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ごあいさつ
三重県土地家屋調査士会
会長

神戸
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照男

あけましておめでとうございます。会員の皆様方には謹
んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年は，我が三重会に於きまして，念願でありました会
館の新築完成をすることができました。新会館建設に当た
りましては，会員各位には, 設計業者の紹介から建築工事
業者の紹介にと大変お世話をおかけいたしました。お陰様
で計画通り工期に無事完成することが出来ました。
そして，あらためまして一時拠出金につきましても大変
厳しい時期にも拘りませず快くご協力を頂き本当に有り難
うございました。
これからは，新会館に魂を注いでいくことが，会役員と
しての使命だと思い頑張りたいと思っております。
さて，本年で第７回となりますＡＤＲ特別研修が２月か
ら始まります。昨年の民間紛争解決手続代理関係業務認
定登録者も，会員の約３分の１が，今年に登録を終える見
込みです。これから，三重会としてのＡＤＲをどのような
形で立ち上げていくのかをより具体的な検討に入っていか
なければなりません。
裁判外で紛争を解決するための法律（ＡＤＲ）が施行さ
れて数年が経過し，土地家屋調査士会が運営主体となっ
ている「境界問題相談センター」が全国で昨年末現在４８
箇所が稼働しています。
昨年も書きましたが，今年こそＡＤＲセンターの立ち上
げのため，協議検討し，法務局様さらに弁護士会様のご
協力とご指導を頂き，また他の会の実情等を見ながら実現
したいと思います。
また，最近言われております法務局における筆界特定制
度と土地家屋調査士会ＡＤＲとの連携についてもさらに研
究していかなければいけないと思っています。
筆界特定制度については，今後ますます利用率は上
がっていくものと思われます。我々土地家屋調査士が筆界
調査委員としての手腕の見せどころでもありますので会員
の皆様方には，筆界調査委員として名乗りを上げて頂くぐ
らいの頑張りと勢いを持って，ご協力をお願い致します。
ＡＤＲと筆界特定制度が共にうまく連携機能することに
よって境界紛争が少しでも未然に防げることが出来れば，
土地家屋調査士という資格が社会的にも国民からも信頼
を得られることは間違いないと思いますので，是非ＡＤＲ
に対し，ご理解とご協力をお願い致します。
昨年は，災害の多い年となりました。そして想定外と言
われる災害が現実に起こった訳でございます。今後ますま
す，そうした災害への備えが必要な事は当然です。会員の
皆様も日頃から防災の意識を持って頂き，災害の起こった
ときの行動も考えてみていただきたいと思います。
先の見えない長いトンネル，まだまだ出口が見えてきそ
うもありませんが，法政大学から研究成果として先日発表
されました「日本で一番幸せな都道府県」に中部ブロック
の北陸三県が上位を独占し，ちょっとホッとした気持ちに
なれました。
長いトンネルの先には，明るい未来があると信じて頑
張って行きましょう。
どうか今年も宜しくお願いを致しますとともに，会員の
皆さんにとって良い１年となりますことをお祈りして新年
のご挨拶とさせて頂きます。
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新年あけましておめでとうございます。三重県
土地家屋調査士会会員の皆様には，清々しい新春
をお迎えのことと，心からお慶び申し上げます。
平素は，当局の円滑な業務運営について格別の御
支援と御協力を賜り，改めて厚く御礼申し上げま
す。
さて，昨年は災害の一年でしたが，３月１１日に
「東日本大震災」が発生し，いまだに多くの住民
が仮設住宅で新年を迎えており，また，三重県に
おきましても９月始めに西日本に上陸した台風１２
号による河川の氾濫，土砂崩れによる住宅の浸
水，道路の寸断及び鉄道の不通といった被害が熊
野・尾鷲地区を襲いましたが，いずれの災害も事
前準備の大切さを教えられた出来事でした。
そこで，津地方法務局では，「東海・東南海・
南海３連動地震」を想定して，人的・物的資源が
制限される条件下において，優先する重要な業務
をより高い水準で継続するために必要な対策を総

ごあいさつ
津地方法務局
局長

中垣

治夫

合的かつ計画的に推進する計画を策定し，対応を
検討しているところです。
また，昨年２月から運用が開始された新オンラ
イン申請システムの利用につきましては，会員の
皆様方の御協力により利用率が向上しているとこ
ろですが，いまだ全国平均に達しておりません。
今後とも，特段の御支援，御協力をお願い申し上
げます。
さらに，不動産登記法第１４条地図作成作業につ
きましては，当分の間，１年目作業の地域及び２
年目作業の地域の２か所で作業を行う予定です。
会員の皆様方には，御協力を賜りますようお願い
申し上げます。
次に，本年６月には，伊勢支局及び松阪支局の
地積測量図等の各種図面の登録作業が完了する予
定です。これにより，管内全庁で地図情報の交換
による証明書等の請求が可能になります。
最後となりますが，皆様方には法務局の登記情
報及び地図情報を有効に活用し，これからも国民
の期待に十分に応え，社会的使命をしっかりと果
たされることを御期待申し上げますとともに，貴
会のますますの御発展と，会員の皆様の御健勝・
御活躍を祈念申し上げまして，年頭の御挨拶とい
たします。
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部

会

だより
総務財務部
副部長

濱田

眞行

ただいても過去の筆界を知る由はありません。唯

ながら、この原稿を執筆しているのは、１１月中旬

中部ブロックでも「社会事業部門」の重要性が

一我々こそが研鑽を積み国民の信頼に応えなけれ

ですので、会報が皆様のお手元に届く頃にはこう

考えられてきているようですので、ＡＤＲ制度等

ばなりません。

なっているだろう希望も含めて、現在の活動状況

ともあわせて、さらなる「土地家屋調査士」の地

を報告させていただきます。

位向上を目指して頑張りたいと思いますので、会

謹んで新春のお喜びを申し上げます。会員皆様

また，会員からの訃報等緊急時連絡網を整備す

におかれまして健やかな新年を迎えられたことと

るための運用基準を検討し，理事会及び支部長会

社会事業部門としては、三重県との災害協定締

員の皆様におかれましても、是非前向きにご理解

存じます。昨年は地震・津波・台風・水害等の天

に承認を得ましたが，皆様におかれまして先ずは

結に向けて協議を続けているところですが、何と

ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたし

災や原発事故からの節電，あっと言う間に過ぎ去

所属の支部長様と連絡を蜜にとっていただきたい

か今年度中の締結を目標にしたいと考えておりま

ます。

った感がします。

ところです。昨年の大地震直後の携帯電話の不通

す。三重県と協定を締結することにより、各市町

光陰矢の如し，歳を数える度に歳月の速さを実

に苦慮しましたが，インターネットの環境が比較

との締結が大幅に前進できると考えております。

感しています。今年こそは幸多からんことを願う

的簡単につながったことを記憶していますので，

次第です。

多様な手段が必要かと思います。

これについては、「（社）三重県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会」と連携して進めていきます。

企画社会事業部
企画部門長

松場

豊和

私の開業した頃はセオドライトで鋼巻尺・現況

新会計基準については滝澤顧問税理士から講義

１４条地図作成作業に関しましても、去る９月７

平面を平板での測量でした。現在はＧＰＳ受信機

を受けており，現在のところは確固たる強制力は

日に第１回の「１４条地図連絡調整委員会」を開催

とＴＳを組み合わせて各筆界点の測量です。今年

ないものの新会計基準への移行が望ましいとされ

させていただき、関係支部での意見交換を行いま

あたりは準天頂衛星『みちびき』利用の測量と推

ています。今後も継続して検討していきます。他

した。よりよい方法について今後委員会で検討し、

量しています。和文タイプによるペーパー申請か

会や業界団体等の動向・会計ソフト等の情報資料

日調連と歩調を合わせてさらなる環境改善を目指

ンジとｗｉｎ−ｗｉｎです。紛争当事者がｗｉｎ

らオンライン申請への移行など目が回っていては

収集をしているところです。

していきたいと思います。

−ｗｉｎ（双方に利益がある）となるような紛争

ＡＤＲセンターの相談員・調停員候補者研修の
一つとして、調停技法の研修があります。
そのテキスト等でよくでてくるワードが、オレ

解決の方法を説明する例題として、次のようなオ

最後に，従来からも検討されてきていますが，

中部ブロックの「中部地籍研究会」につきまし

会員皆様の会費をお預かりし会運営の礎とする所

ては、１月２８日に新しくなった私たちの会館で次

さて，新役員の当部会では，支部長会からの要

以会費は大切に扱いたく，皆様への情報提供や会

回の会議が行われます。「三重県の地籍研究委員

「ここに姉と妹がいます。テーブルの上にオレ

望に基き，官民境界立会に於ける利害関係を伴わ

館運営を初めとする諸経費の経費効率化も検討し

会」を立ち上げ、今後進めていく中期・後期計画

ンジが１個だけあります。姉も妹も１個欲しいと

ない『自治会長』等の現地境界立会の立会省略化

ています。皆様に於かれましても一層のご理解ご

に対応していきたいと考えております。

思っています。でも、そこにあるのはオレンジが

を含む要望書を検討し，理事会及び支部長会承認

協力の程，宜しくお願いします。

時代の流れについて行けない，常に新鮮な知識を
吸収し続けなければならない状況です。

報告としては以上ですが、厳しい状況の中、私

のもと，当該要望書を支部長会を通じて県下関係

自身もいつまで「土地家屋調査士」を職業として

機関に提出しています。皆様ご承知のとおり県下

やっていけるのか、不安な状況ではありますが、

の大方の官庁は立会に際して申請地自治会長（区

企画社会事業部

部長

長）様等の地元役員の出席を要請されます。我々

社会事業部門長

古尾

圭一

の扱う境界は地番境界であるところの筆界です。
地租改正時代の生存者は皆無でしょう。ご出席い
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新年明けましておめでとうございます。といい

レンジの話が登場します。

１個だけです。姉と妹はどのようにオレンジを分
けたらいいでしょうか？」
ここで解決方法として、なぜ、今、１個のオレ

専門資格者としての社会貢献を続けることにより、

ンジが欲しい理由をお互いに話し合い、姉はマー

必ず社会に必要とされる「土地家屋調査士」を作

マレードを作るためにオレンジの皮が必要で、妹

り上げることができるのではないか、と考えてお

はジュースを作るためにオレンジの果肉が必要だ

ります。

と理解し、オレンジ１個分の皮を姉が、果肉を妹

5

まとめ、修正箇所の整理、印刷業者との原稿のや

が取ったという話です。この例題では、よく話し

修部長を始め部員４名で構成されています。昨年

日）「民法総則その１」（講師

合い、互いのニーズを理解すれば、ｗｉｎ−ｗｉ

は５回の部会を開いて、年間４回実施する研修会

中行先生）（理事の内希望者のみ参加）

ｎの解決方法が見出せることを学ぶことができる

の企画から研修会当日の役割分担まで決めていま

初めての試みで、途中通信トラブル等によ

さんには内容豊かな原稿をお寄せいただき、編集

と思います。

す。研修部では一丸となって、わかりやすく参加し

り中断がありましたがなんとか成功しました。

作業に当たっては部内のチームワークもばっちり、

実際の紛争は「オレンジの話」のように単純で

てよかったと思える研修を目指しています。なお、

なお、録画が日調連会員のホームページにe

印刷業者さんの対応も迅速丁寧で、全てうまくい

はなく非常に複雑ですが、相談員・調停員は、紛

ビデオ研修については録画方法を工夫して高音

ラーニングのコンテンツとして追加される予

き、手前味噌ながらBorder第６８号はとても良いも

争当事者の話をじっくりと聞き、心を開いてもら

質・高画質のビデオを提供することが可能となり、

定です。

のになったと思います。今後もより良い会報をめ

い、当事者の立場、ニーズ、感情、価値観といっ

ライブ研修と遜色のない研修を実現しています。

た情報を理解することで、できるだけ当事者の理
想に近い解決へと導く役割を担います。

今年も土地家屋調査士にとって有益な研修会を
開催する所存ですので、どうか欠席されませんよ

弁護士相場

広報厚生部の重要な仕事には対外向けの広報活

・今後の予定
①第３回定例研修会（１月２１日）「土地境界紛

うお願い申し上げます。

争の解決について（仮称）」（講師

ング（模擬調停）といった研修が必要となります。

・昨年実施した研修会等

裁判事上原裕之先生）

①第１回定例研修会（１０月８日）「民事訴訟法

業務等にも充分に活用できますので、研修には積

と民事調停とＡＤＲについて」（講師

極的な参加をお願いします。

士渡辺伸二先生）

弁護

ざしてがんばっていこうと思います。

④三重会新人研修会（１２月３日）

そのためには、調停技法を学び、ロールプレイ

この研修は土地家屋調査士の相談業務、境界立会

広島高

ハーバード流交渉術：フィシャー＆ユーリー著

三笠書房

解説・同席調停
（模擬調停ＤＶＤ）
：レビン・小林久子著 日本加除出版
交渉とミディケーション：八代京子監修

鈴木有香著

について」（講師
常任理事

である「出前講座」というものを開催しました。

③中部ブロック新人研修会に参加（２月２４日、
２５日）

科の２年生を対象に、講師は朝日奈名誉会長にお

④第４回定例研修会（３月、日は未定）内容未定

願いしての開催でした。
他にも、公嘱協会の志摩市総合防災訓練に於け
るブース出展に協力、また支部との協力のもと、津

広報厚生部
副部長

三修社

制度広報です。その一環として、三重会初の試み

平成２３年８月２２日、県立相可高校にて、環境創造

愛知県土地家屋調査士会

茶谷和裕先生）

動があります。土地家屋調査士の知名度アップ、

②第７回土地家屋調査士特別研修に参加（２月１０日〜）

②第２回定例研修会（１１月１９日）「事務所経営
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あけましておめでとうございます。謹んで新年
研修部
副部長

のお慶びを申し上げます。

西脇

春治

早いもので、広報厚生部の仕事をさせていただ
くようになってもう半年が過ぎました。私の携わ
る会報Borderの発行も２回目となり、この原稿を

新年明けましておめでとうございます。
さて、昨年６月に新研修部が活動を開始してか

▲１
１月１
９日 第２回定例研修会の様子

としているところであります。

ら半年が経過しました。ここにこの半年間の活動
状況と今後の予定について報告します。
現在の研修部は川井副会長の監督の下、吉川研

6

書いている今まさにこれから編集作業が始まろう

③日調連主催Webシステムを利用したオンライ

その会報Borderの編集作業には前号にて初めて

ン研修の試行に参加（ライブ配信）（１１月２５

携わることになりましたが、私は主に原稿の取り

日」広報に向けて、公嘱協会と協力して「うち
わ」を作製し、法務局各支局及び出張所並びに県
市町の関係部署に設置させていただき、たいへん
好評でありました。
厚生活動としましては、毎年恒例の会長杯親睦
ゴルフ大会を開催いたしました。
これらの活動につきましては本会ホームページ
内会員専用ページの最新情報掲示板にも掲載して
おりますので、そちらをご覧ください。

7

支

部

だより
なお、今号の会報に同会員専用ページの見方を

津支部

【伊勢まつり】１０月１６日（日）

掲載させていただきましたので、これまでご覧に

配布物：風船４００個、

なられていない会員の皆様におかれましてもこの

ポケットティッシュ５

機会にぜひご覧になっていただき、今後の情報共

００個、小冊子１００冊

有にお役立てください。

（調査士会クリアフ

上杉部長の気配りとやさしさあふれるリーダー

ァイルに封入）

シップのもと、やる気満々の各部員一致協力して

相談件数：７件

支部長

て、画家の新開諭氏を講師にお招きして「洞察力
と描画力を養う研修会」を行いました。
講師の新開氏は、現在画家として活動の傍ら、
警察に於ける似顔絵作成の講師も務められてお

◎会長杯親睦ゴルフ大会
９月２３日（祝）

於三重フェニックスGC

◎イベント会場での広報活動
【志摩市総合防災訓練】９月１０日（土）
配布物：ポケットテ
ィッシュ２００個、風船

り、今までにない画期的な研修の内容となりまし

支部活動報告

いたします。

秀敏

去る７月９日（土）に安濃中公民館の研修室に

広報厚生部の仕事を全うしていきたいと思います
ので、会員の皆様もなにとぞご協力のほどお願い

野田

た。
今回の研修会を終え、参加者は洞察力と描画力
が十分養われた事と思います。
また、その日の夜には、津グランドボウルにて
ボーリング大会を開催いたしました。始球式は後
藤会員が務められ、見事ストライクとなり、大役
の重責を果たされました。

２００個、小冊子１００冊

１０月９日（日）には、本会の川井副会長及び上杉
理事並びに津支部役員が参加して「津まつり」に
おける土地家屋調査士業務のＰＲをさせていただ

【四日市支部無料登記相談会】１０月２日（日）
相談件数：４件

個人の部の優勝は野呂幸伸氏（鈴鹿）、準優勝
は高山秀峰氏（伊賀）、３位は喜畑六百年氏（松
阪）。団体の部の優勝は鈴鹿松阪連合（野呂氏、
喜畑氏、浦川氏）でした。
入賞者はもとより、会長特別賞や飛び賞、参加

【津まつり】１０月９日（日）
配布物：ポケットテ
ィシュ１，
０００個、風船
７００個、小冊子５００冊、
うちわ５００個
相談件数：３件
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賞など参加者全員に賞品が行き渡り、親睦を深め
る楽しい一日となりました。
来年も多数のご参加をお待ちしております。

きました。
１０月１３日（木）には、津リージョンプラザ会議室
に於いて、法務局の表示担当者を交えての「表示
登記実務検討会」を行いました。
その際、参加者からは様々な質問が発せられ、
また、活発な意見交換等が行われました。
最後に支部の活動ではないのですが、去る６月
８日に有志によりソフトボールチーム「パラダイ
ス」の再結成が行われ、既にユニフォームも作成
し、練習試合も行われております。
再結成に際しご尽力いただいた荒井会員、川井
会員、稲本会員には心から感謝いたします。

9

政

連

公

嘱
社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

三重県土地家屋調査士政治連盟

だより

幹事長

豊田

一哉

だより

理事長

長谷川吉久

事を信じ、政治連盟という組織をより機能的、活

しかし、財政が厳しい中、発注の低下が続いて

動的な組織として発展させていけるよう頑張って

おります。このような情勢ですが、地籍調査、国

いきたいと思いますので、会員皆様のさらなるご

土調査法第１９条５項の指定による事業等への協力
の要望があり、協会として施策の提案、協議を継

平成２３年度活動報告

続し進めております。地図作りにおいて土地家屋

○１月〜６月

調査士の必要性が認識されている証左と考えてお

国会議員新年賀詞交換会、新年祝賀会、新春

ります。

の集い、自民党友好団体会議、民主党躍進パー
ティー、国会議員と語る会、

全調政連定時大

会、三調政連定時大会、幹部会（２回）
○７月〜１２月
中部ブロック政連会長会議、国会議員政策セ
ミナー、本会・公嘱協会・政連合同意見交換

１４条地図作成業務では、四日市市において成果

ごあいさつ

新年のごあいさつ

理解、ご協力を宜しくお願い致します。

会、新政みえ団体懇談会、自民党友好団体要望

新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、健やかに新年を迎
えられましたこと心よりお喜び申し上げます。旧
年中は政治連盟の活動に対し、いろいろとご指
導、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
政治連盟幹事長という大役を仰せつかって早２年

の取りまとめ段階まで進んでいるとの報告を受
け、関係の皆様には個々の事務所を犠牲にした事
業の推進に感謝申し上げます。
津市では１年目の基準点作業に取り組んでいた
だいております。ご苦労をお掛けしますが宜しく

聴き取り協議会、民主党団体懇談会、国会議員

お願い致します。

政経セミナー、司法書士政治連盟意見交換会、

新公益法人認定申請について、全国の情勢は、

中部ブロック政連会長・幹事長会議、幹部会

岩手、静岡、愛媛の３協会が内閣府より認定済

○その他

み。去る１０月には山口協会が県より認定の答申が

他業種定時総会、県会議員後援会事務所開き
等出席

ありました。三重協会は、委員会を中心に準備を
進めております。

と半年余が過ぎました。右も左もわからずただが

土地家屋調査士の制度、職責のアピールのため

むしゃらにその責務に立ち向かっていた一年目、

継続的な活動を行ってきました。一般会員の皆様

社員の皆様には、公共嘱託登記土地家屋調査士

活動の流れが何とか見えてきて、その流れに乗っ

には目に見えない部分も多くあるかとも思います

協会の活動に対し、多大なるご協力、ご指導をい

の決議を経て、２月の申請を目標にしておりま

かるかたちで活動してきた二年目、そして何かを

が、土地家屋調査士全員に及ぶ活動であります。

ただき、お礼申し上げます。

す。

と思いつつ過ぎてしまった半年余り。結果がすぐ

現政治連盟会員のためだけのものではないという

に目に見えて現れてこない部分での活動というも

ことをご理解いただき、未入会の一般会員の皆

のの難しさにただただ困惑するばかりです。

様、ぜひとも入会お願いします。

「調査士制度の充実と発展・調査士の地位の向

新しい年が皆様にとって、すばらしい一年とな

上」を目指し、組織が一丸となって活動をし続け

ります事を祈念しまして、新年の挨拶とさせてい

ていく事がその目的達成のための最短の道である

ただきます。
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平成２４年２月に臨時総会を開催し、定款変更等

２３年度通常総会において、業務の拡大、新公益

認定を得れば、公益社団法人としてより厳しい

法人への移行と、それに伴う社会貢献への参画を

基準による協会運営を求められますが、土地家屋

目標に、事業を展開しております。

調査士が一層認識され、社会貢献できる法人とな

官公庁においては、協会に対し永年の実績、啓
発により理解と期待が高まっております。

るチャンスと捉えておりますので、社員の皆様の
協力をお願い致します。

11

報

告
中部ブロック協議会所属会会長・担当者合同会議 ＩＮ 三重
平成２３年１
１月５日（土）１
３時より
会長会議
総務担当者会議
研修担当者会議
実調指針と９３条調査報告書担当者会議
筆界特定とＡＤＲ担当者会議

【総務担当者会議】
〈議題〉非調査士の実態調査等について

団結力強き中六会長方の「三重の新会館を見に

［２Ｆ中会議室］

行こう！」の言葉で、既に富山会にて開催予定の

【会長会議】
〈議題〉会務全般について
「まとまりましょか！（枠に）入りますか？」

広報担当者会議を除くすべての担当者会議の三重

これぞ中六の団結力を象徴する１枚。

会での開催が決まりました。個々に開催されてい

［２Ｆ小会議室］

る担当者会議を新会館で合同でと、誕生したばか
りの会館を盛り立てて下さるお気持ち大変有り難
く、５〜６０人の全体会議、会長会議・４分科会の
会場設営が整えられるか不安はありましたが、役
員・事務局一同、そのお心に応えるべく知恵を絞

エントランスホール

【研修担当者会議】

りできる限りのお膳立てをと心一つにその日に臨

〈議題〉ブロック新人研修等について

みました。

［１Ｆ会長室］

迎えた１１月５日、ナビにも載らない新会館に無

【全体会議】

事に着いていただけるかと、雨が落ちてきそうな

各会議報告と総括

［２Ｆ大会議室］

不安げな空と似た思いで玄関先でのお出迎え。タ
クシー組は、乗っててほんとにこの先に会館があ

不行き届きも多々あったでしょうに、皆さんの

るのか心配したと車を降り、石川ナンバー車から

温かいご協力のもと、石川会村谷会長の閉会の挨

は降りるかいなや２人喫煙所へ、早朝から窮屈な

拶で、無事第１部を終えました。

長旅ほんとにお疲れ様です。迷子になりかけた三

神戸会長

滝口ブロック会長

林日調連副会長

河ナンバー車、福井ナンバー車も無事到着、余裕

第２部は、ホテルグリーンパーク津に移動して
【実調指針と９３条調査報告書担当者会議】

をもって開始時刻を待ちました。

〈議題〉実調指針と９３条調査報告書について

少々窮屈な全体会議会場に、小言をいうどころ

［２Ｆ大会議室］

の懇親会。定時総会時を彷彿させる盛り上がり、
親睦を深め有意義な情報交換の場となりました。
にこやかな顔・顔・顔に、ホスト会としては胸を
撫で下ろしました。

か席の出入りには声を掛け合い、笑顔で対処して

若い会員の皆さま、中部ブロック協議会では、

下さるほのぼのとした光景、狭さ故に生まれるふ

三重会の代表としての活躍の場があります。諸先

れあいがありました。
定刻ちょうど司会は江口ブロック庶務により、

輩方から現役員が受け継いだバトンを皆さまに確

まずは、担当会神戸会長の歓迎の挨拶が新会館完

実に渡せるよう、『中ブロに三重会ありき』とい

成に至るまでのエピソードを交えてあり、続い

われる働きができるよう、残る任期しっかり会務

て、滝口ブロック会長のいつもながらのスカッと

【全体会議】

さわやかなご挨拶、そして、林日調連副会長から

〈議題〉実調指針と９３条調査報告書について

は就任から今日までの会務の様子と抱負を交えた

報告者

ご挨拶がありました。

［２Ｆ大会議室］
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小野伸秋日調連常任理事

に励み、それぞれの分野、立場にて日々精進して
【筆界特定とADR担当者会議】

まいる所存です。近い将来、自分たちの出番が来

〈議題〉筆界特定とADRとの連携等について

ると楽しみに待ち望んでいてください。

［１Ｆ資料センター室］

（取材

広報厚生部）
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報

告
新人研修会
研修部

市野浩太郎

冷たい雨が降っていた。
師走に入り、街はイルミネーションに彩られ、
クリスマスムードの様相を呈している。
鳴り響くジングルベル。行き交う恋人達。
少し早い冬の訪れを感じ、誰もが仕事をする気
が失せる１２月。
そんななか開催された三重県土地家屋調査士会
の新人研修会。今年度から利用されている新会館
が、フレッシュな受講者６名を迎え入れた。

誰もが認める吉川理事の調査士としての資質、

回、残念ながら、受講者のなかに公嘱協会の社員

バランス感覚、プロ意識。それらを肌で感じ、真

はいない。それでも、受講者の将来を見据えた丁

剣な眼差しで聞き入る受講者。

寧な講義がなされた。

皆が通る「新人」という道。それを遠い昔のこ

受講者からも数量に関する質問が飛び出すな

とのように感じるオブザーバー参加の会員。そん

ど、やはり、調査士の報酬額についての興味は尽

な会員達の開業当時の情熱、希望などの感情を

きない。

も、あらためて喚起させるような熱い講義。どの
ような「業務の処理の仕方」をするべきかという
ことについて、受講者を正しい道へ導くような実
のある講義であった。

受講者から、西脇理事へ質問が矢継ぎ早に浴び
せられた。
また、調査士の懲戒事例の紹介などもなされ、
「仕事に対する姿勢」にも言及した有意義な講義
であった。

これらの講義をもって、三重会の新人研修会は
〔３コマ目〕
講師は、本会研修部の副部長「西脇春治」理
事。
テーマは、「９３条報告書の作成方法」。

〔２コマ目〕

閉幕した。
講義を終えて会館を出ると、雨は上り、冬の風
が吹いていた。
この先、幾度となく対峙するであろう難局は、
この風以上の激しい勢いで受講者を襲うのであろ

講師は、公嘱協会常任理事の「吉村工」理事。

うか。

テーマは、「報酬額について」。

そんな強い風に吹き飛ばされないタフな精神
力、強靭な身体を備えることの必要性を、受講者

（川井副会長の挨拶）

は今回の研修会で学んだに違いない。熱い思いを
胸に抱き、…。

〔１コマ目〕

雨上りの空。かすかな夕陽が新会館を照らして

講師は、本会研修部の部長「吉川清丈」理事。

いた。

テーマは、「資料の読み取り方」〜講義とディス

それは、受講者の未来を照らしているかのよう

カッション〜。
きめ細かい説明。鋭い洞察力。

な優しい光であった。

西脇理事の日頃の業務を想起させるような緻密
吉村理事といえば、過去にオンライン研修会の
講師の経験もある才人。
今回は、得意分野である「オンライン関係」を
封印しての登場である。
公嘱協会の単価を使用しての講義ではあるが、今

14

な講義。
一つのフレーズが登記完了の可否に影響を与え
ることはもちろん、それが命取りになることもあ
る９３条調査報告書。その重要性については、受講
者も充分理解しているのであろう。
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報

報

告
登記所備付地図作成作業について
四日市支部

諸岡

勝彦

告
志摩市総合防災訓練
社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

東日本大震災におかれまして、被災された皆様、

四日市市羽津山町・城山町において行っている

んでくれました。その使命感にあふれた努力によ

不動産登記法第１４条第１項地図作成業務は、境界

り、立会調査時において作業区域内すべての土地

立会・細部測量等終え地権者様の縦覧を待つばか

につき筆界確認ができ、筆界未定がなしというす

全国で防災意識の高まる中、去る９月１０日志摩市

りとなりました。

ばらしい結果をもたらしてくれました。担当の土

大王町波切漁港において、各行政機関・民間団体等

地家屋調査士の努力はもとより、担当以外の土地

が参加し志摩市総合防災訓練がおこなわれました。

家屋調査士の献身的な支援、地権者様を立会に集

社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

めていただいた法務局担当者様の努力の賜物であ

も志摩市と防災協定を締結しており、当日は訓練に

ると思います。

参加しました。

昨年６月２０日から作業区域を４１エリアに分け９
月上旬まで立会調査を行いました。
暑い、暑い、暑い時期の立会であり立会者の方
が熱中症で倒れられたり、作業員が倒れたり、台
風の影響を受けるなど大変な時期の大変な作業で

今回、いろいろな問題を解決できた要因のひと

した。しかし、法務局担当者様、担当の土地家屋

つには、広域に調査・測量・立会ができたことが

調査士の適切な処置・対応により何とか乗り切る

あげられます。今回のような地区で一般事件とし

ことができました。

て土地家屋調査士が依頼を受けた場合、解決方法

作業区域は、国道１号線敷地・鉄道敷地の用地

は見出せたとしても時間・費用・地権者様への説

買収に伴う分筆、自作農創設特別措置法による売

明等々の問題があり現実的には処理不可能であり

渡、土地改良の換地処分、行政区画変更等々昭和

ます。今回の作業区域内にもこのような箇所が少

４０年代までに大きく変化をした区域であり、台帳

なからず見受けられました。地図が混乱している

滅失による回復登記が多くなされた地域でもあり

ため土地の利用・処分等が制限されることがあっ

ます。地図が明確でないなか時代の要求によりな

てはならないことです。地図混乱地域をなくすた

された以上の手続きであるため、台帳・図面等の

め、現在の地図をわかりやすい地図にするため

資料と地権者様の認識・現地の状況との齟齬等か

中・長期的な計画、正確な地図を作るための適正

なりあり立会調査までの資料調査・解析、現地踏

な予算を法務局で今一度ご検討いただきたいと思

査事前測量等に多くの時間を費やさなければなら

います。現在備え付けられている地図の写しにつ

ない困難な地区でありました。しかし、各エリア

いても、いっそう見やすい地図になることを願っ

を担当した土地家屋調査士は猛暑の中現地踏査・

ております。

事前測量を行い、不整合な資料と向き合い解析を
入れ地権者様への説明プランを立て立会調査に臨
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あと少しで、この業務が完了します。関係者の
皆様にただただ、感謝、感謝、感謝

関係者の方々に心よりお見舞い申し上げます。

谷水

一光

調で安全を確保する訓練であること、災害発生時（被
災時）
・被災後の自分自身のあり方を確認する機会
で、自主防災についても考える機会でありました。

同訓練は、今後想定される東海・東南海・南海地
震を想定し、地域住民も多数参加され陸上訓練はも
ちろん、空路からの救助ヘリコプターによる人命救
助、海上では船舶による物資の搬送・衛星を利用し
た通信訓練が実施されました。
三重県の多くの地域は海に面しており、志摩市に
おいてはリアス式海岸で入り江が多く存在し、陸路
の不通により生じる被災者の孤立や離島居住者の救
援・支援は不可欠であり、非常に意味のある訓練内
容で行政の防災に関する意識の高さを伺わさせてい
ただきました。
『地震

雷

火事

親父（台風）』という世の中

に怖いと思われる順に並べた諺があります。
人々の恐れるものを列挙し、発生したら多方面へ
の影響（被害）のでる恐ろしい順番でもあります。
それらすべては自然災害でいつ発生しても、またそ
の規模の大きさにかかわらず恐ろしいものであるの
は確かです。
防災訓練は災害から自身を守る、周囲との協力・協
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桑員支部

小林

津支部

弘仁

はじめまして、平成２３年８月に入会させて頂きま
した桑員支部の小林弘仁と申します。

アンケートの内容
①調査士になる前は何をしていまし
たか？
②何故調査士になろうと思いました
か？
③調査士になってみてどうですか？
④趣味はなんですか？
⑤自慢できることがあれば教えて下
さい
⑥調査士としての今後の抱負を聞か
せてください

前橋

桑員支部

克典

はじめまして。平成２３年８月２２日付で登録させ
て頂きました、津支部の前橋克典と申します。

近藤

この度、三重県調査士会に入会しました近藤真
史といいます。（名は「しんじ」とよみます。）

私が土地家屋調査士を志したきっかけは、父が

補助者業務とともに、昨年まで財務局関係の仕

いままできちんとした会社に務めたこともなく

土地家屋調査士であり、「蛙の子は蛙」のごとく、

事をさせて頂いていたこともあり、県内各所の諸先

２０代は茨城県ですごし、主に作業員的な仕事をし

気付いたらこの道を歩んでいた（笑）。というのが正

生方にお世話になったこと、この場をお借りしてま

てきたため、証明書類・行政手続・計算・製図な

直な感想です。

ず御礼申し上げます。

ど調査士の仕事はもともと縁遠いものであり、三

専門学校を卒業し、平成１９年度に資格取得後は

数年間ではございましたが、「調査士」という職

愛知県内の測量設計会社に就職して、約４年間ほ

を客観的に感じ取ることができ、立会の手法・書面

ど公共測量に従事して参りました。

の様式ひとつにしても拝見できたことは、今後の自

不動産関係の手続きが厳重なものであること

分に大いに生かすことが出来る大変貴重な経験で

は、それだけ不動産の経済的な価値が高いことの

した。

証であって、調査士が担当する部分の重要性も当

この春に実家に帰省し、父である土地家屋調査
士の補助者として実務に携わり、この度、入会させ

さて私は、全く異業種からの転職であり、会社と

て頂きました。
いざ登録してみると、補助者のころと比べて、その
職責の重さや判断の難しさを痛感する毎日です
が、その分、充実した毎日だとも感じております。
これまで土地家屋調査士を志したときから今日
に至るまで、両親、家族、友人、そして周囲の皆様
には大変お世話になりました。その感謝の気持ちを
いつまでも忘れずに日々の業務に取り組んで行き
たいと思います。
まだまだ未熟者ではありますが、諸先輩方の御
指導を仰ぎながら業務に従事して参りたいと思い
ますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。

いう枠組みの中で、時間・数字と共に突っ走ってき
たこれまでであります。しかし、調査士業務という
ものは、「走る」というより「歩く」という表現が
的確かと日々痛感しております。もちろん、知識の
浅い若輩者の私には、当然にひとつひとつ一歩一
歩が当たり前ではございますが、この初心を忘れる

重県でこのような仕事をするようになったことを
実は不思議にかんじています。

面下がることはないとおもいます。
そのような大きな責任を担うにふさわしい調査
士になれるよう努力したいとおもいます。
私自身が無知であり、技術や手続きも変わって
ゆくため一人前となるまでには苦労することとお
もいますが、皆様よろしくおねがいいたします。

ことなく、「かめ」のように、着実、かつ広い視野
を持って歩んでいきたいと考えております。
未熟者でございますので諸先輩方のご指導ご助
言を仰ぐことも多いかと思いますが、どうぞ、今後
ともよろしくお願い申し上げます。
アンケートの回答

アンケートの回答
①
②
③
④
⑤
⑥
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真史

測量設計会社に勤務後、調査士事務所にて補
助者をしていました。
父の事業を承継するため。
社会的責任の重大さを感じています。
マリンジェット、スノーボード（スポーツや
アウトドア全般が好きです。）
明朗闊達な性格だと思います。
誠心誠意業務に取り組み、誰からも信頼され
る調査士になりたいと思います。

① アパレルメーカー勤務 → 補助者
② 自由業である父の姿を見て。
③ まだまだ地に足がつかず不安が大きいです。
④ スポーツ全般。（フットサル、水泳、バトミント
ンetc…）支部のソフトボールチームにも参加さ
せて頂いております。先日の試合では顎から転倒
し、頭と体の動きのギャップに悩む毎日です。
⑤ ございません。
⑥ あらゆる角度から物事が判断できる柔軟な思
考が持てるように、幅広い知識・技術を身に
つけ、信頼に繋げていければと思います。

アンケートの回答
①
②
③
④
⑤
⑥

各種フリーター（飲食・土木・測量・補助者）。
特に理由なく、たまたま。
今の時点では特に実行なし。自由と感じます。
読書、自動二輪
何もなし。
特になし。生計が立つこと。
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１１月１２日（土）、三重県青年司法書士協議会主
催のソフトボール大会に参加しました。
会場は四日市市の垂坂ソフトボール場。
三重県の土地家屋調査士は、津支部のチーム
「パラダイス」と、桑員支部メンバーを中心に
四日市支部から強力な助っ人に入ってもらった
チーム「桑員連合」が参加しました。
「パラダイス」の面々はユニフォームもバッ
チリ！！お天気は快晴！！絶好のソフトボール
日和の中、全８チームによるトーナメント戦で
熱戦が繰り広げられました。
結果はなんと！我が「桑員連合」は準優勝し
大会終了後、「パラダイス」と「桑員連合」で記念撮影しました。

てしまいました！！練習もしていない急ごしら

私自身、昨年のこの大会以来ボールに触って

HIROBA

さえいません。そんな私がピッチャーなんてあ

準優勝授賞式

りえませんが、３連投させていただきました。
試合では、守備陣の随所に見られるファイン
プレーの数々、打撃陣の怒涛の連続ヒットによ
り２勝し、決勝戦進出。

三青司
ソフトボール大会に参加
●桑員支部●

安田

典生

しかし決勝戦では長打を打たれまくり（涙）、
こちらの打撃陣も振るわずぼろ負け（苦笑）
決勝戦では悔しい思いをしましたが、みんな
でわいわいがやがや、一日楽しくいい汗かきま
参加チーム

した。
これを機に桑員支部では正式にチームを作ろ
う！と盛り上がっております（?）
さあ、かかってきなさい！ 挑戦者求む！（笑）
◇
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三青司チーム
三重社労士チーム
奈良会チーム
岐阜会チーム

大会結果

愛知昭和会チーム

優勝

愛知調査士会チーム

愛知調査士会チーム

準優勝

桑員連合

三重調査士会津支部「パラダイス」

３位

三青司チーム

三重調査士「桑員連合」

急ごしらえの
﹁桑員連合﹂準優勝！

えのチームで、奇跡的ですね（笑）
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還暦を前に、各種役目を退任し、忙中閑あり
というよりも、閑の只中にあって、バードウォ
ッチングと読書、音楽鑑賞に耽っている。
バードウォッチングは本格的にやっている。
以前のような、ずぼらな定点観測ではなく、ラ

会員利用
福利厚生指定施設のお知らせ

インセンサスをしている。しかも、ハイキング
を兼ねて弁当持ちで楽しんでいる。望遠鏡や図
鑑、雨具などを持つと荷物は７、８㎏になる
が、そんな装備で峠越えなどもしている。お陰
で１０月には、長く付き合っていた高脂血症が完
治し医師から合格点をもらった。読書は、主に
若い頃読んだヘミングウェイや芥川龍之介の王
朝物など文学ものを読み返している。「日はま

本会では、昨年２月より「アソビックスあさひ」（三重郡朝日町）を福利厚生施設といたしました。是非
ご利用ください。
なお、施設ご利用券は本会事務局にご用意しております。施設をご利用される方は本会事務局へご連絡く
ださい。

た昇る」では、パリの地図を片手に、「偸盗
（＝ちゅうとう）」などは平安京の地図、電子
辞書を片手に、旅行気分と歴史探訪で親しんで
いる。音楽を聴いたり小説を読んでいて、還暦
を迎えた今思うことは、人生は「淡い夢のよう

HIROBA

に短い」（林あさ美「どさゆさラッセラ」）と
いう実感である。また、平家物語の一節にある
「風の前の塵に同じ」などという人の存在につ
いての自覚である。かといって、彷彿としてく
るのは厭世という気持ちではなく、むしろ、土

還暦に思う
●伊勢支部●

藤本

幸也

地家屋調査士という職業を進んできてよかった
との満足感である。その上、認定調査士の資格
をいただき、後生大事にしたいと思う。
筆界紛争の根本問題は、排他的に所有しよう
とする気持ちにあると思うが、筆界と所有権界
を別物としている体系にあって、筆界を扱う土
地家屋調査士業が今後も重要な位置を占めるこ
とを期待している。なにも、エイッヤーと一刀
両断で筆界を論じるばかりが優位とは限らな
い。筆界を見いだすことの困難さを説くのも土
地家屋調査士ならではの仕事ではないだろう
か。
この業界に携わり始めてから４０年近くになる
が、氷山の一角しか見てこなかった自分を振り
返り、今後の「淡い夢」の中でも精一杯勉強し
たいと思う今日この頃である。
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Step3
会員専用ページが表示されました！

インターネットで会員専用ページを見てみよう！！
三重県土地家屋調査士会ではホームページを公開しております。
会員の皆様には「会員専用ページ」にて様々な情報を提供し、 最新情報をできるだけ早く
掲載できるよう努めております。
見方は簡単です！今までご覧になっていない会員の方々も是非アクセスしてみてください。

Step１
検索サイトで「三重県土地家屋調査士会」と入力して検索。
またはURL欄に「http://www.mie-chosashi.or.jp/」と直接入力して ホームページにアク
セス。
「本会からのお知らせ」の最近掲載された事項には「new」が付いています。本会の動
きは「最新情報掲示板」、「行事予定」でチェック。

Step2
「会員専用ページ」のところをクリック！
この窓が現れるのでユーザ名と
パスワードを入力し「ＯＫ」をクリック！
※ユーザ名とパスワードは本会事務局に
お問い合わせください。

24

広報厚生部では現在、会員専用ページをより見易くするための検討に入っております。最
新の情報、知りたい情報にすぐにアクセスでき、会員の皆様の情報共有にお役に立てるよう
がんばります。
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つぶやき

形』

名）

（仮

ー
ジロ

の
『夢 ● つぶやき

余りに長い間、土地ばかりで建物登記をしな

【紺屋の白袴】
親から相続したとは言え隣接する農地の公

『境

た…。「忘却とは、忘れ去ることなり…。」

放置されたままの調査士さんの屋敷畑…。

厚生

報
●広

かったために建物登記の仕方を忘れてしまっ

図と現況が南北に反対になったまま何十年も

見習

放
』
思う 視物角度奔
部

に
界杭

【忘却】

【旅愁】
日本全国どこへ行っても目につくのは、道路

【夢の形】

の境界標と御同業の事務所の看板…。

新たに建った夢の形
前号の「つぶやき」で書いた特殊事情に

境界杭もいろんな種類があるが、別格とし

どれぐらい共鳴？されたかはこの際気にしな

て石杭なんかにお目にかかると、その存在感

いで、めげずに『わっかるわ〜』第２段いき

は十分すぎ威厳を感じる。

ます。
近年、健康のため気分転換のためと、近場
へハイキング等ぶらり散歩に出かけている。
道中、出交わす『境界杭』が本文の主役で
ある。
通りすぎるおおかたの人にとっては何ら特

プラスチック杭はその打たれ強い性格から
か、世間の好奇な視線にもへこたれず、いろ

・ストッパーとして、ドアーの下にこじ入れ
られているプラ杭達
・山道の階段の丸太止めとして入れられてい
るプラ杭達

つい境界杭に目が行ってしまう。

本来の用途は違えど、彼らはその容姿、も

ったからなのか、建替えをしたからなの
か？』
『この金属標の矢印からすると、こちら側
の家が入れたものやな』

【エイプリルフール】

屋根裏にある１．
５ｍに満たない秘密の小部屋

４月１日に法務局の窓口に申請に行くと受領

風もない秋の日の夕暮れ

書と共に女の子がニッコリと笑って取り下げ

持ち込んだ一冊の漫画本に

書を渡してくれた…？

「あっははは〜」と一人大笑いするのは誰？

んな場面でご活躍である。

別な感情を抱くものではないと思うが、つい

『家の新しさからすると、土地の売買があ

これから始まる家族の象徴

てる機能をいかんなく活用していて、まちが
いなくそれなりに重要な仕事をしている。
こんな仕事もできると、業界を代表して
様々な分野で広報活動しているのであろう。

【変換】

【法務局の道】①

「とちかおくちょうさし」と入れて変換する

信号を左折するとすぐの所に入り口があるた

と土地家奥調査士としか出てこないが「とち

め通り過ぎては何度も団地の中に入ってしま

かやちょうさし」と入れて変換するとちゃん

った現Ｍ支局…。

と「土地家屋調査士」と出てくる。

【法務局の道】②

【街区基準点①】

駐車場が常に満杯で仕方なく路上に駐車し、

田んぼの中の構造物に基準点が設けられてい

閲覧後車に戻るとワイパーに駐車違反の紙が

たがショッピングセンターが出来た時にみん

はさんであったＹ支局…。

な埋められてしまった。

こんな健気なプラ杭達を見習い、広報活動

【市役所の道】

【街区基準点②】

様が…？』と、遠慮なし勝手に思いを馳せ

駐車場に管理人さんがいてバックで車を停め

深い水路の上の隅きりのような橋の上に街区

る。

ると「入れ方が悪い」と何度もダメ出しをさ

基準点があり、１素子プリズムをその中心に

れたＫ市役所…。

合わせようと端に寄せすぎたためプリズムご

『測量決断に至ったそこには複雑な人間模

それにしても、まっすぐきれいに入れられ

頑張らねばと思う小生であります。

ている境界杭は実に美しい。
それとは反対に、斜めになっている境界杭

と水路に転落してしまった…。

【パブロフの犬】

を見ると、しっかりと己の仕事をさせてもら

本会から会報が届くとほとんど無意識のうち

えてなくて、かわいそうに思う。

に巻末の「つぶやき」をさがすようになって

（位置的に見て合わせるのは不可能では…？
と思った）

しまったあなた、あなた…？
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会員の動き
平成２３年１
１月３０日現在

●入

事務局だより

会員数２８７名

会
氏

名

事

務

所

入会年月日

小

林

弘

仁

いなべ市大安町石榑東1233番地1

平成２３年８月１０日

前

橋

克

典

津市久居烏木町387番地17

平成２３年８月２２日

近

藤

真

史

桑名市藤が丘五丁目809番地

平成２３年１０月３日

congratulation

●事務所住所変更
氏

名

住

所

変更年月日

打

田

善

幸

鈴鹿市国府町849番地

平成２３年７月１日

小

林

義

夫

いなべ市大安町石榑東1233番地1

平成２３年８月１日

渡

部

晃

司

四日市市大字羽津4298番地

平成２３年９月１２日

堀

江

秀

弥

松阪市高町201番地2

平成２３年１１月２８日

事務局員の熊澤陽子さんが、１１月６日に華燭の典を挙げられ、藤浦陽
子さんとなりました。ご主人様とは、友人を通じて知り合い、お出かけ
好きで意気投合し、いろ〜んなところへドライブで出かけ、２年間の交
際を経てこの度のゴールイン。

●退

昨年のＮＨＫ朝の連続テレビ小説『おひさま』で、ヒロインが『だっ

会
氏

て私は太陽の陽子ですから』という印象的なセリフは記憶に新しいとこ

名

支部名

退会年月日

理

由

ろ、いつも愛らしい笑顔を振りまく我らが陽子さんも、さぞかし健康で

立

花

益

實

津

平成２３年９月１３日

業務廃止

明るい新家庭を築かれることでしょう。どうぞ幾久しくお幸せでありま

西

村

道

生

松阪

平成２３年９月３０日

業務廃止

すように。

久

保

倉

利

松阪

平成２３年９月３０日

業務廃止

佐久間

隆

之

松阪

平成２３年１０月２５日

業務廃止

藤浦陽子さん

生活環境も変わり何かと大変でしょうが、体調管理万全にこれからも事務局業務に励んで下さるとのこと
です。
（広報厚生部）
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編集後記

寄稿のお願い

Ｂｏｒｄｅｒでは皆様からの原稿を募集していま
す。
最近感じた事、事件、趣味、調査士会への要
望、旅行等どんな事でも結構ですので、どしど
し応募してください。お待ちしております。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

さまざまな問題を抱えながらも２０１
１年末、世界
の人口が７０億人に達した。
地震・津波・火山噴火・台風・洪水・原発事
故・経済危機等々、地球規模でのたいへん苦難の
１年でした。我が惑星の悲鳴のようにも聞こえ唖
然とするばかりですが、「人の繋がりの力」に希
望を強く感じます。
広報部においても会員皆様の繋がりにより役立
ちたいと、更に親しんでいただける会報づくりを
めざし慣れないながらも一丸となり奮闘の７ヶ月
でした。
「新（あらた）しき 年の初めの 初春の 今日
降る雪の いや重（し）け吉事（よごと）」
[新しい年の初めに立春が重なった、今日降る
雪のように良いことが積み重なりますように]
万葉集全２０巻の最後に載せられている、大伴家
持が因幡国庁にて正月に詠んだ歌をご紹介し、新
しい年が愛と希望に輝くすばらしい1年であるこ
とを祈りつつ、Border第69号これにて完結。
広報厚生部

●送付先

七十億人内一人

〒５１４−００６５
津市河辺町３５４７番地２
三重県土地家屋調査士会
TEL 059-227-3616
URL

事務局

FAX 059-225-2930

http://www.mie-chosashi.or.jp

E-mail honkai@mie-chosashi.or.jp
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