
今回は、青葉台にある「西郷山公園」をご紹介します。同

じく青葉台にある行政書士会館から直線距離にして200ｍ足

らずですから、先生方の大半は御存じかも知れません。

場所は東急代官山駅から徒歩で13分ほど、公園の東側入口

が旧山手通りに面しています。元の持ち主は小西郷こと西郷

従道です。従道が購入したのは隣にある菅刈公園も含んだ地

域で、従道の屋敷は菅刈公園の方にあったそうです。そこに

あった洋館は、現在愛知県にある明治村に移築されています。

西郷山公園はその名のとおりれっきとした「山」です。標

高は36ｍだそうです。旧山手通り側から入ると、いたって

普通の公園という感じなのですが、少し足を踏み入れてみるとそこが確かに「山」であることがわかりま

す。西側が斜面になっており、その最上部が展望台になっているのですが、見晴らしが良く、遠くのビル

群もよく見えます。冬の晴天時には富士山も見えるそうです。

落差20ｍを利用した人工滝もあり、暑い夏には一服の清涼剤になります。それでもやはり冷たいもので

も飲みたいという方には「グリーンカフェ西郷山」という喫茶店が東側入口のところにあります。

よくドラマのロケに使われるところで、古くは「東京ラブストーリー」、最近では「最高の離婚」で使

用されています。昔からのデートスポットなのです。

せっかくここまで来たのですから、ちょっと足を延ばし

てみましょう。旧山手通りをもう少し代官山駅方向に行く

と、旧朝倉家住宅という国の重要文化財があります。目黒

区に張り付いたところに位置しているのですが、住所は渋

谷区の猿楽町です。

東京府議会議長をされていた朝倉虎治郎氏が大正8年に

建てたものだそうで、とにかく広い。大正期の和風建築の

重厚さを見事に体現していると思います。石灯籠のある庭

園も見事です。観覧料100円がかかりますが、一見の価値

ありです。なお、60歳以上は無料です。（山口誠治）
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東京都行政書士会目黒支部・政連目黒支部で支部長を務めております、稲垣です。

4月の支部総会・大会には多くの会員の皆様にご参加いただき、無事に開催することができました。改

めて感謝申し上げます。皆様にご承認いただいた事業計画に基づいて事業の執行をしていきます。支部行

事の折には会員皆様のご協力の程をよろしくお願いいたします。

東京会では本年度から新たに「特定行政書士特別委員会」と「空家対策特別委員会」を立ち上げました。

私は後者の委員を仰せつかり、他士業の方々から遅れをとっている感の否めない空家対策に行政書士が関

わっていくべく委員一丸となって各方面と協議を行っています。6月28日に東京都と東京会の間で「東京

都における空き家の有効活用、適正管理等の推進に関する協定書」を締結いたしま

した。

目黒区では昨年「不燃化まちづくり専門家派遣制度」を利用し、相続関係図の作

成をお手伝いさせていただきました。全国的には権利者を確定するのに思いがけず

多大な時間と労力を要し、用地買収の際の妨げになっていることが問題となってい

るようです。被災地の高台移転や新幹線工事等、公共事業を円滑に進めていくため

にも我々行政書士が協力できることを自治体と共に思料していきたいところです。

支部会員の皆様には、今後とも支部活動へのご理解とご協力をお願いいたします。
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目 部 活黒 動 告報支

稲 部垣 長支 よ り

５月３０日（月）、なかのZEROホールにおいて、平成28年度東京都行政書士会定時総会が開催されま

した。

式が始まり常住会長の挨拶では、「そうだ、行政書士に相談しよう！」とい

う理念のもと、現在進められている活動に関しての紹介がありました。いずれ

も今後の業界発展を見据えた試みで、とても良いことだと思います。その中で

も、インターンシップ制度の確立を目指した事務所見学会は、私も実際に参加

させていただいた者として興味深くお話をお聞きしておりました。続いて、来

賓の方々の挨拶がなされ、その後は議案の審議です。そこでは質問に立った代

議員から、政党の新聞への広告掲載や印刷業者に対して支払う経費の妥当性に

ついてなど、活発な議論が交わされました。

今回初めて東京会の総会に参加した私の目から見ていて面白いと感じたと

ころがありました。それは総会の進行に関してで、議長が進行しているにもか

～東京会定時総会～

4月21日（木）、下目黒住区会議室にて、目黒支部の定時総会が開催されました。当日は、会員の皆様

25名の出席を頂きました。

支部長挨拶、総会成立宣言を経て始まった会議は、議長を快諾頂いた増田会員の進行のもと事業報告・

収支決算から区役所無料相談の出向者選任に至る六つの議案について順調に審議が行われました。約2時

間と短時間の議事となりましたが、平成28年度の事業計画（案）の審議においては、稲垣支部長より具体

的な事業内容の提案などもあり、大変充実した総会となった印象です。

1点気になったのは、東京会総会への代議員選任にあたり、希望者

の挙手が少なかったことでしょうか。行政書士が業務を行うにあたっ

て、その基盤となる単位会の運営について知ることは大変有益なこと

と考えます。ご経験のない会員の皆様には、来年度はぜひ支部総会に

ご出席頂き、代議員希望の挙手をご検討頂けたらと思います。（廣瀬）

～目黒支部定時総会を開催～
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新入会員のお三方より一言

８月５日、きゅりあん（品川区立総合区民会館）にて大田、港、品川、目黒の四支部合同研修が開催され

ました。内容は特区民泊に関わるもので、講師は大田区健康政策部生活衛生課の伊藤弘之さんです。会場は

かなり広いにも関わらず満席で、関心の高さがうかがえました。

講義の中では特区民泊の概要や実際の運用例、また、申請にあたっての審査や指導のポイント、事務手続

きの流れなどをお話しください

ました。審査をする側としての意

図、事業者に求めるものもあわせ

ての説明で、特区民泊に関する理

解が深まるとともに、行政書士と

してどのような意識をもって関わ

っていくべきかを学ぶことが出来

た、意義深い研修でした。（中山）

～四支部合同研修～

目黒支部では、一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 ！ ！

かわらず、構わず発言される方が何人もいたことです。それによってその場の雰囲気が変化したり進行自

体も中断せざるを得なかったり、いろいろと状況が変わりました。正直、総会は誰が議長でも代議員でも

同じようになるものだという漠然としたイメージがありました。この点、進行として良いとか悪いとかで

はなく、総会にかかわる一人ひとりのキャラクターがその総会を作っているんだなぁと強く感じました。

政治連盟定時大会まですべて終わったのは19時40分でした。参加された会員の皆様、お疲れ様でござ

いました。（神原）

７月２３日（土）、２４日（日）の２日間にわたり、目黒区民センターにて目黒リバーサイドフェスティ

バル（目黒区商工まつり）が開催され、目黒支部は、昨年同様フェスティバルのイベントの１つである「目

黒ビジネスサミット」に参加いたしました。

１日目は、ビジネスサミットに来場された皆様に行政書士をより多くの方に知ってもらうべく、展示ブー

スにてパンフレットやユキマサくんうちわを配布いたしました。

２日目は柿原会員がセミナーを行いました。タイトルは『ホレてしまう「事業計画書」の作り方、教えま

す！！』。大変分かりやすいセミナーで、事業計画書を作成する際の細かな注意点、審査の際にチェックさ

れるポイントについて理解するこ

とが出来ました。

昨年とブース・セミナーの場所

が変わったことも影響したのか、

今年は昨年より賑わっているよう

でした。（小林）

～目黒リバーサイドフェスティバル（目黒区商工まつり）～



　　95.2％という高い数字に表れているように、住みやす

　　いまちであると捉えています。もう1つは、手前味噌で

　　すが魅力的なまちだと思っています。例えば、目黒川

　　の桜、重要文化財に指定されている駒場の旧前田侯爵

　　邸、屋上に庭園を配した大橋ジャンクション、村野藤

　　吾さん設計の目黒区総合庁舎、こちらでは結婚式も挙

　　げて頂けます。 大のセールスポイントは結婚式を挙

　　た震度6強の地震が、冬の夕方6時に発生」した状況での目黒区の被害は、死亡332名、建物の6棟に1

　　棟が火災に見舞われ、また区の人口の4人に1人に当たる6万人を超える区民が避難所生活という数字が

　　出ています。これらの想定に東日本大震災の被害等を踏まえて、地域防災計画を改定し、ハード面で言

　　うと旧耐震の建物の耐震診断を行い、必要に応じ耐震設計費や改修費の一部について補助金を支給して

　　います。また、東京都が目黒本町五丁目、原町一丁目・洗足一丁目を不燃化特区に指定し、2020年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回は、４月の区長選で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再選され、４期目の区長職

　　なまちと言えると思います。次に目黒区の面積の80％

　（青木）地震対策は2つに整理できると思います。平成24年の東京都の想定では「東京湾北部を震源とし

　　までに不燃領域率を70％まで引き上げる努力をしており、これに併せて目黒区も建て替え等の補助金を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をスタートされた青木英二

　（半田）有難うございます。地震対策等の課題について、今後の方向性などはいかがでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目黒区長に目黒区のアピー

　　へのご期待等を伺いました。聞き手は稲垣毅史支部長、進行は広報部の半田正美会員です。

　（半田）本日はお忙しい中お時間を割いて頂き、有難うご

　　ざいます。また、この度は目黒区長ご当選、おめでとう

　　ございます。青木区長は目黒区のご出身で、これまで３

　　期の区政を担ったご経験から、良いところや課題等も含

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルポイントや今期の課題、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都行政書士会目黒支部

      め、目黒区の地域特性をどのように捉えておられますか。

　　以上が住宅地で、平成26年の世論調査でも定住意向が

　（青木）良いところを全て紹介すると時間がかかってしま

　　うので、3つにまとめてみます。1つは昨年度の刑法犯

　　の件数が2,354件と23区で2番目に少なく、安全安心

　　　このような魅力あるまちの価値を高めるためにめぐろ観光まちづくり協会を法人化し、長く区内にお

　　住いのタレントのタモリさんに名誉会長をお願いしたところ、「いいとも！」と快諾頂きました（笑）。

　　今後は、区の広報等でもご協力頂き、まち歩き観光等を推進します。

　　　課題ですが、まず今後30年間にマグニチュード7の首都直下地震の発生率が70％と言われている地

　　震対策です。もう一つは東京都全体の課題ですが、保育所待機児対策です。今年度目黒区では299名の

　　待機児が出ています。こちらも大きな課題と捉えています。

　　げてすぐに婚姻届を出して頂けるという点ですね。
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大橋ジャンクション・天空庭園（目黒区提供）目黒川の桜並木 目黒区総合庁舎

目黒区の名所をご紹介頂きました（写真は旧前田侯爵邸）



　　月 初の月曜日に目黒区総合庁舎で

　　ご協力頂いている無料相談です。ま

　　ずはこちらを引き続き宜しくお願い

　　します。

　　　それと、青葉台に置かれている行

　　政書士会館ですね。こちらをぜひ、

　　移転などしないで頂きたいと。固定資産税のこともありますので（笑）。目黒は住宅が多く、団体の会

　　館等の設置については行政書士会館だけですので、ぜひ宜しくお願いしたいと思います。

　（青木）現在でも幾つかのご協力を頂

　　いておりますが、一番大きいのは毎

　　えておりますが、ご期待頂いている

　　こと等ございますか。

　（半田）行政書士会目黒支部としても、

　　今後も目黒区に協力ができればと考

　　　まとめますと、地震対策、保育所待機児対策、高齢者・障がい者福祉、それを実現するための財政強

　　化、もちろん他にも課題はありますが、この4つが 重要と言えると思います。

　　必要となるものと試算しています。これらに対応するために、財政を強固なものとして取り組んでいき

　　たいと考えています。

　　ます。中国の経済状況や英国のEU離脱など世界経済の動向、国の財政出動がきちんと行われるか等の

　　不安定要因を抱えているのが現状です。今後は、175ある区の施設の建て替え等も発生します。これら

　　のうち1/3以上が築30年を超す施設で、今後建て替えや大規模改修のために年間平均で70億円以上が

　　多機能施設等の設置を計画しています。また、親が高齢となった障がい者や「親亡き後」の障がい者が

　　生活できるグループホームの設置も計画しています。これは、知的障がい者グループホームと、身体障

　　がい者グループホームの2種類を設置します。第四中学校跡地には保育所、高齢者、障がい者と3種類

　　の施設を作りますが、目黒区では初めて、23区でもまだ少ない例です。

　　　これらの施設の設置には多額の資金が必要となりますので、目黒区としても財政の強化が課題となり

　　　目黒区には高齢者も多くお住まいですので、特別養護老人ホームの整備も進めています。特別養護老

　　人ホームの設置にはかなりの大きさの土地が必要となりますが、現在、第六中学校跡地に96床の施設

　　の設置が決まっています。更に、第四中学校跡地にも144床以上の施設を設置します。他にも地域密着

　　サービス、具体的には所属ヘルパーが高齢者宅に出向いたり、高齢者の通所や宿泊に利用できる小規模
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資料を参考に、丁寧にご説明頂きました

支給しています。例えば用地買収の対象となった方々が共同で建て替えを行う場合、東京都と目黒区か

らの一定の補助金とフロアを売却した資金等で、少ない負担で引き続き居住できる事業を行っていま

す。高層化されるため、火災の遮断等にもメリットがあります。ソフト面では、現在目黒区では学校

を中心に38の避難所を設けていますが、その運営を地域の皆さんで行って頂くための避難所運営協議

会の設立を進めています。また、私を含め、区の職員20０名程度の防災士資格取得を目指します。

保育所待機児対策についてですが、小学校入学前児童の急増が待機児の増加に繋がっています。こ

れは世帯数の増加が主な要因ですが、現在、中古マンション等が共働きをすると買える価額設定にな

っていることが影響しているものと考えています。また、平成5年から行なわれている東京都の出生

率調査で、目黒区はこれまで1％を超えたことはありませんでしたが、平成26年に初めて1％を超え

ました（1.05％）。このように児童の数が増えているのに保育所の整備が追い付かないのは、主には

用地不足が挙げられます。保育所を整備するには、一定程度の大きさの土地が必要ですが、目黒区は

住宅街が多く、なかなか保育所の整備に見合う大きさの土地が無いということですね。但し対策は進

めています。第六中学校跡地、目黒区総合庁舎の未舗装駐車場、上目黒小学校内に保育所を設置し、

他にも既存施設の定員を増やすなどして、来年度4月までに379名程度の定員増を行います。更に、

来年の12月までを目途に第四中学校跡地に150名規模の認可保育所を設置し、合せて529名の定員

増を計画しています。加えて区や都、国の土地を洗い出し、利用できそうな物件については都や国に

働きかけています。



　　強をしておりますが、目黒区では取り組みのご予定等はいかがでしょうか。

　　るのは大田区だけですね。目黒区では地域柄インバウンドがそれほど盛んな状況ではないこともあって、

　　特区を使った民泊の推進は考えていないのが現状です。この特区は旅館業を適用外とするものですが、

　　これとは別の法制度で民泊施設を住宅と位置付けるなどとした新法の検討にも入るようですので、こち

　　らの進み具合を見ながら、また住宅地を守るということも考えながら対応していきたいと思います。

　（稲垣）次に障がい児の放課後等デイサービスについてです。区内の事業者の皆さんとのお話の中で、施

　　設の増設ではなく将来的に施設の無い街づくり、

　　健常者にも障がい者の受け入れに対する理解を

　　深めてもらい共に暮らせる街づくりを目指し、

　　目黒区発信で官民合同の「障がい者にやさしい

　　街づくり」を進めたいというご希望をお聞きし

　　ます。私共としては、官民の橋渡しができれば

　　と考えておりますが、ご意見等伺えればと思い

　　ます。

　（青木）目黒区は放課後等デイサービス分野では

　　23区でも後発ですが、第六中学校の跡地等では

　　事業者さんに施設をお願いしている状況でもあ

　　りますので、今後ともご希望等あればご協力を

　　考えて参りたいと思います。

　（稲垣）有難うございます。次に空き家対策ですが、所有者が不明な物件の調査等について私共も協力で

　　きればと考えておりますが、目黒区の状況はいかがですか。

　（青木）目黒区では比較的高額な物件が多いこともあり、相続に際し争いが生じたり等でそのままになっ

　　ている物件はあると思いますが、所有者不明の物件はあまり無いものと捉えています。これまでもご近

　　所からの通報等で所有者に改善を求めることは行っていましたが、空家特措法の施行によって更に深い

　　対応ができるようになりました。建物の中に入ることはできませんので目視で目星をつけ、東京都の固

　　定資産税に関するデータと照らし合わせて、所有者に対しアンケート調査等を行い、空き家対策の資料

　　にしたいと考えています。その前段階として、まずは実態調査を始めようというところです。なかなか

　　完全な調査は難しいのが現状ですが。

　（稲垣）有難うございます。高齢者や成年後見については、めぐろ成年後見ネットワークにも参加させて

　　頂いております。成年後見や、精神障がい者に対するお考えはいかがでしょうか。

　（青木）先程のお話にも関係しますが、障がい者の方についての対応としては近隣のご協力もお願いしな

　　ければなりません。特に、災害時には特段の協力が必要で、そのため民生委員等法律で定められた方や

　　団体に予め名簿をお渡しするために、該当する方やご家族の同意を頂く作業を進めています。また、高

　　齢者は今後も増えますし、権利関係が複雑な案件もありますので、引き続き成年後見につきましてもご

　　協力をお願いしたいと思います。

　（半田）商店街への補助金支給について、私共が連携し協力できる流れが構築できればと考えております

　　が、いかがでしょうか。

　（稲垣）外国人旅行者の増加に対応し、民泊が話題になっており、この8月に私共でも研修会を開催し勉

　（青木）大田区では国家戦略特区制度を活用して民泊を進めておりますが、現在23区で特区申請してい

　（半田）東京都行政書士会目黒支部としても力を入れていきたい課題などもございますので、ご意見等頂

　　けますでしょうか。

　（稲垣）なるべくご意向に沿うように努力して参りたいと思います（笑）。
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青木英二区長を中心に、稲垣支部長（左）、半田会員（右）



　（青木）商店街に対しては、区の単独事業として「プロモーション事業」を実施しています。各商店街か

　　らの申請に基づいて総枠1,000万円までの補助金を支給しています。これは今年で2年目の事業ですが、

　　大きな商店街など個別の事務局で対応頂いている案件を除き、多くの商店街は区商連を通してご相談頂　

　（半田）有難うございます。本日はお忙しい中、予定時間を超えてご対応頂き、有難うございました。

　（青木）引き続き、宜しくお願いします。有難うございました。

　（稲垣）有難うございました。　

※（　）内敬称略させて頂きました。

〔平成28年8月8日・目黒区総合庁舎にて。インタビューまとめ：廣瀬〕

　　初めてだった私は、かなり緊張していましたがいざ始まってみると、普段からお話に慣れていらっし

　　ゃる区長らしく軽快なトークでその場を和ませつつ、目黒区の現状を資料も使って詳しくお話しして

　　くださいました。

　　　お忙しい中1時間余りのお時間を頂戴し、また事前のご準備までしていただき、誠実にご対応くだ

　　さった区長やそのスタッフの方々に感謝するとともに、支部長はじめこの取材にかかわってくださっ

　　たすべての方々にお礼を申し上げます。ありがとうございました。（半田）

＜廃業＞

　　民岡　良 ＜廃業＞

＜廃業＞

＜廃業＞

◆ 9月1日現在の目黒支部会員数は　　　　　　　　　　名です。

　　吉川　澄夫

　　坂田　典一

　　田中　丈夫

　　柿原　健作 Fax: 03-6421-3779 ＜FAX番号＞

　　前川　明宏 ICS行政書士法人　中目黒支店 Tel: 03-6412-7851 ＜事務所名称・電話番号＞

　　萩原　伸一 目黒区自由が丘1丁目14-2-504 Tel: 03-6421-1920 ＜登録・９月＞

　　久保杉　太輔 目黒区上目黒2丁目25-2-201 Tel: 090-6505-0744 ＜登録・９月＞

　　吉田　尚広 目黒区目黒1丁目1-1-301 Tel: 090-8044-5341 ＜板橋支部より転入・５月＞

　　菊地　文代 目黒区上目黒3丁目10-3-204 Tel: 03-3851-1230 ＜港支部より転入・６月＞

　　東園　美香子 目黒区碑文谷5丁目20-16 Tel: 03-6321-2411 ＜登録・４月＞

　　足立　繭子 目黒区中目黒1丁目1-17-2-202 Tel: 03-5721-2398 ＜登録・５月＞

　　小澤　道明 目黒区八雲3丁目14-17-101 Tel: 03-3723-3920 ＜登録・３月＞

　　　今回は皆様ご存知の青木区長へのインタビューをすることができました。区長室にお邪魔するのも

　　いているものと思います。
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支部会員の異動

転出・廃業

110

登録・転入

足立 繭子 会員

長年、外資系企業でPR業務を行っていましたが、かねてから関心があった地方活性化

にかかわる仕事に携わりたいと思い、一念発起し、行政と民間の架け橋である行政書士を

目指しました。その土地の特産品や文化財といった地域資源の価値を高めるための事業化

支援や外国人雇用支援、そしてその価値を引き継ぐ遺言・相続業務などに取り組んでいき

たいと思っています。どうぞ宜しくお願い致します。

ようこそ目黒支部へ

変更



行政書士無料相談会を開催

会計監査・役員会を開催

総務部会を開催 暑気払いを開催

支部長会に出席 支部長会に出席

支部総会を開催 東京商工会議所目黒支部役員会・評議員会

行政書士無料相談会を開催 に出席

東京会広報月間会議に出席

東京会総会に出席 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（目黒区商工まつり）

東京会空家対策特別委員会に出席 に参加

行政書士無料相談会を開催

広報部会を開催

総務部会を開催 青木目黒区長広報部取材

中小企業成長促進大会に参加 東京会暴力団等排除対策委員会全体会議に出席

役員会を開催 支部長会に出席

　　　　◆ 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。

／  開催はありません。

／ ／

／ ／

支部会計監査

青木目黒区長候補　事務所開き

5月27日 伊藤ゆう前都議意見交換会 7月14日 東京都知事選推薦候補の応援

～30日

4月20日 鈴木隆道都議新風会 6月22日 参議院議員選推薦候補の応援

4月26日 東政連幹事会・支部長会合同会議 ～7月9日

4月10日 6月2日 若宮けんじ衆議院議員「初夏の集い」

　　　　　※ 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。

28年 4月4日 5月30日 東京会総会

12月5日 担当 ： 木佐木　慶子 福田　昌勝 3月6日 担当 ： 百瀬　まなみ 下川　眞規

1月

11月7日 担当 ： 藤巻　晶彦 鈴木　江理子 2月6日 担当 ： 阿部　弥 渋谷　忠嗣

28年 10月3日 担当 ： 小林　富佐子 神原　正悟 29年

　　　　　（まだ決定ではありませんので変更の可能性がございます。）

　　　　　詳細は決定次第、会員の皆様にお知らせいたします。

　　　　◆ 2016年1月26日（木）に八芳園にて新年会を行う予定となっております。

6月13日 8月19日

6月23日 8月22日

行政書士無料相談会を開催

6月8日 8月5日 ４支部合同研修に出席

6月9日 8月8日

5月30日 7月23日

6月1日 ～24日

6月6日 8月1日

4月21日 7月20日

5月2日 7月22日

5月12日 めぐろ成年後見ﾈｯﾄﾜｰｸ連絡会議に出席 7月22日

4月6日 7月12日 東京会空家対策特別委員会に出席

4月11日 7月13日

4月15日 7月15日

28年 4月4日 7月4日 行政書士無料相談会を開催
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目黒支部の動き

★ 朝夕の涼しさに、夏が過ぎゆくのを感じます。年初に立てたこの夏の計画は、結局実行されないままでした・・・

季節の変わり目に自らを省みることが、風物詩となっています。（中山）

★ 行政書士のイロハを教えて頂いた、この職の師というべき方が６月に亡くなりました。

人柄も仕事に向かう姿勢も、私などには真似のできない立派な方でした。感謝の言葉しかありません。（廣瀬）

★ 先日ある施設を訪れたら、観覧料が60歳以上は無料となっていました。このような例は他にも多いとのこと。

映画も安く見られるようです。歳をとるのも悪くはないですね。（山口誠）

★ 我が家の３にゃんの猫に振り回される毎日。果たして、猫の癒し効果を得られているのだろうか？甚だ疑問です（笑）（茂田）

★ ついこの間確定申告を終えたばかりという印象ですが、あっという間にいつの間にか、年度がもう半分終わっている状況に唖

然・・・ですが、時間がたつのが早いということは充実した日々を送れている証拠だと自分に言い聞かせ、いけるとこまで頑張

ろうと思います。（半田）

集

後

編

記
★ 久々に旅行をしました。観光して、美味しい料理を食べ、地酒を楽しみ、温泉でまったり。

たまにはそんな時間も必要ですよね。（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）

支部新年会のご案内

ぜひご参加下さい！

その他
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