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令和４年度スタートのご挨拶
支部長

河野 正樹

支部会員皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げ
ますとともに日頃より支部活動にご理解・ご協力を賜り、深く感謝申し上げ
ます。
東京では3月21日にまん延防止等重点措置が解除され、本年度は去る4月21
日、3年振りに支部定時総会・政連大会を通常開催とさせていただくことがで
きました。当日は約60名程の会員方々にご参加いただき、上程させていただ
いた全ての議案につき、承認・可決成立し、滞りなく終了できたことにつき
まして、この場をお借りし改めまして御礼申し上げます。ありがとうございました。
また、5月27日には東京都行政書士会の定時総会及び東京行政書士政治連盟定時大会も滞りなく
開催され、令和4年度が本格的に始まった中、この6月30日、これも2年振りとなりますが、厚生部
事業の日帰り企画として、本年度はBBQを、会員方々 46名ご参加いただき、久しぶりに支部事業
の中で、会員同士の親睦を深める場を提供することができました。以後においても各部・各委員
会において事業計画遂行の準備を行っている最中ですが、ここにきてまた新型コロナウィルスの
感染状況が拡大傾向となり、この原稿を執筆している7月中旬において、第7波到来を思わせる不
穏な空気に包まれつつある状況にあります。
このように早速出鼻をくじかれた感のある中ですが、以後の支部事業において、これまでの2年
間におけるコロナ禍での支部運営を振り返りながら、オンライン・リモート等のツールの効果的
な利用等、また、都度役員会執行部内において、支部会員のための事業執行の方法を工夫しなが
ら支部運営を進めていく所存です。
それから、会員一人一人のための支部として、これからの支部運営を更により良い方向へ進めて
いくためには、執行部役員のみならず、あまねく支部会員方々のご協力が不可欠となります。同
封の東政連支部だより第12号にも記載がございますとおり、毎年度新宿区長及び区議会主要各会
派へ予算要望を提出させていただいております。支部会員の皆様におかれましても、地域貢献を
通じ行政書士制度発展のため日頃お気づきの点やアイデア等がございましたら、積極的に何なり
とご意見の程賜れましたら幸いに存じます。
結びにあたり、支部会員皆様のご健勝・ご多幸を願いつつ、私支部長からの令和4年度スタート
のご挨拶とさせていただきます。

住所

連絡先等に変更があったときには、すみやかに支部事務局までご連絡下さい。

〒169−0074
東京都新宿区北新宿１−８−２２
斎藤ビル２０２

ＴＥＬ
通
常 ０３−６８５７−５３１９
お客様用 ０１２０−９１７−４８５

−1−

ＦＡＸ
０３−６８５７−５３２８

№143

支部だより

令和４年８月

東京都行政書士会新宿支部令和４年度定時総会報告
令和４年４月２１日（金）総会成立
総議決権 608個
出席者 63名 委任状 251名 有効数 314名（議決計314個）
定足数（支部細則16条6項：個人会員総数の3分の1）充足。
東京都行政書士会新宿支部令和４年度定時総会は、令和４年４月２１日（金）ホテルハイアットリー
ジェンシー東京Ｂ１F「桃山」にて開催されました。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和２年度
及び同３年度総会は書面表決でおこなわれましたが、令和４年度は新型コロナウイルス感染予防対策を
万全に、２年ぶりの会場におけるリアル開催でした。
開催に先立ち、平成３１年以降の物故会員への黙祷を行い、そしてご来賓として東京都行政書士会会
長 宮本重則様及び東京行政書士政治連盟会長 田崎敏夫様をお招きしました。

東京都行政書士会新宿支部令和４年度定時総会報告
【東京会】東京都行政書士会令和 年後定時総会報告
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第１号議案 令和３年度事業報告に関する件について、各事業報告と支部長及び各部・各委員会から
の報告がありました。
第２号議案 令和３年度決算報告に関する件について、貸借対照表、財産目録、正味財産増減計算書
及び監査報告書による報告がありました。
第３号議案 令和４年度事業計画（案）に関する件について、支部の基本方針及び方策、支部長及び
各部・各委員会からの事業計画（案）が上程されました。
第４号議案 令和４年度予算（案）に関する件について、収支予算書（案）が上程されました。
第５号議案 支部細則の一部改正（案）に関する件について、総会資料23頁から24頁に基づき概要を
説明、上程されました。
第６号議案 支部役員及び監事選任規定の一部改正（案）に関する件について、総会資料25頁から28
頁に基づき概要を説明、上程されました。
第７号議案 役員選任の件について、本年は役員改選の時期ではありませんが、今後役員の追加また
は辞任等による欠員が生じた際には、支部長にその選任を一任する上程がされました。
第８号議案 代議員選出に関する件について、支部代議員６８名の選出について、例年の慣行通り支
部長に一任とする上程がされました。
令和４年４月２１日すべての議案について賛成多数で可決承認されました。
また、総会に引き続き行われた、東京行政書士政治連盟新宿支部令和４年度定時大会も、同日、すべ
ての議案について賛成多数で可決承認されました。
多くの会員からご要望を頂いた支部総会のリアル開催は、十分な感染防止対策を講じた結果、ご出席
者の安全を保ちながら無事閉会致しました。

【東京会】東京都行政書士会令和４年度定時総会報告
令和４年５月２７日（金）総会成立
令和4年度東京都行政書士会定時総会は、令和4年5月27日(金)午後1時から、なかのＺＥＲＯ大ホール
で開催されました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施されていた、まん延防止等重点措置は同年3月21日を
もってすべての都道府県で終了しましたが、引き続き感染防止対策は不可欠な状況にあります。
その為今年度の定時総会は、三密を回避し、ソーシャルディスタンスを保ち、代議員の安心安全を
最優先とし、代議員それぞれが「事前に議決権行使書提出による参加」「当日来場しての議決権行使
による参加」のどちらかを選択する開催方法で実施されました。また、総会当日は傍聴可能であり、
YouTube配信も行われました。
同年5月16日に開催された新宿支部代議員会で事前説明を受けていた「行政書士会館リノベーション
（改築）
」及びその他すべての議案について、滞りなく令和4年5月27日可決承認されました。
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役員人事紹介（敬称略）令和４年
令和４年度東京都行政書士会定時総会代議員
・石政 武彦 ・吉岡 三男 ・中村 仁司 ・石川 國彦 ・菊間 靖郎 ・新沼 輝彦 ・谷田部 智敬
・細井 紗千子 ・間中 佳子 ・佐々木 由美子 ・中山 和實 ・森田 恵美子 ・菅原 次郎
・後上 啓二 ・角田 浩之 ・唐木 晴美 ・太田 明賢 ・大友 和行 ・本間 敦子 ・中野 千津香
・近藤 総一 ・山野 義保 ・森山 敏雄 ・髙村 浩子 ・鷲尾 隆 ・鈴木 康徳 ・藤井 一弘
・天辰 哲也 ・武藤 嘉宏 ・片平 勇介 ・大門 幸恵 ・内藤 正樹 ・河野 正樹 ・藤田 雅一
・大村 名剛 ・板垣 冨美子 ・筧 圭 ・加藤 信和 ・大根田 和男 ・森田 茂 ・竹内 康二
・清水 恭一郎 ・古賀 一馬 ・成松 雪英 ・永井 太郎 ・丸山 達也 ・吉田 功以 ・依田 花蓮
・河野 寿樹 ・池田 卓也 ・加藤 祐基 ・鈴木 敏 ・石倉 勇司 ・吉田 英治 ・横坂 剛比古
・三雲 崇正 ・谷川 由紀 ・緒方 宏 ・久松 幸一 ・壬生 剣士 ・新保 健介 ・竹澤 駿
・田中 良秋 ・上村 剛 ・森 幸子 ・小沼 耕一 ・小林 岳史 ・廣瀬 由紀

令和４年度東京都行政書士政治連盟定時大会代議員

東京都行政書士会新宿支部令和４年度役員名簿
■支部長：河野 正樹
■副支部長：髙村 浩子、大友 和行、唐木 晴美、鈴木 康徳、吉田 功以
◆総務部 ◉髙村 浩子、◎間中 佳子、○上村 剛、○小林 岳史
◆経理部 ◉大友 和行、◎大村 名剛、○永井 太郎、○石倉 勇司
◆法規部 ◉清水 恭一郎、◎池田 卓也、○森田 恵美子、○鈴木 敏、○武藤 嘉宏
◆広報部 ◉鈴木 康徳、◎横坂 剛比古、○吉田 英治、○小林 岳史、☆壬生 剣士
◆厚生部 ◉鈴木 康徳、◎藤田 雅一、○成松 雪英、○新保 健介、☆川田 一隆
◆研修部 ◉唐木 晴美、◎河野 寿樹、○鈴木 敏、○竹澤 駿、☆小沼 耕一
◆企画開発部 ◉吉田 功以、◎片平 勇介、○緒方 宏、○丸山 達也
（◉：部長 ◎：次長 ○：理事 ☆：協力部員
■監事 鷲尾 隆、藤井 一弘
■顧問 石川 國彦、吉岡 三男、太田 明賢
■相談役 石政 武彦、菊間 靖郎、古賀 一馬

※：新任）

■特別委員会
◆市民法務相談委員会 ◉間中 佳子、大根田 和男、佐々木 由美子、池田 卓也、唐木 晴美
◆町会等法人化委員会 ◉吉田 功以、◎竹内 康二、◎鈴木 敏、森田 茂、小林 岳史
◆事業支援委員会 ◉緒方 宏、◎成松 雪英、田中 良秋、上村 剛、森 幸子、廣瀬 由紀
◆暴力団等排除対策委員会 ※◉新保 健介、◎近野 雅之、◎谷川 由紀、◎本間 敦子
◆法教育推進委員会 ※◉新保 健介、◎板垣 冨美子、※◎大村 名剛、※水島 真樹子、※加藤 栄美、
※池田 玲子
◆コンプライアンス委員会 ◉中山 和實、◎鈴木 敏、池田 卓也、唐木 晴美
◆会費納入促進委員会 ◉大友 和行、間中 佳子、竹内 康二

（◉：委員長 ◎：副委員長 ※：新任）

東京都行政書士政治連盟新宿支部令和４年度役員名簿
■副支部長：細井 紗千子、筧 圭、石川 國彦
■幹事長：唐木 晴美
■副幹事長：吉田 功以
■幹事：天辰 哲也、鈴木 康徳、間中 佳子、吉田 英治、新保 健介、久松 幸一、小林 岳史、※加藤 祐基
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第20回専門家集団街頭無料相談会

令和４年８月

開催報告

令和４年７月２１日（木）新宿駅西口イベント広場
令和4年7月21日（木）午前11時から午後６時まで、新宿駅西口イベント広場において、第20回専門家
集団街頭無料相談会を実施しました。
行政書士会、司法書士会、税理士会（新宿・四谷）、社労士会、宅建協会、建築士事務所協会の各新
宿区所在支部７団体が主催、新宿区が共催、東京都及び東京商工会議所新宿支部が後援、公証人も参加
して行う、毎年この時期に開催する恒例の事業ですが、去年と一昨年は新型コロナウイルス感染拡大に
よって中止したため、３年ぶりの開催になりました。

第
回専門家集団街頭無料相談会
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例年は、相談開始前に開会式を行い、都議会議員や区議会議員が参列、ユキマサ君も場を盛り上げま
したが、今年は感染防止の一環として開会式は行わないで、相談会をスタートしました。しかし、前日
20日の都内新規感染者が20,401人と初の２万人越えとなったことも影響したのか、西口地下街の通行人
は少なく、相談者の出足は止まったままでした。
そんな時、新宿区長が激励に駆けつけて頂き、支部旗の下で、区長を囲んで記念写真を撮って気分一新。
ぽつりぽつりと来られる相談者に対応していきました。
午後になって、気温はグングン上昇して30度を越えて、暑さと闘いながらの相談になりました。また、
新型コロナウィルス新規感染者が多くの県で過去最大という報道が続き、ついに東京都でも31,878人と
初の３万人越えとなったため、今日まで「今年こそ相談会を絶対に開催したい」という強い意志で、各
団体を牽引してきた今年の幹事団体である司法書士会の担当者から「相談者数も例年と比べて激減して
いるし、１時間くらい早めに閉会した方が良いかも・・・」という弱音の発言が漏れましたが、「まだ
相談に来ようとしている人もいると思うので、最後までやりましょうよ！」と励して、予定どおりに続
行いたしました。
その頃から行政書士会ブースの相談者は急に増え始め、終了直前には満席になる盛況となり、相談件
数を27件まで伸ばして、３年前と比べて３件減に止めました。内訳では、遺言７件、相続６件は例年ど
おりですが、在留手続き等の外国人関連が５件と多かったことが今回の特徴でした。
さて、来年の相談会も暑い７月に実施予定ですが、次回は、行政書士会が幹事団体となって相談会全
体を運営しなければならず、例年に増して、多くの新宿支部会員の手助けが必要になりますので、会員
の皆様の積極的な参加を期待しております。
（企画開発部）

開催報告
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令和３年度新宿支部コンプライアンス研修会
令和４年３月２４日（木） 開催場所

新宿サンパークホール



参加者

支部会員２３名

この度の研修会では、東京都行政書士会特定行政書士特別委員会委員を務められている志水晋介先生
（渋谷支部）をお招きし、
「基礎から学ぶコンプライアンス」をテーマに、日頃、行政書士業務を行って
行くにあたり、特に留意すべき点についてご講義していただきました。
当日はまん延防止等重点措置が解除された直後の開催となりましたが、多くの会員（支部会員２３名）
の方にご参加していただき、コンプライアンスの観点から行政書士法の全体像を確認しつつ、業際問題
から職務上請求書の取り扱い方等に至るまでの重要なポイントについて解説がなされ、普段聞くことの
できないテーマに関する貴重な研修会を開催することができました。
今後も当委員会では、会員の皆様に対して有益な情報を提供すべく各種研修会の開催を予定しており
ますので、ぜひ奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。

【支部会員メーリングリスト案内】

支部の動き（令和４年４月〜令和４年７月）
4月 7日 役員会 支部役員会（新宿サンパーク）
4月 8日 町会等法人化委員会 下落合四丁目町会
の地縁団体認可申請
4月13日 暴力団等排除対策委員会 四谷警察署訪
問
4月15日 市民法務相談委員会 下落合図書館相談
会
4月18日 新宿支部顧問相談役会（大久保地域セン
ター）
4月20日 町会等法人化委員会 新宿区地域コミュ
ニティ課訪問
4月20日 事業支援委員会 Biz新宿無料相談中止
4月21日 東京都行政書士会新宿支部定時総会
東京行政書士政治連盟新宿支部定時大会
会場：ハイアットリージェンシー東京
B1「桃山」
5月12日 役員会 支部役員会（大久保地域センタ
ー）
5月16日 新宿支部代議員会（ハイブリッド開催）
会場：アットビジネスセンターサテライ
ト新宿南口駅前８０１号

5月18日 事業支援委員会 Biz新宿無料相談中止
5月20日 町会等法人化委員会 下落合四丁目町会
地縁団体認可
5月20日 市民法務相談委員会 下落合図書館相談
会
5月27日 東京都行政書士会定時総会
東京行政書士新宿支部定時大会
6月 2日 役員会 支部役員会（大久保地域センタ
ー）
6月17日 市民法務相談委員会 下落合図書館相談
会
6月30日 厚生部 日帰り旅行企画「東京ドームシ
ティ イタリアンＢＢＱ」
7月 7日 役員会 支部役員会（新宿サンパーク）
7月15日 市民法務相談委員会 下落合図書館相談
会
7月21日 企画開発部 第２０回専門家集団相談会
7月27日 研修部 第１回業務研修会「各種法人設
立」
（大久保地域センター）講師：河野
正樹先生（新宿支部長）
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令和３年度新宿支部コンプライアンス研修会
支部会員メーリングリスト案内
支部の動き

支部からの情報発信、業務紹介のご案内、会員相互間の情報交流など会員の
皆様の利便のために新宿支部会員メーリングリストへご登録ください。
支部会員メーリングリストの登録フォームを支部ＨＰ内に設置いたしました。
登録希望者は右記QRコードをご利用してご登録ください。
登録方法などわからない会員の方は、支部事務局までご連絡ください。
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各部からのお知らせ
経理部

みずほ銀行
口座名義

お問い合わせは支部事務局
☎ 03（6857）5319 まで

法規部

【支部会費納入に関するご案内】
令和4年度支部会費納付にご協力いただき御
礼申し上げます。
令和4年度支部会費について未だ納付がお済
みでない方は、速やかに下記口座までお振込み
ください。その際、事務所名は記載せずに氏名
のみご記入ください。
なお、振込手数料はご負担ください。

普通預金

令和４年８月

新宿南口支店

１１０１８５１

東京都行政書士会新宿支部

各部からのお知らせ

また、支部会費納付状況を確認なさりたい方
は支部事務局までお問合せください。
会員の皆様の一層のご支援・ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

支部細則及び役員・監事選任規程の一部改正
について
令和4年4月21日（木）、令和4年度定時総会に
おいて、「第5号議案 支部細則の一部改正に関
する件」「第6号議案 支部役員及び監事選任規
程の一部改正に関する件」が承認されました。
これは、主に投票について、コロナ禍の状況を
踏まえ、会員の皆様の健康を維持するため、混
雑を避けることができるよう、投票所に関する
特例を定めるものです。
なお、支部細則変更については、令和4年6月
7日付けで、東京都行政書士会会則施行規則第
26条第2項により、本会会長の承認を受けまし
た。
そして、同日、改正後の規定が施行されまし
た。
改正後の支部細則及び役員・監事選任規程全
文については、支部のウェブサイトの「規約・
マニュアル等」をご覧下さい。

広報部
【新宿支部Ｆａｃｅｂｏｏｋページのご紹介】
新宿支部では、Ｆａｃｅｂｏｏｋにページを開設しております。ここでは
主に対外的な支部活動の報告、研修案内や報告、厚生部活動報告、相談会の
案内等を掲載しており、その中でも特に支部会員限定の業務紹介や厚生事業
の申込み案内をメーリングリストで発信しております。メーリングリストの
ご登録と共にＦａｃｅｂｏｏｋページも併せてご活用頂ければと存じます。
Ｆａｃｅｂｏｏｋで「東京都行政書士会新宿支部」を検索頂くか、右のＱ
Ｒコードからアクセス頂きますようお願い致します。

市民法務相談委員会
新宿支部市民法務相談委員会では、新宿区役所本庁舎及び新宿区１０特別出張所にて定期的な無
料相談会を開催しております。
相談員の募集につきましては、年６回を目途に支部ＭＬでご案内致しております。また、相談員
ご希望者への相談会見学もお受けしております。※無料相談会の見学は、市民法務相談委員会へお
問い合わせ下さい。
相談員をご希望される方は、毎年度の「無料相談会説明会・学習会」を受講頂いております。「無
料相談会説明会・学習会」の開催は、年に数回開催し、複数回受講頂く事も可能です。令和４年度は、
８月５日に第１回目を開催し、１０月～１１月頃第２回目の開催を予定しております。第２回目の
学習会では、三雲崇正先生（弁護士・行政書士）を講師にお招き致します。学習会は、相談員を希
望されない会員の方も受講可能です。
無料相談会説明会及び学習会の詳細につきましても、支部ＭＬにてご案内致しますので、支部Ｍ
Ｌ未登録の方は、ご登録頂くようお願いします。
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□ 会員のページ 会員情報

令和４年８月
①氏名 ②事務所名 ③所在地
☎電話番号

4ファクシミリ番号

【新入会員・転入】
① 甚野 邦彦
② 行政書士法人RCJ法務総研
③ 東京都新宿区四谷三栄町15番6号
オグラビル5階
☎ 03-6274-8752
4 03-6736-0508

① 櫻井 三起子
② 行政書士法人企業法務綜合事務所
③ 東京都新宿区戸塚町1丁目101番地17
早稲田相建ビル
☎ 03-6903-6183
4 03-6903-7154

①段然
② 行政書士法人Ｋ.Ｈ.綜合法務事務所
③ 東京都新宿区西新宿7丁目8番11号
美笠ビル502
☎ 03-6277-2726
4 03-6300-6796

① 道原 信治
② 行政書士みちはら法務事務所
③ 東京都新宿区早稲田鶴巻町520-10
新宿早稲田レーベル1F119
☎ 03-6820-0641
4 03-6701-2924

② 三王行政書士法人
③ 東京都新宿区歌舞伎町2丁目25番8号
エコプレイス新宿111
☎ 03-6821-1358
4 03-6821-1358

① 和田 駿
② 行政書士事務所フレックス
③ 東京都新宿区高田馬場1-19-13
☎ 03-6822-2631
4 03-6822-2631

① 石田 莉奈
② 行政書士法人NCP
③ 東京都新宿区四谷三栄町12番5号
ライラック三栄B1階
☎ 03-5367-5930

① ラッシュブルック トバイアス
② FIDELITAS行政書士事務所
③ 東京都新宿区百人町1丁目12番2号
セイザ新宿1201
☎ 03-6908-5578

① 船岡 里絵
② ステラ行政書士事務所
③ 東京都新宿区西新宿8-11-10 星野ビル3F
☎ 050-6865-6976

①
②
③
☎

春木 恵美子
EMI国際行政書士事務所
東京都新宿区北新宿1丁目8番10号-403
050-3637-5454

① 川瀬 祐介
② カワセ行政書士事務所
③ 東京都新宿区新宿5丁目8番18-301号
☎ 090-6955-2827

①
②
③
☎

① 長谷川 健一
② 長谷川行政書士事務所
③ 東京都新宿区西新宿4丁目14番7-207号
新宿パークサイド永谷
☎ 03-6304-2820
4 03-6304-2822

① 山川 渡
② ディア・エージェンシー行政書士事務所
③ 東京都新宿区住吉町5番3号
高津ビル3階
☎ 03-6300-0497
4 03-6300-0498

① 清住 雄大
② 清住行政書士事務所
③ 東京都新宿区市谷砂土原町3-4-2
市ヶ谷グリーンプラザ401号室
☎ 03-6451-2078
4 03-6451-2173

① 山田 愼一
② グリーン行政書士法人東京事務所
③ 東京都新宿区新宿二丁目16番8号
新宿北斗ビル3階
☎ 03-5357-7743
4 050-3156-3784

① 戸村 朋子
② 東京シティ行政書士法人
③ 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル33階
☎ 03-3344-3303
4 03-3344-9053

① 池田 玲子
② 新宿せせらぎ行政書士事務所
③ 東京都新宿区上落合1丁目1番15-216号
☎ 03-6796-8649
4 03-6796-8649

① 董 建偉
② 順和行政書士事務所
③ 東京都新宿区高田馬場一丁目17番18号
ST高田馬場ビル3A号室
☎ 080-4237-1005

① 金 建榮
② 新宿国際行政書士事務所
③ 東京都新宿区百人町1-3-17 足立ビル4階
☎ 03-6233-4777
4 03-6233-4778

① 小笠原 新祐
② ワンツーコール行政書士事務所
③ 東京都新宿区西新宿7丁目2番6号
西新宿Ｋ-1ビル3階Ｌ-4
☎ 03-5937-0958
4 03-5937-0959

① 五反田 大輔
② 五反田行政書士事務所
③ 東京都新宿区荒木町19-1
プチモンド四谷302号
☎ 03-5990-2882
4 03-5990-2883

① 亀谷 拓継
② 亀谷行政書士事務所
③ 東京都新宿区北新宿1丁目1番16号
JSビル502
☎ 03-3366-5335
4 03-3369-6476

① 栗原 正司
② 怜行政書士法人
③ 東京都新宿区北新宿1-12-12
サンエスビル4階406号
☎ 03-6380-6461
4 03-6745-9598

① 岡本 渉
② 岡本渉行政書士事務所
③ 東京都新宿区下宮比町2番28号
飯田橋ハイタウン1126号
☎ 03-6633-9682

① 武藤 直幸
② 行政書士武藤総合事務所
③ 東京都新宿区馬場下町7番地
林ビル402
☎ 090-3698-0654

① 中田 佳子
② なかた国際行政書士法務オフィス
③ 東京都新宿区西新宿1丁目25の1
新宿センタービル49F
☎ 070-4476-0068

② 行政書士法人フラット法務事務所
③ 東京都新宿区西新宿6-12-7
ストーク新宿1Ｆ
☎ 03-6555-2088
4 03-6555-2089

① 石塚 裕也
② 行政書士法人フラット法務事務所
③ 東京都新宿区西新宿6-12-7
ストーク新宿1F
☎ 03-6555-2088

① 足立 莉奈
② 行政書士事務所R
③ 東京都新宿区大久保2-3-5-304

① 新井 健郎
② プライマリ行政書士法人
③ 東京都新宿区西新宿一丁目3番３号
品川ステーションビル新宿511号
☎ 03-6455-1329
4 03-6745-2699

① 横内 仁亮
② マンデラ国際行政書士事務所
③ 東京都新宿区西早稲田3-17-4
コート西早稲田418
☎ 080-3710-0481
4 03-3232-3242

① 原口 文雄
② 行政書士今木富子事務所
③ 東京都新宿区下宮比町2-30
小林ビル２階B号室
☎ 03-5225-4805

① 今木 富子
③ 東京都新宿区下宮比町2-30
小林ビル２階B号室
☎ 03-5225-4805

① 今木 三郎（事務所名称の登録なし）
③ 東京都新宿区下宮比町2-30
小林ビル２階B号室
☎ 03-5225-4810

①
②
③
☎

① 髙橋 志保
② 行政書士 すずらん事務所
③ 東京都新宿区新宿1-2-1
新宿御苑前マンション210
☎ 03-5315-4027

① 荒井 茂登美
① 成松 雪英
② 行政書士荒井茂登美事務所
② ＹＵＫＩ行政書士法人
③ 東京都新宿区高田馬場四丁目４番１８号 ③ 東京都新宿区西新宿7-16-3
NTビル201
フジビル18-5Ｆ
☎ 03-5386-2990

① 波田野 成昭
② 行政書士波田野事務所
③ 東京都新宿区新宿1-35-10
第三清水ビル501

① 鈴木 敏
② すずき総合行政書士事務所
③ 東京都新宿区四谷１丁目９番
天龍ビル４階

② 三王行政書士事務所
→ 三王行政書士法人

② 行政書士法人企業法務綜合事務所 南町行政書士事務所
→ 行政書士法人企業法務綜合事務所

小林 優希
小林優希行政書士事務所
東京都新宿区新小川町1-17 三輪田ビル3階
080-3122-2569

① 中村 晃
② 行政書士今木富子事務所
③ 東京都新宿区下宮比町2-30
小林ビル２階B号室
☎ 03-5225-4805

森 幸子
① 伊佐 政廣
ふくろう行政書士事務所
② 伊佐政廣行政書士事務所
東京都新宿区西早稲田2-21-23 ③ 東京都新宿区西新宿三丁目7番26号
ハイネスロワイヤル603
070-8516-5332
① 齋藤 真寛
② ＹＵＫＩ行政書士法人
③ 東京都新宿区西新宿7-16-3
フジビル18-5Ｆ

① 岡田 誠彦
② YUKI行政書士法人
② 岡田誠彦行政書士事務所
③ 東京都新宿区西新宿7-16-3
フジビル18-5Ｆ
③ 東京都新宿区新宿１丁目３５番３号
アクシア新宿御苑５０９

【事務所電話番号・FAX番号の変更】

① 矢ノ下 孝信
① 中野 千津香
① 阿部 剛
① 大井 邦彦
② コレクト行政書士事務所
② なかの千津香行政書士事務所 ② エービーシー行政書士事務所 ② 大井行政書士事務所
☎ 03-3202-2041 → 080-6583-7644 ☎ 03-6274-8516 → 080-5005-7920 ☎ 03-5326-3125 → 03-3885-7271 ☎ 03-4405-3521 → 03-6384-1960
① 長谷川 健一
① 横内 仁亮
① 加藤 秀美
② 長谷川行政書士事務所
② マンデラ国際行政書士事務所 ② 行政書士法人NCP
4 03-6914-8790 → 03-6304-2822 4 03-5330-8323 → 03-3232-3242 4 03-5367-5935

① 清水 恭一郎
② 行政書士桜幸法務事務所
4 03-6823-2778

【他会・他支部への転出・退 会 】
★江田 一晶（武鷹支部へ）
★前田 敏幸（渋谷支部へ）
★小池 匠（静岡県行政書士会へ）
★安藤 瑛佑（神奈川県行政書士会へ）
★AAstella行政書士法人（港支部へ）
★中楯 友樹（港支部へ）
★中山 初美（八王子支部へ）

★安東 義晃（文京支部へ） ★神原 知子（廃業）
★夏目 貴美（千代田支部へ） ★佐藤 厚（逝去）
★澤村 和三（品川支部へ） ★宍戸 勇二（廃業）
★宮路 雅行（杉並支部へ） ★伊大知 義照（廃業）
★堀内 結梨香（町田支部へ） ★古野 利明（廃業）
★小田 修一（廃業）
★井上 和子（廃業）
★小野 優（廃業）
★堤 祐一（廃業）
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★鈴木 裕平（廃業）
★藤沢 芳朗（廃業）
★行政書士法人いよリーガル（廃止） ★細田 加苗（廃業）
★旦保 正暁（廃業）
★新川 徹（廃業）
★渡邊 正輝（廃業）
★白井 佑季（廃業）
★太田 宏（逝去）
★旦保みどり（廃業）

会員のページ 会員情報

【事務所所在地変更・事務所名称の変更】
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令和４年８月

厚生事業のご報告
厚生部では、令和4年6月30日（木）に東京ドームシティの「CARVINO」というイタリアンバー
ベキューの店で日帰り企画を開催しました。
会場の雰囲気が分からなかったので、前の週に現場に下見に行き、会場全体を確認してきました。
現場でいろいろなことに気がつきましたが、中でもバーベキューを行う際に手のケガ等を防ぐため
に、軍手が必要だということに気づき、当日は厚生部で準備して
持参しました。実施当日は、他団体のお客さんもいて、こちらを
見て軍手は無いのかと受付に問い合わせしていましたが、任意で
の持参になりますと店員に言われていました。また、他団体のテ
ーブルと区別するために、軍手を用意して尚更良かったと感じま
した。改めて、可能であれば現場へ足を運んでの確認が大切であ
ると感じました。
申し込みの時点から参加希望者が多く、コロナ禍でできなかっ
た厚生事業への支部会員の期待が感じられました。４６名の参加
があり、新入会員、転入会員や厚生事業にいつも参加して頂ける
会員に参加していただき、久しぶりに、美味しい肉や野菜を食べ
ながら、交流ができ楽しい時間を過ごしました。店の閉店時間ギ
リギリまで名残惜しそうに語らい、盛会のうちに解散となりまし
た。

厚生事業のご報告
支部会員数／次号予告／編集後記

新宿支部会員数

次号予告（３月発行予定）

７２２名

◆忘年会のご報告
◆賀詞交歓会のご報告
◆新入会員研修会のご報告
◆支部総会のお知らせ
他

個人６７９名、法人４３名

令和４年７月２５日現在

編 集 後 記
◇前号の編集後記でもお伝えしましたが、今年度は、紙媒体での支部だよりの発行を年2回といたしました。
その代わりに、新宿支部のＦａｃｅｂｏｏｋを活用して、情報発信してみたいと思います。これまで通
りＭＬでも会員の皆様に重要な情報をお届けいたしますので、よろしくお願いいたします。（鈴木康徳）
◇セミが鳴き出すと「夏真っ盛り」な気持ちが盛り上がってきます。昔読んだとある小説に「夏はただ単
なる季節ではない。それは心の状態だ」と書いてあり、夏になるたびに思い出します。時期としての夏
はきっとあっというまに過ぎ去って行きますけれど、心の状態はいつまでも「真っ盛り」の夏をキープ
しつつ、暑い、もとい熱い支部情報をさまざまな形でお届けしたいなと思います。それまで皆様、良い
夏をお過ごしください。
（横坂剛比古）
◇新型コロナウイルス感染症が一時期落ち着きを見せていましたが、そんな中Ｊリーグの試合で熱烈な応
援で有名なサポーターが、禁止されていた「声出し応援」を繰り返したこということで、チームに対し
て上限である２，０００万円の罰金が検討されているそうです。最近は役所やスーパー等の入口で手指
消毒をしない人を見掛けますが、基本的なルールを守って皆が気持ちよく、安全に暮らせるよう協力し
ていきたいと思います。
（吉田英治）
◇今年の７月で登録３年目となりました。行政書士会新宿支部には、何かの際には相談にのっていただけ
る先生方がたくさんおられまして、有り難い気持ちでいっぱいです。人の縁に恵まれた３年間だったと
思います。これからも新宿支部の一員として業務を続けて参りますので、引き続き宜しくお願い申し上
げます。
（小林岳史）
◇支部だより編集会議の後に食事をする機会もまた再開し、その時々の気になるお店に行ってみます。皆
様もご存知の通り、新宿も次々と新しいビルが建ち、行きたかったお店がいつの間に入れ替わっている
こともありますが、それでも例えば見上げると景色を一望できそうなレストランを見つけます。一方で、
駅周辺でも小さな路地を抜けきって、その先に名店がありそうな雰囲気を見つけたりします。この町で
食事をするのは宝探しをするのと同じでしょうか。気分も盛り上がって息抜きした分、仕事につきまし
てもより一層頑張ってまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。
（壬生剣士）
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