
26年度は前年と比べて収入証紙を
倍額購入してくれた方もいますよ～！
札幌支部での購入をお待ちしてます！
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 ■■■支部長・副支部長　ご挨拶

　支部会員の皆様、札幌
支部定時総会、また本会
総会の前夜に執り行われ
た12支部交流会にご出席
いただき誠にありがとう
ございました。

　平成27年度定時総会において、支部長として
再任いただき執行部を預かることに重責を感じ
ているところです。
　さて、今回の執行部は、前期の支部長を含む25
名から１名増員し、26名としてスタートいたしま
した。昨今の取り組むべき課題の多さと新たな理
事を迎え、将来の支部、本会運営を担う人材の育
成からこのような体制とすることとしました。
　札幌支部において活動する会員の皆様は、恵
まれた存在なのか、あるいは恵まれていないの
かということを考えることがあります。恵まれ
ていると思うところは、本会に近い存在であり
単位会、日行連の情報を直に聞くことができ、
研修会の回数が多くその内容が基本的なものが
多いため、初めての分野でもすぐに仕事にでき
ることと思います。また、メリットでもありデ

メリットでもあるのは、人口、企業数が多いこと、
顧客獲得のチャンスが多いこともありますが、
比例して会員数、隣接法律資格者が多いため、
一人一人の会員の業務獲得は、年々減少してい
るだろうということです。
　ここで考えていただきたいことは、専門分野を
追及すること又は新規分野を開拓し、その分野で
のオーソリティーとなることが一つ挙げられると
思います。今年度からスタートする特定行政書士
制度もそんなことを考えれば一つのツールとなる
ことと思います。残念ながら本年度の受講につい
ては、先日締切られましたが、次年度以降も受講
できますので、是非受講を検討してみていただき
たいと思います。他支部のこと、他単位会の主と
なる業務のことなどは、「支部長と話そう」を本
年度も企画しますので、そのときにでもお話しさ
せていただきたく思います。
　業務環境の向上について、今後も会員の皆様
と一緒に考えていきたいと思っておりますので、
皆様のご理解ご協力をいただきますことお願い
申し上げ、再任のご挨拶に代えさせていただき
たいと思います。

支部長　荒　木　　　徹再任のご挨拶

副支部長　宮　元　　　仁

　荒木徹体制の２期目を迎えました。バトンを次
走者へ手渡すべきところ、その次走者を育成せよ
とのミッションにより、再度副支部長を拝命致し
ました。
　近年は本会との協働事業も多く、下請け的風潮
も見受けられます。しかし、支部の本会からの独
自性は会則にて強く担保されており、その支部活
動は定型業務はもとより、会員の利便性に資する

姿へ常に改変され、進化し続けなければなりませ
ん。また、進化なくして支部の存在価値・存在理
由もありません。それゆえ役員一同現状維持は退
化の始まりと心に命じ、いっそうの人的資源を育
み、安定感のある支部をもって、皆様の業務を、
良好な方向へ導く支部執行を行う所存でありま
す。
　何卒宜しくお願いいたします。

次世代の支部を見据えて

荒木支部長
P r o f i l e
出　身　地：稚内
行政書士登録：平成５年８月２日
事務所所在地：札幌市豊平区
表　　　　彰：北海道会長賞
　　　　　　　（平成15年５月23日）

支部役員：札幌支部理事
　　　　　札幌支部副支部長
本会役員：本会常任理事（研修部）
　　　　　本会理事（広報部）
　　　　　本会理事（総務部）

これまでの主な役職：

本会委員：監察委員
　　　　　対外広報推進委員長
　　　　　職務上請求書使用確認委員
　　　　　会報・ホームページ委員長
さらに詳しい情報は、荒木支部長のFacebookをご覧ください。

【立候補所信より】：今まで以上に会員一人一人の資質の向上と新分野の研修を充実させ、士業として益々地位の向上を目指したい。
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 ■■■副支部長　ご挨拶

　副支部長を再度（平成23年５月から）、拝命い
たしましたので、今後２年間、よろしくお願い申
し上げます。
　それまでは主に監察広報部を管掌しておりまし
たが、同部を管掌する副支部長が別にいることか
ら、これからは広く総務部、財務部、業務企画部を
も目配りをさせていただきたいと考えております。
　さて、平成27年３月末の札幌支部の会員数は、
本会の会員数の過半数を上回る850名超となって

おります。
　ですので、札幌支部の会員におかれましては、
如何に他の会員（含む、他士業）と差別化できる
ようになるか、それが仕事上でのポイントだろう
と考えます。他の会員が余り取り扱わない分野の
開拓、あるいはどの会員でもできるような分野な
らば、他には容易に真似のできないような集客方
法の確立がポイントでしょう。
　札幌支部が皆様の業務の手助けになれば幸いです。

　この度、副支部長を拝命いたしました。支部会務
執行が円滑に行われますよう、努力してまいります。
　本会の行事が年々増す中、札幌支部の協力体制
への期待は大きいものと思われます。支部会員皆様
のご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。
　さて、先日の本会総会前夜に開催いたしました
「全道12支部交流会」は、支部会員皆様のご協力の
下、大盛会に終わりました。特に「札幌支部演奏会」
では、拍手喝采・アンコールの連呼でした。この

場をお借りいたしまして、演奏者の皆様には感謝
申し上げます。本当にありがとうございました。
　またご承知のとおり、今年度から特定行政書士
の研修が始まり、12月には第１期特定行政書士が
誕生します。研修・試験会場は札幌市のみで、他
支部の会員皆様には宿泊・交通費等の負担が生じ
ますが、札幌支部会員皆様にはこの点は問題あり
ません。関心のある会員皆様は、チャレンジして
みてはいかがでしょう。

　今般、荒木支部長より副支部長を拝命いたしま
した。前執行部体制まで２期４年間、監察広報部
長を務めさせていただきましたので、その経験を
活かして尽力いたします。
　例えば１つあげるとすれば、最近増加傾向にあ
る事務局へのクレーム（綱紀案件には該当しない
もの含む。）についてです。依頼者とのトラブル
等については、本来支部が関与する事ではないで
すが、そこから綱紀案件に発展する恐れもあるこ
とから、ある程度の事情を通報者及び会員から聞
き取りをしなくてはなりません。こういったクレ
ーム（将来的な綱紀案件の芽）を無くすために、
会員への情報提供、会員同士の情報交換をはじめ

とした『予防的な綱紀活動』について検討をして
参ります。
　つきましては、会員の皆様には今後のご指導・
ご鞭撻のみならず、監察・綱紀、広報活動等の情
報提供も、あわせてご協力いただきますようよろ
しくお願い申し上げます。

副支部長　森　越　博　嗣

副支部長　酒　勾　桂　子

副支部長　長谷川　征　輝

業務の手助けになる支部を目指して

特定行政書士研修へ参加を

予防的な綱紀活動を検討します

支部長・副支部長
前列左から：森越博嗣副支部長、荒木徹支部長、酒勾桂子副支部長
後列左から：長谷川征輝副支部長、宮元仁副支部長
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　此の度、総務部長を拝命しました松田です。総
務部は越智・山本の各理事を迎え、支部会員の交
流を図る行事を行います。
　今回の支部だよりでご案内しました「支部交流
会」及び「新年交礼会」を開催し、適宜に「支部
長と話そう」を実施いたします。また今年度、札
幌支部は「旭川小樽札幌三支部合同研修会」の幹

事でもありますので、こちらもご参加をお願い致
します。随時に会員の皆様にご案内致します。
　また、支部事務の円滑な運営を図るべく、前期
同様に支部規程類の見直しを進めるとともに、会
員の利便性を優先した支部事務局運営を図る所存
でおります。会員の皆様に置かれては、ご理解と
ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

　この度、監察広報部長を務めることになりまし
た紺野裕和です。２年間、よろしくお願いいたし
ます。
　広報活動については、これまで行ってきた無料
相談会や相続・遺言などのセミナー、広報月間の官
公署・警察署等への訪問は引き続き継続しながら、
より一層、行政書士の認知度アップ、ひいては支部

会員の皆さまの業務につながる活動を目指します。
　また、今期は「長・中期的な視点での広報活動、
効果的な監察活動、予防的な綱紀活動」も考えて
いきたいと思っております。
　広報活動・監察活動には支部会員の皆さまのご
協力が必要です。情報提供を含め、ご理解ご協力
のほど、よろしくお願いいたします。

　財務部長の三浦でございます。よろしくお願い
申しげます。
　支部の事業運営は北海道行政書士会からの一般
交付金等各種助成金、証紙売捌き手数料収入、研
修会資料代等収入によって行われております。財
務部としましては、これらの運営収入を原資にし
まして、支部財政の健全化を図り、支部会費徴収

の猶予、各種研修会の開催を行うために予算の編
成と執行を行っております。
　支部の自主的財源であります証紙売捌き手数料
収入につきましては、札幌支部及び各収入証紙売
捌き出張所での収入証紙購入をお願い申し上げる
とともに、研修会等に積極的に参加していただく
ようお願い申し上げる次第です。

　このたび業務企画部長を拝命いたしました、吉
田充です。
　札幌支部業務企画部には、「研修」と「建設業
相談員事業」の２つの大きな仕事があります。こ
のうち「建設業相談員事業」につきましては、業
務企画部内の担当理事とともに本会と緊密な連携
を保って推進していきます。
　また、研修事業につきましては、これまで業務

企画部理事を１期、業務企画部長を１期、業務企
画部担当副支部長を２期にわたり務めてきた経験
を活かし、今期は再び業務企画部長として「札幌
支部の研修は日本一の研修」と言われるような、
これまで以上に会員の皆様のお役に立てるような
研修の企画と実施に努めてまいりますので、何卒
よろしくお願いいたします。

総務部長　松　田　　　盛

監察広報部長　紺　野　裕　和

財務部長　三　浦　勝　也

業務企画部長　吉　田　　　充

総務部より

監察広報部より

財務部より

業務企画部より

 ■■■各部長　ご挨拶



5

札幌支部だより 137No.

財　務　部

監察広報部

業務企画部

左から：
　橋本奈津子、三浦勝也財務部長、松山丈史

前列左から：
　斉藤正行、紺野裕和監察広報部長、木田晶子
後列左から：
　嶋田俊二郎、原田和子、舘林雅也

左から：
　山本淳一、松田盛総務部長、越智敦子

前列左から：
　浦野郁美、江谷清和、
　吉田充業務企画部長、長島靖子
後列左から：
　三國昭彦、野口哲郎、堀川貴之、篠原菫、　
　浅野暢也

総　務　部
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 ■■■

　平成27年５月８日（金）午後１時より、東京
ドームホテル札幌　地下２階　ピアリッジホー
ルＡにおいて、平成27年度札幌支部定時総会が
開催されました。
　４月１日現在の札幌支部総会員数は838名で、
総会出席者69名、委任状の提出者が322名の合
計391名となり、支部規則に定める定足数であ
る278名を超え、適正に総会が成立しました。
　来賓として北海道石狩振興局振興局長　村木
一行様、札幌入国管理局審査部門首席審査官 
武川亮二様、北海道議会議員　吉川隆雅様、北
海道行政書士会から吉村学会長をお迎えし、祝
辞をいただきました（村木様、武川様の祝辞の
要約を８、９ページに掲載しています）。
　議長には白石区の板垣会員、副議長には白石
区の所村会員が選出され、議事を進行しました。
議事では執行部から平成26年度の事業報告及び
収支決算報告、村田菊男監事・山本紀義監事か
ら監査報告があり、その後、平成27年度の事業
計画案と収支予算案についての説明がなされま
した。
　今年は役員改選があり、支部長立候補者が現
支部長である荒木徹会員の１名だけだったため、
選挙は行われませんでしたが、荒木支部長から
所信表明がなされ、議場で承認されました。
　会員からいくつか質問・要望があり、それら
について執行部より回答があった後、賛成多数
をもって全ての議案が承認されました。
　総会終了後には同ホテルにおいて懇親会が開
催され、50名の会員が参加し、相互の親睦をよ
り深めるものとなりました。 荒木支部長

総会の様子

左：村田監事　　右：山本監事

執行部と議長団懇親会の様子

平成27年度　札幌支部定時総会報告
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 ■■■定時総会の主な質問・要望事項

　◆第1号議案

▼【質問】所村会員：
　　「支部長と話そう」は、本来、
普段出席できない会員のため地
域に出向いて様々状況を把握、
交流の場として行われるのが目
的ではないか。議員の交流も必
要か。

　◆第2号議案

▼【質問】所村会員：
　　渉外・交際費の決算が出てい
るが、今までと変わったところ
はあるか。

▼【質問】所村会員：
　　監察広報活動費について、前
期と変わった広報月間の活動が
あれば説明してほしい。

　◆第3号議案

▼【要望】田中会員：
　　会社設立時の公証人の認証を
電子申告でする方法を会の方で
教えてほしい。

　◆第７号議案

▼【質問】池田会員：
　　会員間等におけるセクハラに
関し、見解と今後の規制等の見
直しについて。

▼《答弁》荒木支部長：
　　当初は、北海道会の会場を借りて、私と会員の皆さんとの間で「普
段聞けないようなことを何でもいいから聞いてください。私が答えら
れる範囲でお答えしますよ」ということで始めていったもの。今年選
挙があったが、昨年の総会で所村会員からたまにその地区に来て話を
してはどうかと言われていたこと、議員の方たちも行政書士制度がは
っきりわかっていないかなと思っていたこともあり、お互いに協力し
てやれることはないかと実験的に白石区民センターで出張という形で
開催したという経緯がある。

▼《答弁》三浦財務部長：
　　毎年社労士会新年会、税理士会新年会があるが、今年度は社労士
成年後見センターのお祝いということで支出している。

▼《答弁》長谷川監察広報部長：
　　特段変わった活動といえば、アクセスサッポロの「いきいき福祉
健康フェア」に参加致したこと。10月の17日から19日の３日間で広
報月間中に行われ、支部も３日間にわたってブースを開放して相談
コーナーの設置やパンフレット、ポスター等の設置・配布を行い、
18日には遺言・相続のセミナーも行った。

▼《答弁》野口業務企画部長：
　　電子定款のみの研修は、もう５、６年ぐらい前に北海道会で行っ
たことがあった。支部では電子定款そのものに特化した研修という
ものは確かに最近行っていないが会社設立に関する研修というのは
だいたい毎年あり、その中で電子定款についての話は若干していた。
今後検討したい。

▼《答弁》荒木支部長：
　　お付き合いのある会社さんでもそういった問題があった時に、
我々は相談を受ける立場である。皆さん、自覚はあると思うが、忘
れている部分があったり、個人個人の「ここまでは大丈夫だろう」
とか「ここはまずいだろう」という感覚は、人それぞれのためもう
一度自分の胸に、私も含めて手をあててよく考える機会を与えてい
ただいたと理解している。
　　出席していない会員にも会報等で「こういうことに気をつけまし
ょう」と言っていきたいと思っている。また、改めて行政書士倫理
綱領を会報に入れ皆さんに「こういったものですよ」とお示しした
い。そのうえで、セクハラとか、モラハラの関係についてはこうで
すよ、こういうことをやっちゃまずいですよということがあれば、
そういったものも示していきたい。

（概要化の文責は会報編集チーム）
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 ■■■来　賓　挨　拶　❶

　只今、ご紹介いただきました石狩振興局長の村
木でございます。
　荒木支部長をはじめ皆様方には日頃より北海道
行政の推進にご理解とご協力をいただいておりま
すことにつきまして、この場を借りて厚くお礼申
し上げたいと思います。
　昨年もこの場に立たせていただきましてお話を
申し上げたところでございますが、昨年からこの
１年を振り返ってみますと、何と言っても元総務
大臣の増田寛也さんが日本創世会議の座長になっ
てレポートが出されて「人口消滅都市」が出てく
るという提言が、今一番我々行政としては大きな
問題でございます。
　石狩管内については札幌市という大都市があり
ますので、さほど人口減少ということについて今
すぐという危機感はまだ少ないかと思いますが、
全道的に見ると人口がどんどん減っていく地域が
随分多数ございます。我々もこの人口問題という
ことを行政の最大の課題として今取り組んでいる
ところでございます。国でも地方創生本部を立ち
上げまして、様々な施策を打ち出してきていると
ころでございます。
　北海道といたしましても、今年の３月に「人口
減少問題に対する取組指針」を基本的な考え方と
してとりまとめたところであり、基本的には国と
考えを同じにしているところでございます。
　全道各市町村におきましては、国の地方創生に
向けた取組に従いまして、地域ごとにこれから何
をやって地域を活性化していくかという総合戦略
というものを今作成中でございます。その総合戦
略を立てるプロセスにおいては、産学官金労言と
いうことで、それぞれの地域の中で様々なセクタ
ーの方に知恵を出していただいて地域活性化の取
組をまとめて、早ければ今年の10月には道内の
市町村でも総合戦略を作成するというところも出

てくると思いま
す。遅くても、
年度内には道内
179市町村の総
合戦略がまとま
ってくるのだろ
うと思っております。このような人口減少の最中
で、行政もこの問題を一番の課題として取り組ん
でいるところでございます。
　行政手続の関係につきましても、いわゆるマイ
ナンバー法が平成25年に成立してから、今年の
10月には個人番号と法人番号が通知される予定
になっておりまして、年が明けて１月からは運用
開始され、社会保障・税の一体改革に向けた取組
も本格化してくるということで、手続きの効率性
や制度の効果的な運用というものが課題になって
くると思います。我々住民にとっても、様々な場
面で利便性の向上が実現されていくと思っており
ます。
　その中で先程、荒木支部長からもお話がありま
したけれども、行政と市民との間におきます行政
不服申立てにつきましても、法改正により、一定
の研修課程を修了した特定行政書士に対して代理
権が付与されるなど、皆様方にはこれからも「街
の法律家」「頼れる法律家」としての役割が一層
増していくものだと思っております。
　我々行政としても、皆様のお力を借りながら行
政を進めているわけでございますので、今後とも
変わらぬご理解とご協力をいただきますようお願
いを申し上げまして、札幌支部の総会にあたりま
してのお祝いの言葉とさせていただきます。
　皆様方のますますのご健勝、札幌支部のご発展
を祈念致しましてご挨拶とさせていただきます。
ありがとうございます。

北海道石狩振興局振興局長　　　　

村　木　一　行 様
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 ■■■来　賓　挨　拶　❷

札幌入国管理局　審査部門　首席審査官　　　　

武　川　亮　二 様

　只今ご紹介いただきました、札幌入国管理局

審査部門首席審査官の武川と申します。

　本日は北海道行政書士会札幌支部の平成27年

度定時総会にお招きいただきましてありがとう

ございます。行政書士の皆様には、日頃から出

入国管理行政にご理解をいただくとともに、円

滑な業務遂行にご協力を賜りましていることに

つきまして、この場をお借りしてお礼申し上げ

ます。

　現在、入国管理局では観光立国推進に向けた

体制整備が急務となっています。東京オリンピ

ック・パラリンピック開催の2020年までに、年

間2,000万人の外国人入国者の達成を目標に掲

げていたところ、昨年の段階で既に1,415万人

の外国人の入国がありました。札幌入国管理局

管内においても新千歳空港を筆頭に函館空港、

旭川空港からの入国者が大幅に増加している他、

大型クルーズ船による観光客の入国も増えてい

ます。

　また、出入国審査以外にも技能実習制度の見

直しについて、今年度中に新制度に移行する予

定になっているなど、大きな変化が見込まれて

いるところです。

　このように法

改正や制度改正

に際し、行政書

士の皆様のご理

解ご協力はなくてはならないものであり、この

場を借りて今後さらなる入管行政に対するご支

援をお願い申し上げます。

　最後になりましたが、北海道行政書士会札幌

支部の今後の益々の発展を祈念致しまして、私

の挨拶とさせていただきます。

　今後とも宜しくお願い致します。
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 ■■■平成27年度  全道12支部交流会が開催されました

　平成27年５月21日（木）フィンチ　オブ　ア

メージングダイナー（メルキュールホテル札幌１

階）において、全道12支部交流会が開催され、小

樽支部、空知支部及び旭川支部を除く９支部の会

員64名が参加しました。荒木徹支部長の開会の言

葉に始まり、来賓の吉村学北海道会会長にご挨拶

をいただきました。その後、新任の加藤超釧路支

部長の乾杯をかわきりにいよいよ支部交流会がス

タートしました！

　札幌支部の女性理事によるユニット「虹」（篠

原菫会員、菊地沙知子会員）のピアノとフルート

の共演が始まり、皆様楽しそうに聴き入っていま

した。続けて新年交礼会で好評を博した札幌支部

菊地利夫会員によるアコーディオン演奏にのせて

小林八重子北海道会副会長が歌声を披露するなど

大変盛り上がりました。

　最後に各支部のご挨拶があり、札幌支部のおも

てなしに感謝とお褒めの言葉をいただきました。

年に一度の北海道会総会前夜に全道から集まった

会員と情報交換や楽しいひと時を過ごすことがで

きました。

●● 吉村会長あいさつ 吉村会長あいさつ

●● 吉村会長あいさつ 吉村会長あいさつ

●● 菊地利夫会員 菊地利夫会員
　 気持ちよさそうに演奏　 気持ちよさそうに演奏

●● 加藤釧路支部長による乾杯 加藤釧路支部長による乾杯

●● 女性ユニット「虹」 女性ユニット「虹」

●● 小林副会長　美声を披露していただきました 小林副会長　美声を披露していただきました ●● 吉村・荒木・宮元　三者会談 吉村・荒木・宮元　三者会談

●● ピアノ演奏 ピアノ演奏
　 篠原会員　 篠原会員
　 楽しそうです　 楽しそうです

●● フルート演奏　菊地沙知子会員 フルート演奏　菊地沙知子会員

137No.
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 ■■■研修・広報活動報告

　平成27年３月23日（月）かでる２・７  ７階  710
研修室において、札幌支部森越博嗣会員を講師に
迎え、「遺言執行の実務について」が開催され、他
支部会員及び補助者を含む85名が受講しました。
　講師が経験した案件を軸に、遺言執行の進め方
を具体的に講義していただきました。公正証書遺
言、遺言執行者就任通知書、執行完了顛末報告書

等の資料も多く、まだ遺言執行の実務経験のない
会員にも大変ためになる内容でした。
　また、気になる報酬や遺言執行者と銀行との
生々しいやりとりも体験談として語られ、参加者
は熱心に聞き入っていました。今回は「遺言執行」
がテーマでしたが、遺言作成の支援や相続案件の
実務にも役立つ研修でした。

　平成27年４月28日（火）、札幌市教育文化会館
４階講堂において、ワイズ公共データシステム株
式会社　代表取締役　松村清氏を講師にお迎え
し、行政書士パーフェクト研修「建設業法等改正
及び経営事項審査の審査項目及び基準の改正につ
いて」が開催され、61名が参加しました。
　今年４月からの建設業法改正に伴う申請書様式
変更、経営事項審査の申請書様式変更、審査項目
及び基準の改正について詳細な説明がありまし
た。また、経審における改正点として、若年技術
者の育成及び確保の状況の評価、建設機械の種類
の追加等について、説明していただきました。
　最後に補足説明として、札幌支部業務企画部部

長の野口哲郎会員より、石狩振興局発行の手引き
による、申請書等の書き方の変更についての説明
があり、大変中身の濃い研修となりました。

　平成27年３月25日（水）札幌市豊平老人福祉
センターにおいて、「ゼロから学ぼう、相続・遺言」
セミナーを開催しました。
　かねてより札幌市豊平老人福祉センターの館長
からセミナー開催のご提案をいただいておりまし
たが、このたび実現することができました。
　午後１時から午後２時までのセミナーには18
名が参加し、その後の個別相談では９件の相談が
ありました。館長からは、「日頃利用者さんに質
問されたときに、これまでは市の無料相談を利用
すると良いのではという案内ぐらいしかできなか
ったが、これからは相談できる行政書士がいるの
はありがたい」「開催してよかった」とのお言葉
をいただき、豊平区の行政書士名簿も活用してい

ただくようお渡ししました。
　講師を務めた篠原菫理事の質問に参加者が答え
る場面もあり、和やかな雰囲気のセミナーとなり
ました。

行政書士パーフェクト研修　第８回札幌支部研修会のご報告

行政書士パーフェクト研修　第１回札幌支部研修会のご報告

札幌市豊平老人福祉センターで相続遺言セミナーを開催しました

講師の松村 清 氏

セミナーの様子
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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. H27. 3. 1 5494 青　木　基　博 北・石 狩 区
　2. H27. 3.15 5497 辻　本　進　一 北・東 区 1
　3. H27. 4. 2 5498 鈴　木　　　剛 北・北 区 1
　4. H27. 4. 2 5499 竹　田　一　視 東・白石区1
　5. H27. 4. 2 5503 石　川　由　男 中・中央区4
　6. H27. 4. 2 5504 大　瀬　智　巳 南・厚 別 区
　7. H27. 4. 2 5505 宮　永　友　和 北・手 稲 区
　8. H27. 5. 1 5509 近　藤　　　豊 中・西 区 1
　9. H27. 5. 1 5511 青　山　健　司 中・中央区3
10. H27. 5. 1 5514 塩　崎　由花里 北・石 狩 区
11. H27. 5. 1 5515 森　本　敏　久 中・中央区4
12. H27. 5. 1 5518 吉　村　武　志 東・豊平区1
13. H27. 5. 1 5520 加　藤　真　吾 南・南 区
14. H27. 5. 1 5522 木　村　昭　仁 中・中央区4
15. H27. 5. 1 5524 山　中　直　人 中・中央区1
16. H27. 5. 1 5525 菱　　　祐　一 中・中央区3
17. H27. 5. 1 5527 岸　田　勝　己 中・西 区 2
18. H27. 5. 1 5528 縁　山　記　孝 中・西 区 2
19. H27. 5. 1 5529 森　　　忠　明 北・石 狩 区
20. H27. 5. 1 5530 石　井　光　郎 中・西 区 1
21. H27. 5. 1 5535 深　林　恭　広 中・中央区4
22. H27. 6. 1 5537 北　條　隆　彦 北・東 区 2
23. H27. 6. 1 5538 山　川　敏　夫 南・清 田 区
24. H27. 6. 1 5540 小　林　将　晃 南・千 歳 区
25. H27. 6. 1 5542 西　　　紀　尚 東・豊平区2
26. H27. 6. 1 5543 細　川　克　之 南・南 区
27. H27. 6. 1 5544 瀨　川　邦　子 南・北広島区
28. H27. 6. 1 5545 広　川　倫太郎 中・中央区1
29. H27. 6. 1 5546 大　滝　祐　子 北・東 区 3
30. H27. 6. 1 5547 花　井　尚　彦 南・厚 別 区
31. H27. 6. 1 5549 宇　野　　　亨 南・江 別 区
32. H27. 6. 1 5550 加　藤　孝　広 北・北 区 3
33. H27. 6. 1 5552 佐　藤　友　彦 中・西 区 2

●退会しました 
（退会年月日）（会員番号） （氏　名） 〔事務所〕

　1. H26. 9.12 4828 長　田　大　介 東・白石区2
　2. Ｈ27. 1. 3（死亡） 3524 小　林　正　人 中・中央区1
　3. H27. 1.24（死亡） 1066 岩　城　秀　晴 中・中央区2
　4. H27. 2.28 4625 村　中　清　二 中・西 区 1
　5. H27. 3.31 2062 稲　垣　文　雄 東・白石区2
　6. H27. 3.31 2550 中　井　　　実 中・西 区 2
　7. H27. 4.30 5448 森　谷　知　之 中・中央区5
　8. H27. 5.13 5324 矢　守　龍　雄 北・北 区 3
　9. H27. 5.14 5039 小野寺　　　隆 南・清 田 区
10. H27. 5.26 4846 五十嵐　　　渉 北・石 狩 区
11. H27. 5.29 4754 椿　谷　光　雄 南・江 別 区

　会員と支部を、そして会員同士を「つなげる」ことを
目標に、会員の皆様に楽しく読んでいただける会報を作
ってまいります。２年間よろしくお願い致します。３歳
の息子と劇団四季のCat’sに行きました。楽しめるのか
心配でしたが、最後にはたくさんの拍手を送っていまし
た。　　 （会報編集長　木田晶子）

　今年から家の庭でトマトやキュウリの栽培をはじめま
した。気候の変化や肥料など意外と手入れが難しく思っ
ていたより手間がかかります。手入れを怠るとすぐに元
気がなくなり、気配りと日々の積み重ねが大事だと実感
します。仕事も植物の栽培も同じだなと一人で納得して
います。　　 （嶋田俊二郎）

　先日書店に行き、前号で紹介した「遺産相続と諸手続き」
の2014年８月発行の最新版を見つけました。余白に
2015年１月以降の相続税に関する記載があり、比較がで
き便利になりました。新メンバーでお届けする会報もち
ょっとずつ変わっていきそうです。　　 （原田和子）

　これまでの人生で初めて、会報編集に携わることにな
りました。不安だらけですが、何事も挑戦なので、頑張
りたいと思います。これから、会報編集を担当していく
うえで、至らぬ点も多々あるかとは思いますが、会員の
皆様のご協力をいただきたく、何卒宜しくお願い申し上
げます。　　 （舘林雅也）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.49000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.49000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ([')
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


