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　駒沢オリンピック
公園は戦後間もな
い頃から国民体育
大会の会場として
親 し ま れ、1964
年のオリンピック
東京大会では国立

競技場に次ぐ第２会場としてレスリン
グ、バレーボール、サッカーそしてホッ
ケーが行われました。公園の面積は
40 万㎡を超え、その敷地は目黒区東
が丘二丁目、八雲五丁目、世田谷区
駒沢公園と広範囲に及んでいます。
　公園内には収容人数約 2 万人の観
覧席を持つ陸上競技場をはじめ、各
種競技場、球技場、テニスコート、
体育館、屋内球技場等複数の運動施
設があり、これらは駒沢オリンピッ
ク公園総合運動場と呼ばれています。
中でも、一周およそ 2㎞のサイクリン
グコースやジョギンクコースではいつ
もたくさんの方が楽しまれており、私
も子供の頃から良い遊び場としてお
世話になっています。
　それらのコースは公園の外周を一
周するように設けられており、サイク
リングやジョギングで風を切りなが
ら走るのはもちろん気持ちが良いです
し、最近はコース外の散歩道を木々
の緑を楽しみながらウォーキングを
するのがお気に入りです。また、途
中の売店で一休みしつつ、食べるア
イスの味がまた格別なのです。
　コースに沿って進んでいくと、陸
上競技場スタンド下にあるトレーニ

ングルームの前を通ります。こちらの
トレーニングフロアではバイクやラン
ニングマシン等での運動ができる他、
スタジオではピラティスやヨガ、エア
ロビクス等のグループエクササイズに
参加できるとの事でいつも気になっ
ており、機会がありましたら利用して
みたいと思っています。
　今年開催予定だった東京オリンピッ
クでは、7月10 日に駒沢オリンピッ
ク公園中央広場から東京都の聖火リ
レーがスタートする予定でしたので楽
しみにしておりましたが、新型コロナ
ウイルスの影響で来年に延期となり、
また新たな日程が組まれるとの事。
今の時点ではどのように開催されるの
か想像もできませんが、東京からオリ
ンピックを通じて世界中に希望と元気
をお届けできたら幸いですし、そのた
めにも1日も早い新型コロナウイルス
の収束を心より願っております。

（茂田陽子）
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　今年 3月末に発行された前号のあいさつで「この会報がお手元に届く頃
には平穏な日常を取り戻していることを、心から祈っております。」と書いた
のですが、私たちの生活に新型コロナウイルスがここまで長く大きな影を落
とすとは、予想だにしませんでした。
　これまで好ましいこととされていた、交流、会食、そういったことが普通
にできなくなりました。同時に、支部の活動にも相当の制約が出て、行事
や会議で大勢が集まれなくなりました。
　しかし、ピンチはチャンス、とも言います。集合できないためにやむを得ず、
といった側面はあるものの、リモート会議への理解が大きく進み、ソフトを
導入し、使い方を教え合い、練習会を開く、といった進歩が見られました。
集合とリモートを上手に融合させた会議など、団体に適した方法をきっと見
つけられると思います。
　残念ながら、区民の皆様が楽しみにしているＳＵＮまつりも中止となって
しまいました。一方で、感染症対策に留意したうえで、10月の広報月間相
談会は開催できることになりました。
　この状況に柔軟に対応した支部活動を続けていくつもりです。皆様のご
参加をお待ちしております。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止の
観点から、今年度の役員会・総会共に
ML 上での議論とそれを踏まえての書面
決議となった。
　2019 年の集合環境での会議と2020
年の ML/ 書面決議の経験につき、感想
を述べたい。
　社会人経験がある会員の皆さんがこ
れまでに参加した会議はかなりの数にな
るだろう。そんな会議の中でも残念な会
議の経験は誰しもがあるのではないだろ
うか。
　「会議は意思決定の場」と称しながら、
ネガティブな根回し/ 同じ人物だけが発
言/ 政治的駆け引き/ 意見や対案が出に
くい / 自分の意見など通らないという諦
め / 評論家的な意見ばかり/ 会議外で
の意見や愚痴 / 脱線 / 儀式に終始…な
どと、残念な会議の要素を例示すれば
キリがない。
　振り返って 2019 年の総会は残念な
会議の罠に陥ることはゼロと言えば嘘に
なるが、少なくとも貴重な対面の機会を

逃さずに議論は尽くせたように思う。
　対して本年の役員会・総会も、時間
や環境の厳しい制約の中で結論から言
えば議論は尽くせたと思う。しかし、そ
こに至るまでの過程が茨の道のりだっ
た。
　スタート時点では非対面のデメリット
が噴出した。まず、参加者の当事者意
識が希薄だった。発言者が固定メンバー
という罠にも陥った。意見と人格攻撃の
区別が曖昧になる場面や、役員会議論
の外で話し合われた結果を持ち込まれ、
事態が呑み込めない私のような参加者
は困惑する場面もあった。そのような中、
軌道修正を促す役員の声が転機となり
正常な議論に戻ることができた。
　長文で大量のメールを読むこと、そ
れらの問題に対処することは大きな負荷
だったが、対面会議ではサラリと流れて
しまう事案についても参加者全員が熟慮
し、答えを導く好機となり、議論が深ま
るというメリットがあった。言葉の定義
の違いからその説明や視線合わせをメー

ルで行うもどかしさに挫けそうになりな
がらも、一つの結論を導き出せたことは
実りの多い会議だった。
　会議といえば正解を求めがちである
が、皆で出した決定事項を正解にしてい
くために全員が覚悟を決めて実行する流
れを作っていけたらいいと思う。
　IT 部の一員としてはそんな会議を演出
できるようなリモート会議の仕組みを構
築していきたい。

支部長あいさつ                                  支部長　百瀬  まなみ 

2020 年支部総会・役員会を終えて              長谷川　直子

書面決議総会



書籍を出版しました　　　　　　
福田　亮

新任役員紹介                  

　本年度、理事を務めます田島久江です。
　会社員から自営業者に転職して２年目、皆様に支えられてよちよち歩いております。しか
し、月日は瞬く間に過ぎます。自分がどのような形で目黒支部に貢献できるかを念頭におき、
東京オリンピックの延期や新しい生活様式など予想外の事態に直面した今、しなやかな心
と前向きな気持ちを持って、努力したいと思います。ひきつづきご指導ご鞭撻のほど、よろ
しくお願いいたします。

田島　久江

　新任理事の野崎です。宜しくお願い申し上げます。
　行政書士会組織は「行政書士のステータスの向上と会員の事業活動の支援」が重要項目
の一つだと考えております。入会したての時の支部活動に対する見方を忘れることなく、常
に会員皆様の目線での活動を大事にしたいと思っております。
　支部活動に関心を持ち、参加して頂くことで、皆様の声、思いを具体的な施策へ反映で
きると考えます。たくさんのご意見をお願いします。

野崎　尚宏

　この度、理事を拝命いたしました三浦です。
　私は、色々な資格を通じて、視野を広げたいと考えており、ラジオ体操指導員、公認会
計士、税理士、システム監査技術者などを取得しました。私が今までの業務や資格取得で
培ってきた経験や知識などを会務に活かせたら喜ばしいです。
　今年は、活動が制約されてしまうかもしれませんが、様々な業務に通暁した諸先輩方と
お会いして、お話が出来るのも楽しみです。
　まだまだ未熟ですが、よろしくお願い致します。

三浦　泰史
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　ふくだ総合事務所、司法書士兼業の福田
亮です。
　今年の２月に書籍を出版致しました。
　題名は『借金は９割返せる！今さら聞けな
い、お金の悩みを解決する本』です。
思い返せば昨年の５月、そうあの（悪名高い）
１０連休の直前、出版企画書の作成方法を
勉強し、それを３０社の出版社に送ること
から始まりました。
　これまでの法律実務家としての実績に多
少なりとも自信があり「出版社がこの企画
の取り合いになったらどうしよう！？」なん
て思っていたのですが、とんでもない。蓋
を開けてみれば返事をいただけたのは僅か

３社でした（他の２７社はお断りの返事すら
ありませんでした…。）。しかも返事をもら
えた３社の内１社は自費出版の営業という
始末。出版の難しさを痛感しました。
　執筆についても日々の業務と同時進行と
いう事で、時間のやり繰りに大変頭を悩ま
せました。原稿の締め切り間際は本当に生
きた心地がしませんでした。
　ただ、書籍を購入された方からのご依頼
もいただくようになり、今では本当に良かっ
たと思っています。
　皆様も機会がございましたら是非ご一読
ください。
　宜しくお願い致します。

大手書店、Amazon等で販売中です。
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ご主人にっこり!?     川上　秀明

　５月下旬、目黒区議さんの紹介で ｢東
京都感染拡大防止協力金｣ 申請の専門
家事前確認の依頼をうけました。都の
要請で休業や時短営業をした中小事業
者に５０万円が支給されるので、収入減
となった方には大事な申請です。
　最初の方は、目黒区駒場に吉野寿司
を構えるご主人でした。ご主人が準備し
た申請書類を拝見させていただきます。
申請書類はほぼ記入され、要添付の確
定申告書控え等があります。( 私 ) ｢証
明の写真がありませんね｣、( ご主人 ) ｢
写真ですか ??｣。ここからが大変。区議
さんが｢これから一緒に撮りに行きましょ
う！｣ とご主人に声をかけ、区議さんの

事務所を出発準備です。審査が通る写
真を撮ってきてもらうため、白紙の紙に
撮影のポイントを説明書きして、区議さ
んに託しました。二人が撮影から戻った
後、写真構成や書類確認等に何だかん
だ１時間以上を費やし
ましたが、提出書類を
まとめ上げました。
　その後、都から無事
に入金があったそう
です。

後日談：百瀬まなみ
　近所なのに、これま
で吉野寿司を利用した

ことがありませんでした。せっかくなの
で出前を注文してみました。大将、愛車
のカブに乗ってさっそうと配達してくれま
した。二度目の協力金申請は、自分で
仕上げて提出したということです。

コロナ疎開を体験して  木佐木　慶子 
　2 月下旬に３月からの小学校の休校が
決まり、テレワークをする必要がある夫
から子供達（小学生２人、幼児１人）と
成田の私の母を連れて伊豆高原の家に行
くことを勧められました。
　３月19日、車で伊豆高原の家に到着し
ました。当時静岡県内に感染者はあまり
いませんでしたが、街には緊張感が漂い、
みんなマスクをしっかりと着けていました。
スーパーには買い物客があふれ、10㎏の
米袋が飛ぶように売れていました。
　3月下旬、東京の感染者数は日々増加
していました。例年観光客であふれる伊
豆高原駅前の桜並木に人影はありません。
　車の運転免許を持たない私は、連日

山頂にある家からふもとの街までバス
に乗って買い物に出かけました。駅前の
スーパーはいつもガラガラでした。
　GW 明けになると、小学校から大量
の宿題が届くようになりました。毎日つ
きっきりで子供たちと宿題に取り組む
日々が続きました。
　また、介護ヘルパーのように1日おき
に片麻痺の母をお風呂に入れて三度の食
事を出さなければなりませんでした。
　緊急事態宣言が解除された後、6 月
18 日に東京に戻りました。日常生活が
いきなり奪われて、異常な状態が日常と
なった 3 か月の伊豆生活で、当たり前の
生活が尊く、ありがたいと思えました。

伊豆高原駅清掃風景→
伊豆高原桜並木↓

新型コロナウイルスによる
行政書士の非日常
終息が見えない新型コロナウイルス。
世の中ではウィズコロナ、アフターコロナ、新しい生活様式などのフレーズが飛び交い、
多くの行政書士が今までとは違う活動を強いられています。
そのような中で、身近な方々の非日常を教えていただきました。
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新型コロナの感染データから何が見える？     庄司　由美子 

　８月に入って間もなく“ 歴史を刻むの
は数字ではない ”とある新聞の論文を
見てショックを受けました。実は私、こ
の３月からのお家に籠る日々に、新型コ
ロナ感染データの切り抜きを始めたので
す。世界、日本、東京都と 3 種類の新
聞データを切り抜き、その時々の記事と
ともにノートに貼り、数字の大小とその
推移に一応冷静さを装いながら、怪物
新型コロナとは一体何者、その一端でも
知ろうとしてせっせと鋏を動かしたので
す。
〇世界のデータはジョンズ・ホプキンス
大学が世界の主だった国の感染者と死
亡者を集計しているものを。まず、米国
が感染者数死亡者数ともダントツ。次に
中国、欧州があとに続いていましたが、
今は南米、特にコロナを風邪と同じと豪
語した大統領のブラジルが 2 位。一方
東南アジアは今も感染者死亡者数とも

少ないのです。いまだその理由は解明さ
れていませんが、この表の動きは各国の
首長の物の考え方、統治の仕方が、じ
つにはっきりと数字に表れているように
思えます。
〇日本のデータは厚労省の発表を含み
各県からの集計ですが、都道府県のデー
タを見て気づくのは、各知事の危機管理
能力が問われているということ。勿論政
府首脳陣もしかり。いってみれば今まで
隠されていたものが白日のもとにさらさ
れたということでしょうか。新型コロナ
のなせる業かもしれません。
〇東京都のデータは都の集計からです
が、3 月頃感染者数では世田谷区がずっ
と1番でした。が、「東京アラート」が
出たころから、夜の街由来から新宿区に
代わりました。そして東京都の数字が信
用できるのかどうか分かりませんが、都
知事選挙前後から新聞記事に現れるよ

うになったのです。トップのマジックと
言われればそうかもしれません。切り抜
きを続けるべきか迷いましたが、検査数
や陽性率、批判の記事も全部貼っておく
ことにしました。そもそも新型コロナの
始まりから終わりまで、その実態をデー
タで孫に残そうと思ったことが動機でし
たので、これを見て後世の人がどう判断
するかを託そうと思いました。しかしま
たまた、「歴史を刻むのは、数字ではな
い」…という記事です。新型コロナの表
す「数字」に圧倒されたと書き始め、最
後は数字より人だと述べていた新聞論者
ですが、それも勿論大事な意見でしょう。
しかしデータで残すことも、重要なこと。
どうそれを生かすかは、扱う人次第です。
ノートも 8 月で 5 冊目に入りました。い
ずれコロナが終息した暁には、孫への伝
言も貼っておこうと思います。「新型コロ
ナを数字で考える貴方のバアバより」と。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

目黒支部「那覇出張所」だより     上里　朝也

　沖縄は申し訳ないくらい真夏日和で
す。目黒支部の皆様、凌ぎにくい時世で
すがご活躍のことと存じます。小職は昨
年 11月に那覇に転居し活動しています。
在京中はユーレイ会員だったので、事実
上の開業でした。
　やはり今は補助金、助成金です。こち
らは建設専門の方が多く昨今の支援制度
には疎いので、事業主は相談先がわから
ず途方に暮れています。社会保険労務士
と兼業しておりますので、先日は持続化
給付金と雇用調整助成金で 200 名分の
休業手当 1000 万が補填でき、会社も
存続し小職も切腹を免れました。一昨日
伺った建設業の方は、助成金の対象外
だと言われ諦めていたそうです。全国的
にもまだそういう人たちは大勢いるので
しょう。
　補助金等の仕事をバカにする方もいま
すが、今の世の中の求めに応えるのは自

らの役割と思います（法外な報酬を請求
する輩は論外として）。今は支援制度を
活用した介護職研修や飲食店デリバリー
事業等の仕掛けにも、遅まきながら取り
組んでいます。     

　皆様の情報なども頂けたら幸いです。
末筆ながら皆様のご健康、ご清栄を願
います。 

（写真は週末のランニングコースです、最
近サボり気味ですが）
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ようこそ
目黒支部へ！

　私は、外国人関連、入管業務をメイ
ンとして活動をしておりまして、特にフィ
リピン人の身分系手続きといった、少し
特殊な業務を専門としています。
　今年は、東京五輪開催や特定技能な
ど、外国人観光客や在日外国人の就労
が活性化していくと予想していましたが、
新型コロナウイルスの影響で思わぬ方向

にハンドルが急旋回し、2020 年という節目に新しい時代への
期待と不安が交錯し、改めて身を引き締めなければという思い
です。とはいえ、外国人関連業でも予想外の新しい需要も生
まれており、私も積極的に様々な分野にチャレンジしていきた
いと思いますので、ぜひ皆様のご指導を頂ければと思います。

浅見　雄介

　この度行政書士登録を致しました大
崎真緒と申します。
　私は学生時代からスポーツに熱中し、
大学卒業後は体育科教師として勤務し
ておりました。高校教師として生徒に
キャリア教育を行うなかで、私自身も
今からでも新しいことに挑戦できるの
ではないか、という思いが強くなり行

政書士の道へ進みました。先輩方に追いつけるよう日々多くの
ことを学び、努力してまいりたいと思います。今後とも宜しく
お願い致します。

大崎　真緒

　2020 年 5 月に登録した堀 喜一郎と
申します。
　生命保険会社、コンサルティング会社
において、資産運用とリスクマネジメン
トの分野でキャリアを積んできました。
　実家が事業を営んでおり、許認可や
契約などの法務と資金繰りの大変さを
肌で感じていたので、経営者をサポート

する仕事をしたいとの思いから行政書士資格を取得しました。
金融機関の経験を活かした創業支援、中小企業支援を中心
に業務を行っていきたいと考えております。どうぞよろしくお
願いいたします。

堀　喜一郎

　2020 年 6 月新入会の劉 瑛です。
1995 年中国大連理工大学卒業後、
2002 年末までジェトロ大連で働き、
その後独立して、日本企業の中国進出
サポート、秋田県青森県など地方大連
事務所も併設してもらい、地方交流、
経済交流などをやってきました。
　この度、中国企業（人）日本会社設

立、在留関係をメインとしながら、日本企業の対中国商文章、
中国でのビジネス関連なども引き続きやりたいです。先輩の
皆さん、よろしくお願いします。

劉　瑛

　はじめまして。3 月より目黒支部に入
会いたしました村田勇と申します。
　現在は税理士として会社の税務や相
続の仕事をしています。
　会社設立や相続手続きなどに必要に
なると考え、この度行政書士登録をさせ
ていただきました。事務所は目黒線の洗
足駅より徒歩 5 分の場所にあります。
　いろいろご指導いただくこともあると

存じますが、どうぞよろしくお願い致します。

村田　勇

　７月に碑文谷で開業いたしました吉
田倫子です。自宅開業で事務所には猫
の営業主任が 2 匹おります。
会社勤めを 30 年間しておりましたが、
ベンチャーから上場、事業会社立上げ
など多くの経験をさせていただきまし
た。個人での仕事は初めてで気合が入
ります。

　ご教示いただきたいことばかりですので、諸先輩方、どう
ぞよろしくお願いいたします。
　あ、趣味はスキューバダイビングです（歴 20 年）。

吉田　倫子

　令和２年５月に登録致しました伊藤
究と申します。
　世のため、人様のために少しでもお
役に立てますよう、全力を尽くします。
お世話になります。誠に有難うござい
ます。心より厚く御礼を申し上げます。
　大先輩でおられます皆様から、御
指導、御鞭撻を賜りますよう、何卒

宜しくお願い申し上げます。

伊藤　究
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　この度支部変更致しました飯塚匡春
（いいづかまさはる）と申します。どうぞ
よろしくお願い致します。
　昭和55年4月2日生まれ　A型です。
大学卒業後は保険会社で 7 年勤務後、
行政書士、社会保険労務士を取得。
2013 年開業し2019 年広尾に社会保
険労務士法人 ADEPT( アデプト) を設

立し、従業員 5 名で運営しております。今後は行政書士の資
格を活かして、事業を広く展開していきたいと考えております。
どうぞご指導宜しくお願い致します。

飯塚　匡春

　池戸千景（中国名：劉海雲）と申します。
行政書士飯塚匡春事務所の使用人とし
て登録しております。23 年前に中国の
北京から参りまして、9 年前に帰化し
た者です。以前は中国語講師と通訳と
して勤めておりましたが、2011年から
労働局の労基法関係の相談員として勤
めております。特技は日本語です！笑。

特に村上春樹氏の日本語が大好きです。
　娘が二人おり、もう成人しました。これからの人生を楽し
みにしております。宜しくお願い致します。

池戸　千景

三支部合同研修会
「民法改正」        角　正伸

　令和 2 年 7 月 17 日（金）、品川区きゅりあんで品川・大
田・目黒の三支部合同研修会を開催しました。コロナ禍のた
め、参加人数は半分、マスク着用、懇親会なし等、感染防止
対策を行いました。今回は品川支部の担当で、弁護士の野坂
真理子先生を講師にお迎えして、「民法改正」をテーマに講
義していただきました。
　講義前半は改正債権法について、契約書の作成業務等で必
要な消滅時効、債務不履行、保証など変更点の解説をしてい
ただきました。例えば、あらゆる個人根保証には極度額の定
めが必要になったため、不動産賃貸借契約にかかる保証契約
において保証の上限額を定めないと無効になる可能性があ
るとのことです。講義後半は改正相続法について、配偶者居
住権等の変更点を解説していただきました。債権法・相続法
ともに行政書士業務に関係深く、今回の研修会で終わらせる
ことなく更なる知識の更新が必要と感じました。

支部会員の異動
村田　勇 ■登録・３月　 目黒区洗足1-26-14-306    Tel.03-3793-6621
伊藤　究 ■登録・５月　 目黒区下目黒 5-30-21    Tel.080-6734-3578
堀　　喜一郎　 ■登録・５月　 目黒区鷹番1-13-20-307    Tel.03-6303-0050
大崎　真緒　 ■登録・６月　 目黒区五本木 3-13-16    Tel.03-6384-0241
劉　　瑛　 ■登録・６月　 目黒区碑文谷 5-3-8-203    Tel.03-6879-9039
吉田　倫子　 ■登録・７月　 目黒区碑文谷1-17-12    Tel.03-6451-5136
飯塚　匡春 ■転入（渋谷支部より）・７月 目黒区目黒1-4-16-7F    Tel.03-6420-3042
池戸　千景 　 ■登録・８月 目黒区目黒1-4-16-7F    Tel.03-6420-3042

登 録

転 入

金　珍怡　 ■住所 目黒区東山1-5-9-1004
増田　勝美　 ■住所＆電話番号 目黒区中目黒 4-9-15 Tel.090-3543-7552
石澤　扶有子　 ■電話番号  Tel.050-7300-2937
大東　圭　 ■住所 目黒区下目黒 5-18-21-702
前田　修身　 ■住所＆電話番号 目黒区碑文谷 5-29-8-303 Tel.090-4677-2356

変 更

福田　昌勝 ■廃業・２月
山田　修之助 ■廃業・４月
萩原　伸一 ■転出（世田谷支部へ）・２月
エヴァンズ 麻衣 ■転出（渋谷支部へ）・３月

渡邉　太郎 ■転出（足立支部へ）・４月
永井　康介 ■転出（渋谷支部へ）・４月転 出

廃 業

2020 年 9 月 1 日現在の
目黒支部会員数は 名です130



かつて新人部員だった方の成長ぶりや今
期入会された新入部員の方々の意欲溢
れる姿を拝見し、広報部にも新たな時代
の到来を感じました。これからは皆さん
の時代です。頑張れ新広報部！（村中）

夏休みに伊豆を再訪。熱海と伊豆のビー
チには夏を楽しむ多く海水浴客がいまし
た。水着姿で海辺の街を歩く人々 もマス
クを着用。ウィズコロナの今年ならでは
の風景でした。（木佐木）

今年はコロナ禍により、世界中が生き

方を模索する年となりました。私もこ
れまでの自分の行動を顧み、今後自分
はどうあるべきかを考えたいと思いま
す。（茂田）

アクリル板の受付や消毒液など、様々
な場所で新型コロナウイルス感染防止
のための工夫が一般的になってきてい
ます。ニューノーマルはこうして浸透し
ていくのだと感じています。（足立）

ウイルスと戦われ、世のため人様のた
めに奔走なさる先生方のお姿に、深く

感銘を受けております。日本は絶対に
大丈夫と確信致します。私に出来るこ
とを取り組んで参ります。（伊藤）

コロナ禍での行政書士登録は忘れられ
ない出来事になりました。先が見えな
い状況が続きますが、変化の時と前向
きにとらえ日々チャレンジしていきたい
と思います。（堀）

コロナだろうと生きていく上で大切な
ことは変わらないだろうと思うと、毎
日が大事だなと思う日々です。（吉田）

編 集 後 記

目黒支部の動き　　
2020.4~9
4 月   7 日 支部会計監査を開催
4 月   7 日 支部役員会（書面決議）を開催
4 月 23 日 支部総会（書面決議）を開催
5 月 29 日 東京都行政書士会総会（書面決議）に参加
6 月19 日 総務部会を開催
6 月19 日 研修部会を開催
6 月 24 日 広報部会を開催
7月17 日 三支部合同研修会を開催
7月 20 日 支部長会（リモート併用）に参加
8 月 24 日 ミニ勉強会を開催
9 月   4日 広報月間支部説明会に参加（リモート）
9 月18 日 支部長会（リモート併用）に参加

目黒支部からの
お知らせ
支部開催イベントの ご案内 
2020年10月21日（水）
広報月間無料相談会
　区役所西口ロビーにて
　感染防止に留意しつつ、例年通り開催いたします。
　ぜひ、身近な方にご紹介ください。

その他   
　目黒支部では、支部活動にご協力いただける
　会員の方を随時募集しております。

上記以外にも、支部行事、有志による勉強会、
東京会のさまざまなイベントに参加を予定しております。

行政書士無料相談 政治連盟目黒支部の活動
2020

10 月 5 日 ■ 山口　芳樹
 ■ 長谷川　直子
11月 2 日 ■ 広岡　実
 ■ 増田　朝子
12 月 7 日 ■ 阿部　弥
 ■ 福田　亮
  1月 4 日 ■ 及川　貴裕
 ■ 松元　誠
  2 月1日 ■ 石澤　扶有子
 ■ 三浦　泰史
  3 月1日 ■ 下川　眞規
 ■ 百瀬　まなみ

■ 4 月 23 日
政治連盟目黒支部定期大会 ( 書面決議 ) を開催

■ 5 月 29 日
東京行政書士政治連盟定期大会（書面決議）に参加

■ 8 月 26 日
自民党目黒区議団予算要望ヒアリングに参加

■ 9 月 2 日
公明党目黒区議団予算要望ヒアリングに参加

※無料相談は、毎月第一月曜日の13 時～16 時、
目黒区総合庁舎で行われています。

39目黒　　　   だより さくら -8


