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第６回 札幌支部交流会を開催しました

　平成25年８月３日（土）、６回目となる
札幌支部交流会を開催しました。今回は、
支部交流会としては２回目となるバスツア
ー。11時30分に札幌駅北口を出発し、昼
食は砂川のからまつ園本店にて評判の手打
ち蕎麦をいただくことができました。その
後、北菓楼砂川本店やソメスサドル、宝水
ワイナリーなど空知地方の見どころを回る
ことができました。北菓楼では、これまた
話題のソフトクリームを、ソメスサドルで
は革製品のお土産や乗馬、そして宝水ワイ
ナリーではワインの試飲（参加会員の差し
入れ！）などと、思い思いに楽しく過ごす
ことができました。
　でも、楽しいだけではありません。昼食

までの１時間半ほどの車中では、平成25年
６月に閣議決定された「総合物流施策大綱」
から今後の物流施策の方向性と取り組みに
ついて荒木徹支部長から詳しい説明と、そ
れがわたしたち行政書士の業務にどのよう
に関わってくるのかについての解説がなさ
れ、実務研修さながらの非常に実り多いひ
とときとなりました。
　また、バスで札幌に戻ってきた後は、やは
りこれも実り多い（！）懇親会。和気あいあ
いと和やかなひとときを過ごすことができ
ました。バスツアーは22名、懇親会は27名
が参加し、親交を深めることができました。
来年の支部交流会はどんなところで何をする
ことになるのでしょうか、ご期待ください。

●●  「本日のバスガイドは私、  「本日のバスガイドは私、

　　松田が務めさせていただきます」　　松田が務めさせていただきます」

●●  砂川のからまつ園本店に到着！
  砂川のからまつ園本店に到着！

空知方面バスツアー（北菓楼本店・ソメスサドル・宝水ワイナリー）

●●  「僕、この日を楽しみにしていました！」  「僕、この日を楽しみにしていました！」
     「え～っと、いくら集めればいいんだろうな…」
     「え～っと、いくら集めればいいんだろうな…」

●●  出発です！  出発です！

●●  「私のお蕎麦、  「私のお蕎麦、
　　早く来ないかしら」　　早く来ないかしら」

●● 「これでビールが 「これでビールが
　　あれば最高なんだけどな。。」
　　あれば最高なんだけどな。。」
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●●    「支部だよりに載せるので写真撮らせてくださいよ～」
「支部だよりに載せるので写真撮らせてくださいよ～」

●●  確かに美味しそう！  確かに美味しそう！

●●  「待ってました！」
  「待ってました！」

●●  次の目的地・北菓楼にて。
  次の目的地・北菓楼にて。    「私たち、普通の女の子に戻ります！」

    「私たち、普通の女の子に戻ります！」

●●  「白馬はいたけど王子はいないわね～」  「白馬はいたけど王子はいないわね～」

●●  「自転車のほうが乗りやすいな」
  「自転車のほうが乗りやすいな」

●●  「王子はここです！」  「王子はここです！」

●●  北菓楼の庭で「いやぁ、くつろぐね」
  北菓楼の庭で「いやぁ、くつろぐね」

●●  ソメスサドルでは乗馬もできます。
  ソメスサドルでは乗馬もできます。

●●  ソメスサドルで集合写真。  ソメスサドルで集合写真。     天候にも恵まれました。     天候にも恵まれました。

●●  自己紹介タイムの始まりです。
  自己紹介タイムの始まりです。

●●  「北菓楼のソフトクリームは
  「北菓楼のソフトクリームは

　　やっぱし美味いわ～！」
　　やっぱし美味いわ～！」
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これまでの
支部交流会

2012年　　北海道日本ハムファイターズ戦観戦
2011年　　パークゴルフ大会（サッポロビール工場）
2010年　　積丹方面バスツアー（ニッカウヰスキー余市蒸溜所見学・積丹半島観光）
2009年　　ボウリング大会
2008年　　ボウリング大会

●●  宝水ワイナリーにて、荒木支部長を囲む会？  宝水ワイナリーにて、荒木支部長を囲む会？

●●  夜の部・懇親会の始まりです。「カンパーイ」
  夜の部・懇親会の始まりです。「カンパーイ」

●●  お料理はいかがですか？
  お料理はいかがですか？

●●    「ツアーのあとの酒はまた格別ですね～」「ツアーのあとの酒はまた格別ですね～」

●●  「は～い、ソフトクリームの方は
  「は～い、ソフトクリームの方は

     こちらに並んでくださーい」
     こちらに並んでくださーい」

●●  ワインの試飲会が始まりました。  ワインの試飲会が始まりました。

●●  Facebookに  Facebookに

　  投稿しなきゃ。　  投稿しなきゃ。

●●   北菓楼でソフトを食べ、さらにまた
 北菓楼でソフトを食べ、さらにまた

　　ソフトクリームを食べる人たち
　　ソフトクリームを食べる人たち

●●   「白ワインに柿ピー、
 「白ワインに柿ピー、　　よく合うな～」

　　よく合うな～」
●●  何やら密談の  何やら密談の
     最中??     最中??

●●  「皆さ～ん！」  「皆さ～ん！」

●● 「ふむふむ、なるほど、 「ふむふむ、なるほど、
　  そういうことか…」　  そういうことか…」

●●    しっかり掲載させていただきます（編集委員）
しっかり掲載させていただきます（編集委員）

●●  特別ゲストの横内研修部長
  特別ゲストの横内研修部長
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支部理事の仕事
　荒木支部長のもと、今期の執行部は24名で活動しています。年間の活動結果は総会の議案書で報
告していますが、普段、札幌支部の理事がどのように活動しているのか知って頂きたいと思い、「支
部理事の仕事紹介」を企画しました。今回は総務部と財務部です。

新新
シリーズシリーズ

総務部
Ｑ1 ：日頃どのようなお仕事をされていますか？また、最近の会務の中で感じたことをお聞かせください。
A1 ：総務部は３名で編成されております。総務部の仕事は、支部会務の円滑化、そして会員の皆様

の利益を図るための、いわば「縁の下の力持ち」です。主に以下のような事務を行っております。
　　　　１．会議等の開催運営（支部総会・理事会・地区連絡会など）
　　　　２．会員交流企画・運営（支部交流会・かわら版発行・新年賀詞交歓会など）
　　　　３．事務局管理
　　　お盆の時期に、支部事務局の対応を総務部が代理で行いました。支部待機での電話対応は少々

緊張します。「北海道行政書士会札幌支部でございます。」という電話口の一言に対して、お相
手からは「渋谷さんじゃないの？」とのご返答がありました。支部職員渋谷さんの日々業務の
重さを改めて実感します。『渋谷さん！ありがとうございます。』

Ｑ2 ：たくさんの業務の中でも一番大変なのは支部総会の前後でしょうか？また、先日行われた支部交流会につ
いてもお聞かせいただけますか。どのように企画を進めるのか、そして当日の苦労があれば、お願いします。

A2 ：総会準備は会場設営・音響・記録・懇親会手配・議案書送付・議長団との打合せ・ご来賓対応
等々、支部最大の行事に万全な体制で臨んでいますが、毎回反省点があります。

　　　支部交流会の準備は、大変ながら楽しい苦労です。今回は事前に支
部長に旅程を一回りしていただきタイムスケジュールを組みました。

　　　～　当日の苦労話は名ガイド松田理事から　～
　　　「支部長はじめご参加いただいた会員の皆様のご協力で、楽しく交流が図

れましたのは何よりでした。ありがとうございました。実は一番大変だ
ったのは朝の点呼です。たくまくんの旗が欲しい、と切実に思いました。」

Ｑ3 ：最後に会員のみなさんに向けてメッセージをお願いします。
A3 ：支部会員の皆様へ
　　　日頃から支部会務にご理解・ご協力をありがとうございます。今年度の支部交流会には多くの

会員の参加があり、楽しく一日を過ごさせていただきました。懇親会では、諸先輩に貴重なお話・
ご助言をいただき感謝いたしております。これからも支部執行部と会員との交流が魅力あるよ
うに工夫・企画し、ご案内してまいります。

　　　支部交流会をはじめ、タイムリーな重要事項のご連絡・支部行事
のご案内等には「かわら版」（FAX）でご案内をしています。「か
わら版」がお手元に届いていない場合は、支部事務局にFAX番号
のお届けをお願いいたします。

　　　交流会等に関するご意見・ご要望がございましたら、是非お寄せ
ください。

　　　【伊藤理事から一言】
　　　支部の仕事は、どの部署もそうですが、ボランティア精神がなければ務まるものではありませ

ん。やろうと思えばなんぼでもあるし、サボろうと思えばある程度のことで済むのが総務部の
仕事ですが、支部の役に立つよう精一杯頑張りたいと思います。

　　　【松田理事から一言】
　　　支部理事会の仕事はわかりにくいかもしれませんが、支部全体のため、ひいては会員の皆様の

名ガイドだった松田理事

左はおちゃめな（？）伊藤理事
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利益のための仕事です。今後も会員の皆様のため、頑張りたいと思います。

【インタビューして…篠原の感想】
　総務部のお仕事は膨大な量だと知りました。今回初めて支部の理事になった私がそうでしたが、
「普段は何をしているのだろう…」とお感じの方もいらっしゃると思います。普段私たちが札幌支
部の会員として他の方々と交流をもち、そして行政書士として活動できているのは、総務部の方々
が「縁の下の力持ち」となって働いてくださっていることが大きいのだなと強く感じました。

酒勾総務部長
P r o f i l e
出　身　地：小樽市
行政書士登録：平成15年9月19日
事務所所在地：札幌市豊平区

支部役員：札幌支部理事　/　札幌支部総務部長
本会委員：成年後見制度準備委員　/　研修委員　/　会報・ホームページ委員
本会役員：本会常任理事（広報部）

これまでの主な役職：

財務部
Ｑ1 ：日頃どのようなお仕事をされていますか？
A1 ：毎月、財務担当理事（偶数月は三浦部長、奇数月は橋本理事）が交互に事務局に出向いて適正に会計処理が

なされているかどうかを会計帳票類で確認するとともに（電子データの試算表・仕訳表と手書きの振替伝票
をチェックし、通帳の残高を確認）、各部の予算が適正に執行されているかどうかの予算執行状況も同時に
確認します。そして、理事会において各部の予算及び収支の執行状況を報告するための資料を作成します。

　　　財務部の仕事は、事務局が担当している毎日の仕訳がベースになっています。事務局との連携が不可欠です。
Ｑ2 ：いつも別々に活動されているのですね。一番大変な事や時期を教えてください。
A2 ：やはり、年度末の３月の決算と次年度の予算案作成が大変です。４月初旬

の監査に間に合わせるため、この時期は夜遅くまで理事２人と事務局との
共同作業になります。特に、予算案を作成するときは十分に各部の要望を
取り入れたいと思っておりますが、限られた収入の中で支出を考えなけれ
ばいけないので大変です。また、定時総会の資料作成にも大変気を遣います。

Ｑ3 ：いつも総会で厳しい質問があるのを思い出しました。最後に会員の皆様に
向けてメッセージをお願いします。

A3 ：皆様の大切なお金を預かっているので、無駄を省きつつ（できるだけ、
会議は同じ日にするなど）、各部が十分に会員皆様のために活動できるよ
う予算を執行しています。皆様のために研修会開催、情報提供等積極的
な活動していくためには、自主財源の確保が必要です。支部事務局及び
各証紙売捌き出張所での収入証紙購入の推奨と研修会への積極的な参加
をお願いします。業務企画部には、より良い研修の企画、監察広報部には、
行政書士の認知度アップ、総務部には会員皆様の親睦を深める楽しい催
し等を期待しています！

【インタビューして…原田の感想】～ 今回は、財務部の橋本奈津子理事にお話しを伺いました。～
　今回、財務部の活動内容を具体的にお教えていただきました。知らなかったことも多く、私たち
が安心して活動できるのは、やりくり上手な三浦部長、橋本理事そして事務局のおかげだと実感し
ました。最後に各部へのメッセージまでいただき、ありがとうございました。

三浦財務部長
P r o f i l e
出　身　地：岩見沢市
行政書士登録：平成15年10月24日
事務所所在地：札幌市西区琴似

支部役員：札幌支部理事（業務企画部）
本会委員会委員：
　　長期会費等滞納整理委員会委員

支部役員：札幌支部理事（財務部）
本会役員：本会理事（研修部）

これまでの主な役職： 現在の役員歴：

 次号では業務企画部を紹介します。

財務部の三浦部長と橋本理事

「確認終了、問題ありません!」
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実務専門講座　講師紹介

講師氏名 山　上　和　彦

研 修 日
平成25年11月18日

講 座 名
会社設立実務

平成25年11月19日 記帳会計実務

プロフィール 昭和35年生まれ
家電メーカークレジット、食品メーカー、不動産会社を経て、平成15年５月に行政書士登録。現在に至る。

講座内容
の説明　

・会社設立実務：株式会社設立を基礎から応用まで、しっかりご説明します。
　現金出資だけでなく現物出資による設立や、定款を作成する上での注意すべきポイントを講師の失敗談を
交えてお伝えします。また、合同会社、一般社団法人の設立の概要をご説明し、時間が許せば、会社の解
散・清算にも触れていきます。
　併せて設立から記帳業務へつなげる営業手法についても学べます。
・記帳会計実務：記帳業務は、安定収入獲得だけではなく、定期的に顧客と接する機会が得られ、許認可、
各種議事録や契約書作成等業務獲得のチャンスが増えることになります。また、数字に強くなることで、
決算書を読めるようになり、様々な業務に応用できます。税理士との業際についてもお話しします。

講師氏名 吉　田　　　充

研 修 日 平成25年11月25日 講 座 名 セミナーを活用した顧客獲得術

プロフィール

1969年　札幌生まれ
大手ゼネコン退職後、2004年６月に行政書士登録し開業
開業当初より「セミナーからの顧客獲得」を実践し、一時低迷期はあったものの、それを機会に自らのセミ
ナーコンテンツやノウハウを見直し現在のスタイルを確立。氏のセミナーノウハウをふんだんに盛り込んだ
「仕事の取れるセミナーの作り方」は、フェイスブックのみの募集で定員が埋まる人気講座である。

講座内容
の説明　

「価格競争に巻き込まれずにビジネスを続けていくためのたった一つの方法」
　この講座では、なぜセミナーが有効な営業法なのかというメカニズムから、セミナー参加者が持つ顧客心
理である「５つのハードル」、そのハードルを突破するための講師術、自分をブランディングして「お客様
から選ばれる」存在になるためのスター戦略、№１戦略など、吉田が試行錯誤と研究の末に身につけたノウ
ハウを余すところなく曝け出します。
　たった３時間の講義でも、必ず持ち帰れる、そして次の日から即使えるノウハウがあります。「セミナー」
に興味のある方は、ぜひ受講してみてください。

講師氏名 鹿　内　幸四朗　税理士法人・行政書士法人　中野会計事務所

研 修 日
平成25年11月26日

講 座 名
士業のマーケティング①・②

平成25年11月27日 相続マーケット完全攻略講座＋１

プロフィール

昭和44年11月18日生まれ　磯谷郡蘭越町出身
昭和63年　 税理士法人中野会計事務所（岩内郡共和町）入社
平成14年　 札幌事務所開設のため転勤
平成20年　 （社）相続手続支援センター札幌設立　常務理事就任
オリジナルエンディングノートを使った相続セミナーの受講者は5,000人を超えており、「専門用語を使わな
い」わかりやすい解説が好評。

講座内容
の説明　

１日目：スポンサーの付く相続セミナー体験講座
→実際の相続セミナー資料を使用しながら、葬儀社・保険会社・不動産などのスポンサーがつくセミナー
のやり方・コツを講義します。

２日目：ターゲットを絞れ！～特化型事務所の作り方
→経験豊富なコンサルタントが、事業特化により強みを生かし成長する事務所の作り方（営業戦略・組織
づくりなど）をお伝えします。

同じく２日目：他士業＋隣接業態とのアライアンステクニック
事務所の成長に不可欠な他士業との連携や、不動産・銀行・保険会社など業務隣接業態との提携のコツ、
メリットなどをお伝えします。
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講師氏名 進　藤　洋　次

研 修 日 平成25年12月3日 講 座 名 交通事故業務

プロフィール

出　生：1947年3月20日
出身校：明治大学　政治経済学部政治学科
職　歴：１．プレハブ住宅メーカー
　　　　２．ＣＶＳチェーン、本部社員
現在の仕事：交通事故業務、各種許認可、相続遺言、会計記帳

講座内容
の説明　

交通事故に関係する基本の法律は、自動車損害賠償保障法と民法の不法行為法です。交通事故業務を扱う場
合、この自賠法により強制されている自賠責保険についての知識がすべてと言っても過言ではありません。
多くの先輩行政書士は、過去からこの自賠責保険の各種請求業務に取り組んできました。勿論これは、行政
書士本来の業務でもあります。
自動車保険も、自賠責と密接な関係で構成されていて、自賠責の知識なくしては理解不能です。
自賠責保険の知識を基本として説明し、実務事例も紹介しながら、実際の交通事故業務を理解していただき
ます。

講師氏名 長谷川　征　輝

研 修 日
平成25年12月４日

講 座 名
障害福祉サービス事業所等の指定申請①

平成25年12月５日 障害福祉サービス事業所等の指定申請②

プロフィール

昭和57年３月22日生。北海学園大学法学部卒業後22歳で「長谷川征輝行政書士事務所」を開業。５年後、
中央区の晴ばれビルに事務所移転し、その翌年「あかり行政書士法人」を設立し代表社員就任。札幌支部では、
監察広報部長を拝命し責務を果たすべく奮闘中。モットーは、『やらない後悔よりやった後悔』。プライベー
トでは、本年３月末に入籍し10月に結婚式を開催する新婚。

講座内容
の説明　

平成25年４月１日より「障害者自立支援法」が「障害者綜合支援法」に改正されました。法改正後の札幌
市等における障害福祉サービス事業所指定申請（主に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）及
び札幌市移動支援事業事業者登録について、指定要件やチェックポイントをご説明いたします。付随して、
喀痰吸引等業務に係る登録制度、福祉有償運送事業登録申請、についてもあわせてご紹介いたします。

講師氏名 築　田　直　哉

研 修 日 平成26年１月21日 講 座 名 相続講座

プロフィール

出生年月日　1978年12月12日、出身校　札幌学院大学
職務経歴等略歴　平成16年６月行政書士登録、平成21年11月北海道青少年顕彰　受賞、平成25年５月北海
道行政書士会会長表彰　受賞、現在業務歴９年２か月。現在の仕事内容、相続・遺言業務を主要業務とし、
会社設立から許認可等の法人業務（産業廃棄物収集運搬・一般貨物・建設業）を行っております。
経　歴
平成17年５月　行政書士北海道会札幌支部　業務企画部　研修推進理事
平成19年５月　行政書士北海道会札幌支部　業務企画部　運輸交通理事
平成21年５月　行政書士北海道会札幌支部　業務企画部理事
平成23年５月　行政書士北海道会札幌支部　業務企画部　部長

講座内容
の説明　

今回の相続実務専門講座は相続業務を受任し終了までの業務について、資料を使い細かく説明致します。ま
た、相続業務を受任するにあたり、依頼者や相続人とトラブルにならない為の注意点や受任時に依頼者に確
認しておくべき事項について実務に直結した内容の講義を行います。また、相続業務を行ううえで各専門士
業との関わりかたや金融機関・各種役所との対応についても講義致します。
その他、相続業務をするうえで関連の強い遺言執行業務や遺言作成業務の概要についても学ぶことができる
講座となっております。
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講師氏名 吉　田　　　充

研 修 日 平成26年１月22日 講 座 名 遺言業務
～遺言書作成と遺言執行の基礎～

プロフィール

1969年　札幌生まれ
大手ゼネコン退職後、2004年６月に行政書士登録し開業
相続・遺言、事業承継の分野では、札幌支部の研修を初めとして新入会員研修会や他支部での研修で講師を
務め、また税理士会の研修や金融機関、保険会社の勉強会にも招請されるなど、行政書士を初め税理士、司
法書士、社会保険労務士など、のべ500人を越える専門家を教えたエキスパートである。

講座内容
の説明　

遺言書の概念から、遺言作成のベースとなる考え方、具体的な遺言作成方法など、「遺言作成業務」と遺言
作成業務に付随することが多い「遺言執行業務」について、講師の経験を踏まえた実践的なノウハウをお伝
えします。
講師が実際に使用した書類を使い、その全体像だけでなくそれぞれのフェーズごとに、「どうするのか？」、「ど
のように考えるのか？」などを細かく解説します。
市販の解説書などには書かれていないような、実務経験者だからこそわかる“勘所”などもお伝えしますの
で、「遺言業務」について興味のある方は、ぜひ受講されてください。

行政書士パーフェクト研修　第３回・第４回札幌支部研修会のご報告
　平成25年９月４日（水）・５日（木）の
両日、札幌市教育文化会館４F講堂におい
て、鶴間　謙会員（札幌支部）を講師にお
迎えし、行政書士パーフェクト研修「自動
車登録の実務　基礎から業務受任の流れ
①・②」が開催されました。
　行政書士の主要業務のひとつである自動
車登録業務について、基礎知識の確認から

書類のチェックのポイント、手続きの流れ
などを２日間に渡り、分かり易く解説して
いただきました。実際のフォーマットと同
じものを資料に使用するなど、自動車登録
の実務に直結した研修ということもあり、
非常にボリュームのある内容となりまし
た。４日の第３回は49名、５日の第４回
は47名が受講しました。

研修会の様子講師の鶴間会員

Facebookページ開設のお知らせ
　この度、札幌支部のFacebookページを開設いたしました。会報、ホームページ、かわら版（FAX）
とはまた違ったかたちで札幌支部に関する情報を随時発信していきます。コンテンツは今後、充実さ
せていく予定です。みなさまの「いいね！」をお待ちしております。

FacebookページURL： https://www.facebook.com/gyosei.sapporo
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札幌支部　広報活動のご報告❶

「第３回はつらつ健康まつり」で無料相談会を開催しました

　社会福祉法人札幌市福祉事業団が主催す
る「第３回はつらつ健康まつり」が、平成
25年７月24日（水）午前10時～午後３時、
札幌市社会福祉総合センター（大通西19
丁目）４階大研修室にて行われました。
　主催者様より健康についての様々なアプ
ローチのほか、昨今話題になっている「遺
産」にまつわる内容についてもイベントに
盛り込みたいというご連絡があり、今回初
めて「行政書士会による無料相談会」とい
うブースを設けて頂けることになり、札幌
支部も参加しました。
　無料相談会には北海道行政書士会・北海
道行政書士会札幌支部・北海道成年後見支
援センターより相談員を派遣しました。行
政書士という職業から抱く、堅いイメージ

を払拭できるよう、ブースの前にたくまく
ん（北海道行政書士会のキャラクター）の
看板や風船を置き、明るい空間となるよう
に飾りました。
　相談件数は11件で、主な相談は相続に
関するものでした。
　このようなイベントに行政書士会が参加
することは、多くの人々に行政書士を知っ
ていただく良い機会になります。この『機
会』が、今後の行政書士会の広報活動と会
員の皆さまの業務に繋がることを願いま
す。
　なお、今年の「はつらつ健康まつり」の
来場者数は事前の広報さっぽろによる告知
もあり、昨年と比較して100名強の増加で、
432名とのことでした。

　入場は無料。認知症を知るための劇や、転倒予防やヨガなどの講座・講演のほか、骨密度・足指力・血管年齢などを測定
できるブース、管理栄養士や歯科医による相談コーナーなど、『健康』に関連する多種多様なコーナーがある大きなイベント。

●「はつらつ健康まつり」とは？

相談の様子 ▶

▲ 準備の様子

会場の様子「行政書士相談コーナー」

　笑顔でイベントに参加されている元気なご高齢者が多かったのが、非常に印象的でした。ま
すます高齢者が増える世の中において、行政書士が担う役割は大きいと感じています。
　一般の方々が来場する場所での、こうした広報活動の機会が、今後も増えることを願います。

相談員として参加した感想 篠原　　菫
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24時間テレビ　愛は地球を救う36に参加しました

札幌支部　広報活動のご報告❷

　平成25年８月24日（土）・25日（日）の
両日、STV前の広場にて、今年も本会と共
催で24時間テレビに参加しました。支部
の活動としては昨年同様、毎月行っている
無料相談会のチラシを配布し、子供たちに
はたくまくんのイラスト入りの風船をプレ
ゼントしました。
　ブースではゲームのほかに無料相談会も
開催し、多くの方にお立ち寄りいただきま
した。

三支部合同研修会が開催されました
　平成25年８月31日（土）、札幌支部・小
樽支部・旭川支部による三支部合同研修会
が開催されました。三支部で合計40名、
札幌支部からは19名が参加しました。今
年は小樽支部が担当で、小樽龍宮神社にて
宮司の本間公祐氏による「榎本武揚と小樽
の関係について」という小樽の歴史を改め
て感じるテーマの研修の後、小樽運河や旧
日本郵船小樽支店、鰊御殿など小樽市内を
観光しました。
　その後、小樽市祝津の「潮騒」にて懇親
会が開催され、支部を越えて会員同士の親

睦をより深めるものとなりました。
　なお、来年の担当は旭川支部です。

監察広報部長　長谷川より、今年度の行政書士制度広報月間について主旨説明をさせ
ていただきます。

１．日本行政書士会連合会からの要請について
　日行連は、本年度の最重点活動項目として「建
設業法に係る許認可申請業務（知事許可に限る）
に係る調査」を挙げており、各単位会に、上記
調査を要請しております。札幌支部は石狩振興
局に対して、行政書士による申請がどの程度の
割合か情報をいただけるように要望致します。

2．その他
　平成25年４月１日より札幌市内に新たに６
箇所の地域包括支援センターが増設されまし
たので、一般社団法人北海道成年後見支援セ
ンターと協力して訪問致します。

龍宮神社にて行われた研修の様子

行政書士制度広報月間について
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●入会しました 
（入会年月日）（会員番号） （氏　名） 〔事務所〕
　1. H25. 7. 1 5363 横　内　哲　也 北・東 区 1
　2. H25. 7. 1 5366 三　浦　　　修 中・中央区4
　3. H25. 7. 1 5368 西　島　　　勲 中・中央区5
　4. H25. 7. 1 5370 飯　田　真　生 中・西 区 1
　5. H25. 7. 1 5371 佐久間　祐　輔 中・西 区 1
　6. H25. 8. 1 5373 相　高　周　三 北・北 区 1
　7. H25. 8. 1 5374 伊　藤　志　信 北・北 区 2
　8. H25. 8. 1 5376 田　中　順　吉 北・東 区 2

　9. H25. 8.15 5078 岩　原　宏　明 北・北 区 1
（小樽支部から）

10. H25. 7. 3 9010 桜花行政書士法人 南・厚 別 区

●退会しました 
（退会年月日）（会員番号） （氏　名） 〔事務所〕
　1. H25. 7. 1 5201 江里口　善　和 北・東 区 2
　2. H25. 7.31 4352 浅　井　直　子 北・石 狩 区
　3. H25. 7.10 9006 行政書士法人かすみそう 中・中央区2

　相変わらず、ゆるキャラが人気のようですね。日行
連のキャラクターは『ユキマサくん』、本会のキャラ
クターは『たくまくん』ですが、ついに札幌支部のキ
ャラクターも登場！？次号以降をお楽しみに。札幌市
電の新型車両の愛称は『ポラリス』に決まったようで
す。会報の愛称は決まるかなぁ。。。まだまだ募集して
いるので、是非ご応募ください！ （紺野裕和）

　キャラクターの存在は、子どものためだけではない
…気分を盛り上げてくれる大事な存在。
　数年前キャラクターの着ぐるみを着たことがありま
す。内側からみる光景は面白いです。たくまくんを見
ると私は、着ぐるみがあったら可愛いだろうなぁ、も
し存在して街中にいたら市民の方々はどんな反応する
のだろうなんて想像します。これはあくまで妄想の話
ですが、札幌支部だよりの編集委員会では、明るい紙
面づくりのためにキャラクターを登場させたいという
話題も挙がっています！ （篠原　菫）

　今年９月１日、10万５千人の犠牲者を出した関東
大震災からちょうど90年が経つ。今ほどニュースの
伝達手段がなかった当時のことは、あまり語られて来
なかったらしい。ニュースでは、生き延びた一人の女
性が「今も鮮明に思い出す」と語っていた。札幌は「災
害の少ない街」として知られているが、果たして本当
にそうなのだろうか。今一度自分の防災に対する備え
を見直してみたいと思った。 （工藤正幸）

　日曜日は長年ＮＨＫの大河ドラマを観ています。８
月31日の三支部合同研修会に参加するまで、「八重の
桜」に登場した榎本武揚が小樽の街の基盤をつくり、
龍宮神社を建立したことは全く知りませんでした。小
樽に新撰組の永倉新八が移住していたことも初めて聞
きました。小樽には小３から高校卒業まで住んでいま
した。龍宮神社周辺には会津藩士が多く移り住んでい
たようです。 （原田和子）

行政書士パーフェクト研修：第１回

内　容 「最近の建設業経営事項審査の改正点・
変更点及び基礎事項確認について」

講　師 行政書士　吉田　充 氏（札幌支部会員）

日　時 平成25年７月17日（水）

場　所 かでる２.７　8F　820研修室

参加人数 69名

行政書士パーフェクト研修：第２回
内　容 「電子公証制度を極める！」

講　師 行政書士　江谷清和 氏（札幌支部会員）

日　時 平成25年８月23日（金）

場　所 札幌市教育文化会館　4F　講堂

参加人数 62名
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