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U＆I 行政書士事務所様は、主に許認可関連のお仕事をしていらっしゃいます。内容としては、建設業や産
業廃棄物収集運搬など、許認可取得の業務です。具体的には、申請書類作成、行政との打ち合わせ、書類
提出などの手続きを、お客様に代わって行なっていらっしゃるとの事。その他にも、解体工事業や古物商、
車庫証明などの許可申請業務も請け負っていらっしゃいます。

代表

1 階 株式会社ワークライフスポーツ
稲垣 秀行様 （スポーツソリューションサービス業）
1 階 株式会社 INGEN
櫻井 杏子様（農業 IT 開発・農産加工受託業）
2 階 司法書士細井事務所
細井 眞樹子様 （司法書士業）
2 階 株式会社 NHS
樋口 公裕様 （保険代理店業）
3 階 近藤姫美法律事務所
近藤 姫美様 （弁護士業）

◆ 彩の国ビジネスアリーナ 2020 ◆
1982 年埼玉県戸田市で生まれ、県立上尾高等学校卒業後、東洋大学社会学部へ進学。卒業後、建築資材
の営業をしていました。尊敬できる経営者の方達とお話をさせて頂く機会が多く、その頃から漠然と『自分も
いつか独立し何か事業を始めてみたい』と考えていました。そんな中、諸事情で退職をする事となり、自分に
向いている仕事を調べていく中で、行政書士という資格を知りました。自分が興味を持って勉強をし、取得し
たいのはこの資格だと感じ、2018 年 4 月から勉強を開始。妻にも『あなたにはこの仕事が向いていると思う』
と背中を押され、応援してくれたおかげで、2019 年 1 月、無事に資格を取得することができました。そして、
その翌月から ALVEARE へ入館させて頂き、開業しました。

開催日時： 1 月 29 日（水） 10：00～18：00
1 月 30 日（木） 10：00～17：00
会場： さいたまスーパーアリーナ
入場： 無料
幅広い産業分野の優れた技術・製品・サービスが、さいたま
スーパーアリーナの地に集結します♪
http://bizmatch.saitama-j.or.jp/

◆ さつまいも博 ◆
許認可申請の更新手続きを承った際、その更新は講習会を受講しなければならないものでした。ただ、お客様が本業で忙し
く、ついうっかり受講を忘れてしまい、私の声かけでその件が判明。急いで窓口に直接連絡を取り、何とか受講に間に合う事
ができました。無事に更新ができ、お客様にも大変喜んで頂き、とても嬉しく感じました。また、その経験から、単に申請手続き
をするだけでなく、更新間近のお客様には早め早めにスケジュールを組んでご案内していく事も大切だと感じました。
人と人との出会いや繋がりを大切にしています。出会いを大切にする事の例えで『一期一会』という言葉がありますが、私の好き
な言葉の一つです。以前にご依頼を頂いたお客様が新たな許認可の取得についてご相談をして下さったり、他士業の先生が顧
問先のお客様をご紹介して下さったり、経験豊富な行政書士の先生が仕事を教えて下さったりなど、開業してからお会いした多
くの方々のおかげで、少しずつですがご縁が広がっていることを実感しています。昨年 7 月、ALVEARE で七夕の短冊に、『健康
第一で仕事ができますように』と書いたほかに、実はこっそり『皆様とのご縁が広がりますように』と書いて飾りました。そのおか
げで願い事が叶ったのかもしれません。これからも皆様と良いご縁を広げていけるかどうかは自分次第。一つ一つ丁寧に仕事
をしていき、お客様に喜んで頂けるように全力で取り組んでまいります。日々感謝の気持ちを忘れず前進していきます！
ユー

アイ

U ＆ I には二つの意味があるのですが、一つは YOU＆I の『あなたと
わたし』という意味があります。行政書士は、お客様のサポートをさせ
て頂く事で成り立つ仕事です。お客様がいなければ行政書士としての
自分は存在しない、といった思いが U＆I には込められています。
もう一つの理由は、祐治（ゆうじ）という私の名前から U を、開業にあ
たり私の背中を押してくれ、支えてくれた妻への感謝の気持ちから、
妻の名前のイニシャルから I をとり U＆I 行政書士事務所と名づけまし
た。妻の名前は何？と気になる方はぜひ直接お会いした時にお尋ね
ください。

蕨市で妻と二人暮らしです。自他共に認めるお酒好き
で、お酒がきっかけで多くの友人ができました。最近は
バーボンウイスキーやホッピーなどのお酒が好きでよく
飲んでいます。ＢＳで放送している酒場放浪記という番
組に出てくるようなお店が大好きです。おススメのお店
がありましたら是非教えてください！最近はなかなか
行けていませんが、ローカル線の旅も好きなので、車
窓から見える景色を眺めながらのんびり移動し、現地
で美味しい居酒屋さんを探す旅も趣味の一つです。

生まれ育った埼玉県で開業をしたいと色々なオフィスを見ていたのですが、オフィスアテンダントの皆さんの明るさや感じの良さ、
建物が綺麗な所などがとても気に入り、即決させて頂きました。また、内覧の 2 日後には 2018 年のクリスマス会があり、入館前に
も関わらずお声がけ頂いた為、参加させて頂く事ができました。その際、沢山の方々と名刺交換をさせて頂き、その中には、行政
書士の先輩方も多くいらっしゃいました。それまで行政書士の知り合いはいなかった為、皆さんから優しくアドバイスを頂き、少し不
安だった気持ちから、頑張らなくてはという前向きな気持ちになる事ができました。1 年経った今でも、出会った先生方には、よく相
談にのって頂いています。こちらにいると起業されている方達と接する事ができ、とても刺激になる点も大きな魅力だと思います。
行政の手続きは複雑で分かりづらい事も多い為、できるだけお客様に伝わりやすい言葉で、丁寧な説明を心掛け
ています。また許認可の取得にあたっては取引先からの要請などで取得を急いでいるお客様も多いため、フット
ワークを軽く、迅速丁寧なサービスを心掛けて対応させて頂いています。さいたま市内を中心に自転車で回ってい
る事が多いので見かけたら気軽に声をお掛けください！！
HP⇒http://www.uandi-office.jp/ TEL⇒048-762-3427 メール⇒y.sato@uandi-office.jp

開催日時： 2 月 21 日（金）～24（月・祝） 11：00～18：00
会場： けやき広場
入場： 無料
全国からサツマイモ生産者が一堂に集結し、サツマイモ・焼き
芋の新たな文化を作る、さつまいも博が開催されます！「日本
さつまいもサミット」と「全国やきいもグランプリ 2020」も行なわれ
ます。温かくて美味しい焼き芋をお楽しみになってみてはいか
がですか？(*^。^*)
https://imohaku.com/

アステリ VIP から自転車で約 13 分、ALVEARE から約 15 分
の所に老舗和菓子屋「かどや」さんが、昨年 12 月に新店舗
の桜木 4 丁目店をオープンしました！86 年にわたり、大宮で
愛されている昔ながらのこだわりの味は芸能人も大絶賛す
るほど♪人気のお団子や海苔巻き、お餅など、3 時のおや
つや、お土産にいかがですか？アステリ VIP・ALVEARE に
は貸出用自転車もございますので、是非ご利用下さい(^^♪

◆かどや◆
住所：さいたま市大宮区桜木町 4-482-17
営業時間：10:00～18：00
定休日：日曜・祝日
TEL：048-642-1502
https://odango.co.jp/

●館内消防点検・訓練のお知らせ
点検日 ： 1 月 28 日（火）
点検時間 ： 【アステリ VIP】 10：00～12：00
【 ALVEARE 】 13：00～15：00
点検箇所 ： 館内設備 及び 各オフィス内
※ご不在の際には、管理室スタッフ立会いのもとお部屋
を開けさせて頂く予定です。（約 1 分程度）

初めまして♪11 月１日より入社致しました、O・M と申しま
す。ご入館者様のお顔とお名前を 1 日でも早く覚えられ
るようにと、日々奮闘している最中です。皆様に、快適に
お仕事をして頂けるよう、精一杯頑張ります。どうぞ宜し
くお願い致します。趣味はフラワーアレンジメントで、
一番好きな花はラナンキュラスというバラです(*^^*)花弁
が他のバラより多く、とても華やかなところに
惹かれます。5 月にはバラ園巡
りをするのを毎年の楽しみにし
ています。また、最近ではホット
ヨガを始めました♪受付でお会
いした際は、皆様のご趣味も是
非教えて頂けたら嬉しいです♪
寒中お見舞い申し上げます♪
本年も「アステリ VIP」「A L V E A R E 」を
宜しくお願い致します♪

今年のお正月は、主人・息子・フレンチブルドッグのココと一緒に
伊豆高原の宿で迎えました。ココが 12 歳と高齢なため、元気な
うちにあちこちお出かけしたいという想いから企画した旅でした。
宿は「ワンちゃんと泊まれるレストラン 80CLUB」さん。随所にお
もてなしの気持ちが感じられる温かい宿で、とても快適でした♪
ペットと入れる露天風呂もあり、ココもドラム缶風呂に初挑戦♪
はじめは怖がっていたものの、途中から気持ち良さに気付いた
のか、お利口にお湯につかっていました♨。元旦には、犬のた
めの神社「神祇大社」へ初詣⛩
。犬の顔の絵馬にココの似顔絵を
描いて（出来上がりは微妙・・・(^-^;)健康と長生きをお願いしまし
た。他にも伊豆シャボテン公園を散策したり、伊豆スカイラインを
ドライブしたりと、今年 20 歳になる息子もそれなりに楽しんでい
たようです(笑)以上、我が家のお正月のご報告でした♪
今年も皆様にとって良い一年となりますことを心よりお祈り申し
上げます。本年も宜しくお願いいたします。（蔵）

受付時間： 9:00～17:00（月～金）
9:00～12:00（土曜）
受付時間： 9:00～17:00（月～金）
〒338-0002 さいたま市
TEL：048-858-2530
中央区下落合
5-10-5
FAX：048-858-2531
9:00～12:00（土曜）
E-MAIL：info@asteri.co.jp
URL：http://asteri.co.jp
FAX：048-858-2531

〒338-0002 さいたま市
中央区下落合 6-12-20
URL：http://alveare-abs.com

受付時間：9:00～17:00（月～金）
TEL：048-829-7382
E-MAIL：info@alveare-abs.com
次号もがんばります♪

