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～支部長挨拶～

東京都行政書士会町田支部会員並びに関係者の皆様、平素より
町田支部の活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。

去る平成28年4月23日（土曜日）に開催されました町田支部定
時総会、東政連町田支部定時大会におきまして、釘田が引き続き
支部長に選任されました。支部長として通算4年目となりますが、
新しい会員の入会や新分野への参入など、直面する課題も多く、
身の引き締まる思いでお引き受けいたしました。また、本年度は
「未来を創るアーバンネットまちだ」の担当理事長となります。
今後はますます支部役員・支部会員の皆様方の絶大なるご協力が
必要となります。支部役員MLや支部MLでご連絡いたしますので何
卒宜しくお願い致します。

本年度は、支部長 終年と位置付け、来年度以降も支部活動が活発に行われていく体制
作りに心を配りたいと考えております。先の総会で承認された事業の着実な実行に加え、
他支部との交流、他士業との交流、地元議員との交流等を深めていく中で、行政書士の地
位の向上と職域の拡大を常に目指してまいります。そんな中、本年度の町田支部の主要事
業の日程も徐々に決定してきております。改めて担当役員から通知が有りますので、支部
会員の皆様には積極的に参加して頂きたいと思います。

また、一昨年の行政不服審査法の一部改正による、「特定行政書士」の誕生も行政書士
の活躍の場面が増える契機になると考えます。未知数な部分も有りますが、紛争解決の分
野に進出できたことは画期的なことだと考えます。支部会員の多くの先生が特定行政書士
になられることを期待しております。

私は、支部活動は行政書士活動をしていく上で、その礎となる活動であると考えており
ます。支部会員の中には様々な分野で活躍している先輩行政書士が多数所属しています。
入会間もない先生方も支部活動に積極的に参加され、先輩行政書士との交流の中から自身
の行政書士業務を確立して頂きたいと思います。

東京都行政書士会 町田支部
東京行政書士政治連盟 町田支部

支部長 釘田一富

追記 本年7月18日より釘田事務所の住所表記が以下の通りに変更されます。
従いまして支部の所在地も変更されます。ご注意願います。

新住所：町田市南町田二丁目3番45号

２０１６

Ｎｏ．１

東京都 行政書 士会町 田支部
http://machida.tokyo-gyosei.or.jp/

町田支部広報
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４/23 東京都行政書士会町田支部 平成２８年度定時総会
東京行政書士政治連盟町田支部 平成２８年度定時大会

●日時：４月２３日（土）13：30～16：45
●会場：町田商工会議所 2階会議室
●出席会員数：７７名

（うち委任状提出会員数３８名）

本年度の支部定時総会及び支部定時大会が、町田商工会議
所の２階会議室で開催されました。

実際会場に足を運んだ会員数は３９名ではあったものの、
予め委任状を提出した会員が３８名おり、出席会員数は７７
名となりました。この結果、支部細則第２６条により、本総会
が適正に成立したので、速やかに議案の審議に入りました。 会 場 風 景

本年度、総会に上程された議案は以下の６つでした。
・第１号議案 平成２７年度事業報告
・第２号議案 平成２７年度決算報告及び監査報告
・第３号議案 平成２８年度事業計画案の承認について
・第４号議案 平成２８年度予算案の承認について
・第５号議案 支部代議員選出

支 部 長 挨 拶
第１号議案から第４号議案までは、各担当役員から報告及び

提案があり、質疑応答を経てそれぞれ出席会員の承認多数により可決しました。

続く第５号議案では、東京会の総会に出席する支部代議
員を選出しました。
選出されたのは、横山（千）会員・釘田会員・媚山会員・

高橋（成）会員・馬場会員・寺田会員・森下会員・久住会
員・鵜飼会員・渥美会員の１０名でした。

また、東京都行政書士会町田支部総会に続き、東京行政書
士政治連盟町田支部定時大会が開催され、提出された議案
すべてが承認多数により可決されました。

総 会 の 一 場 面

定時総会及び定時大会が無事に終了した後は、場所をベス
トウエスタンホテルに移して懇親会が開かれました。

鈴木厚生担当主導の下、いくつかのレクリエーションが行
われました。対決形式のレクリエーションに多くの会員が駆
り出され、大変盛り上がりました。

また、新たに町田支部に加わった会員の挨拶もあり、懇親
会は終始明るいムードに包まれていました。

来賓の河野東京会副会長
、 菊地東政連副会長 二時間の懇親会もあっという間に過ぎ、会員たちは三三

五五帰途につきました。
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５/２３ 東京都行政書士会町田支部 ５月定例理事会
●日時：５月２３日（月）18：00～20：00 ●会場：町田市民フォーラム視聴覚室
●出席者：釘田支部長、森下・佐々木副支部長、成田・高橋（成）・鵜飼・馬場・鈴木（高）

・寺田・久住・渥美理事
●オブザーバー：高辻（経理協力部員）
●主な議題：
（１）支部の広告について

現状ではネットで「行政書士 町田」と検索すると、町田支部のＨＰが上位に出てくる。
ゆえに、タウンページ以外に新たなウェブ上の広告を打つ必要はない。

（２）今年度の法教育の進め方について
・新たに、吉田会員を法教育協力部員に迎える。
・今年度も前年度に行った３校で、法教育の実施を考えている。

（３）暑気払いについて
８月５日（金）に開催する。（詳しくは３に掲載）

●日時：５月３０日（月）13：00～18：23 ●会場：なかのＺＥＲＯホール
●出席代議員数：５９３名（総数６００名）

本年度の東京都行政書士会定時総会が、なかのＺＥＲＯホールで開催されました。
出席代議員は、６００名中５９３名でした。

本年度、総会に上程された議案は以下の４つでした。
・第１号議案 平成２７年度事業報告の承認について
・第２号議案 平成２７年度決算報告及び監査報告の承認について
・第３号議案 平成２８年度事業計画（案）の承認について
・第４号議案 平成２８年度予算（案）の承認について

第１号議案から第４号議案までは、各担当者からの報告があり、それに対する質疑応答を
経て、それぞれ出席会員の承認多数により可決しました。

●日時：７月１１日（月）18：00～19：45 ●会場：町田市民フォーラム視聴覚室

●出席者：釘田支部長、森下・佐々木副支部長、成田・高橋（成）・鵜飼・馬場・鈴木（高）

・吉元・阿部・寺田・久住・渥美理事

●オブザーバー：横山（祥）（広報協力部員）・高辻（経理協力部員）・岡本

●主な議題

（１）街頭無料相談会及びアーバンネットの相談会について

街頭無料相談会は１０月１４日（金）、アーバンネット相談会は１０月２日（日）に開催。

（２）賀詞交歓会の開催日時について

来賓との懇親をより深めるために、土曜日の昼からの開催を検討する。

５/３０ 東 京 都 行 政 書 士 会 定 時 総 会

７/１１ 東京都行政書士会町田支部 ７月定例理事会



８月 ５日（金） 暑気払い（＠徳樹庵プラザ町田店）

９月１９日（月・祝） ソフトボール大会（＠神宮外苑軟式野球場）

１０月 １日（土） 第１回支部研修会（＠町田商工会議所会議室）

１０月 ２日（日） 未来を創るアーバンネットまちだ 無料相談会

（＠ぽっぽ町田）

１０月１４日（金） 街頭無料相談会（＠ぽっぽ町田）

１１月 ３日（木・祝） 国際交流センター 夢ひろば（＠ぽっぽ町田）

この他の予定も決まり次第、広報でお伝えしていきます！！

～～ＴＯＰＩＣＳ～～

町田支部広報 ２０１６年７月

- 3 -

♪今後の主な支部活動

2016町田支部暑気払いの開催

●日時：8月5日（金）18：30～20：30

●場所：徳樹庵プラザ町田店（TEL:042-

739-5322）

町田市原町田4-1-14プラザ町田3F

上記の通り夏季懇親会（暑気払い）を

行います。

多くの会員の皆様の参加をお待ちして

おります！

楽しいアトラクションなどで盛り上げ

てまいります！

FAXにて参加申込みされる会員は、同封

の参加申込書にて送信下さい。

なお、メールによる参加申込みについ

ては町田支部MLにてご案内しております

ので、重複しないよう、よろしくお願い

致します。

締 切 日： 8月2日（火）まで

お問合せ ： 厚生担当 鈴木高志

（TEL:042-770-2530）

第１回支部研修会

●日時：１０月１日（土）14：30～16：30

●場所：町田商工会議所会議室（定員60名）

東京都町田市原町田3-3-22

●講師：伊藤 浩 先生（台東支部、日行

連専務理事、東京会企画開発部長）

●テーマ：「新規事業開拓論」

新しい分野での業務の見つけ方

からリサーチの仕方、さらに集

客の仕組み作りなど実務で役立

つ話が満載の研修です。

●懇親会：17：00から、講師を囲んで予定

しています。会費は3,500円位。

お申込みは、研修担当馬場までお願いし

ます。メールかＦＡＸにてお申し込みの場

合、お名前・電話番号・メールアドレス・

懇親会参加の有無をご記入ください。

電話：042-813-0182

ＦＡＸ：042-795-2231

e-mail:tsuruma.life@gmail.com
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未来を創るアーバンネット町田

無料相談会
１０月２日（日）、「ぽっぽ町田」にて、恒

例の「アーバンネットまちだ・無料相談会」が

開催されます。相談会は午前１０時～午後４時

ですが、町田支部では、以下のように午前と午

後に分けて、相談員を募集します。皆様のご協

力を切にお願いいたします。

午前９；４５～１２；４５ ６名

（設営の手伝いあり）

午後１２；３０～１５；３０ ６名

（撤去の手伝いあり）

参加者には、交通費３,０００円支給。

撤去後、反省会兼懇親会を予定しております。

（参加は自由です）

人数が多い場合には抽選とさせていただきま

す。

参加希望の方は、８月３１日までに、ＭＬ若

しくはＦＡＸ（042-725-7984）で、横山祥二ま

でご連絡下さい。

街頭無料相談会

１０月１４日（金）、１０時より「ぽっぽ

町田」にて、「街頭無料相談会」を行います。

この相談会は、東京都行政書士会の行政書士

制度広報月間の一環として行われ、行政書士

業務への認識と行政書士への信頼を高め、行

政書士制度の普及・浸透を図ることを目的と

しています。

参加方法については、後日支部メーリング

リスト等でお知らせします。

前記目的の達成のためにも、多くの会員の

方の参加をお待ちしています。

第11回ソフトボール大会参加のお知らせ
東京都行政書士会厚生部主催第11回ソフトボール大会の日程が発表されたことを受けて、我が町田支部に於き

まして、昨年の歴史的大敗を払拭するため、心機一転新たなチーム名として「町田」の文字を掲げて参加するこ

ととなりました。本年は会場の都合により試合は下記の通り、1日間だけで行われます。

実 施 日： 平成28年9月19日（月祝）

場 所： 神宮外苑軟式野球場

チーム名 ： まほろ市をんず町田

監 督： 釘田一富支部長

キャプテン： 森下勝司副支部長

責 任 者： 鈴木高志（厚生担当）

7月19日（火）に参加チーム責任者会及び組合せ抽選会が行われ、そこで試合日程やルール等の詳細が決定次

第、参加者募集のお知らせをさせて頂きます。

スポーツを通して、会員の親睦交流を図る本会厚生部 大のイベントは、年々拡大の一途を辿り、本年も昨年

参加チーム数23チームを上回る勢いで開催される予定です。「選手はちょっと・・・」という方は、応援や見学、

お手伝いという重要なポジションもあります。参加する皆様全員が楽しめるよう進めて参りますので、どうか会

員の皆様の積極的な参加応援をよろしくお願い致します。

「町田支部一丸となってこそ、初戦突破の勝利あり！」の思いで、神宮の森に集まりましょう。



「町田支部の掲示板」では、担当者より会員の皆様へのお知らせやお願いを載せていきます。
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町 田 支 部 の 掲 示 板

経理担当より支部会費納入のお願い

振込用紙を同封させていただきました。平成２８年度（平成２８年４月から同２９年

３月）の年会費6,000円をお振込ください。

なお、口座入金の確認の遅れから、既にお支払い済みにもかかわらず振込用紙が届く

場合がございます。その際は、ご容赦ください。

≪お振込方法≫

①同封の振替用紙にてのお振込

②ゆうちょ銀行ネットバンキングからのお振込（記号10090－57993791）

③ゆうちょ銀行以外からのお振込

ゆうちょ銀行 008支店 普通預金 口座番号5799379

口座名 東京都行政書士会町田支部

※ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方は、振込用紙（支部負担手数料130円）ではなく、

なるべく口座からのお振替（支部負担手数料80円）にてお願い致します。

～編集後記～
広報担当の渥美です。広報担当も２年目となりました。私が担当してから通算４号目の

支部広報誌発行となりました。当初は、誌面作りに四苦八苦しておりましたが、４号目と

もなるとさすがに慣れてきて効率も上がってきました。しかし、「慣れ」は「だれ」にも

繋がるもの。自ら告白してしまいますが、現に今回の誌面もよく見ると１年前の誌面構成

と似ているような・・・

このままではいけない！ということで、次号より掲載する新たな企画を思案中です。ま

た、誌面でご案内の通り支部行事も次々と予定されていますから、だれている暇はなさそ

うです。

会員のみなさまも猛暑にだれることなく、この夏をお過ごしください。

広報担当理事 渥美 元博

（メールアドレス:atsumi.gyosei.office@gmail.com）

行政まちだ ／ 東京都行政書士会町田支部
★発行人 東京都行政書士会町田支部長 釘田 一富
★編集人 渥美 元博 ・ 横山 祥二
★発行日 平成２８年７月２４日


