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令和３年度第１回理事会開催

４月１６日（金）１３時３０分から
コンセーレ（栃木県青年会館）１階大ホール
・開会に続きご逝去者に対し、黙祷。
報告事項
（１）令和３年度定期総会開催について
（２）日本行政書士会連合会の近況について
（３）令和２年度行政書士試験の結果について
議長の就任及び議事録署名人・書記の任命の後、
議案審議に入る。

【那 須】

那須支部第１回理事会開催
那須
那
須支部
部第
第１
１
１回理
回理事会
回理
事会開催
催
４月８日（木）１６時００分より、オンライン
会議にて、第１回理事会が開催されました。那須
支部でのオンライン会議は初めての試みでしたが、
役員全員が出席できました。
令和３年度の定期総会にむけ、令和２年度の事
業報告及び決算報告、令和３年度の事業計画案及
び予算案、役員改選について協議されました。
令和２年度は、新型コロナウィルスの影響によ
り、無料相談会、支部研修会、懇親会など多くの
事業が中止となりました。令和３年度は、密を避
ける工夫を施し、事業を開催する必要があるとの

議案第１号 令和３年度顕彰候補者について
議案第２号 総会に付議すべき事項について
総会議案第１号 令和２年度事業報告並びに
同決算について
総会議案第２号 令和３年度事業計画並びに
同予算について
総会議案第３号 栃木県行政書士会会則の改
正について
総会議案第４号 役員の選任について
総会議案第５号 綱紀委員の選任について
総会議案第６号 日本行政書士会連合会定時
総会に関する事項について
議案第３号 議案第２号における字句の一部修正
委任について
いずれも可決された。
協議事項
令和４年度日本行政書士会連合会関東地方協議
会連絡会の会場候補地について
（広報部 小平磨弓）

方向に多くの意見交換がなされました。研修では
オンラインを活用することも提案されました。ま
た、時期を慎重に測りながら、特色のある無料相
談会を行うことも協議されました。
令和３年度は、役員改選の年でもあるため、総
会を４月２８日にいきいきふれあいセンターで開
催することとなりました。
聞き取りにくい時に、思わず身を乗り出してし
まうこともあ
った、オンラ
イン会議でし
た。出席者の
慣れが速く、
２時間３０分
を経過する役
員会となりま
した。
（支部理事 室賀芳明）
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【小 山】

交通安全週間
交通
通安全
安全週間
全週間
週間 街頭啓蒙活動
街頭
頭啓
啓蒙
蒙活
活動
４月６日（火）７時３０分より小山支部「社
会貢献活動」の一環として恒例の「交通安全 街
頭啓蒙活動」が実施されました。当日は快晴の心
地よい日でした。角の公園は思川桜がちょうど満
開になった、小山市羽川交差点に小山支部会員、
交通安全協会、公民館関係者などが集合し、「交
通安全運動実施中」「スピード注意」のプラカー
ドを掲げ運転者に注意喚起しました。

の中止が決定されました。また、定期総会出欠回
答ハガキ委任状欄の押印廃止も決定されました。
今年は役員改選の年であり、支部役員選出方法、
本部役員の推薦に係る件について説明、報告がな
されました。
次期役員の方々には新型コロナウイルスに負け
ることなく、宇都宮支部を盛り上げていって頂き
たいです。
（支局長 西川育美）
【塩 那】

塩那支部定期総会開催
塩那支部
塩那
那支部
支 定期
定期総会
総 開催
催

（支局長 星野良一）

４月１８日（日）１５時より、矢板市生涯学習
館２階研修室において、令和３年度定期総会が開
催されました。１５名の参加のもと、マスクを着
用、健康状況の確認、換気の徹底、手指消毒液の
使用などコロナ対策をしっかりおこない開催いた
しました。
昨年の定期総会は、書面議決でしたが、今年は
役員改選を行う必要性があり、時間短縮に努めな
がらの開催となりました。
議案第１号 令和２年度事業報告について
議案第２号 令和２年度収支決算報告について
議案第３号 令和３年度事業計画について
議案第４号 令和３年度収支予算について
議案第５号 規則の一部改正について
議案第６号 役員改選について
審議され承認されました。

【宇都宮】

宇都宮支部第１回理事会開催
宇都
都宮支
宮支部第
支部第
部第１回
回理
理事
事会開
会 催

４月８日（木）１３時３０分から栃木県行政書
士会館２階会議室において、令和３年度第１回理
事会が開催されました。
令和３年度定期総会開催に向け、令和２年度事
業報告・収支決算報告及び令和３年度事業計画・
予算案が承認されました。新型コロナ感染症拡大
防止のため総会開催方法の検討がなされ、懇親会

特に質疑等もなく、時間短縮で開催できたこと
や参加者の方々にお会いできたことに感謝いたし
ます。
役員改選では、村上和雄支部長から岡村浩雅支
部長へバトンタッチされることになりました。２
期４年間支部長を務めていただいた村上和雄支部
長には、若い会員にもご指導等を賜り感謝申し上
げます。ありがとうございました。新支部長の岡
村支部長におかれましては、今後のリーダーシッ
プを期待しております。よろしくお願いいたしま
す。
（支局長 鈴木 忠）
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【佐 野】

佐野支部第１回理事会開催
佐野支部
佐野
支部
部第１
第１
１回理
回理事会開催
回理
事会
会開催
催
４月１９日（月）１５時より令和３年度第１回
佐野支部理事会がオンライン会議にて開催されま
した。正副支部長、理事、相談役、顧問の合計７
名が参加いたしました。

報告事項としまして３月１２日（金）に佐野市
主催の合同相談会に参加したこと、今年度も継続
して合同相談会に参加することの説明がありまし
た。
議案では最初に昨年度の活動報告、決算書の確
認、今年度の事業計画案、予算案、役員改選案の
確認を行い、支部定期総会の議題にあげることを
確認いたしました。前回の理事会で令和３年度の
支部定期総会の開催方法はオンライン方式に決定
となりましたので手順・役割分担の確認を行いま
した。オンラインによる支部定期総会の開催は初
めてになりますので、注意点など慎重に確認いた
しました。
現役員による支部理事会は今回が最後になり、
次回からは支部定期総会で承認された新役員によ
る支部理事会が開催されます。新しい役員も多数
入る役員改選案を作成いたしましたので、次回以
降の支部理事会では新たな視点から色々な提案が
なされるのではないかと期待しております。
（佐野支部 中村光男）
【佐 野】

佐野支部定期総会開催
佐野支部
佐野
支部定期
支部
定期総会
総 開
開催
催
４月２６日（月）午前１０時００分から１０時
４５分まで、佐野支部定期総会をオンライン方式
にて開催いたしました。当日の出席会員は１２名
になりました。
議案の内容は令和２年度事業経過報告、同決算
報告、令和３年度事業計画、同予算、役員改選に
ついてになります。慎重に審議を行いました結果、

報告及び案は全て可決承認がなされました。
昨年度は新型コロナウイルスの影響により支部
定期総会は書面決議方式を採用いたしましたが、
今年度はオンライン方式にて開催することができ
ました。総会は支部会員が意見を述べることので
きる貴重な場でもありますので、無事に開催する
ことができまして一安心です。
今年度も佐野支部では無料相談会の開催など様
々な事業に参画する予定でおります。佐野支部役
員以外の会員のみなさまにもぜひ積極的にご参加
いただき、佐野支部を盛り立てていただけますと
幸いです。

（佐野支部 中村光男）
【那 須】

令和３年度那須支部定期総会開催
令和３年
令和
３年度那
度那
那須支部定
須支部定
須支
部定期総会開
期総会開
期総
開催
４月２８日（水）１３時３０分より１５時まで、
いきいきふれあいセンター大会議室にて那須支部
定期総会を開催いたしました。
１４名の会員が出席しました。「令和２年度事
業報告・収支決算報告」「令和３年度事業計画・
収支予算」「役員改選」について審議が行われ、
すべての議案において可決承認されました。
その後、新入会会員の自己紹介が行われました。
令和２年度はコロナ禍の影響で行事の自粛を余儀
なくされたため、はじめての顔合わせになりまし
た。また、専門に特化した相談会開催などの提案
もあり地元のニーズに応えられるよう積極的な意
見交換もありました。
新年度はリモートなどの技術を取り入れながら、
新たなメンバーと共に活発な支部活動ができるよ
う団結を深めました。
（支局長 塚本さゆり）
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栃木県行政書士会カレンダー（６月）
日
9

予
水

定

ＴＩＡ相談会

時
間
10:00～

主
催
国際部

小山市外国人相談会

10:00～

国際部

申請取次新規受付審査会

13:30～

申取管理委員会

外国人在留資格無料相談会（於：足利市生涯学習センター

13:00～16:00

足利支部

会議室）
10

木

広報部会

13:00～

広報部

11

金

市民相談 行政書士による相談(於：佐野市役所）（問い

13:30～16:00

佐野支部

合わせ：佐野市市民生活課 0283-20-3014 ）
14

月

行政書士無料相談（於：宇都宮市役所２階市民相談コーナ
ー）

10:00～15:00

宇都宮支部

16

水

ＫＩＦＡ相談会

10:00～

国際部

国際業務研修会（教育会館）

13:30～

国際部

行政書士無料相談（於:栃木市役所本庁舎２階市民相談
室）
ＵＣＩＡ相談会
市民プラザ無料相談会（於：うつのみや表参道スクエア５
階市民プラザ)

14:00～16:00

栃木支部

15:00～
13:00～16:00

国際部
宇都宮支部

18

金

21
27

月
日

日行連だより
日行連から届いた文書の内、会員の皆様に役立つ文書の表題等を掲載いたします。文書の写し等必要な方
は事務局までご一報ください（要実費）
。
日行連№ 受信日付
文書の表題
届出済証明書の更新手続きにおける理由書及びＶＯＤ方式における実務研修会修
35
R3.4.15
了証書の取扱いについて（お願い）
39
R3.4.15
建設業退職金共済制度の適正履行の確保について（周知）
新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた
40
R3.4.15
工事及び業務の対応について（周知）
56
R3.4.15
申請取次事務研修会（６月ＶＯＤ方式）の開催について
66
R3.4.23
令和３年度日本行政書士会連合会定時総会代議員数算出表について

会では電話無料相談「行政書士相談センター」 ０２８－６３８－０９１９(まるくいく)を
運営しています。この電話には、相続、遺言を中心に、日々様々な相談が寄せられています。
事務局でご相談の概要をお聞きした後、相談員(行政書士)にお伝えし、その後、相談者様か
ら相談員の事務所または携帯電話へ電話をしていただきご相談に応じるシステムです。
随時、電話相談員を募集しておりますので、ご協力いただける方、もう少し詳しく
内容を確認したい方は事務局までお問い合わせください。詳細をご案内いたします。
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経営事項審査の事務取扱いについての改正について
～栃木県県土整備部より～
標記の件について、栃木県県土整備部監理課より周知依頼がありました。
Ⅰ 改正の概要
１ 施行日
令和３（2021）年４月１日
２ 改正内容
(1)技術職員に係る改正について
改正建設業法において新設された監理技術者補佐を技術職員数（Z）の技術職員区分・資格に追
加し、４点の評点を付与
(2)建設業の経理の状況に係る改正について
公認会計士等数の算出にあたって算入できる者を以下のとおりとする。
・公認会計士及び税理士について、公認会計士法第２８条の規定による研修又は所属税理士会
が認定する研修を受講した者に限定
・１級登録経理試験に合格した者について、合格した年度の翌年度の開始の日から５年を経過
しない者若しくは１級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から５年を経過しな
い者に限定
・２級登録経理試験に合格した者について、合格した年度の翌年度の開始の日から５年を経過
しない者若しくは２級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から５年を経過しな
い者に限定
※令和５年３月末までの間は、経過措置期間
(3)法定外労働災害補償制度の加入を証明する書類に係る改正について
・中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても、要件を満たして
いる場合は、加点対象
(4)知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る改正について
・審査基準日前１年間のうちに常勤の技術者（監理技術者・主任技術者になる資格を有する者、
一級・二級技士補）がＣＰＤ単位を取得した場合その単位数を加点対象
・審査基準日前３年間のうちに常勤の技能者（建設工事の施工に従事した者※施工管理のみに
従事する者を除く）が認定能力評価基準により受けた評価（技能レベル）が１以上向上した
場合、その人数を加点対象
Ⅱ その他
上記改正に伴う再審査を希望する方について、次の期間に手数料無料で受付します。
再審査の受付期間：令和３年４月１日～７月２９日
再審査の対象
：再審査申請日において、
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値結果通知書」
の有効期限内であること。（審査基準日から１年７か月以内）
詳細については、当会ＨＰ会員専用「業務情報」に掲載されている下記の資料および国土交通省の
ホームページをご確認ください。
【国不建第 488 号】経営事項審査の事務取扱いについての改正について.pdf
[様式第 4 号]CPD 単位を取得した技術者名簿.xls
[様式第 5 号]技能者名簿.xls
[国土交通省ホームページ]
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001397215.pdf
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栃木県開発許可事務の手引（令和 3 年 4 月）の公開・有償頒布につ
いて
～栃木県県土整備部より～
標記の件について、栃木県県土整備部都市計画課より、栃木県開発許可事務の手引が改訂されたと
の案内がありました。
県のホームページに全文（ＰＤＦ）が公開されており、冊子については、下記のとおり有償頒布
（販売）されています。
１ 取扱期間
（１）県民プラザ
県文書学事課 情報公開推進室 栃木県庁本館２階 TEL 028－623－2059
（２）県地方合同庁舎の生協売店
河内庁舎売店
宇都宮市竹林町 1030－2 TEL 028－626－3191
下都賀庁舎売店
栃木市神田町 6－6
TEL 0282－24－9822
塩谷庁舎売店
矢板市鹿島町 20－22
TEL 0287－43－6265
那須庁舎売店
大田原市中央 1－9－9
TEL 0287－23－4905
安蘇庁舎売店
佐野市堀米町 607
TEL 0283－22－4179
足利庁舎売店
足利市伊勢町 4－19
TEL 0284－43－1430
２ 頒布価格
１冊４７０円

建設業退職金共済制度の適正履行の確保について
～日行連より～
標記の件について、日行連より周知依頼がありました。
詳細については、当会ＨＰ会員専用「業務情報」に掲載されている下記の資料をご確認ください。
【日行連発第 39 号】建設業退職金共済制度の適正履行の確保について.pdf
【国不入企第 42 号】建設業退職金共済制度の適正履行の確保について.pdf
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会員事務所訪問コーナー
会員事務所訪問コーナ
氏
名
事務所名称
所 在 地
入 会 日

髙橋 真知子
髙橋行政書士事務所
栃木県小山市暁１−７−２０
２０１３年６月

おじゃましま～す！
事ができるところ。
Ｑ 趣味はありますか？
Ａ 音楽鑑賞。長年、ケイト・ブッシュのファン
です。
高校時代はオーケストラ部に所属して、毎日
ヴァイオリンの練習をしていました。あまり上
手じゃないので、今は聴く専門です（笑）
あとはフラダンスを学生時代からやっていま
す。他の運動は苦手ですが、これだけは楽しい
ので続いています。

Ｑ 行政書士になろうとした動機について教えて
ください。
Ａ 知人から離婚の相談を受けたことがあり、法
律の知識があれば具体的に相談に乗れると思っ
たのがきっかけで、法律の勉強を始めました。
Ｑ 行政書士の業務は幅広いですが、どのような
分野を中心に活動されているのですか。
Ａ 主に土地関係（農転・開発）の業務を行って
います。

Ｑ 座右の銘など、好きな言葉はありますか？
Ａ 心身一如。
年齢とともに、身体の状態が思考に与える影
響をひしひしと感じるようになってきました。
これからも元気に仕事ができるよう、体調管理
に努めたいと思います。
後記
コロナ禍が続き、他人との接触を減少させなけ
ればならないなかで“おじゃましまーす”にリモ
ートでご協力いただきました。現在小山支部 副
支部長として颯爽とご活躍中の髙橋真知子会員の
益々のご活躍を期待しております。
以上

Ｑ 行政書士になってからの経験談などがあれば
教えてください。
Ａ 私の場合、農地に住宅を建てるための許可を
依頼されることが多いのですが、最初の調査の
段階で許可の可能性の有無、必要な事項をでき
るだけ漏れなく洗い出すことに一番神経を使っ
ています。そこを最初に正確に伝えることでお
客様との信頼関係が生まれるためです。お客様
との関わりが多くなるので、許可後も野菜をい
ただいたり、知人を紹介していただいたりと親
しくなれる機会も多く、有難いことだと感じま
す。
Ｑ 行政書士業務の魅力はどんなところですか？
Ａ 自分の持つ専門知識を、困っている人の役に
立てることができるところ。自分のペースで仕

－８－
行政書士とちぎ 2021.5

（小山支局長 星野良一）

支局かわら版

日光市世界遺産

道の駅日光
日光街道ニコニコ本陣を紹介します！！

日光支部

ことができます。また、地元の食材を使用したそ
ばやパン、丼ものなどを楽しめるお食事処が軒を
連ねています。

道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣は、日光街
道、会津西街道、例幣使街道の日光杉並木街道を
代表する３街道が合流する交通の要衝に位置する
中心市街地にあります。
ニコニコ本陣は、２０１５年４月にオープンし
「音楽」をテーマにした日光市の公共施設であり、
全国的にもめずらしい、中心市街地に所在する
「道の駅」として国土交通省に登録されているそ
うです。
街なかのにぎわい創出や商業活性化を図り、ま
た日光東照宮をはじめとする世界遺産「日光の社
寺」や中禅寺湖などの大自然に囲まれた奥日光エ
リア、鬼怒川・川治温泉エリアなどの観光名所に
訪れる旅の起点となることを目的に設置されたそ
うです。
また、令和３年４月１日に、日光街道ニコニコ
本陣から、徒歩５分、JR今市駅前に複合商業施設
ＮＩＫＫＯランドマークが開店しました。
下記写真

ニコニコ本陣内には「日本のこころのうたミュ
ージアム・船村徹記念館」、県内の農産物・お土
産が手に入る「ニコニコマルシェ（商業施設）」
などが入っている複合施設です。ミュージアム・
船村徹記念館は日光市にゆかりのある作曲家船村
徹氏の作品や日光の自然・文化遺産を大迫力の映
像で体感できる３Ｄシアター、日光連山が望める
ビューポイントなど、見どころ盛り沢山です。
日光土産になる地産の新鮮な農作物や特産品が
リーズナブルに入手可能で、都市や地元では見な
い珍しい食材などを買い求める人の姿を多く見る

今後、活気あふれる日光市になることと思いま
す！
（日光支局長 荒川 崇）
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国際業務研修会

国際部 主催

○開催日時
○開催場所
○研修内容
○対 象 者
○受 講 料
○締
切
○定
員

令和３年６月１６日（水）１３：３０～
栃木県教育会館１階中会議室（宇都宮市駒生１－１－６）
実際の相談事例を元に入管実務の基礎を学ぶことができます。
会
員（申請取次者でなくても受講できます。補助者は不可）
無
料
６月１１日（金）
相談事例発表者と相談会オブザーバーを含め３０名
名
＊研修会会場に定員があるため、相談事例発表者と相談会オブザーバーも必ず申し込
みをしてください。
。
※「出
出入国管理法令集」
、
「出入国管理実務六法」など、入管法・国籍法が登載されている
法令集を必ずご持参ください。

研
６/１６

修

国際業務研修会

名
無 料

６/１１
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栃木会の
申請取次行政書士
の動向

新規申出（４月）
０名
更新申出（４月）
４名
有効期限切れによる減少
１名
退会による減少
１名
申請取次行政書士（４月末現在） １４２名

◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、日行連の研修会は令和３年度も引き続き、
ＶＯＤ
（ビデオ・オン・デマンド）方式の開催予定とのことです。開催月等の概要と申込書は、
日行連ホームページと「日本行政」に掲載されますので、受講を希望される方は随時、ご確認
をお願いします。
◇実務研修の修了証書の代わりに「理由書」で更新手続きをされた方は、実務研修会（現在は
ＶＯＤ）を受講し、
「修了証書」を提出する必要があります。
「理由書」提出による受講猶予
措置も当面の間、継続します（現在は令和３年度中までに有効期限を迎える方が対象）
。
★申出の必要書類・費用等、詳細は「会のホームページ－
【会員専用】ページ－各種申請様式－
申請取次行政書士―申請取次行政書士の手続き（説明）
」をご確認ください。
※新規申出は面談の上、受け付けますので予約制となります。
（予約先：０２８－６３５－１４１１）
次回の予約締切日：５月３１日（月） 受付日：６月９日（水）時間は予約時に案内します。
※更新の書類締切は毎月１５日です。
（更新手続きは有効期限の２ヶ月半前から受付できます。有効期限月のお手続きの場合、期限内
に新たな証明書が届かないことがありますので、期限に余裕を持ってお手続きください。）
【ご注意】顔写真は、写真館、カメラ店または証明写真機で撮影したもの。（ご自分で撮影し
家庭用プリンターで印刷したものは、影が入ったり、鮮明でないものがあり、入管で受付でき
ないことが多いため）※証明写真機の場合は髪で目が隠れたりしないようにご自身でよくご確
認ください。また、証明写真機の場合は頭の先からあごの先まで入りきらないことが多いので
カメラ店等で撮影することをお勧めします。

（令和 3 年 4 月 30 日現在）

宇都宮
関

R3.4.2

3290617

R3.4.2

3200838

R3.4.2

3210967

R3.4.2

3290514

R3.4.2

3200846

康雄
宇都宮

今井

敬史

宇都宮
鈴木
小
中川

茂之
山
麻美

宇都宮
野

葉子

行政書士関康雄事務所
河内郡上三川町大字上蒲生 2115-8

0285-56-3635

今井行政書士事務所
宇都宮市吉野 2-1-2

028-678-9131

鈴木茂之行政書士事務所
宇都宮市錦 3-12-11
スリーゼ錦 606 号

090-9013-9068

行政書士あさみ法務事務所
下野市東前原 95-8
行政書士

080-2259-5299

野事務所

宇都宮市滝の原 1-3-52
アメニティフラットⅡ301
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028-616-8658

芳

賀

近能

R3.4.2

弘章

宇都宮
小川

沼

大塚

利

青砥

井上

飛田

おおづか行政書士事務所

3260814

青砥薫行政書士事務所

R3.4.15

R3.4.15

3200048

R3.4.15

3200804

藍

折本
小 山

3220028

卓也

宇都宮

折本

茂

行政書士法人なすの事務所

宇都宮
行政書士法人なすの事務所 宇都宮支店

那

028-678-3898

宇都宮市小幡 2-2-11

080-2263-6195

鹿沼市栄町 1-16-15

足利市通 3-2589
足利織物会館 3 階 A-BOX B-2 号室

080-5004-4950

カミーユ行政書士事務所
090-5500-5208

宇都宮市北一の沢町 9-14
藤ハイツ北一の沢 B202

行政書士あい事務所
宇都宮市二荒町 5-7
MUSASHI futaara BASE307

080-7607-3948

茂会員のご冥福をお祈りいたします。

【行政書士法人設立】
支 部・名 称
那 須

【変 更】
支 部
宇都宮

とちぎ行政書士法人
宇都宮オフィス

R3.4.15

薫

宇都宮

0285-82-2589

真岡市荒町 3-45-5

R3.4.15

圭希

足

行政書士近能明正事務所

3200036

亮

鹿

3214305

氏 名
岩崎 一郎

須

室井

昭則

宇都宮

田村

貴則

小

山

田中

孝児

小 山
宇都宮
小 山

江口
小林
大橋

憲光
昌郎
勝典

R3.3.1

成立年月日

死 亡

所

在

地

電

話

R3.2.8

那須塩原市西大和 4-3

0287-48-6388

R3.2.8

宇都宮市材木町 4-20

028-638-5020

社
員
代表社員
室井昭則
一般社員
田村貴則

変更事項
変 更 内 容
所在地／電話番号 宇都宮市平松本町 465-21 ／ 028-689-8832
属性／名称
行政書士法人の社員／行政書士法人なすの事務所
所在地
那須塩原市西大和 4-3
名称
行政書士法人なすの事務所 宇都宮支店
所在地／電話番号 宇都宮市材木町 4-20 ／ 028-638-5020
所在地
電話番号
所在地／電話番号
所在地／電話番号
電話番号

小山市駅東通り2-20-2 ポレスターステーションシティ小山 1306
0285-39-8571
下野市上古山 556-5 ／ 0285-38-9841
宇都宮市高砂町 3-5 ／ 028-348-1538
090-7015-9280

３月の事業年度も終了し、支部総会が開催
されています。この１年を振り返りますと、
無料相談会や研修会を計画するのに、非常に
苦労したと思います。
新たな年度がスタートします。今年こそは
と期待もありますが、不安もあります。しか
しワクチン接種実施という希望があります。
前向きな気持で、進みましょう。
（広報部 手塚理恵）
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