今年は台風がほとんど接近していな
いため、水温が高すぎる状態が続いていることが原因だそ
うです。台風にはあまりいい印象はなかったのですが、台
風がもたらす恩恵もあるのですね。日常でも一見無駄と
思っているものこそ重要なものがありそうです。 　（鈴木）

京都大原三千院に行ってきました。91歳になる母が
三千院往生極楽院南側の弁天池脇の「わらべ地蔵」にもう
一度会いたいと言うので、人工股関節の足でどのくらい
歩けるかなあと思いつつ新幹線に乗りました。私の心配
は杞憂だったようで、杖もなくすたすたと前のめりにあ
ちこち巡る嬉しそうな母を見て、これからもできるだけ
好きな場所に連れて行ってあげようと思い「今度は桜の
時に来ようね。」と約束しました。先に楽しみがあると張
り合いがありますね！　　　　　　　　　　　　（石田）

新年賀詞交歓会のご案内

令和５年１月1３日（金）
　午後５時30分受付
　午後６時00分開始

日　時

原宿東郷記念館
（渋谷区神宮前1-5-3）

場　所

令和５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。


