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小樽運河クルーズ
小樽運河クルーズ小樽運河小樽運河

今回の表紙は三支部合同研修会が開催された小樽の写真です。
運河クルーズの小樽観光に「なると本店」の半身揚げがおいしそう。
さっぴょんも参加したかったな。

小樽駅外観小樽駅外観

小樽市内の風景小樽市内の風景

なるとのお食事なるとのお食事
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　皆様、あけましておめ

でとうございます。昨年

は、どのような１年だっ

たでしょうか。

　マスコミの話題からお話ししようと思いま

す。毎年１２月に発表になる流行語大賞、昨

年は「保育園落ちた日本死ね」がベストテン

にランクインしたり、逮捕前の某芸能人の映

像をタクシー会社がマスコミに提供したこと

等賛否が問われることがあったと思いますが、

皆さんはどのようにお考えでしょうか。単純

に「良くないよね」とか「嫌いだ」とかその

程度でしょうか。

　その先に何があるのか、どのような結果が

導き出されるのかを幾通りか想像することは

できませんか？良いことの場合は、「ありがと

うございました。」で済むのですが、悪い結果

に対しては素早い対処が求められます。

　危機管理ができない場合は市場から即刻退

場という結果になります。多数意見はどちら

なのか見極めることが重要なのです。お客様

から相談を受けることもあるだろうし、自身

の経営の場合もあると思いますが、これから

また１年間仕事をするうえで念頭に置きなが

ら計画を立てられてはどうかと思います。

　会員の皆様にとってよりよき一年となりま

すように。

支部長　荒　木　　　徹危機管理

副支部長　宮　元　　　仁

　初春を皆さまと共に迎

えられたこと、大変嬉し

く思います。昨年中の皆

様のご支援に感謝申し上

げます。

　さて、世界情勢の変動は、士業にも変革を

求めて参ります。それは米国の保護主義への

転換が社会のグローバル化を鈍化させ、今ま

で外向きであった目が内に向き始め、国民サ

ービスに憚る垣根の整頓が始まりますと、国

民に「わかりやすい」サービスの担い手のみ

が生き伸びるものと思慮されます。

　行政書士の法的サービスでは、権利義務に

関して、他士業が付随業務として善意に行っ

ている例があり、その既成事実を盾に参入を

求める声が国に訴え続けられております。他

士業の付随業務として我々の主幹業務への参

入が回避されなければ、我々は有名無実な資

格者に陥ってしまいます。そのためにも「わ

かりやすい行政書士」を今年の命題と致した

いと存じます。皆さまのお力添え何卒宜しく

お願い申し上げます。

「わかりやすい行政書士」を今年の命題に

 ■■■新 年 の ご 挨 拶 ❶
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副支部長　森　越　博　嗣

　本年もよろしくお願いい
たします。
　さて、他士業者等の増加
もあって、事務所経営は大
変さを増していることと存

じます。確かに、相続遺言等の民亊法務は報酬
も低くなく、魅力的であります。しかし、それ
らの案件を反復継続して獲得することは難し
く、事務所経営の柱にはなりにくいでしょう。

やはり他士業者が手がけない許認可系の業務を
経営の中心に据え、複数の顧客との信頼関係を
構築し、それら顧客自身の、或いは、その顧客
のご紹介による案件（含む、相続遺言）を継続
的に獲得することが経営を安定させるでしょ
う。
　狩れるかどうかわからない獲物を狙うより
も、種を蒔き、水をやり、育てることの方が経
営としては確実であると私は思います。

急がば回れ

 ■■■新 年 の ご 挨 拶 ❷

　皆様　新年あけまして
おめでとうございます。
　昨年は、懸案でありまし
た法教育を本会広報部の
ご協力のもと、札幌市立西

岡南小学校において札幌支部が共催で開催でき
たことは貴重な体験になりました。外部講師で
ある行政書士を小学生の皆さんは礼儀正しく迎
えてくれました。廊下ですれ違えば「こんにち
は」と先に挨拶され、授業後は「ありがとうご
ざいました」と可愛い声の大合唱で感謝されま
した。なんって気持ち良い事でしょ！

　今般、支部・本会では外部講師を迎えた研修が
様々開催されています。小学生諸君の礼儀正しさ
を今一度お手本にしたいものと強く思いました。
　今年は、１月10日に札幌支部設立55周年記
念セミナーが開催されます。支部では実行委員
会を昨年秋に組織し準備を始め、数々の情報ツ
ールでこの記念事業のご案内しております。新
年初のお顔合わせです。「おめでとうございま
す」とたくさんの方々にご挨拶したいと思って
おります。会員皆様のご出席をよろしくお願い
申し上げます。

副支部長　酒　勾　桂　子法教育　小学生の皆さんから教えてもらった事

　会員の皆様、新年あけ
ましておめでとうござい
ます。
　本年は、札幌支部55周
年記念事業として、１月

10日に記念公開セミナーを開催し、２月中旬
には、札幌市営地下鉄・路面電車の全車両に
広告掲載を行います。このような、世間に対
して行政書士の認知度をあげる広報活動は、
監察活動にも繋がりますので、今後も力を入

れて実施して参ります。
　近年は、お客様自身がインターネットなどで
必要な情報を簡単に手に入れることができるよ
うになりました。そのうえで、我々にご依頼い
ただけるという事には、様々な理由があると思
います。専門家としての在り方、士業としての
在り方を、会員の皆様ともう一度見直し、それ
を支部運営に活かして参りたいと思いますの
で、引き続き会員の皆様には、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　長谷川　征　輝行政書士という士業の在り方を考える年に
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 ■■■新 年 の ご 挨 拶 ❸

財務部長　三　浦　勝　也

　財務部から新年のご挨拶
を申しあげます。
　札幌支部では、各種研修
会の開催、業務に役立つ情
報提供等様々な活動を行っ

ております。これら様々な活動は本会からの一
般交付金、各種助成金と支部の自主的財源であ
る研修会資料代等収入、北海道収入証紙売捌き

手数料収入によって行っております。様々な活
動と支部会費徴収を猶予していくためには安定
した収入確保が必要であります。何卒、会員の
皆様方には北海道収入証紙購入の際には、札幌
支部及び各収入証紙売捌き出張所でのご利用を
お願いするとともに、支部が開催します各種研
修会にはぜひとも積極的に参加していただくよ
うお願いする次第でございます。

支部財政の健全化のために

　あけましておめでとう
ございます。
　新年早々、いきなりお知
らせになってしまいます
が、2月に札幌支部設立55

周年を記念して地下鉄・市電に広告を掲示しま
す。全路線・全車両に掲示されますので、是非
ご覧ください。
　1月10日には札幌支部設立55周年記念セミ
ナー・新年交礼会を開催します。お申し込みが

まだの方は、まだ間に合いますので、皆様お誘
いの上、是非ご出席ください。
　55周年は先輩方から受け継いできた札幌支
部の歴史における通過点のひとつです。札幌支
部の今以上の発展、そしてこれからも皆様とご
一緒に60周年、70周年とお祝いを続けること
ができることを願います。

※地下鉄・市電広告については本支部だよりの10ページ、
55周年記念セミナー・新年交礼会については11ページを
ご覧ください。

監察広報部長　紺　野　裕　和55周年、そしてこれから

　新年、あけましておめで
とうございます。
　昨年の研修事業並びに建
設業相談員事業に関しまし
ては、特段の支障もなく順

調に遂行することができました。ひとえに会員
各位のご協力があってのことと考えております。
札幌支部会員の皆さまには、この場をもって深
く感謝申し上げます。
　本年も昨年に引き続き、研修事業に関しまし
ては、今年度の支部総会において質問、要望の

あった事項を取り入れ、会員の皆さまの事務所
経営の継続・発展に寄与できる研修を企画し運
営すべく、業務企画部理事一同一丸となって取
り組んでまいります。
　また建設業相談員事業に関しましても、担当
理事とともに石狩振興局及び北海道会との連絡
を密にして、建設業相談員事業の円滑な実施と
さらなる発展を目指して取り組んでまいります。
　会員の皆さまにおかれましては、引き続き支
部事業にご協力いただけますよう、何卒よろし
くお願い申し上げます。

業務企画部長　吉　田　　　充事務所経営の継続・発展に寄与できる研修を企画します
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　平成28年９月10日土曜日、旭川・小樽・札幌
三支部合同研修会が開催されました。今年は小樽
支部が幹事となり、旭川10名、小樽16名、札幌
17名の会員が参加しました。札幌支部の会員は
各自小樽駅に12時半に集合です。小樽支部会員
に案内され、タクシーに分乗し研修会場の小樽港
湾センターへ移動しました。小雨が降るあいにく
の天気でしたが、駅周辺は観光客と思われる人た
ちで賑わっていました。
　小樽支部の小林功副支部長の司会で13時より
研修が開始され、初めに小樽支部の秦健一郎支部
長、尾上清尊副支部長の挨拶がありました。今回
の研修は「行政書士しくじり先生」と題して開催
され、行政書士業務の中での失敗事例、苦労した
事例やトラブルになった事例について、講師と進
行役による対話質問形式の研修会となりました。
当初は、講師の秦支部長が当事者役として「しく
じり」の内容を説明し、進行役の尾上副支部長が
素人のフリで当事者役に質問する予定でしたが、
当事者本人が研修会に参加していたため、急遽講
師陣からお話が振られることに…。事前の打ち合
わせとは違ったようですが、皆さん実際に経験し
た苦い失敗例を、他の会員のため詳しくお話して
くださいました。
　研修会の後、17時に始まる懇親会までは自由行
動でした。札幌支部では運河クルーズをチャータ
ーし、小樽支部の秦支部長も交えて小樽運河内を
観光しました。途中一時強い雨が降ってレインコ
ートが配られたものの、船内にじっと座っている
しかない状況で、かなり濡れてしまったようでし
た。しかし、せっかくの観光ですから、ポジティ
ブに気持ちを切り替えていたようでした。
　なると本店で懇親会が行われました。懇親会か
ら参加された会員もいらっしゃいました。恒例と
なっている支部ごとの会員自己紹介の時間もあ
り、ところどころ笑いも起こり、非常に和気あい
あいとした雰囲気で進みました。次回は旭川支部
が幹事となります。どんな内容となるか楽しみで
すね。

 ■■■旭川・小樽・札幌三支部合同研修会の報告

会場の小樽港湾センター会場の小樽港湾センター

研修の風景研修の風景

小樽運河クルーズ小樽運河クルーズ

札幌支部のご紹介札幌支部のご紹介



6

札幌支部だより143No.

 ■■■実務専門講座のご報告

講座名 自分の契約書＆クライアントの契約書　どっちもマスター
講　　師 弁護士　阿部　竜司 氏
研修日 平成28年９月15日（木）参加人数：31名

講座の内容
契約書作成依頼に関する問い合わせから契約書納品までの業務フロー、トラブル
を予防できる内容にするためのポイントや、自分の事務所の業務委託契約書作成
の留意点等について説明された。
講師の強い希望で、スクール形式ではなく、グループワーク形式での研修となっ
た。参加者にマイクを向け頻繁に質問をするなど、参加型の研修であり、グルー
プワークにより会員同士のコミュニケーションが活発にとれる内容となった。

感　　　想 札幌支部　塩崎由花里会員

９月15日、「自分の契約書＆クライアントの契約書　どっちもマスター」の実務専門講座に参加させて頂きま
した。阿部弁護士、若くてエネルギッシュな先生でパワーをいただきました。机と椅子の配置が今までにない
グループワーク形式の研修で、とても楽しかったです。やはり、ただ講師の話を聞いているだけの形に比べ、
研修の内容がより頭に入ってきました。
契約書の話にとどまらず、事務所経営におけるポイントや留意点等にもお話は及びました。事務所で対応する
際に、女性が危険な状況に陥りやすいことは改まって実際に考えたことがなく、事件に巻き込まれないよう用
心しなくてはならないことを知り、そのようなことについても教えていただき感謝しています。「契約書」に
ついて、グループで良いところ、悪いところを話し合うというグループワーク形式が大変良かったです。例え
ば、単に、「文章で曖昧な言葉を使わない。」と机上で学ぶより、実際の契約書を見ながらグループで内容を検
討することで、曖昧な表現というものを実感し気付くのが大きな学びとなりました。
阿部弁護士のお人柄か、会場の雰囲気も良かったように感じます。ありがとうございました。

講座名 障害福祉サービス事業からみる福祉系事業の指定申請
講　　師 行政書士　安田　大祐 会員（札幌支部）
研修日 平成28年10月19日（水）参加人数：27名

講座の内容
障害福祉サービス事業を中心に、障害者総合支援法・児童福祉法・介護保険法
等に基づく福祉系事業に関する福祉サービスの概要に加え、抑えておくべき業
界に関する基本事項、そして実際の申請実務に関する注意点等を豊富な資料を
基に説明された。

感　　　想 札幌支部　舩水　敦子会員

10月19日に「障害福祉サービス事業からみる福祉系事業の指定申請」の実務専門講座を受講しました。
指定申請についての書類や申請の流れ、事業主さんとの打ち合わせのポイントや注意点などを詳しく教えて
いただきました。具体的な申請書類の資料も配布していただきとてもわかりやすかったです。まったく初め
ての分野で、何もわからないで受講しておりましたが、３時間の講義が終わるころには「やってみたい!」と
考えておりました。
また、安田先生の専門分野に特化した営業スタイルや、コンサルティング力、そのための関連法等の知識力は、
これから行政書士としてやっていく上で目標にしたいと思うものでした。登録から半年、行き当たりばった
りの毎日ですが、「私はこれが得意だ！」という分野を早く見つけられるよう努力したいと思います。
安田先生のわかりやすい丁寧な講義のおかげで業務のイメージをつかむことができました。本当にありがと
うございました。

講師の阿部弁護士講師の阿部弁護士

講師の安田会員講師の安田会員
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講座名 相続業務 及び 遺言業務
講　　師 行政書士　萩原　麻代 会員（札幌支部）
研修日 平成28年10月24日（月）参加人数：32名 ／ 平成28年10月25日（火）参加人数：34名

講座の内容
相続・遺言の業務を行うに当たって必要となる基礎的な知識と、受任から手
続き完了までの流れについて、講師の方が経験された事例を交えとても詳し
く、わかりやすく説明があった。また、遺言書を書くときにポイントとなる
事柄についても説明があり、相続との関係を実際の事例を用いて説明された。

感　　　想 札幌支部　呉　　科子会員

10月24日、25日の2日間に渡り、「相続業務及び遺言業務」の実務専門講座に参加させて頂きました。9月に
行政書士登録させて頂いたばかりで、どこから手を付けてどのような業務の流れを汲むのか？とても関心の
ある分野でしたので興味深く受講させて頂きました。
今回の講座では、業務委託契約書や預かり書、遺産分割協議書など各種の必要書類の雛形が業務の流れに沿
って提示され、業務全体のイメージを把握できました。また、ちょっとしたことではありますが、委任業務
に係る費用や期間など、クライアントとの関係をスムーズに進めるために最初に伝えておくべき留意点にも
触れて頂き、とても参考になりました。時折、受講者からの質問もあり、萩原先生の実務経験に基づいた丁
寧なご説明は、具体的で分かりやすかったです。戸籍書類の取り寄せや相続預金依頼書の作成などは、親族
の相続時に行ったことはありますが、この分野において行政書士の委任業務としての経験は皆無です。専門
講座に参加し、一連の仕事として完結させるプロセスの大変さと責任の重さを改めて感じております。
明日から、すぐに業務とまではいきませんが、自分の出来るところから少しずつ取り組んでいきたいと思い
ます。研修会を開催して頂いた行政書士会と講師の萩原先生に感謝申し上げます。2日間ありがとうござい
ました。

講座名 決算書の読み方と経営アドバイス
講　　師 行政書士・税理士　山田めぐみ 会員（札幌支部）
研修日 平成28年11月16日（水）参加人数：21名

講座の内容
会計ルールの基礎、中小企業会計に関する基本要領、決算書の基本構造、B/S
とP/Lの読み解き方、損益分岐点と収支分岐点の算出法、資金繰り表の活用法
に関して講義があり、会計をどのように経営に役立てるのか、行政書士として
中小企業支援にどのように活用するのかについて説明があった。

感　　　想 札幌支部　大滝　祐子会員

私には会計業務の経験がなく、また、苦手な分野でもあるため、苦手意識を克服して業務の幅を広げたいと
思い、この講座を受講しました。
中小企業の会計ルールとはどのようなもので、どのような目的で定められているのか。決算書はどこに着目
して読めば良いか。中小企業の実態と問題点、経営者にはどのようなアドバイスが役に立つのかなど、入門
編から、私にとってはかなり高度な内容まで、幅広く盛り込まれていました。
また、税理士としての実務に基づいた具体的なお話は大変面白く、あっという間の3時間でした。私自身が
もう少し会計について学んだ後、再度山田先生の講座を受講してみたいと感じました。
山田先生、お忙しい中、本当にありがとうございました。

講師の萩原会員講師の萩原会員

受講の様子受講の様子
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講座名 医療法人関連業務の深部探求事例
講　　師 行政書士　江谷　清和 会員（札幌支部）
研修日 平成28年11月17日（木）参加人数：25名

講座の内容
「医療法に基づく医療法人制度」「医療法に関係する許認可」「具体的な業務事例」
「発展系コンサルティング」の４部構成で講義が行われ、具体的内容や手続き
に関する説明があった。顧客と接する際のポイントや確認事項、業務受託の経
緯や日々の医療関係者とのかかわり方について、講師の事例説明があった。

感　　　想 札幌支部　松田　猛志会員

研修開始冒頭、江谷先生から、今回の研修の講義をもって、研修の講師を引退されるとのお話がありました。
体調面のご事情からのご判断とのことです。
江谷先生は医療関係分野、農業分野、知的財産分野等、常にそのときどきの世の中の流れを分析し、新しい業
務を切り開いて来られました。その偉大な職責は全国の行政書士会にもその名を轟かせているとお聞きしてお
ります。その江谷先生から、「今回の講義では自らの業務で培ったノウハウを惜しげもなく披露したい」との
お話があり、受講していた先生方の熱が一気に上がり、江谷先生の言葉を一言一句聞き逃すまいと、皆、真剣
な表情で聞き入っていました。
医療法人設立を迅速に進める方法や医療関係業務であまり行政書士が手を付けてない業務のお話など、開業以
来、独自の道を切り開いて来られた江谷先生ならではのお話を聞くことができました。その中で私が一番気に
なったお話は、「皆さん、新しい業務を一緒に研鑽して高めていきましょう」というお言葉でした。爽やかに
明るく軽快な口調でそう話しておられましたが、急速な時代の変化の中で常々「行政書士が生き残る道」を示
して来られた江谷先生の言葉には、「このままのほほんとやってたら終わっちゃうよ？」位の意味が込められ
ているように感じられ、表面的な言葉の裏側に隠された言葉の重みが伝わりました。
講義の最後には、これまでお忙しい業務の中、会員の能力向上のため研修をやってこられた江谷先生に対し、
大きな拍手が沸き起こっていました。

講師の江谷会員講師の江谷会員

 ■■■行政書士会札幌支部特別研修

　平成28年11月12日（土）北海道行政書士会館2階
研修室において、本年5月に黄綬褒章を受賞された深
貝亨会員を講師に迎え、札幌支部特別研修が開催さ
れ、12名が参加しました。
　自動車の業務を中心に全国でもトップクラスの事
務所経営をされている深貝会員に人と人の結びつき
が希薄になっていく社会にあって、仕事への向き合
い方等やどうすれば自分の魅力が伝わるのかを語っ
ていただきました。
　さらに、行政書士としての倫理観や、地域振興や
社会貢献活動にどう関わるのかにも言及され、参加
者は真剣な表情で聞き入っていました。
　研修後のアンケートでは「業務の具体的なノウハ
ウも大事だが、人として本質的な部分の話をたくさ
ん聞けたのは収穫だった。」等の声もありました。研
修終了後には講師を囲んで懇親会も開催されました。

「向き合う仕事と人と社会と」の報告

講師の深貝亨会員講師の深貝亨会員  ▶▶

▼▼  研修会の様子研修会の様子
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　平成28年10月14日（金）から16日（日）まで、
アクセスサッポロにおいて「いきいき福祉・健康フ
ェア2016」が開催され、今年も北海道行政書士会
札幌支部と一般社団法人北海道成年後見支援センタ
ーが参加しました。
　「いきいき福祉・健康フェア」は高齢者が地域で
元気に楽しく活躍できる社会を提案・提唱する目的
で経済産業省北海道経済産業局、北海道、札幌市、
福祉団体、福祉関連団体、マスコミなどで構成され
た実行委員会が主催者となり、2007年から毎年開
催されているイベントです。
　今年は『相談ゾーン』にブースを設置し、来場者
の相続や成年後見に関する無料相談に応じ、相談件

数は3日間で12件でした。16日（日）には羽賀亮介
会員による「このままじゃ死ねない!? 相続・遺言・
後見のはなし」と題したセミナーを開催し、高齢者
を中心とした参加者が熱心に聞き入っていました。
　3日間で20,083名が来場された今回のイベント
で、多くのお客様にパンフレット・ポケットティッ
シュ等を配付し、行政書士業務をPRすることがで
きました。

　平成28年11月８日（火）札幌市立西岡南小学校に
おいて、４年生の３クラスを対象に、北海道会と札
幌支部共催による法教育出前講座が行われました。
東京都行政書士会の寺田康子氏を講師としてお招き
して、『おかし箱のひみつ』をテーマに箱に印刷され
ている紙のリサイクル表示から法律・条令の目的の
意義について、児童自身が考え、答えを導き出せる
ように授業が展開されました。
　テーマに入る前には『行政書士ってどんな人？困
っている人を助けるすごい人！？』と題して、ケー
キ屋を開店するには「きまり」があり、「まちのお仕
事をする人（役所）」から「営業許可」をもらう必要

があることを例に、札幌支部が行政書士の仕事を寸
劇風に紹介しました。
　児童たちは授業に集中し、積極的に挙手をして堂々
と意見を述べていたのが印象的でした。授業終了後
には、各児童にたくま君メモ帳がプレゼントされま
した。

　平成28年10月20日（木）、北星学園大学C館502
教室において厚別区版大学連携CCRC事業「キャ
ンパスタウン厚別」のカリキュラムの一環として、
昨年度に引き続きセミナーを担当しました。
　「キャンパスタウン厚別」は厚別区・北星学園大学・
社会福祉協議会・行政書士会札幌支部による厚別区
在住の高齢者を対象に地域の現状や健康、高齢者に
必要な法的知識などを学ぶ機会を提供する事業で、
今年度は渋谷靖彦会員を講師に招き「高齢者に必要
な法的知識　～死後事務委任契約について～」（参

加者：50名）を担当しました。
　セミナーでは任意後見と死後事務委任契約の関係
のほか、相続時の注意点、遺言書との違いなどを体
験談も交えながら分かりやすく説明しました。

いきいき福祉・健康フェア2016に参加しました

法教育出前講座のご報告

「キャンパスタウン厚別」でセミナーを開催しました

 ■■■広報活動のご報告❶

セミナーの様子セミナーの様子

講師の寺田康子氏講師の寺田康子氏

ブースの様子ブースの様子

授業の様子授業の様子

※「CCRC」とは
Continuing Care Retirement Communities、「高齢者が健康
で元気に暮らし続けることのできるコミュニティ」を意味する
英語の頭文字をとったものです。



10

札幌支部だより143No.

　平成28年10月６日（木）、宮元副支部長、長谷川
副支部長、紺野監察広報部長、北海道会より菊地副
会長、清野苫小牧支部長、伊藤局長が遠藤連北海道
議会議長、三井あき子副議長を表敬訪問しました。
　公務員退職者の登録制度や苫小牧支部が日本政策

金融公庫室蘭支店と共催で開催した『創業手続きの
注意点と融資制度の活用について』（特別公開セミ
ナー）などについてご説明しました。
　当日は札幌支部会員でもある松山議員も同席し、
和やかな雰囲気で懇談できました。

 ■■■広報活動のご報告❷

　平成28年11月21日（月）、宮元副支部長、長谷川
副支部長、紺野監察広報部長が町田隆敏札幌市副市
長、鈴木健雄札幌市議会議長を表敬訪問しました。

　道議会の訪問同様、行政書士制度の理解と協力を
お願いする大変有意義な訪問となりました。

　札幌支部は設立55周年を記念して、札幌市営地下鉄・路面電車の車
内に広告ポスターを掲示することになりました。
　掲載時期は２月22日の行政書士記念日に合わせ、平成29年２月16日
から２月22日までの1週間で、地下鉄全線全車両の窓上・路面電車全車
両の中づりに掲載します。ポスターは行政書士業務のPR、セミナー開催、
毎月開催の支部無料相談を周知する内容になっています。
　札幌支部初の試みですので、掲載期間に地下鉄・路面電車に乗車した
際には、たくまくんを探してみてください。

①北海道議会議長・副議長を表敬訪問

②札幌市副市長・札幌市議会議長を表敬訪問

地下鉄・路面電車広告掲載のお知らせ

遠藤連北海道議会議長遠藤連北海道議会議長

町田隆敏副市長町田隆敏副市長

三井あき子副議長三井あき子副議長

鈴木健雄札幌市議会議長鈴木健雄札幌市議会議長
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今後開催される一般研修の予定

今後開催される実務専門講座（各種許認可コンプリート講座
　行政書士プログレス講座　）の予定

第５回　平成29年２月

テーマ 公正証書活用法

講　師 札幌法務局所属の公証人
日　時 未定

日　時 講座名 講　師
平成29年１月14日（土） 10：00 ～ 

16：00 風俗営業① 風俗営業許可申請の基礎（初級）
堀川　貴之 会員

平成29年１月19日（木） 18：00 ～ 
21：00 風俗営業② 社交飲食店営業許可申請書作成（中級）

平成29年２月４日（土） 10：00 ～ 
16：00 一般貨物運送事業許可

長野　源太 会員
平成29年２月８日（水） 18：00 ～ 

21：00 特殊車両通行許可

平成29年２月17日（金） 18：00 ～ 
21：00 中国人の簡易宿泊所開業の経緯から外国人インバウンドを考える 河上　　隆 会員

平成29年３月（詳細未定） 業歴別会員によるパネルディスカッション 会員４～５名

第６回　平成29年３月

テーマ 経営状況分析表（Ｙ）の構成と建設業
財務諸表作成上の留意点

講　師 ワイズ公共データシステム株式会社様
日　時 未定

テーマと講師は変更
する場合があります。
詳細は支部事務局から
の案内をご覧下さい。

札幌支部設立55周年記念セミナー・
新年交礼会のご案内

　札幌支部は、本年度で設立55周年を迎えました。これを祝し、記念セミナーを開催いたし
ます。記念セミナー後には、毎年たくさんの方々にご参加していただいております新年交礼会
も行います。記念セミナーのみ、新年交礼会のみの参加もできます。ぜひ、札幌支部設立55
周年と新年をお祝いしましょう！

●開  催  日：平成29年1月10日（火）

《札幌支部設立55周年記念セミナー》
時　間：15：00～17：00（受付開始：14：30）
会　場：札幌パークホテル　3F　エメラルド（札幌市中央区南10条西3丁目）
講　師：札幌商工会議所名誉会頭・北洋銀行相談役　高向　巌 氏
講演テーマ：「道内中小企業における海外進出のこれから」（変更の場合あり）

《札幌支部新年交礼会》
時　間：17：00～19：00（受付開始：16：45）　　会　費：4,000円
会　場：札幌パークホテル　1F　ザ・テラスルーム

●申込方法：下記申込書に必要事項をご記入の上、札幌支部へFAXしてください。
●お問合せ：札幌支部事務局（011‒271‒0773）　●申込締切：平成29年1月5日（木）

お願い
・公共交通機関をご利用ください（地下鉄南北線「中島公園駅3番出口」から徒歩1分）
・平成29年1月6日以降に新年交礼会をキャンセルした場合、会費をお支払いいただきます。

札幌支部設立55周年記念セミナー・新年交礼会　申込書　　 FAX：011‒271‒6126

お  名  前  (会員番号)　　　　　　　　　 携帯番号

参加希望 （□に を入れてください）　　□ 札幌支部設立55周年記念セミナー　 □ 新年交礼会

会費
無料

道内トップ財界人
による講話！

経営者との
会話のヒントに！
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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. H28. 9. 1 5666 呉　　　科　子 北・手 稲 区

　2. H28. 9. 1 5667 七　尾　　　彩 中・中央区5

　3. H28. 9. 1 5669 中　島　北　斗 北・石 狩 区

　4. H28. 9. 1 5671 堀　田　崇　二 中・西 区 2

　5. H28.10. 1 5673 小　長　井　悟 東・白石区3

　6. H28.10. 1 5676 末　永　二　一 北・北 区 3

　7. H28.11. 1 5679 佐　川　　　俊 南・江 別 区

　8. H28.11. 1 5682 長　峰　暢　彦 中・中央区4

　9. H28.11. 1 5683 阿　部　美　幸 北・北 区 2

10. H28.11. 1 5685 大　島　　　英 北・北 区 1

11. H28.11. 1 5687 小　山　大　輔 中・西 区 1

12. H28.11. 1 5688 金　崎　和　子 中・中央区2

●退会しました 

（退会年月日）（会員番号） （氏　名） 〔事務所〕

　1. H28. 8.24 5055 浅　井　良　雄 中・中央区4

　2. H28. 8.29（死亡） 5578 鈴　木　恆　雄 北・東 区 2

　3. H28. 9.23 1573 尾　崎　博　夫 中・中央区2

　4. H28.10. 5 2112 西　村　喜　夫 南・千 歳 区

　5. H28.10.12（死亡） 2231 小　関　益　美 南・清 田 区

　6. H28.10.24 3903 原　田　桂　子 北・石 狩 区

　今年の旭川・小樽・札幌三支部合同研修会は、途中で
雨が降るあいにくの天気でしたが、札幌支部が手配した
運河クルーズは、普段とは違う目線からの観光ができて
好評だったようです。なると本店の若鶏半身揚げは、お
いしいですよね。ざんぎも大好きです。会報の編集作業
をしながら、また食べたくなってしまいました。毎回幹
事支部が、研修や観光で趣向を凝らしているのも面白い
研修会です。今年は参加できなかった新入会員の皆さん
も、是非来年は参加してください。 （木田　晶子）

　先日、夜中に咳がとまらなくなり病院へ行くと、アレ
ルギー性の喘息だと診断されました。喘息は子供の病気
というイメージだったのですが、40過ぎて突然喘息だと
言われ驚きました。先生の話だと大人になって喘息が発
症する人が増えているそうです。「タバコはよくないで
すか」と恐る恐る質問すると、先生はニヤリとして「や
めたほうがいいですね」と返答。「このご時世にまだ喫
煙していたのですか」という感じです。これまで人目を
気にして隠れながら喫煙していたのですが、そろそろ年
貢の納め時かもしれません。 （嶋田　俊二郎）

　札幌支部設立55周年記念事業として地下鉄・市電に広
告が掲示されることになりました。市電の半数はラッピ
ング車両のようです。この原稿を書いている時季のお気
に入りはクリスマスモードの赤いコカコーラの車両で
す。この車両に乗れると得した気分になります。雪景色
にとても映えます。雪ミク電車も可愛いですね。こちら
は３月27日までです。車内放送もミクの声で癒されます。
 （原田　和子）

　この後記を書いている11月上旬時点、一晩で景色が真
っ白になる記録的な大雪となりました。札幌では、日付
が変わってから午前９時までに降った雪の量が23センチ
と、1953年の統計開始以来、11月上旬としては最も多
くなったようです。11月上旬に20センチ以上の雪が降
るのは統計開始以来初めてとの事。駐車場の車も、一晩
ですっかり雪だるまになってしまいました。そうかと思
えば数日ですっかり雪が溶けてしまいましたね。スキー
場は予定通りオープンするところが多いようですが、こ
んな季節は大抵風邪をひくので、長期離脱しないよう気
をつけねば。 （坂之井　直紀）
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