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今回は、駒場にある「旧前田侯爵邸」をご紹介します。

前田邸は、駒場公園の中にあります。駒場公園の隣は東大の駒場校舎で、本郷の赤門といい、駒場の前

田邸といい、東大と縁があるな、と思っていたのですが、今回前田邸を訪れてその関係がはっきりしまし

た。

前田氏と言えば言わずと知れた加賀百万石の藩主でしたが、その加賀藩の上屋敷が本郷にあり、敷地は10

万坪あったそうです。最初、そのうち９万坪を東大に譲り渡し、その後残りの１万坪と駒場にあった東大

農学部の敷地５万坪とを等価交換したということなのです。１対５ですから、明治初期の駒場は本郷に比

べて相当な田舎だったのでしょうね。

前田邸は、洋館と和館に分かれています。洋館は、レンガ造りのように見えますが、レンガは表面のみ

で、鉄筋コンクリート造りです。このような外装をスクラッチタイルスタイル化粧というそうです。何で

も帝国ホテルがこの様式で関東大震災でもびくともしなかったので、その様式を取り入れたそうです。

洋館は地上２階・地下１階建てで、地下には厨房とボイラー室があったそうです。見学できるのはお客

を迎える１階部分と２階の住居部分です。1階は、客人を迎えるだけあって、柱も大理石（これも表面だ

けでしたが）でできており、欄干の装飾やシャンデリアも見事です。2階は1階と比べても遜色なく見える

のですが、欄干がないなど、細か

い部分で手を抜いているようです。

前田邸の洋館では、日に２回ボ

ランティアによるガイドがありま

す。味わい深い話が聞けますので

是非お勧めします。

和館は外人のお客向けの建物だ

ったそうです。隣には日本近代文

学館もあり、芥川龍之介などの直

筆の原稿が展示されています。い

ずれの建物も駒場公園の中にあり

ますので、疲れてきたら緑の中で

さわやかな空気で一服できます。

なお、前田邸は洋館も和館も無料

ですが、日本近代文学館は有料で

す。（山口誠治）



皆さんこんにちは、支部長の稲垣です。

昨年は行政不服審査法の代理権限を持つ「特定行政書士」が誕生いたしました。これにより我々行政書

士も「紛争性のある事案」について参入していくことになります。研修から考査を経ているとはいえ、会

員の皆様におかれましては日々研鑚を忘れず、より強い責任感を持って仕事に取り組んで頂きたいと思い

ます。

行政書士会目黒支部では、9月のSUNまつり、10月の広報月間に加え、昨年度からMIFAさんの2月の

国際交流フェスティバルに、今年度からは7月のリバーサイドフェスティバルへ参加し、行政書士制度の

PRを図っております。

また、目黒区では初かもしれない士業交流会を開催させて頂きました。ご参加く

ださった、司法書士・中小企業診断士・社会保険労務士・税理士・土地家屋調査士

の皆様ありがとうございました。

東京会の常住会長の「そうだ、行政書士に相談しよう」というスローガンのもと、

区民の方に信頼され、気軽に相談を受けられる団体となるよう、支部会員の皆様と

協力していきたいと思います。

空き家対策や、民泊の許認可等、我々行政書士が担っていける分野は今後も増え

ていくと感じております。

これからもよろしくお願いいたします。

２月７日（日）、めぐろパーシモンホールとめぐろ区民キャンパス公園にて第１１回MIFA国際交流

フェスティバルが開催されました。去年は冷たい雨の降るあいにくの天候でしたが、今年は天気にも恵ま

れ目黒区内にある各国大使館、インターナショナルスクール、国際協力・交流団体等が参加して、「めぐ

ろうー日帰り世界旅行！」をテーマに様々な国の人たちが集まり、和やかで暖かい雰囲気のなか行われま

した。開会式では、渋谷が去年５月から参加していた多文化共生区民フォーラムの最終報告が行われまし

た。この報告は提言にまとめられ３月にも区長に提出される予定です。

我が目黒支部も前回に引き続き２回目の参加となり、稲垣支部長、柿原会員、福本会員、神原会員、渋

谷の５名がブースを設置し無料相談会をやらせていただきました。

お昼には、それぞれの先生がタイ、インドネシア、スリランカ、トルコ等様々な国の郷土料理に舌鼓を

うちました。

今回もMIFA国際交流フェスティバルを通じて区民の方々、様々な国の方々と交流することができました。

（渋谷）
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目 部 活黒 動 告報支

～MIFA国際交流フェスティバル～

稲 部垣 長支 よ り



2015年11月27日（金）、目黒区総合庁舎内レストランにて行政書士会目黒支部主催で他士業交流会

を開催いたしました。

今回が初の試み。行政書士会は勿論のこと、目黒の司法書士会・中小企業診断士会・社会保険労務士会

・税理士会・土地家屋調査士会にお声がけをし参加をつのり、最終的に参加者が３０名を超える大きな会

となりました。

当日は稲垣支部長の挨拶からスタート。途中、各会の代表者からの会の紹介、会員の紹介をはさみつつ

食事をしながら懇親を深めました。

普段なかなか交流する機会

の無い目黒の他士業の先生方

とゆっくりとお話することが

出来てよかったです。今後も

このような交流を続けていき、

一緒に仕事が出来るような機

会に繋がればいいなと思いま

す。（小林）
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新入会員のお三方より一言

2月18日(木)、下目黒住区センターにて、東京会会長の常住豊先生を講師にお迎えして、「行政書士

の将来ビジョンと会員及び支部への期待」と題して目黒支部研修会を開催いたしました。

まずご自分の経験を元に、独立開業した行政書士が生き残っていく方法についてお話下さいました。

特に地域貢献や「情けは人の為ならず」という理念の重要性、お客を満

足させてさらに安定収入を得るための仕掛けなど具体的に説明して下さ

いました。

東京会としては、行政書士が「そうだ行政書士に相談しよう」と国民

から信頼される存在になることを目指していて、そのために実践的な研

修活動や地域貢献活動など各会員・支部に協力を期待されていました。

あらためて行政書士として生きていくためには、業務の勉強だけでな

く地域貢献の重要性を感じさせられました。（角）

～他士業交流会～

～目黒支部研修「行政書士の将来のビジョンと会員及び支部への期待」～

昨年9月もＳＵＮまつりで相続クイズを行いました。その時358人もの方に協力してもらいましたが、5

問のうち全問正解された方が21人（5,9％）いらっしゃいました。

全問正解者には100円ショップで購入した豪華賞品を渡し、「全問正解者が出ました」とはやして場を盛

り上げるのですが、あまり多くても有難味が無く、支部財政にも支障をきたします。またあまり少なくても

しらけるというもので、ころあいが難しいところです。

ただ昨年は例年より難しめだったようで、逆に全問不正解者も何人か出てしまい、そうなると本人も、

我々も何かばつが悪い思いをするものです。

まさかそれがあったために行政書士会が恨まれるということはないでしょうが、問題を作るうえで「全問

不正解」は避けたいところ。た

だ全問正解されたときは、なん

となく一本取られたような悔し

さを感じてしまい、易しくし過

ぎるのにも抵抗を感じてしまう

自分がいて、次回のクイズはど

うしたらいいのか、今から思い

を巡らせる今日この頃です。

（野田明人）

～SUNまつり～



毎年開催している新年会。目黒支部だけでなく多くの支部でも、そして、行政書

士会以外の多くの団体でも開催されております。その内容は会によって様々。そこ

で、今回は「新年会特集」と題しまして、目黒支部の新年会だけでなく目黒支部会

員が参加した他支部、他団体の新年会についてもレポートします。

１月２１日木曜日、週の初めに降った雪も溶けきった頃、今年も港区白金台にある八芳園で新年会が行わ

れました。会場には３０名ほどの支部会員と、そうそうたるご来賓の方々を合わせて参加人数６０名を超え

る会となりました。

会は、半田会員の司会に沿って近藤副支部長の開会の言葉に始まり、稲垣支部長の新年挨拶、またご来賓

の皆さまからご挨拶をいただきました。

余興のヴァイオリンとギターのデュオ演奏は、乾杯後の会場をより優雅で華々しい雰囲気に演出するもの

で素晴らしかったです。このデュオ演奏のＣＤは会場内で販売され、東京会の常住会長や稲垣支部長も買っ

ていかれました。

私にとっては、二年目にして初めての新年会参加でした。ご来賓の方々に恐縮しながらも普段なかなかお

話しできない支部の先生方との交流ができ、とても有意義で貴重な時間を過ごさせていただきました。当日、

参加者に対する様々な配慮をしてくださった先生方、また当日までにいろいろな準備をしてくださった先生

方あっての素晴らしい会だったと思います。ありがとうございました。

これからは私も出来る限り目黒支部のお役に立ちたいと思っておりますので、皆さま今後ともよろしくお願

い申し上げます。（神原）
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新 年 会

特 集

黒 支 部目
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１月１４日、杉並支部の賀詞交換会が行われました。

田中会員の渋谷支部での新年会のご報告にもありますが、杉並

支部でも日本国旗と杉並支部の旗を掲げておられました！お食事

もおいしく、用意された量も参加された皆さんで食しきれないほどの量でした。（今年は多めにご用意され

たとのことでした。ｂｙ 大田支部の南先生）

支部会員の皆さんがクロークを担当してくださったのが、素敵でした。（阿部）

－杉並支部－

1/12、墨田支部の新年会が開催されました。

会場からはスカイツリーが一望できるロケーション。前日まで

は暖冬でしたが、この日は寒かった！！

外のテラスに出てスカイツリーを楽しむのは喫煙者のみでした。

（喫煙所が外だったため）（稲垣）

－墨田支部－

港支部では、新年会の開催自体がまだ二度目、ということでし

たが、非常に洗練された会で、料理のレベルも高かったです。

浅野支部長、土井副支部長（選挙管理委員長）が、ともに着物

でお出迎えしてくれました。国会議員が3名も来ていました。タ

レント弁護士の丸山和也参議院議員とお近づきになれました。ま

た、他支部の招待者が非常に多かったのが印象的でした。

余興には本物の芸者さんが3名も！土井副支部長によると、

「正価だと、今日の皆さんの会費を全部足しても呼べません」と

のことでした。（百瀬）

－港支部－

支 部 ・他 他 団 体

１月１８日（月）、品川支部新年会が１９時から大井

町のきゅりあんで開催されました。

会は、田村先生以下、品川支部の先生たちにおもてな

しいただいたことで終始和やかで楽しいものとなりまし

た。同じテーブルになった不動産鑑定士の先生と意見交

換をしたりしました。新人紹介された方が１０名ほどい

らっしゃいました。（福本）

－品川支部－

まだまだ続きます♪♪⇒



１月８日(金)、東京都宅建協会目黒支部新年会が開催されました。

半田会員、柿原の2名で出席致しました。会場は、目黒雅叙園で

した。

今年は、宅建協会目黒支部創立50周年であったため、東京都宅

建協会の瀬川会長や、青木目黒区長からご祝辞がございました。

また、多くの会員様が表彰を受けておりました。

乾杯の後は、中森明菜、松田聖子のそっくり

さんがディナーショーのような感じで各テーブ

ルを回ったり、豪華景品が当たる抽選会等で盛

り上がっておりました。（柿原）

１月8日(金)、目黒署武道始が行われました。

１５時〜１７時まで剣道・柔道の試合や合気道の演武、小野派一刀

流刃引などが行われました。やはり武道の試合を目の前で見るのは楽

しかったです。少年剣士の試合がとっても初々しくてよかったです。

１７時半から会場を中目黒スクエアに移し小宴が開催されました。

たくさんの方が参加され盛大な会となっておりました。目黒署長と名刺交換をさせていただきました。（福

本）
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１月１６日、碑文谷署の武道始が行われました。

特筆！目黒在住の読売巨人軍の元監督の原辰徳氏が参列されてお

りました。※昨年は、目黒区の名誉区民である王さんだったとか…

参列されていた人たちは、皆、武芸を見ずに、原さんの写真を撮

っていたようです。

柔道・合気道・剣道の武技は素晴らしく、こんな人たちに目黒区

民は守られているのだなぁと感動したものです。

その後の小宴会でも乱れた姿もなく、警視庁は規律がしっかりし

ているようですね。（阿部）

－碑文谷警察署－

－目黒警察署－

私が出席の、他新年会その1、1/4目黒区です。

仕事始めに開催の目黒区の新年のつどい、雅叙園で例年開催され

ています。

目黒区に大使館のある14各国の大使さん達もお越しになり、盛

大に行われています。今年は東京会からは田中秀人副会長がお見え

でした。（稲垣）

2/6、葛飾支部の新年会が開催されました。

東京都行政書士会各支部の新年会の中でも珍しいと言われる座敷で

の新年会。〆の山口先生によるバリバリ節が名物です。（稲垣）

－目黒区－

－葛飾支部－

－東京都宅建協会 目黒支部－

１月１３日、渋谷支部の新年会が開催されました。

会場で驚いたのは日章旗と渋谷会旗(？)が掲げられていたこと。東郷

神社という会場だからでしょうか？

渋谷支部からの昨年の活動の発表があり、法教育そして渋谷区ならで

はの同性婚についても相談に応じられるようとても注力なされていら

っしゃることが伺えました。（田中）

－渋谷支部－



＜廃業＞

＜廃業＞

＜世田谷支部へ転出＞

◆ 2月29日現在の目黒支部会員数は　　　　　　　　　　名です。

　　山下　尚子

　　大下　和平

　　平野　智哉

＜住所・電話番号＞　　新井　健郎 目黒区大橋1-5-1-1502 Tel: 03-6455-1357

　　田村　飛鳥 目黒区中町1丁目19-9-101 Tel: 03-6315-2069 ＜神奈川会から移転＞
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支部会員の異動

転出・廃業

108

登録・転入

坪居 みか子 会員

10年の法律事務所勤務を経て、独立。

現在は相続事業承継対策を中心とした、お金の問題の解決策のご提案をしており、

ゴールから逆算したライフプランニングを得意としています。

スケジューリングや人生が変わるお金の話等のセミナーを毎月開催しています。

ようこそ目黒支部へ

みなさま、目黒支部そして他支部・他団体の新年会にご参加いただき

どうもありがとうございました！！

１月２７日、公明党目黒支部の賀詞交換会が行われました。

今年は参議院議員選挙があるせいか、まるで壮行会のような賀詞でした。

青木区長も参列されており、目黒支部の新年会と同じ短歌を詠ま

れておりました。初めて聞くかの如く、笑って拍手をする。。。周

りの皆様、みんなそんな感じでした。（笑）（阿部）

－公明党 目黒支部－

1/20、東京商工会議所目黒支部の新年会が開催されました。

冒頭の式典から主催者挨拶、来賓祝辞までは別の部屋で開催。

永年会員表彰があります。東京会からは山崎節子副会長がお見えで

した。（稲垣）

－東京商工会議所 目黒支部－

目黒支部では、昨年よりソフトボールチーム「目黒ホッピー」を結成し、定

期的に多摩川河川敷にある目黒区所有の砧野球場にて練習をしております。

「最近運動不足だから、久しぶりに身体を動かしたい」

「思い切りボールをたたいてストレス解消したい」 そんな先生方。

経験は問いません。女性会員の参加も大歓迎！！

一緒にソフトボールを楽しみませんか？？

お問い合わせは渋谷会員（shibuyagyosei16@gmail.com ）まで。

メ バン ー 大 募 集 ！ ！

変更



四支部合同ＢＢＱ

広報月間相談会 厚生部会を開催

東京会厚生部旅行に出席 法教育支部推進委員連絡会議・法教育

研修会に出席

支部ＩＴ担当者会議 MIFA第７回多文化共生区民ﾌｫｰﾗﾑに参加

暴追都民大会へ出席 28年 目黒支部新年会を開催

行政書士試験 東商目黒支部ボーリング大会に参加

役員会を開催 知的資産WEEK2015に参加

東京会厚生部ソフトボール大会に参加 MIFA国際交流フェスティバルに参加

法協育支部推進委員連絡会議に出席

MIFA第６回多文化共生区民ﾌｫｰﾗﾑに参加 暴排委員会に出席

総務部会を開催 支部研修を開催

広報部会を開催 四支部合同研修会反省会

士業交流会を開催

／ ／

／ ／

／ ／

東政連幹事会・支部長会合同会議

若宮けんじ政経セミナー

鈴木隆道新風会　講演と都政報告の夕べ12月14日

11月18日 商工連盟政策懇談会 3月22日 政連幹事会・支部長会合同会議

11月27日 斉藤やすひろ都議泰平会 3月28日 東京都議会自由民主党“躍進のつどい”

11月10日 3月14日 東政連セミナー「今日の行政のあり方」

27年 10月7日 2月22日 自民党目黒総支部大会

角　正伸 山岸　雅行

　　　　　※ 相談日は毎月第１月曜日の13時～16時、場所は目黒区総合庁舎で行われています。

6月6日 担当 ： 前田　修身 倉富　淳子 9月5日 担当 ：

5月2日 担当 ： 福本　学 永井　康介 8月1日 担当 ： 村中　巴 山口　芳樹

4月4日 担当 ： 野田　明人 新井　健郎 7月4日 担当 ： 柿原　健作 石澤　扶有子

　　　　◆ 目黒支部では、ご協力頂ける会員の方を募集しております。支部の活動にご参加下さい。

　　　　◆ 上記の他にも福利厚生行事、有志による勉強会の開催、東京会のイベントにも積極的に参加を予定しております。

　　　　◆ 2016年４月21日（木）に下目黒住区センターにて支部総会を行います。

　　　　　詳細は決定次第、会員の皆様にお知らせいたします。

11月24日 2月18日

11月24日 3月7日

11月27日

11月14日 2月7日

11月18日 2月15日 めぐろ成年後見ﾈｯﾄﾜｰｸ第４回連絡会議に出席

11月21日 2月16日

11月6日 1月21日

11月8日 2月2日

11月11日 2月3日

10月14日 12月9日

10月25日 12月12日

～26日

11月4日 12月19日

27年 10月3日 12月8日 めぐろ成年後見ﾈｯﾄﾜｰｸ第３回連絡会議に出席
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目黒支部の動き

★ ここ数年、春に写経をしています。終えると、次年度を迎える心づもりが整うように思います。

すぐにまた煩悩にまみれてしまうのですけれどね。（中山）

★ 保育所開設の手続を代行中ですが、肝心の保育士さんがなかなか集まらないとか。

待機児童ゼロ解消にはまだまだ多難を実感します。（廣瀬）

★ 林試の森公園に河津桜があります。1月下旬から3月の中旬ごろまで咲いていました。少しピンクが強い気がしますが、それでも

きれいです。風雨に耐えて咲き続けている姿は健気でした。桜はソメイヨシノばかりではないんですね。（山口誠）

★ 早々に桜が開花し、ウキウキ気分の嬉しい季節がやって来ました。

が、花粉との苦しい戦いはもうしばらく続きそうです…。（茂田）

★あっという間に目黒さくらだよりになって2号目の発行となりました。すべて温かい目で見守ってくださっている皆様と、有志で

参加してくださっている広報部の皆様のおかげです。今後もこの感謝の気持ちを忘れずに日々頑張りたいと思います！（半田）
集

後

編

記★ 雪山に全然行けないうちにもう春に。。。来年こそは雪山に篭ります（小林奈）

政治連盟目黒支部の活動

行政書士無料相談

目黒支部からのお知らせ（今後の予定など）

支部総会のご案内

その他
ぜひご参加下さい！
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