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１月13日（金）、リニューアルオープンされた原宿・東郷記念館にて令和5年東京都行政書士会渋谷
支部、東京行政書士政治連盟渋谷支部の新年賀詞交歓会を開催いたしました。コロナ禍を経て3年ぶり
の開催でしたがご来賓の皆さま58名、会員46名総勢104名の盛大な新年のお祝いができました。
まず初めに石田裕子副支部
長の開会の辞で和やかに始ま	
り、主催者として小林裕門支部
長が挨拶をいたしました。支部
長就任後初めての新年賀詞交歓
会です。
次に東京都行政書士会副会
長森川英一監事の令和3年6月
14日総務大臣表彰を祝して石
井優子理事から花束の贈呈を行
いました。また、東京都行政書
士会会長宮本重則様の代理で副
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新 年 賀 詞 交 歓 会

会長の髙村浩子様と東京行政書士政治連盟会長田崎
敏男様からご祝辞をいただきました。
続いて、東京都行政書士会名誉会長中西豊監事に
乾杯のご発声をいただき、しばらくの間お祝いのお
酒や料理を楽しみました。ご来賓の渋谷区長長谷部
健様が駆けつけて下さりご祝辞を賜り、前衆議院議
員の松本文明様、東京都議会議員の中田たかし様の
ご挨拶の後、区議会議長の斎藤竜一様が議員の皆さ
ま方を紹介してくださいました。又、代々木警察署
生活安全課課長代理の清水英明様、公証人の先生方、
友会の方々、行政書士会の各支部の支部長等、日頃
お世話になっている沢山の方々より新年のご挨拶を
いただきました。最後には、東京都行政書士会会長
宮本様が急遽、駆け付けてくださり、直接ご祝辞を
賜ることができました。

▲ �渋谷区長　�
長谷部健様

▲長谷部区長と小林支部長

▲ �祝�森川英一東京会副会長の�
総務大臣表彰

▲ �中西豊東京会名誉会長に�
よる乾杯

▲ �東京都行政書士会会長�
宮本重則様

▲ �東京行政書士政治連盟会長�
田崎敏男様
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新年官公署挨拶回りに行ってきました！
１月５日（木）、１日かけて渋谷区役

所、渋谷公証役場、日本政策金融公庫、
渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察
署へ新年のご挨拶に伺いました。どこ
も快く受け入れてくださり、多くの方
に新年のご挨拶をすることができまし
たこと、ここに御礼申し上げます。挨
拶回りの途中では、昨年と同様に明治
神宮の初詣にも行くことができ、支部
会員の皆様のご健康とご多幸をお祈り
してきました。　（総務部　石橋俊之）

代々木警察署武道始式に
参加してきました
１月13日（金）に、渋谷区ス

ポーツセンターで開催された
代々木警察署の武道始式に参加
してきました。日頃の警察の方々
の鍛練の様子がうかがえ、街の
安全が確保されていることを実
感できました！合気道の演武で
は技の解説があり、とてもわか
りやすかったです。
　　（暴排委員会　榎本吉男）

渋谷区長	 	長谷部　健 様
代々木警察署	生活安全課	課長代理	 	清水　英明 様
前衆議院議員	 	松本　文明 様
東京都議会議員	 	中田　喬士 様
前東京都議会議員	 	大津　浩子 様
元東京都議会議員	 	前田　和茂 様
渋谷区議会 議長	 	斎藤　竜一 様
渋谷区議会 副議長	 	薬丸　義人 様
渋谷区議会議員	 	五十嵐千代子 様
渋谷区議会議員	 	伊藤　毅志 様
渋谷区議会議員	 	岡田　麻理 様
渋谷区議会議員	 	岡　美千瑠 様
渋谷区議会議員	 	小田　浩美 様
渋谷区議会議員	 	木村　正義 様
渋谷区議会議員	 	栗谷　順彦 様
渋谷区議会議員	 	近藤　順子 様
渋谷区議会議員	 	斉藤　貴之 様
渋谷区議会議員	 	沢島　英隆 様
渋谷区議会議員	 	鈴木　建邦 様
渋谷区議会議員	 	田中　匠身 様
渋谷区議会議員	 	中村　豪志 様
渋谷区議会議員	 	橋本　侑樹 様
渋谷区議会議員	 	治田　　学 様
渋谷区議会議員	 	久永　　薫 様
渋谷区議会議員	 	一柳　直宏 様
渋谷区議会議員	 	松山　克幸 様
渋谷区議会議員	 	丸山　高司 様
渋谷区議会議員	 	森田　由紀 様
渋谷区議会議員	 	吉田佳代子 様
	 （五十音順)

新年賀詞交歓会　ご来賓の皆様

中締めは石橋俊之副支部長の恒例ハチ公
八本締めで大変盛り上がり、最後に着物姿
の中津原由実子企画部長の閉会の辞により
お開きとなりました。多くの皆さまにご参
集いただき成功裡に終わることができまし
た。本年も渋谷支部をどうぞよろしくお願
いいたします。　　　（企画部　木村紀由美）

▲明治神宮で初詣

今年もよろしくお願いします　役員一同

渋谷公証役場　公証人　	 	山下　輝年 様
渋谷公証役場　公証人	 	吉田　正喜 様
東京都社会保険労務士会渋谷支部 副支部長	 	坂野　祐輔 様
東京税理士会渋谷支部　副支部長	 	馬塲　一徳 様
東京司法書士会渋谷支部　支部長	 	福井　朝子 様
東京土地家屋調査士会渋谷支部　支部長	 	柴山　真人 様
東京商工会議所渋谷支部　副主査	 	山田　敦啓 様
渋谷間税会　会長	 	千脇　広久 様
渋谷青色申告会　会長	 	金井　　誠 様
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会渋谷区支部 幹事長	 澤　　和美 様
公益社団法人全日本不動産協会
　東京都本部渋谷支部　副支部長	 浅見　保明 様
　　　　　　　同　　財務委員長	 	前田　英明 様
株式会社日本政策金融公庫渋谷支店 支店長	 	呉　　松敏 様
東京都行政書士会　会長	 宮本　重則 様
東京行政書士政治連盟　会長	 田崎　敏男 様
東京都行政書士会　副会長	 髙村　浩子 様
東京都行政書士会支部長会　議長	 宮川　　修 様
東京都行政書士会港支部 副支部長	 	三木　　隆 様
東京都行政書士会新宿支部 支部長	 	河野　正樹 様
東京都行政書士会台東支部 支部長	 	丸山　直樹 様
東京都行政書士会墨田支部 支部長	 	萩原　徳仁 様
東京都行政書士会江東支部 支部長	 	倉田　直也 様
東京都行政書士会大田支部 支部長	 	南　　秀明 様
東京行政書士政治連盟目黒支部 副支部長	 	中島　貴史 様
東京都行政書士会杉並支部 支部長	 	小原　幹晶 様
東京都行政書士会中野支部 支部長	 	大門　則亮 様
東京都行政書士会豊島支部 支部長	 	島崎　拓哉 様
東京都行政書士会多摩中央支部 副支部長	 	吉田　安之 様
東京行政書士政治連盟武鷹支部 支部長	 	平野　大志 様
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渋谷区長　長谷部　健

新年おめでとうございます。

東京都行政書士会渋谷支部の皆さまにおかれましては、ご健勝に新年を

お迎えになられたことと心よりお慶び申し上げます。

また、小林支部長をはじめ、役員並びに会員の皆さま方には、日ごろか

ら渋谷区政にご理解とご協力を賜り、心より感謝を申し上げます。

昨年を振り返りますと、様々な出来事があった１年でした。年明けから

新型コロナウイルス感染症の第六波が生じ、オミクロン株による患者数が

急増しました。区ではワクチン接種の普及に努め、予約がなくても手軽に

接種ができる集団接種会場を設けるなどの対策を行い接種率向上に努めて

まいりました。また、感染の原因となる人と人との接触については、オン

ラインの活用などを通じて極力減らしてまいりました。役所に来庁するこ

となく各種手続きが行えるオンライン申請につきましては、今後、さらに

対象事業数を増やし、身近で利便性の高い区役所を目指してまいります。

２月になると、世界ではロシアのウクライナ侵攻により原材料価格、エ

ネルギー価格が上昇し、物価高騰の影響が日本にも及びました。区では、

区立小中学校の給食材料費の支援や区内の介護施設や障がい者施設へ光熱

水費の一部補助などの対策を行うとともに、地域経済の活性化を目指し、

渋谷区独自のデジタル地域通貨「ハチペイ」を導入いたしました。

10月には、渋谷区制90周年を迎えました。渋谷区は、当初、渋谷町、千駄ヶ

谷町、代々幡町の三つの町が一緒になり誕生しました。その後、多くの区

民の皆さまの努力により、今の渋谷区が築き上げられてきました。区制

100周年へ向けた今後の10年では、区業務のDX化や小中学校の建て替え

など未来を見据えた施策を進めてまいります。

今年は、新型コロナウイルス感染症も落ち着きを見せ、街の賑わいも復

活してくることと思います。私は、渋谷の街が、安全安心の暮らし続けら

れる街としてさらに発展していくように、一層の精進を重ね区政運営にあ

たってまいります。

東京都行政書士会渋谷支部の皆さまにおかれましては、本年も渋谷区政

にご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、皆さまの

ご健康と更なるご発展を心より祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせて

いただきます。

新年のご挨拶
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新年のご挨拶

東京都行政書士会　　　

会長　宮 本 重 則

新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
平素より、小林支部長をはじめ、渋谷支部の会員の皆様におかれましては、本会の事業

活動に多大なるご支援とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて、市民・事業者の中には、問題がおきたとき誰に相談してよいかわからない、日々

の暮らしや事業活動における各種許認可・届出申請等の行政手続き、相続・遺言等の市
民法務、知的財産・経営会計、成年後見などについて誰に依頼してよいかわからない、
という方はまだまだ多くいることと思われます。

この状況の中で、昨年には、以下の５つのことをはじめとした各種事業を実現すること
ができました。

まず1つめは、東京都予算要望において、行政手続きのデジタル化にあたり、行政書
士を代理人として活用することについて1億6800万円の予算措置が実現したことです。

これは、各種行政手続きにおいて、行政書士専用の電子申請システムの構築につなが
るものと考えております。今後とも、各種行政手続きのデジタル化においても、しっかり
と職域の確保・拡大を行ってまいります。

２つめは、デジタルトランスフォーメーションの推進に向けた、会館の改築です。令和
４年度の本会定時総会において代議員の先生方のご承認を賜りまして、改築が実現いた
しました。新会館においては、オンライン研修スタジオの設置等、デジタル化に特化した
会館づくりを行い、会員の皆様への更なるサービス向上を目指します。

３つめは、東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業者に、多くの企業・各種団体の中
から士業としては唯一本会が選定され、東京都から700万円の予算が付与されたことです。

さらに、空き家問題相談員制度も令和３年からスタートしています。特に空き家におい
て、事業を行っている場合は、許認可申請、届出、事業承継、相続等の市民法務業務な
ど行政書士業務が多く発生いたします。今後とも「空き家問題は行政書士に相談しよう」運
動をすすめてまいります。

４つめは、非行政書士排除プレートの設置拡大です。３年前に東京都庁全部局におい
て設置が実現した非行政書士排除プレートについて、警視庁とも協議をすすめたところ、
警視庁本部から都内102のほぼすべての警察署に行政書士法遵守の通達を発出していた
だき、設置拡大が実現いたしました。この結果、多くの会員の皆様から、車庫証明申請等、
警察署関係の新規業務が発生し、増大したとのお声をいただいております。今後、他の官
公署にも設置拡大を目指してまいります。

５つめは、組織改革です。行政書士会の事業部の在り方、たとえば医療関係等のワー
キンググループ創設等、新規部門の立ち上げ等にも迅速かつ柔軟に対応し、その先にあ
る行政書士の職域の確保・拡大に努めてまいります。

本年も「かかりつけ行政書士を都内標準にしよう！」という活動理念のもと、行政書士に
継続的に業務を依頼することが都内標準、全国標準となるよう①職域確保・拡大、②デ
ジタル化への対応、③支部・地域・官公署・東政連・各種団体等との連携、④災害対策、
⑤行政書士法改正対応・組織改革の５つの政策を掲げ、渋谷支部の会員の皆様と一緒に
なって、上記活動をさらに拡大し、本会の事業を行ってまいりたいと考えております。

結びにあたりまして、貴支部の一層のご発展と、会員の皆様のご健勝・ご多幸を祈念い
たしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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東京行政書士政治連盟　　

会長　田 崎 敏 男

渋谷支部の皆様、新年明けましておめでとうございます。旧年中は、政治連盟の
活動に対し、ご支援とご協力をいただき心から感謝申し上げます。

昨年は、7月に参議院議員通常選挙が行われ、日頃より行政書士制度にご理解ご
協力いただいている各党議連・懇話会の役員の方々を中心に全国比例区・東京選挙
区の候補を推薦し、合計７名の候補が当選を果たされました。心からお祝いを申し
上げますと共に、今後の政策課題の実現に向けてのご尽力をおおいにご期待申し上
げる次第です。

いま、国においてはデジタル田園都市国家構想の総合戦略が決定しましたが、東
京都をはじめとする地方自治体との連絡連携が私たちにとって最大の関心事であり
ます。事業者及びその代理人である行政書士等の申請環境が大きく変化しようとし
ています。建設業大臣許可の経営事項審査においてgbiz.IDパスワードを利用した電
子申請が開始されましたが、許認可申請等の官公庁に対する申請手続きが今後も順
次進捗されますが、どのようなシステム内容になるのか注目しています。令和3年
6月４日に改正施行された行政書士法による「国民の権利利益の実現に資する」との定
めを深く自覚し、「行政の円滑な実施に寄与する」立場でその責務を果たしてまいり
たいと念願しております。

昨年は、2025年を間近に控え後期高齢者が急増する高齢社会に向けた成年後見
制度に対し、東京家裁立川支部に於いて、行政書士に門戸解放の決定がありました。
また、法務省の相続土地国庫帰属制度の専門家の一員に行政書士を加えていただき
ました。

私たちは、東京会の宮本会長が掲げる「かかりつけ行政書士」との活動理念のもと
に、具体的活動をさらに進展させ、変化の著しい市民生活に対し、行政書士の持つ
法的知見を活用して、行政および地域の課題に取り組み、都民の生活の変化に寄り
添い、その解決をもって行政と地域社会に貢献することを目指して行動して行きた
いと願っております。政治連盟としてその目的を東京会と共有して達成のために全
力で連携してまいります。

本年は、4月に地方統一選挙が行われます。
政治連盟といたしましても、日頃から行政書士制度を理解し応援してくださって

いる候補者の方々を推薦し、全力で応援してまいります。渋谷支部会員各位におか
れましては、どうか推薦候補に対するご支援をよろしくお願い申し上げます。

結びにコロナ禍の終息を願いつつ、渋谷支部の益々のご発展と、会員各位のご健
勝とご多幸をご祈念申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

新年のご挨拶
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渋谷区議会　　　　　　　

議長　斎 藤 竜 一

新年あけましておめでとうございます。 　

東京都行政書士会渋谷支部の皆様には清々しい新春をお迎えのこととお慶

び申し上げます。また、小林支部長をはじめ会員の皆様方には、日頃より区

政と区議会の活動に対し、あたたかいご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上

げます。 

さて、昨年も新型コロナウイルス感染症は猛威を振るい、大きな波となっ

て、これまでにない新規感染者を発生させることとなりました。渋谷区では、

そのような状況下ではありましたが、この間培われた経験と新型コロナウイ

ルス感染防止対策の徹底により、各団体の活動やイベント等も開催されるよ

うになり、区民の皆様が待ち望んでいた「活気」を渋谷区の街の中に、少しず

つ取り戻してきたところと感じています。

秋晴れの10月、11月には、運動会や各種競技会、日頃の練習成果を発

表する文化祭などの再開に喜々と躍動する区民の皆様の姿を拝見し、また、

11月の5日・6日、3年ぶりの「くみんの広場」リアル開催では、東京都行政書

士会渋谷支部の皆様にご参加いただいた「暮らしと事業の無料法律手続き相

談」をはじめとする出店テント、各種アトラクション、各地の特産品のお買い

物など「わが街と誇れる渋谷」を大いに楽しんでいる声を直接、伺うなど、改

めて区民の皆様と直接触れ合うことの大切さを実感する貴重な機会となりま

した。今年も新型コロナウイルス感染症予防には、万全を期すとともに、引

き続き、ウィズコロナ、アフターコロナ社会における諸課題への対応に積極

的に取り組んでまいります。

渋谷区議会は、区民の皆様が「住み慣れた地域で、安全で安心して充実し

た日々を暮らせる街・渋谷」を創り上げていくことこそが、我々の使命と考え、

これからも議員一同全力で活動してまいります。

渋谷支部会員の皆様方におかれましては、本年も渋谷区政、渋谷区議会へ

のご支援をお願いいたしますとともに、東京都行政書士会渋谷支部の益々の

ご発展を祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。 

新年のごあいさつ
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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
新年明けましておめでとうございます。皆
様におかれましては健やかに新年をお迎えの
こととお慶び申し上げます。日頃より支部活
動にご支援とご協力を賜り、心より御礼申し
上げます。
先日、３年ぶりとなる当支部の新年賀詞交
歓会を開催いたしました。公私ともにご多用
のところ、多くのご来賓の皆様、会員の皆様
にご列席いただき、誠にありがとうございま
す。謹んで御礼申し上げます。
来月で丸１年となりますが、昨年はロシア
によるウクライナ侵攻というショッキングな
ニュースで幕を開けました。行政書士会では
在留許可にかかる無料相談窓口を設けるなど
避難民支援を行っています。こうした形で国
際社会に貢献することができるのも行政書士
という資格の魅力だと思います。
さて、今年度の支部活動につきましては、
皆様のご協力により順調に推移しておりま
す。区役所での相談会、街頭無料相談会、渋
谷区主催の創業セミナーへの講師派遣など地
域に根差した活動はもちろんのこと、業務研
修会では100名を超える方にご参加いただ
くなど、発信を強化してきたことが実を結ん
できていると感じています。
また、本誌で何度か取り上げてきましたマ
イナンバーカードについてですが、日本行政
書士会連合会が総務省から委託を受けて全国
で代理申請事業に取り組んできましたが、お
かげさまで目標枚数の４万枚を達成いたしま
した。会員の皆様にもご協力をいただきまし
たこと、この場を借りて御礼申し上げます。

全国民のうち66%の方が申込みを終えてい
るとのことですが、それでもまだ3分の1の
方がお持ちでないので、渋谷支部としては今
後も渋谷区の交付数を増やせるようにご協力
していきたいと思います。
最後に少し政治連盟のお話をさせていただ

くと、昨年は５つの区政要望を出させていた
だきました。
１．新型コロナウイルス感染症対策をはじ
めとした各種助成金・補助金等に関する
相談に行政書士を積極的に活用されたい。
２．災害発生時における被災者支援に行政
書士を活用されたい。

３．東京電子自治体共同運営サービスの
ユーザビリティ向上のために行政書士を
活用されたい。

４．マイナンバーカードの代理申請事業を
活用されたい。

５．成年後見制度に関する審議会等委員に
行政書士を委嘱されたい。

今年も区民や区内事業者の皆様のお役に立
つこと、行政書士制度の発展につながること
をお願いしていきたいと思います。
本年は渋谷区長選挙、渋谷区議会議員選挙

が４月に行なわれます。東京行政書士政治連
盟本部とも連携し、行政書士の制度や業務を
ご支援していただける方を積極的に応援させ
ていただきたいと考えております。
結びに、皆様のますますのご健勝とご活

躍を祈念するとともに、本年も支部活動へ
のご理解とご支援をよろしくお願い申し上
げます。

12月 6日	広報部会
　　　　	 公明党渋谷総支部との懇談会
　　	 企画部会

7日	会費納入促進のため会員訪問
12日	会費納入促進委員会

	 畑先生お別れの会
13日	広報部会
14日	企画部会
15日	支部長会
20日	部長委員長会

12月22日	渋谷区広報コミュニケーション課訪問

1月 4日	渋谷区新年交歓会
5日	区内官公署新年挨拶回り
6日	東京商工会議所渋谷支部新年

賀詞交歓会
8日	企画部会（WEB）
10日	東京都行政書士会新年賀詞交

歓会
　　　	 東京税理士会渋谷支部新年賀

詞交歓会
11日	社会保険労務士会渋谷支部新

年賀詞交歓会
12日	渋谷区産業観光課訪問

　　　　	 企画部会
　　	 土地家屋調査士会渋谷支部新

年賀詞交歓会

支 部 長 活 動 報 告
1月13日	代々木警察署武道始式
　　　	 新年賀詞交歓会主催

16日	墨田支部新年賀詞交歓会
17日	渋谷区契約課訪問

	 宅建協会渋谷区支部賀詞交歓会
20日	東京都不動産鑑定士協会新年

賀詞交歓会
26日	新宿支部新年賀詞交歓会
27日	支部長会

　　　　	 中野支部新年賀詞交歓会
30日	港支部新年賀詞交歓会
31日	渋谷間税会新春賀詞交歓会
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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３回 ！

東急東横線代官山駅から徒歩５分のところに、猿楽町の南
西斜面を利用した重要文化財・旧朝倉家住宅があります。この
邸宅は、東京府議会議長や渋谷区議会議長を歴任した朝倉虎治
郎により大正８（1919）年に建てられました。朝倉虎治郎は、
1932（昭和７）年の５郡82町村の大合併において、現在の渋
谷区を形作るうえで大きな役割を果たしたと言われています
(第一代渋谷区議会議長)。
旧朝倉家住宅は、主屋、

土蔵が重要文化財で、木造二
階建ての母屋と回遊式庭園を
見学することができ、四季
折々の景色が楽しめます。

(重要文化財 旧朝倉家住宅｜渋谷区公式サイト(city.shibuya.tokyo.jp)
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/bunka/asakura.html

写真提供：渋谷区産業観光文化部文化振興課

今年も「予算」の季節がやってきました。渋谷区の予算審議は、渋谷区議会で1月
の後半からスタートし、2月上旬に予算案が確定しプレス発表となります。その後「予
算議会」を経て、3月下旬には確定するという流れです。令和5年度の渋谷区政の方
向性が分かる予算に私達も注視していきましょう！
今回も渋谷区デジタルサービス部広報コミュニケーション課広聴相談係様にご協
力をいただき、渋谷区の歴史や現在区長が大変注力している「ハチペイ」についてご
紹介いたします。

渋谷区の歴史を訪ねよう！ 「旧朝倉家住宅」

区政施行90周年
記念ロゴマーク

◆ 	渋谷駅周辺の	
開発について
2017年開業の渋谷キャス
トに始まり、渋谷駅周辺の
開発はまだまだ継続中です。
2027年の第Ⅱ期渋谷スク
ランブルスクエアが開業す
るころは、渋谷駅周辺はど
のように変貌しているので
しょうか？

昨年11月からスタートした渋谷区デジタ
ル地域通貨「ハチペイ」は、スマートフォン
の専用のアプリをインストールすることで、
渋谷区内の加盟店で支払いができる渋谷区
独自の新しいキャッシュレス決済です。
コロナ禍でダメージを受けた商店街や店
舗を支援し地域経済を活性化するとともに、
産業振興や区民の生活を支援する目的で導
入されました。令和４年度約4.5億円の予算
付けをして、現在様々なキャンペーンを実
施中です。是非早めに登録してハチペイを
活用しましょう！（令和５年１月23日現在			
アプリ登録者数34,900人、加盟店1,892店）

三州瓦葺きが美しい強いむくり屋根
が特徴の玄関

数寄屋風書院造の応接空間
杉の間

庭園の
イロハモミジ

提供元：�東急株式会社・�
東急不動産株式会社

渋谷区デジタル地域通貨

ＰＲ
コーナー

★�アカウント登録キャンペーン500ポイントを
活用してハチペイを実際に使ってみました！

スマートフォンをかざし	
金額入力。
誰でも簡単に決済完了！
支払いの時に「ワン」と鳴いて
かわいいです。

取材協力・資料提供：渋谷区産業観光文化部産業観光課

ハチペイ｜渋谷区キャッシュレス決済アプリ
（hachi-pay.tokyo）
https://www.hachi-pay.tokyo/

（広報部　石田裕子）
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11月25日（金）、「マーケティングは設計図で
加速する！」と題しまして、顧客獲得に必要な視
点であるマーケティングについての研修を開催い
たしました。講師には、株式会社YASASHISA
代表取締役松本大昌様をお招きし、ご登壇いただ
きました。今回の研修もZoom型とリアル型のハ
イブリッド方式での開催となりましたが、大きな
混乱もなく開催することが出来ました。当日は、
渋谷支部と他支部合わせて71名ほどの参加とな
りました。
研修会は２部構成で行われ、第1部は「事例を
交えたマーケティング設計図の必要性や考え方」
第２部は実際の「広告運用の際に考えるポイント」
などをお話いただきました。
「色々と施策を打ってはいるが、効果を実感で
きない。」という誰もが陥りやすい問題に対して、

昨年の11月９日（水）、渋谷区の認可保育園「千
駄ヶ谷りとるぱんぷきんず」において、法教育を
実施いたしました。私はこれまでさまざまな小・
中・高校で「法教育」の授業をしてきましたが、こ
の度、未就学児向けの法教育に初めてチャレンジ
することとなり、これにより、保育園・小学校・
中学校・高校での法教育実施をコンプリートいた
しました！
参加者は年長さんの８名。子どもたちにとって
身近な存在である公園をテーマに「こうえんのき
まりは	なんのため？」と題して実施しました。な
お、実施した様子、概要、子どもたちから出た意
見などは、東京会の会報誌「行政書士とうきょう」

Zoomで開催！ ― 顧客獲得の効率性を爆上げ ー
「マーケティングは設計図で加速する！」第３回業務研修会

渋谷区内の保育園で法教育開催
の12月号で詳しく紹介しておりますので宜しけ
ればご覧ください。
子どもたちは、２グループに分かれて座り、自

分たちで理想の公園を作ってみるところから始め
ました。出来上がったらどんな公園になったのか
を発表し、その後は、お散歩で普段よく行く公園
のきまりについて思い出してもらいました。一方
で、きまりがなかったらどんなことが起きそうか、
なぜきまりを守るんだろう、また逆に、きまりば
かりの公園があったらどうだろう？ということに
ついても考えました。そして最後には、冒頭で自
分たちが作った公園のきまりをグループごとに話
し合い、発表してもらいました。
今回、子どもたちが次々と手をあげて自分の意

見を述べていく姿や、グループで話し合って結論
をまとめていく様子に、園の先生たちからも、こ
んなにたくさんの意見を言えるとは思っていな
かった！深く考えられた意見が出て驚いた！など
の嬉しい感想をいただきました。子どもたちに
とっても、自分たちで考え、話し合いながら結論
を出していく授業だからこそ、印象に残ることが
あるといいなあと思っています！
	 （法教育推進委員会　大槻美菜）

きちんと各施策の関係性を表したマーケティング
設計図を描くことで、すべてが噛み合いはじめ、
効率よく顧客を獲得しやすくなるそうです。皆様
も是非、設計図を作ってみてはいかがでしょうか。
	 （業務研修部　齋藤立枝）
　

▲講師の松本大昌様
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11月20日（日）に肌寒い気温の中、明治神宮軟式野球場にて第15回東京都
行政書士会厚生部主催ソフトボール大会が20チームの参加で開催されました。
我らが「渋谷タイガース“22」は、１試合目の練馬支部、２試合目の多摩西部支部、

３試合目の品川支部に３戦全勝し、午後の決勝トーナメントに進出しました。
午後の決勝トーナメントは、天候が悪くなるなかでATB48（荒川・台東・

文京他合同チーム）との準決勝に勝利し、
決勝戦は港支部との対戦でした。
試合序盤は息詰まる接戦でしたが、守備

の乱れから失点を重ねて負けてしまい、今
大会は準優勝という結果でした。
今回は会場の関係で開催決定から当日ま

での期間が短く練習ができない状況でした
が、新たに参加された会員や、加点となる
女性の会員の活躍により準優勝することが
出来ました。次回開催される時には事前に
練習する機会を設けて優勝できるように頑
張りたいと思います。

　（ソフトボールチーム　榎本）

準優勝　第１５回東京都行政書士会厚生部主催ソフトボール大会

※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!!

− 新会員の皆さんです。よろしくお願いいたします。 −
前号（11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 本 尚 士 渋谷区笹塚1－56－10

笹塚総榮ビル1013号室 関口行政書士事務所 03-6321-6133 R4 .11 . 1

小 室 春 菜 渋谷区宇田川町2番1－822号 しぶや法務行政書士事務所 03-5422-3315 R4 .11 . 15

渡 邊 美 紀 渋谷区宇田川町37－11
大久保ビル405 PROOF行政書士事務所 03-6407-0980 R4 .11 . 30（転入）

伊 藤 大 輔 渋谷宇円山町14－9
Fleg渋谷502 LiGG行政書士事務所 03-6427-8073 R4 .11 . 30（転入）

本 多 一 成 渋谷区円山町6－7
アムフラット1F ぱんだまる行政書士事務所 080-3346-7746 R4 .12 . 1

中 村 　 徹 渋谷区広尾1－13－1
フジキカイ広尾ビル8Ｆ 中村徹行政書士事務所 080-3795-1099 R4 .12 . 6（転入）

私が池坊の華道を始めて25年くらいになります。池
坊には自由花のように規則がなく自由に生けてよいもの
がある一方、仏前供華を源流とする立花（りっか）や座敷
に飾って楽しむ生け花として発展した生花（しょうか）の
ように受け継がれてきた型や生け方を守らなければなら
ないものもあります。２月に開催される社中展では鶴亀
と呼ばれる２つの花器に生花（しょうか）を生ける為、現
在必死に稽古に励んでいます。　　　　　　　（三ツ石）

年末、子どもと一緒に雪合宿に参加しました。３歳の
次男は腰まで埋まるほどの深い雪で、斜面に雪の滑り台
を作って、ソリや全身でスーパーマンのように滑ったり、
私自身も遊びまくりました。そんな中６歳の長男は、自
分が作った滑り台が、小学生のお兄ちゃんお姉ちゃんが
作った滑り台より人気が無いのが不満で、こっちの滑り
台もすごいよ！と、若干怒り気味にあの手この手でみん
なにPRしており、その負けず嫌いっぷり根性に、さす
が我が子、、、と苦笑してしまったのでした。　　（大槻）

編
■

集
■

後
■

記

１月の３連休を利用し徳島アワーケーションの親子プ
ログラムに参加してきました。テーマは「冒険とSDGs」
です。穏やかなウチノ海でのイカダ釣りではアジや鯛
を釣り、イカダの上で徳島ラーメンを堪能しました。
SDGsを取り入れた海の学び時間もあり、徳島と言えば
「阿波踊り」の体験もし、さらにうず潮や大塚美術館も見
学という盛り沢山のプログラムで大満足の３日間でし
た。鳴門市の方々の逞しさや温かさに触れ、息子にも貴
重な体験となったことと思います。　　　　　　（鈴木）

渋谷区の予算案とは全く規模は違いますが、渋谷支部
にも予算の季節がやってきました。
年末から予算案の打合せを開始し、来期各事業部が何

に注力して支部活動に取り組むかを検討し、以後何回か
修正を重ねて最終予算が決定します。
どうぞ次年度の支部活動にもご期待ください！

　(石田)

4月21日（金）に
東郷記念館にて
東京都行政書士会渋谷支部の

定時総会、政治連盟の定時

大会を予定しております。

詳細が決まりましたらあら

ためてご連絡いたします。

支部定時総会
政連支部定時大会
　 　 のご案内

支部定時総会
政連支部定時大会
　 　 のご案内


