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久住 博隆 

 

 

日頃東京都行政書士会町田支部の支部活動にご理解とご協

力を賜り厚く御礼申し上げます。私は去る 4月 20日に行われ

ました 2019 年度東京都行政書士会町田支部定時総会に於き

まして再び町田支部長を拝命するとともに、同日行われまし

た、東京行政書士政治連盟町田支部定時大会に於いて政治連

盟町田支部長を拝命いたしました。 

 

昨今民法や入管法など私たち行政書士の業務に関連する法

律の改正が行われております。専門家としてこれらに対応す

べく、本年度も様々な研修会を企画するとともに色々な形で

情報提供をさせていただける体制づくりに力を入れていきたいと考えます。また、他士業

や行政機関、地域団体などとの連携も今まで以上に強化することで、国民の利便に資する

とともに、会員の皆様の業務が円滑に行える環境づくりに役立つ支部運営を行っていきま

す。 

しかし、これらを実行するためには会員の皆様一人一人のご理解とご協力が必要です。本

年度も多くの会員の皆様に会務やイベントにご参加いただき、多くのご意見をいただけま

すよう宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員の皆様の貴重なご意見、ご要望をお聞かせください。 

 

東京都行政書士会町田支部 支部長 久住博隆 

Kusumi.office@gmail.com   070-6997-6036    
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渥美 元博 

 

東京都行政書士会町田支部、並びに東京行政書士政治連盟町田支部会員の皆様、日頃より

支部運営にご協力いただきありがとうございます。先の平成３１年度（令和元年度）町田

支部総会及び大会におきまして、町田支部及び政連副支部長を拝命いたしました渥美元博

です。 

 再任された久住支部長の元、先の二年に続き二期目の副支部長を担当させていただきま

す。前期は業務推進部を担当させていただき、広報誌の充実や支部ＨＰのリニューアル、

さらには法教育の展開と、主に対外的な業務を推し進めてまいりました。各担当分野の理

事が、それぞれ率先して支部業務に取り組んでいただいたお陰で、大きな成果を上げられ

ました。担当理事及び委員会にてご協力いただいた会員の方々には、改めて感謝を申し上

げます。 

  

 さて、昨期までとは異なり、今期からは総務部を担当させていただきます。総務部は、

支部運営の根幹を担当する部署ですから、支部運営が停滞することなく潤滑に回っていく

よう、精力を注がせていただきます。 

例年行っている賀詞交歓会や秋の街頭無料相談会の開催、理事会の運営をしっかりと行

ってまいります。また、６月８日に行わせていただいた街頭無料相談会や昨年忠生市民セ

ンターで行った出張無料相談会など、市民の方々に行政書士をもっと知っていただく場も

積極的に設けていきます。 

支部研修についても、法改正や現在の実情を踏まえた最新の情報を提供することによっ

て、すぐにでも実務に生かせる内容を考えております。 

さらに、暑気払いや本会主催のソフトボール大会など、支部会員同士が懇親できる場の

提供も定期的に行ってまいります。 

  

この二年間、久住新支部長の下、支部の行事や活動も増え、それらの行事や活動に多く

の会員が参加してくれています。これより二年間も、その成果に甘えることなく、より良

い町田支部の形成に尽くしてまいります。 

どうぞ、改めましてよろしくお願い申し上げます。 
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阿部 朋子 

 

久住支部長のもと、副支部長を務めさせていただいて今年で３年目になります。これま

での２年、町田支部ではいままでにはないミニ相談会を開催したり、市役所相談特別役員

の体制が変わったりと変化がありました。ホームページのリニューアルも動き出しました。

これらの作業は基本的に会員の皆様の奉仕で行われております。交通費程度はお支払いす

ることもありますが、報酬というものは基本発生しません。それでも会務に参加している

会員が自分の得意分野や出来ることを率先して引き受けて、より良い町田支部にしていこ

うと活動しています。その有志の皆様の思いを無駄にしないためにも、参加して楽しい支

部活動にし、一人でも多くの会員に携わってもらえるよう魅力ある支部にしてきたいです。

これからもどうぞ宜しくお願いします。 

 

 

媚山 豊英 

皆様、こんにちは。 

今回、新執行部で副支部長になりました媚山豊英（こびやま とよひで）と申します。 

担当は業務推進です。 

業務推進の中には、「IＴ」・「広報」・「渉外」の 3つの部門がございます。 

前執行部では「渉外」を担当させて頂きましたので多少のことは理解しておりますが、他

の 2部門については全くの門外漢でございます。 

それぞれの部門長の指導を頂きながら、会員の役に立つ業務推進部を作り上げたいと思っ

ております。 

支部における業務推進部の役割というのは、町田市及び周辺地域に住んでいる方、各種

法人更に団体・協会等に対して、行政書士の存在と業務の内容を知らしめることと考えて

おります。 

昨年度の「渉外」は、無料相談会を武器に自治会、商店会、金融機関にアプローチしま

した。実際、商店会の出店では相談件数が 10数件ございまして相談会としては成果が有っ

たと思います。しかし、これが最終の目標ではありませんので、今後受注までどう進めて

いくのか課題の一つと思っています。 

 また、「ＩＴ」や「広報」が、業務推進部の一部門として、対外的にどの様な役割を担っ

ていくのか支部長はじめ部門長とも議論を重ねてみたいと思っています。 

 皆様のご意見・ご要望がございましたら、ご遠慮なく連絡を頂ければと存じます。 

また、こんなところにコネがあるのだけれども使えないかなどという情報も頂戴したいと

思います。マンパワーでは無理でも支部としては会って頂けるところもあると思います。 

 会員の皆様のご協力をお願いしたいと思います。 
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厚生担当理事 唐石 俊之 

この度、理事を拝命致しました唐石俊之と申します。町田支部の総

務部厚生担当として、各種のイベントを企画し、支部会員相互の懇親

を深めるよう努めていきます。今後共ご意見、ご助言等いただければ

幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

渉外担当理事・空き家対策委員会委員長 小松 由宜 

この度、理事及び空き家対策委員長を拝命致しました小松由宜と

申します。町田支部の渉外担当として各業界・金融機関・官公署等

との連携などを行うと共に空き家対策に関しましても有益な情報提

供ができる様に努めて参ります。今後共御指導御鞭撻の程、宜しく

お願い申し上げます。 

 

 

 

広報担当協力部員 上田 和彦 

 町田支部の皆様、こんにちは。以前、広報誌の表紙を描かせて頂いたことが縁で、今

回、町田支部の広報協力部員としてお手伝いをさせていただくことになりました。皆様に

とって、より見やすく、面白い誌面となるよう頑張りますのでご指導頂ければ幸いです。

どうぞ、よろしくお願い致します。 
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総務担当　
岡田　彰

厚生担当
唐石　俊之　

研修担当
中移 庸介

経理担当
礒野　雄

監察担当
横山　祥二

情報提供担当
横山　祥二

ＩＴ担当
山内　史雄

広報担当
吉田　美紀

渉外担当
小松　由宜

法教育委員
礒野　雄

副委員長 暴排委員
大石益男 横田義男・斎藤良則

山田尊義

支部長
久住　博隆

※協力者　吉田　美紀

吉元　和俊

総会 理事会

阿部　朋子

※協力者　唐石俊之

暴力団等排除対策委員会委員長

法教育委員会委員長
馬場　敦

阿部　朋子
未来を創るアーバンネットまちだ担当

空き家対策委員会委員長
小松　由宜

※協力者　吉田美紀

上田和彦

海野　敏郎

監事

市役所相談担当委員会委員長
渥美　元博

久住　博隆

業務推進・広報部担当副支部長

媚山　豊英

総務部担当副支部長
渥美　元博

経理部担当副支部長

大塚　靖夫
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平成３１年４月２０日（土）１３時半より町田文化交流センターけやき西において、総

会員数１１６名のうち、７５名の出席（うち委任状による出席者４４名を含む）のもと、

定時総会を開催いたしました。 

司会の鈴木高志会員による開会宣言ののち、支部長久住博隆会員より総会開催にあたっ

ての挨拶が述べられました。続いて、ご来賓の東京都行政書士会会長常住豊先生、副会長

太田明賢先生よりご挨拶をいただき、岡田彰会員より総会成立宣言がされました。 

議長に熊澤裕人会員、議事録作成人に横山祥二会員および小松由宜会員、議事録署名人

に馬場敦会員、山内史雄会員が選出され審議事項に入り、第１号議案から第５号議案（議

案内容に修正あり）について満場一致で可決されました。 

 第５号議案の修正により、附則にて平成３１年度の支部会員全員に対する支部会費の徴

収は行わないことが議決されたため、関連する第６号議案は取り下げとなりました。 

第７号議案である支部役員選出では選挙管理委員長を媚山豊英会員に選出、支部長立候

補を募ったところ久住博隆会員より立候補があった。立候補者１名の為、総会参加者の信

任決議により満場一致で久住博隆会員が支部長に選出されました。 

その後、副支部長３名、理事１０名、監事２名が選出され、第８号議案支部代議員選出

で１２名の会員が選出されました。 

第９号議案として新たな議案が上程されないため、割愛することとなり、すべての議案

について慎重な審議を終え１６時５分熊澤裕人議長の閉会宣言をもって閉会となりました。 

 

第１号議案 平成３０年事業報告 

第２号議案 平成３０年度決算報告及び監査報告 

第３号議案 平成３１年度事業計画案の承認に

ついて 

第４号議案 平成３１年度予算案の承認につい

て 

第５号議案 支部細則改正案の承認について 

第６号議案 平成３１年度支部会費について 

第７号議案 支部役員選出 

第８号議案 支部代議員選出 

第９号議案 その他 
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暴排対策委員委員長 大塚 靖夫 

 

 

令和元年 5 月 24 日(金)、令和に入り初めての暴排対策の一環として

「暴排セミナー」を開催しました。今回の「暴排セミナー」は、来年の

オリンピック・パラリンピックの開催を控え各企業、事務所等に 

対する反社会勢力による脅し、たかり、ゆすり等の不当要求行為に 

対処する迅速かつ的確な排除活動をするため、長年反社会的勢力排除

に携わってこられた元特防連の担当官を講師としてお招きし 

ご講話を賜りました。本会から副会長、暴排委員長、暴排副委員長が 

来賓として参加されたのをはじめ、渋谷支部、調布支部、立川支部、

八王子支部の皆様も参加されるなど、終了後の懇親会も来賓の方々、

各支部の皆様との親交を深め、盛況のうちに終了しました。 

 

 

 

セミナーは第一部、DVD (特防連作成)「不当要求の見極めポ

イントと実践的対応テクニック」を上映し、民間企業、各事業

所におけるクレーム対応要領の難しさを痛感しました。 

 

 

第二部の講演では元特防連の坂田専門官から 

「最近の暴力団の現況と情勢」と「過去に取り扱った

事例」等をリアルに熱の入った講話をして頂きました。

参加者は終始緊張した表情でメモを取るなど、熱心に

聴講されていました。 

 

参加された会員の方からは「又、声を掛けて下さい」、「必ず参加します」等、賛美の感想

を頂き成功裡に終了いたしました。 
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鈴木 高志 

奈良時代の富士山からは、白い噴煙が出ていたんです。山部赤人
やまべのあかひと

が田子の浦から歌を詠ん

だ光景がまさにそうなのです。 

また、当時お花見と言えば桜ではなく、中国から渡来した梅の花だったんです。 

さまざまな映像が伝わってくる「令和」と「万葉」の世界です。 

さて、「せっかく太宰府に来たなら、梅ヶ枝
う め が え

餅
もち

食べて

くばい」と言うことで、連れと二人して参道へ。先

に食べ歩きを楽しんで一休み。ここで踵
きびす

を返して

は 「チコちゃん」に怒られるので、がんばって 太

鼓橋を渡り、菅原道真公が祭られている太宰府天満

宮総本宮のほか伝説の「飛
とび

梅
うめ

」「御神
ご し ん

牛
ぎゅう

」などを見

てまわり、九州国立博物館まで足を伸ばしてみまし

た。 

（太宰府天満宮） 

しかし、いま注目の「令和」との関係は天満宮ではなく、少し離れたところにある大宰府

政庁跡のほうにあるわけです。新元号「令和」の典拠である万葉集巻五「梅花の歌三十二

首併 序
あわせてじょ

」の舞台が、当時の大宰府長官大伴旅人
おおとものたびと

の自邸で催した「梅花
ば い か

の宴」であり、その

自邸跡が当時の大宰府政庁近くの坂本八幡宮辺りにあ

るとされているからです。 

新元号発表以来、こちらも連日観光客が押し寄せて、急

に賑やかになってしまった大宰府政庁跡周辺ですが、実

はいまなお発掘調査と史跡研究が行われているエリア

なんです。 

                            （九州国立博物館）                         

大宝律令が制定され、国名が「倭」から「日本」になった頃の歌が万葉集です。全 20 巻、

約 4,500首からなり、「令和」に関係する大伴旅人は、万葉集第三期と言われる時代で、そ

れまで天皇や宮中の歌が主流だったものが、一転して庶民の人々の歌や生活の様子を描い

たものが中心になりました。酒宴の楽しみ、庶民が税収に苦しむ心情、人との死別の悲し

み、自然への敬意、愛する人への思いなど。写真や動画のない 1,300 年以上前の日本の風

景や心情を伝える方法は、歌を詠むことだったのですね。 
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改元のこの時に、真新しい万葉集解説本を片手に「のぞみ」に飛び乗り、タイムトラベラ

ー気分で行ってくることができました。そこでいまの心境などを一句といきたいところで

すが、「才能なし」の私などが歌を詠むような器量を持ち合わせるはずもありません。  で

も、俳人の夏井いつき先生が言うように、万葉を映像として切り抜いて感じ取ることが少

しはできたように思います。「パシャ」「パシャ」とスマホのように。（笑） 

 

 

 

 

 

平成３１年４月２０日（土）１６時１０分より町田文化交流センターけやき西において、

総会員数９５名のうち、６８名の出席（うち委任状による出席者４２名を含む）のもと、

定時大会を開催いたしました。 

司会の鈴木高志会員による開会宣言ののち、支部長釘田一富会員より大会開催にあたって

の挨拶が述べられました。続いて、ご来賓の東京都行政書士会副会長太田明賢先生よりご

挨拶をいただきました。 

議長に熊澤裕人会員、議事録作成人に横山祥二会員および小松由宜会員、議事録署名人に

馬場敦会員、山内史雄会員が選出されました。 

この後、議長は議案７件を上程し、審議に入りました。 

第１号議案から第４号議案について満場一致で可決されました。 

第５号議案である東政連町田支部役員選出では選挙管理委員長を媚山豊英会員に選出、支

部長立候補を募ったところ久住博隆会員より立候補があった。立候補者１名の為、大会参

加者の信任決議により満場一致で久住博隆会員が支部長に選出されました。 

その後、副支部長３名、幹事９名、監事２名が選出され、第６号議案支部代議員選出で１

０名の会員が選出されました。 

全ての議事を終了したため、熊澤裕人議長は１６時４０分に閉会宣言をし、これをもって

閉会となりました。 

 

第１号議案 平成３０年事業報告 

第２号議案 平成３０年度決算報告及び監査報告 

第３号議案 平成３１年度事業計画案の承認につ

いて 

第４号議案 平成３１年度予算案の承認について 

第５号議案 東政連支部役員選出 

第６号議案 東政連支部代議員選出 
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今年度の予定で、現在日程が確定しているものは、次の行事です。 

参加申し込み等詳細は、別途、メールで配信いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）支部研修 入国管理業務① 

 

  日時 6 月 28 日(金) 18：30～(受付 18：10) 

  場所 ぽっぽ町田会議室 1・2 

 

２）夏季懇親会(暑気払い) 

 

  日時 7 月 19 日(金) 18：00～ 

  場所 徳樹庵 町田プラザ店 

 

３）支部研修 入国管理業務② 

 

  日程 7 月 26 日(金) 

 

４）アーバン合同相談会 

 

  日程 9 月 29 日(土) 

 

５）東京都行政書士会厚生部主催ソフトボール大会 

 

  日程 11 月 2 日(土) 

 

６）国際交流 夢広場 

 

  日程 11 月 3 日(日) 
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今日のツボは「指間穴(しかんけつ)」 

 

指間穴のツボは手の甲側の人差し指から小指までの

指の間にあります。 

 

指間穴は「疲労回復のツボ」と言われています。 

 

反対の親指と人差し指で強めにはさみ、刺激してみて

ください。自律神経のバランスを整え、心と体がリラ

ックスしてくることにより疲労回復へとつながります。 

 

 

 

 

 

広報担当理事 吉田 美紀 

 

日頃広報誌へのご協力ありがとうございます。3年目

の広報担当理事を拝命いたしました吉田美紀です。今年

3月にミラーレス一眼レフカメラを購入してから、カメ

ラや写真について日々勉強中です。また、今年度より広

報誌タイトルが変わりました。いくつか頂いた候補の中

から、大石会員の「蓮の花」に決定いたしました。 

 

今後も会員の皆様に楽しんでいただける広報誌を目指

し、協力部員の唐石会員、上田会員ともに一生懸命務めて参ります。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

蓮の花 / 東京都行政書士会町田支部 
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