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ごあいさつ
三重県土地家屋調査士会
会長

神戸

2

照男

新年あけましておめでとうございます。会員の皆様方には，ご家
族お揃いで輝かしい初春をお迎えになられたことと，お慶び申し
上げます。
はじめに昨年８月３日我が三重会は，三重県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会とともに三重県と「災害発生時における応援協力
に関する協定」を締結いたしました。
なぜ協定を締結するのかと言いますと，自然災害により被害を
受けた世帯に対して支給される「被災者生活再建支援金」につい
ては住家の被害認定をもとに発行される「り災証明」が支給の判
断材料となるため，市町が実施する被害認定調査をいかに迅速に
実施するかが重要となります。
また，東日本大震災のような津波被害が発生した場合において
は , 早急な応急復旧活動のため，土地の境界をいち早く復元する
ことが必要となります。
こういった場合に，土地や建物の調査・登記などに関する専門
的な技術と知識をもつ土地家屋調査士が応援協力すれば，災害時
には非常に大きな力となり，迅速で的確な災害対策業務と被災者
支援につながることが考えられると三重県のご理解をいただき災
害時の応援協力を締結いたしました。その後，三重県と市町も応
援協力の協定を結んでおります。
土地家屋調査士会は市町の実施する住家の被害認定調査に関
して応援協力をいたします。具体的には市町職員が実施する調査
に土地家屋調査士が随行し，その業務のサポートにあたるとこと
を想定しています。
公嘱協会には県管理施設などの被害状況の調査，境界の復元な
どに関して応援協力をしていただくこととなります。これは，津波
などの被害により公共施設が被害を受け，それにかかる登記上の
手続きが必要となった場合の登記簿の調査を行うことや，官民の
境界が不明となった箇所について速やかに仮設道路などの応急復
旧を行う必要がある場合に境界の復元について協力をすることを
考えられています。
昨年，南海トラフ巨大地震の予想が，あまりにも大きな被害の想
定に恐ろしく感じられたのは私だけではないと思いますが，あって
はならない自然災害ですが，もし災害が起こった時に少しでも早く
対応出来るような対策を考えておかなければと思っています。
さて，本年で第８回となりますＡＤＲ特別研修が２月から始まり
ます。受講者数は減少していますが三重会の民間紛争解決手続代
理関係業務認定登録者（ＡＤＲ認定土地家屋調査士）は，会員全
体の３０％を越えＡＤＲ認定土地家屋調査士の活躍の場もしっかり
と考えなくてはいけません。
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」が全国で現在４９会が稼働しています。今年こそ
ＡＤＲセンターの立ち上げ実現のため，関係各位のご協力とご指
導を頂き，実現したいと思います。
また，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。筆界特定制度とＡＤＲが，とも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信頼を得られるこ
とは間違いないと思います。是非ＡＤＲに対し，ご理解とご協力を
お願い致します。
最後になりますが「今年は巳年」実のなる年，実を結ぶ年と言わ
れています。今年こそ良い年であると信じて頑張っていきましょう。
会員の皆様のご多幸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「東日本大震災」から一年が過ぎ，被
災地においては，本格的な復旧・復興に向けた取
組の年でした。その中で，被災地から法務局に寄せ
られる期待や果たすべき役割は，極めて大きいも
のがあります。法務局では，被災者・被災自治体等
からの各種相談に対応しているほか，筆界の復元，
地図の修正等の各事業にも取り組んでおり，当局
におきましても，昨年は，東日本大震災に伴い流
失・倒壊した建物の職権滅失登記に係る調査・確
認作業の事務応援のために，職員を被災地の法務
局へ派遣しました。

ごあいさつ

また，平成２３年２月から運用が開始された登
記・供託オンライン申請システムの利用につきま

津地方法務局

しては，会員の皆様方の御協力により利用率が向

局長

上しているところですが，いまだ全国平均を少し

梅本

泰宏

上回る程度の利用率でしかありません。今後とも，
オンライン利用率向上のために特段の御支援，御
協力をお願い申し上げます。
さらに，登記所備付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２月には，松阪支局の地積測量図等各
種図面の情報交換サービスが開始する予定です。
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。
最後になりましたが，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て，これからも
国民の意識や社会の変化に迅速に対応し，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

射和

孝

の見直しを支援し、ＡＤＲセンター設立に伴う予

いものとなり、被災者に対する迅速な支援や適切

算措置についても検討し、協力してまいります。

な応急対策活動につながると考えられます。

現在の研修部は川井副会長の監督の下、吉川研
修部長を始め部員４名で構成されています。今年

そして、平成２５年度には、中部ブロック協議会

次に「１４条地図作成事業への参画」につきまし

度は一つの研修会について担当部員を一人決め、

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

の定時総会が三重で開催されますので、その準備

て、現在、津地区にて実施中であり、続いて松阪

企画、講師との交渉、準備、内容の検討、当日の

一昨年の６月に自身初の理事会に出席させてい

に取り掛かってまいります。

地区において作業が始まりましたので、今後も継

司会まですべてこなすという完全単独担当制でや

続して14条地図連絡調整委員会と関係支部への連

っています。しかし、情報は常に全員が共有して

絡調整の活動を行い、協力体制を取って行きたい

いて、不適切な点、分からない事があれば誰かが

と思います。

アドバイスしています。研修部員は私を含め3名

ただき、総務財務部に配属され、約一年半が経ち
ましたが、未だ不慣れでご迷惑をおかけしている
ことと存じます。改めて皆様方のご厚情に感謝申
し上げる次第です。
さて、総務財務部の活動報告をさせていただき
ます。

以上、簡単ではありますが、総務財務部の活動
報告をさせていただきました。
今後とも、三重県土地家屋調査士会のさらなる
発展のため、任期を全うする最後まで、部員一同

次に「中部地籍研究会との連携」については、

の理事が新人です。対外的に無名の新人理事にと

尽力してまいりますので、皆様のご理解ご協力を

中部地籍研究会発表会に参加、三重県の地籍研究

って偉い先生と交渉することは大変難しいことで

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

委員会と連携をとって今後の中期・後期計画に対

すが、何事も経験することは大切なことと思い一

応していきたいと考えております。尚、予定では、

生懸命やっています。

総務財務部では、日頃より、会則や各諸規則の
整合性をとるための協議・検討・見直し、事務局

「三重県の地籍Ⅰ」に続き用語集「索引式別編

のデータおよび文書の管理、会員皆様への各種案

企画社会事業部

内通知、事務局運営のサポートを行っております。

北嶋

紀和

事務局の業務体制の見直しや経費削減についても

（仮称）」を本年度中に発行予定とのことです。

今年度の新たな取り組みとして、ビデオ研修会
を今まで調査士会館のみで行っていたものを、四

最後に、企画社会事業部の重点事業計画である

日市支部・伊勢支部の協力を得て津・四日市・伊

「ＡＤＲセンターの設立」について、本年度の設

勢の3会場で開催するようにしました。その結果、

重要な任責事項であり、その一環として、今年度

平成２３年度より企画社会事業部社会事業部門の

立に向けて三重県弁護士会と協定締結、相談員・

全体（本研修＋ビデオ研修の合計）の受講者数が

より、かねてより検討を進めてまいりました会員

部員として活動しております鈴鹿支部の北嶋紀和

調停委員候補者の研修、運営委員候補者選任等の

2割程度増加しました。本研修を欠席してもビデ

管理システムの導入をはじめました。これにより、

と申します。月日が経つのは早いもので、残りの

準備を進めており、まだまだ課題は山積みの状態

オ研修に参加しやすくなったものと思います。

会員の情報を一元でデータ管理することが可能に

任期も半年近くになりました。今まで大した活動

でありますが最重要事業としてＡＤＲセンター設

なり、業務の効率が格段にあがることでしょう。

をしてきたわけではありませんが、任期満了まで

立に向けて取り組んでおります。

今後も引き続き、業務の効率化を図ってまいりた

先輩方や他の理事の方々にご迷惑のかからぬよう

ます。Google＋のハングアウトがスカイプよりも

いと考えております。

に努めて行きたいと思います。

使いやすいだろうということで、ハングアウトを

会館所在および土地家屋調査士のさらなる周知
と広報活動の目的において、会館に広告塔や掲示
板の設置計画が進められていますが、この予算に

さて、社会事業部門の活動報告をさせていただ
きます。

研修部
副部長

その他として、研修部会をインターネット回線
を使ったテレビ会議にする取り組みを行っており

使用してテレビ会議を試行しました。その結果、

西脇

春治

緊急の部会開催等に使えることがわかりました。
今年も土地家屋調査士にとって有益な研修会を

まず、「事業計画の災害協定及び防災に関する
取り組み並びに災害復興への支援」としまして平

新年明けましておめでとうございます。

開催する所存ですので、どうか欠席されませんよ

また、今年度の目玉ともいうべくＡＤＲセンタ

成２４年８月３日三重県と本会及び三重県公共嘱託

さて、現研修部が活動を開始してから早くも１

うお願い申し上げます。

ー設立に向け、ご尽力いただいておりますＡＤＲ

登記土地家屋調査士協会の三者による「災害発生

年半が経過しましたが、後半になってようやく研

センター設立準備委員会や企画社会事業部と連携

時における応援協力に関する協定」を締結いたし

修のコツが分かり始めたところです。ここに今年

をはかり、会則や各種規則との整合性をとるため

ました。この締結により相互の協力がより一層強

度の活動状況と今後の予定について報告します。

ついても検討してまいりました。
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結

研 修 会 内 容
第１回定例研修会

果

等

部 長

7 月 28 日実施

「コミュニケーション・スキルアップ研修」
〜信頼関係構築・交渉力を高める〜

コミュニケーションに関する研修は初めての試み。
会員から
「分かり易かった。
これから使える」
と好評を得ました。

講師 ＮＬＰコーチング協会代表理事 二階堂忠春
第２回定例研修会

9 月 8 日実施

「土地家屋調査士業務と報酬額」
〜これからの土地家屋調査士像〜

土地家屋調査士の報酬額に関する本を執筆した鈴木会長の講義。
報酬額だけでなく東日本大震災の話も有益でした。

〜最近の事例、会員の疑問質問に答える〜
講師 日本土地家屋調査士会連合会

２年目を迎えた広報厚生部の特長はチーム力。
次

いくように思えてなりません。看却下（かんきゃっ
か）
、本質を知るためには、まず、己を知ること、足元
を見るということが肝要との禅の教えです。

から次と協議する事案を部会にかけては、今、やる

本年度の成し終えた活動は次のとおりです。
残る

べきこと、できることを模索しつつ、部員の力をかけ

事業の他に、
新たにやるべき事案も出ており、
次にタ

合わせています。
部会では一つの提案に対して、皆

スキをしっかり渡すべく、
「看却下」
を問いかけ、
部員

が意見を出し合っていくと思いもかけない案が湧き

一同残された任期を会務に励んで参ります。

ざ、事に当たれば、目的を達成するために得手とす

12 月 1 日実施

「筆界特定制度の現状と課題」

上杉 和子

出ることはよくあり、実に頼もしく面白く、そしてい

講師 宮城県土地家屋調査士会会長 鈴木修
第３回定例研修会

広報厚生部

本年が皆様にとって幸い多き年となりますよう祈
念いたします。

るものが不得手を補い合い立ち向かう。
一人一人の
名実ともに筆界特定に関し日調連で頂点に立つ西田委員長の講義。
事前に募集した会員の疑問質問に丁寧に答えて下さいました。

筆界特定制度推進委員会委員長 西田寛

背は低くても、
同じ目的に向かって協力し合って、ず

○Border７０、
７１発行

っと高みに到達できてることに喜びを感じながら活

○ホームページによる迅速な情報伝達

動を続けています。

○７月〜９月 土地家屋調査士の日にちなみ、法務

また、支部長はじめ多くの会員の皆様にも、随所

・今後の予定

局本局、各支局出張所に配布用うちわ設置

随所でたくさんのご協力をいただいております。
書

①三重会新人研修会（1 月 19 日）
三重県土地家屋調査士会館

面をお借りしてお礼申し上げます。制度広報活動

②第 8 回土地家屋調査士特別研修に参加（2 月 9 日〜）

は、
一部の役員の働きで、
効果を成すものではありま

三重県土地家屋調査士会館

せん。
ささやかなことを皆が一斉にする、それを継

③中部ブロック新人研修会に参加

続していくことほど、最小限の費用で大きな効果を

（2 月 22 日、23 日）名古屋ＫＫＲホテル

生むものはありません。
会員一人一人が広告塔であ
り、制度広報の意識をさらに持っていただけること
をお願いいたします。
土地家屋調査士が、土地家屋調査士としての自信
と誇りをもって生きていくために、自分自身の足元
を見て素直な心で前向きの姿勢を持つこと、お互い
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▲第３回定例研修会、西田先生と研修部メンバー

に敬う心で手を取り合えば、帰属意識、和の心は拡

（平成２４年１
２月１日）

がり、それが、土地家屋調査士の未来へと繋がって

○１０月〜

法務局本局、各支局出張所に配布用ポ

ケットティッシュ設置
○１０／１３ 法の日全国一斉無料表示登記相談会開
催のポスター掲示、チラシの配布
○イベント会場での制度広報活動
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支

部

だより
・７／２６、
２８ 鈴鹿８耐

○三重交通バス車内放送広告

事業報告

○近鉄津駅前看板

四日市支部

足でした。
副支部長

林

誠治

かなセンター・遊覧船でのランチクルーズ・久

○津シティマラソンプログラム広告
○広報ツールの作製
・うちわの作製６０００枚
（公嘱協会と合同）
・名入風船２０００個
（公嘱協会と合同）
・名入風船５００個

２日目も露天風呂からのご来光に始まり、さ

四日市支部では、今年度も事業計画に基づき、各

能山東照宮の拝観と盛り沢山の行程でした。参

種の事業を行いました。その中でも支部長が特に

加者の日頃の善行のおかげかどうかは分かりま

力を入れた事業についてご紹介します。

せんが、天気にも恵まれ、富士山もはっきりと見

○研修事業

ることができました。

１０月１９日、四日市市総合会館において公嘱協

私は、土地家屋調査士という職業は、横のつな

会四日市支部との共催で業務研修会を開催しま

がりが大切な職業だと思っています。仕事だけ

・１１／４ 会長杯親睦ゴルフ大会

した。四日市市役所用地課・市街地整備公園課等、

ではなく、このような旅行を通じて会員間の親

・１１／１７ 熊野古道親睦旅行

日常業務の中でも関わりの深い部署から職員の

睦を深めていくことも非常に重要なことだと改

方々をパネラー・講師に招き、境界立会業務の

めて感じました。

○親睦事業

・長島スパーランド夏季チケットの斡旋

現状についてのパネルディスカッションや官民
境界の査定方法についての講義をしていただき

その他にも行政書士会四日市支部と共催で無料

ました。他支部からの参加者も含め、４０名ほどの

相談会の開催や、非調査士調査への協力など、今年

会員が出席し、実務に直結する内容の濃い研修

度の支部事業も順調にこなすことができました。

になったと自負しております。

支部会員の皆様のご協力に感謝し、四日市支部の

さらに、四日市市役所に対しても、土地家屋調

活動報告とさせていただきます。

査士の専門性をアピールする良い機会になった
・９／２９

志摩市防災総合訓練

・１０／７

津まつり

・１０／７

伊勢まつり

・１０／７

行政書士会四日市支部と広報活動

・１２／８、９ 名張市地図フェア

のではないかと思います。
○親睦事業
１１月３日、４日の両日、静岡県焼津方面へバス
旅行を開催しました。参加者は１４名と少し寂し
かったのですが、大きなバスでゆったり、のんび
りと日々の疲れを癒す楽しい親睦旅行になりま
した。

○出前授業
・１０／１０

県立伊勢工業高校

・１２／１１

県立相可高校

・１２／２６

県立伊勢工業高校

１日目は、浜松の航空自衛隊基地・うなぎパ
イ工場・お茶工場を見学し、全室オーシャンビ
ューのホテルに宿泊。色気は全くありませんで
したが、食べきれないほどの豪華な料理に大満

○土地家屋調査士オリジナルジャンパーの斡旋
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行政書士会四日市支部と合同無料相談会
四日市支部

上杉

和子

平成２４年１０月７日、ララスクエア（アピタ四日
市店）にて、行政書士会四日市支部さんと日程を合
わせて開催する無料相談会も、当会四日市支部の

今後も、人通りの多い場所での開催は、周知手段

近所の Y 先生や、四日市の S 村さんも激励に来

の太田さんは１０００個のポケットティッシュを配

に工夫を凝らすことはもちろんですが、当日の設

てくださいましたし、会員以外でも多くの知り合

りました。その他、クリアファイル、広報リーフレ

営（目をひき、かつ好印象な飾り付け、近寄りやす

いの方が前を通ってはことばを交わしていきます。

ット、うちわ、境界くんシールなど「土地家屋調査

い雰囲気づくり）により重きをおくのが良いと思

４年目ともなると皆んな慣れたものです。

士です。」の言葉とともにたくさんの人に受け取っ

いました。
相談件数は６件ありました。

風船職人の光岡さんは、ヘリウムガスの残量と

てもらいました。東日本復興支援募金も予想以上

相談しながら９００個の風船を膨らませ、配り職人

に協力していただけました。立ち話し程度の相談

役員さんのご協力のもと、今年で３回目となりま

土地境界問題が２件、他は、土地の売買、契約、賃貸、

も５件ほどあり、翌週の全国一斉無料相談会への

した。

相続がらみの相談でした。ささやかですが、社会に

誘致案内もすることができました。

昨年からは、全国一斉表示登記無料相談会とし
ての開催要素もあり、今年も支部役員の方々が中
心となって、活動してくださいました。

も貢献できたように思います。
支部役員のみなさま、長い一日、お疲れ様でした。
ありがとうございました。

回を重ねるたびに充実した広報活動に育ってい
ると実感した津まつりでした。
ご協力いただきました皆様に感謝！

例年、行政書士会さんとは、通路の両壁に分かれ、
相談席を設けていますが、我が調査士会陣営は色
彩が単一で、相談者が座っていないときは暗く、怖

津まつり 2012

そうな色合い（顔も手も服もダークカラー）を発し

津支部

川井

地図フェア 〜伊能忠敬から平成大検地へ〜

一浩

伊賀支部

支部長

濱地

幸昌

ていたので、今年は、少しでも近寄りやすい雰囲気
を作りたいと臨みました。
のぼり旗を４本を立て、ポスターを貼り、知識く
んのうちわを立て、募金箱とシール。暑かったこと
もありますが、ワイシャツ姿、爽やかでしょ！
人通りのある場所ですから、皆さん、何をやって
るんだろうとチラチラ見ながら歩いて行かれ、ポ

平成２４年１０月７日、からっと晴れた絶好の祭り

１２月８日（土）、９日（日）の２日間、名張市武道交

日和の中、本会広報厚生部と津支部有志で４年連

流館いきいきで「地図フェア」が行われました。本

続の津まつり出展となりました。

年７月から名張市・伊賀市・三重県・土地家屋調

朝９時のテント設営完了と同時に、待ち構えた
野田支部長はじめ真柄、光岡各支部役員とともに
ブースの設営。

査士会の４者で実行委員会を立ち上げ企画したイ
ベントです。
このイベントは、地籍調査の必要性を啓蒙する

ケットティッシュ１００個はすぐに配り終え、す

毎年差し入れをもって応援に来てくれる荒井先

ため、伊能忠敬の伊能大図を目玉にすえ集客を増

ぐ横のエレベータ待ちの時間や、歩きながら、９割

生は、早々訪れた公図持参の本格的相談者の対応。

やすための策をあれこれ議論したことが、ようや

ぐらいの方がティッシュと睨めっこしてるので、

人混みにまじっていつしか現れた小菅さんは慣れ

くカタチとなりました。

広報活動にはじゅうぶんなっていると感じました。

た手つきでリーフレットをクリアファイルに詰め

私たち調査士会もこのフェアのなかでイベント

かさばる広報ツールは、相談者以外で受け取っ

る準備作業。いつもニコニコ爽やか萩原さんは得

を行うこととなり、牛田会員・福田会員のアイデ

てくださる人は、ほんのわずかでした。買い物目的

意の風船配り。風船配りのあとは隣のブースで幼

アで、参加型のイベント（測歩）をしました。そして

のお客様には、やはり、荷物になるものは受け取っ

児とぬり絵に興じる中山先生。宅建協会のハッピ

１００名を超えるお客さんに参加していただき大変

ていただきづらいです。

を着た後藤先生も、事務局の伊藤局長も、みーんな

好評でした。

一生懸命手伝ってくださいました。
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なにより嬉しかったことは、このイベントに伊
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賀支部の会員のほとんどの会員が参加され、実に

志摩市総合防災訓練と伊勢まつり

スムーズにイベントの役割をこなしていただいた

伊勢支部

前田

の良さを感じました。

寛治

また、相談者の中に、土地家屋調査士の認識の薄

ことです。この紙面をお借りして感謝の気持ちを
お伝えします。
また他支部の方々も遠いところからからフォロ
ーに来られたこともお礼申し上げます。
私たち調査士も今後、地籍調査の一翼の担い手
として多くの方々に発信していこうでは、ありま

さを指摘されることもあり、もっと調査士の宣伝
伊勢支部は、志摩市総合防災訓練と伊勢まつり

が必要だと、実感しました。

にて、無料登記相談を実施しました。
志摩市総合防災訓練は９月２９日（土）志摩市志摩
町和具漁港にて開催され、公嘱協会と合同で参加
してきました。

るものではありませんでしたが、７件ありました。

多くの地元自治会の皆さんが避難（訓練）されて

ツール は約４００個、１６時頃には、ヘリュウムガス

最後に「地図フェア」は、約８００名の集客があり好

きたときは、ブースのテント前は大混雑（写真）で、

が無くなり風船は終了！これまでの最高記録です。

評のうちに幕が降りましたことをご報告させてい

全員で広報ツールを用意するのにてんてこ舞い。

少しは広報活動に貢献できたのではないかと感じ

ただきます。

風船とツールそれぞれ約２００個お渡しできました。

ております。

せんか。

午前中には、鈴木健一伊勢市長もブースを訪れ
会員と記念撮影という場面もありました。

御浜町みかん祭り
熊野支部

支部長

畑中

伸章

平成２４年１１月４日
（日）
、青空のもと、恒例の御浜
町みかん祭りが、道の駅パーク七里御浜で開催さ
れました。
物産テント村、住民のパフォーマンスイベント、
みかん品評会等々の賑わいの中、無料法律相談会
を、司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地
家屋調査士合同で行ないました。
調査士は５名参加、５件の相談を受け、ポケット
ティッシュ、クリアホルダー、パンフレット、シー
ルなど配布しました。
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１０月７日
（日）
の伊勢まつりは、昨年同様に暑い日

年金の相談にいらした方が、調査士の業務範囲

でかなりの人出でした。相談は全てが表示に関す

の相談もあったりして、４士業合同で行う相談会
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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

高山

も残り半年足らずであります。この新しい年度に
考えなければいけない事、また、しなければなら
が、より機能的、より活動的な組織として発展
し、我ら土地家屋調査士に明るい光が差し込むよ
う、私なりに精一杯頑張ってみたいと思いますの

新年のごあいさつ

で、本年も皆様のさらなるご理解、ご協力宜しく
お願い申し上げます。
○平成２４年度活動報告
１月〜６月…国会議員新年賀詞交換会、新年
祝賀会、新春の集い、民主党躍進パーティー、
中部ブロック政連会長会議、全調政連定時大
会、中部ブロック定時大会、三調政連定時大
会、幹部会
７月〜１２月…民主党団体懇談会、新政みえ団
体懇談会、自民党友好団体要望聴き取り協議
会、国会議員政経セミナー、本会・公嘱協会・
政連合同意見交換会、中部ブロック政連会長・

新年あけましておめでとうございます。

幹事長会議、幹部会、衆議院議員選挙支援活動
その他…他会、他業種定時総会

会員の皆様にはお健やかに初春を迎えられまし
たことお喜び申し上げます。

例年どおりとなりましたが、土地家屋調査士の

旧年中は政治連盟の組織強化、また年末に行わ

制度、業務アピールのための活動を行いました。

れました衆議院議員選挙の支援活動等に多大なる

これらの活動は政治連盟会員のためだけのもので

ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

はなく、全土地家屋調査士のための活動であるこ

年が明け、政治連盟は平成２５年度という新しい

とをご理解いただき、政治連盟未入会の一般会員

スタートをきりました。新年を迎え私自身も希望

の皆様、ぜひとも政治連盟へ入会していただきま

に満ちた一年のスタートをと決意新たに頑張って

すよう宜しくお願いします。

はみるのですが、何故か私たち土地家屋調査士を

新しい年が皆様にとって希望に満ち溢れた素晴

取り巻く環境が、依然として厳しいばかりのよう

らしい年になりますことを祈念しまして新年の挨

な気がしてなりません。私の幹事長としての任期

拶とさせていただきます。
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ごあいさつ

ない事を見極め、三重県土地家屋調査士政治連盟

新年明けましておめでとうございます。
昨年８月の通常総会におきまして理事長に就任
いたしました、
高山です。
よろしくお願いいたします。
また、日ごろは公嘱協会の活動にご指導、ご協力
を頂まして誠にありがとうございます。
心よりお礼
申し上げます。
皆様もご承知のとおり、昨年１１月５日に三重県か
ら答申があり、公益法人に認可されました。
全国で１８
番目であり、県に申請している協会としては１１番目
となります。
現在の理事だけではなく、
前年度までの
理事、監事、そして社員の皆さんお一人お一人のお
かげであると思っています。
特に前理事長や公益認
定委員会の委員長、経理担当の委員、の方々には多
大なるご苦労をお掛けいたしましたことを、この場
をお借りして心よりお礼申し上げます。
今後、
軌道に
乗るまでは大変ですが、目指してきた目的を達成で
きたことは、
本当に良かったと思っています。
全公連からは、なるべく早く移行の登記を行う様
にということですが、成果品の完了検査等、諸規程
等の内容を更に精査する必要があります。
あわてて
移行登記を行って混乱することの無いよう、慎重か
つ迅速に協議を進めています。
そのため移行時期は
７月１日付にすることを１１月の理事会で決議いた
しました事をご報告いたします。
昨年１１月に東京で全公連研修会があり、理事長と
してはじめて参加をさせて頂きました。
いままでは、
副理事長としての参加でしたので、他協会の理事長

秀峰

とお話をするよりも、理事、副理事長の方との会話
が多かったのですが、今回の研修会の時点ては、三
重協会が一番新しい公益認定の答申を受けた協会
ということ、それに加えて理事長という肩書きで参
加したこともあり、懇親会での乾杯の挨拶を受ける
羽目になりました。
他協会の理事長の方の反応も少
し違い、
多くの方から話しかけられた様に思います。
改めて理事長という立場の重みを感じました。
今後、理事長として様々な場面に遭遇し、その都
度、喜怒哀楽があると思います。
あまり気は長くない
性格ですが、私も今年で５０歳になり、土地家屋調査
士の登録をして２２年目に入りますので、かなり穏や
かになったと思っています。
三重協会を代表しての
言動であることを自覚したいと思います。
ただ、
理事長という重責に耐えられるように、
私ら
しさを忘れずにいるつもりではあります。
それは、大
変な作業・辛い作業があるときでも、それを乗り越
えた後にある大きな楽しみを考えて取り組むという
ことです。
業務についている間はそれに専念し、休
むべき時は頭を切り替えて好きなことにも専念する。
私の場合、旅行・ゴルフ・飲み会等々です。
辛い業
務をしているときも、
「これが終われば…」
を心の片
隅に置いて頑張れるのです。
現在、私の所属する伊賀支所では、名張市内の地
籍調査事業のＥ工程を行っています。
地元説明会に
は出席者も少なく、
「立会は大丈夫か？」
と思いまし
たが、大変協力的な地元区長さんのおかげもあり、
いまのところ順調です。
立会いは１１月中旬から２月末までの毎週、月・木
の週２日です。
伊賀支所としては初めての地籍調査
なので協会の他の支所の理事さんにもご指導、ご協
力を頂いて作業を進めています。
寒い雨の日もあり
大変な作業でありますが、これについてもその後に
控えている楽しい事を考えながら日々がんばって
います。
最後になりましたが、
今年も皆さんにとって怪我、
病気の無い充実した良い年になります事をお祈り
します。
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報

報

告
地籍調査事業
伊勢支部

中島

「会長杯親睦ゴルフ大会２０１２」

万琴

以前から地籍調査事業に土地家屋調査士が関わ

告

副会長

等を行っているにもかかわらず、調査当日に 地籍

川井

一浩

１１月４日（日）、モミジも色づき始めた快晴無風

優勝は伊藤哲彦さん（鈴鹿）準優勝は角谷徹さ

の絶好のコンディションのなか、伊勢中川カント

ん（伊勢）３位は高山秀峰さん（伊賀）でモクモ

る市町はありました。
しかしながらその良さをあち

調査事業とは？

こち広げていくことがなかなか出来ず１０年あまり、

がいるの 等の質問に説明を行うこともありました。

リークラブにおきまして１５名の参加者により開催

クのハムやソーセージ、ビールなどの詰合せが贈

最近になって一気に広がりが出てきたのはご存じ

資料解析はもちろんこと、伐採、杭探索等、何度も現

されました。

られました。

の方も多いかと思います。

地踏査を行って頂いた担当土地家屋調査士が土地

支部の行事や地元の行事、Mizunoクラシック決

また岡本暁光さん（津）が会長特別賞に選ば

所有者に懇切丁寧に説明してくれたおかげで一筆

勝日などと重なったこともあり、例年より参加者

れ、神戸会長から豪華キャディーバッグが贈呈さ

地調査を無事終わらせております

は少なかったものの、和気あいあいと親睦を深め

れました。

原因のひとつに土地の成り立ちを考慮せず一筆
地調査を行っている事があるからではないでしょう

地積測量図があるのになぜ立会

か。
地籍調査事業は地籍図及び地籍簿の作成、すな

このように地元に精通している土地家屋調査士

わち登記簿、地図の作成と言っても過言ではありま

がＥ工程
（一筆地調査）
だけではなく、立会補助業務

せん。
このような作業にも関わらず筆界を意識した

等に携わることで、
土地所有者に納得していただき、

調査や立会を行われなかった為、土地の成り立ちを

自治体職員の負担軽減を図り、より良い地図づくり

表現した地図（公図）を粗雑に扱われたと登記官に

に貢献できるのではないでしょうか。

ることができた一日でした。

判断され、地籍調査の成果が法務局送られても直ぐ
に備え付けて頂けない事態が生じています。
もうひとつの原因に進捗状況の低さです。
三重県
は全国平均５０％に対し全国ワースト２の８．
４％なの
です。
現在未着手市町はなくなりましたが現在調査
実施しているのは２９市町の内２３市町、しかも１４市
町は１０年以内に事業をスタートさせたばかりなの
です。
不慣れなうえ専属職員が確保出来ない市町で
は負担も大きく、調査区域を広げることが出来ずに
いるのです。
工程別の発注には職員の負担も大きく

調査素図

なる可能性があるとしてＣ〜Ｆ工程（図根点測量・
一筆地調査・一筆地測量）を一括発注する市町が多
いのですが、受注業者が経験のある県外業者になる
ことが多く問題発生時の対応等で職員に負担がか
かるという悪循環を繰り返しているように感じます。
いま、玉城町は地籍調査事業２年目、今年はＥ工
程（一筆地調査）が分離され私たち土地家屋調査士
が業務に携わっております。
土地所有者への認知度
も低く、一筆地調査を０．
１０ｋ㎡、約２３０筆を４日間で
行うにあたり、説明書類の発送、地元説明会の開催

16
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報

報

告
全国一斉表示登記無料相談会

三重会

告
県立伊勢工業高校出前授業

広報厚生部

広報厚生部

平成２４年１０月１３日（土）、『法務局職員と土地

平成２４年１２月１０日（月）三重県立伊勢工業高等

家屋調査士がいろいろなご相談にお応えしま

学校において初の出前授業を、建築課１年生を対

す』。津地方法務局と連携し開催する無料相談会

象に実施させていただきました。この度の出前授

は、今年が３年目です。

業は、同校卒業生の伊勢支部東原達也会員のご尽

今年も天候に恵まれた爽やかな一日。

力、そして学校側のご理解のもと実現したもので

津地方法務局の職員菅沼様、水谷様に調査士会

す。聞き及ぶ範囲ですが、当会には７名の同校卒

館にお越しいただき、本会役員４名の、６人態勢

業生が在籍されています。

で臨みました。

同校は、第３回建築甲子園三重県大会で優勝し

１０時の開始と同時に相談者が来館。少しお待

２年連続の全国大会出場を決定（昨年は全国大会

ちいただくこともあるほど盛況で、実に１１件の相

ベスト８入賞）、高校生ものづくりコンテストなど

談を受けました。１階応接室、２階小会議室を使

様々な大会において優秀な成績を残される一方

用し、相談員の丁寧な対応に、帰り際に広報ツー

で、地元産業界と連携して、明日の地域を支える

ルをお渡し、挨拶申し上げると、相談者の方々は

優秀な建築技術者の育成に積極的に取り組まれて

皆、感謝の言葉で、会館を出ていかれました。

います。

相談会の事前広報活動については、昨年の問題

今年度当会では、座学と実習の２回の出前授業

点の反省の上、部員一人一人が知恵を出し、でき

を提案させていただき、第１回目となったこの日

ることはすべて取り組んでみました。そして、本

は、１コマ５０分授業にて、川井一浩副会長が講師

会役員、支部長の方々にもご協力を賜りました。

を務めました。建築課に学ぶ生徒ということで、

ありがとうございました。

建物のことに関連づけた話を織り交ぜながら、土
地家屋調査士制度の紹介から、社会人となった時

―― ☆ ――――――――――――――― ☆ ――

の心構えに至るまで、パワーポイントを用いての

この相談会を、何でお知りになりましたか？

講義でした。

２件

第２回目は、冬休み１２月２６日（水）建築課３年生

回覧板

３件

を中心に、１２０分の測量実習授業を、卒業生であ

自治会掲示板

１件

る伊勢支部の会員方々のご協力を得て実施の予定

新聞

１件

→

ＨＰ

市役所窓口
Ｚテレビ

１件
→

ＨＰ

です。

１件

知人から

１件

当日ののぼり旗

１件

―― ☆ ――――――――――――――― ☆ ――
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→

ＨＰ

（平成２４年１
２月２６日実習出前授業の様子）
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告
県立相可高校出前授業

告
『東日本大震災報告会 〜被災地からの発信〜』に参加して

広報厚生部

四日市支部

上杉

和子

念仏田（ねんぶた）地蔵尊

出前授業が２年目となる三重県立相可高等学校

としても問われ思案するところでした。そして、

において、平成２４年１２月１１日（火）環境創造科１年

出前授業は、土地家屋調査士のできる地域への社

生を対象に出前授業を実施させていただきまし

会貢献として、制度広報活動の上でも重きを置く

なく、案内していただいた場所です。荒野の中に

た。

べき事業であることを確信できた機会でもありま

お地蔵さんだけがポツン、周りの建物は中野小学

した。各地域において継続していくことが大事な

校を除いてすべて流されました。江戸時代慶長の

ことだと思われます。

津波でこの地は大変な被害に遭い、なかなか海水

同校は、測量士と測量士補の合格者が全国１位
を誇り、平成２４年度測量士合格者高校生１１名中４

平成２４年１２月１４日

ツアーのバスコースでは

名が同校生徒という快挙を成し遂げられました。

が引かず困り果て生き残った人たちがここで念仏

１年生担任の久保田浩充先生から、昨年度朝日奈

を唱えました。すると突然海水が引いたことか

名誉会長による出前授業を受講した現２年生が、

ら、この奇跡を後世に残そうと「念仏田地蔵尊」

５月に行われた測量士補試験に対して積極的に取

を建てたそうです。そしてこの地区が念仏田とい

り組む姿勢がうかがわれ、出前授業が生徒の将来

う地名になったそうです。

に対する意識を高くする一つの要因にもなってく

歩いてそばに近づいて行くとき、頬が震えるの

れたのではとのうれしいお言葉をいただきまし

を覚えました。怖さを感じました。お地蔵さんの

た。

前にすわると、やわらかな微笑みをたたえたお顔

今年度は、川井一浩副会長による座学１コマ５０

立ちではなく、口角を力強く上げ頬はパンパンに

分授業を実施しました。2年生で学ぶ「まちづく

膨らませ、もうちょっと上げたら口が開いて笑い

り」の授業に向けて、その関心を持つきっかけと

だすような何のわだかまりもなく明るいお顔立ち

なるように、境界ってなんだろうということから

でした。あぁ、良いお顔をされていらっしゃる。

入り、土地というものに関心を抱く構成で、土地

中野小学校も被害は大きかったのですが、地震

家屋調査士がそこにどのように関わっていくか制

のときたまたま小学生全員が校舎にいて奇跡的に

度の紹介と、社会人となった時の心構えを交えて

助かったそうです。屋上に避難し、家が流されて

の内容でした。生徒たちは大変興味深く聞いてく

いく光景に子供たちは泣きじゃくっていたそうで

れていました。日調連・近畿ブロック協議会制作

す。多くの尊い命が失われていきました。

の土地家屋調査士PR動画「土地家屋調査士THE

お地蔵さんもさぞかしお辛いことでしょうと、

MOVIE」、中部ブロック協議会製作の絵本「地面

中野小学校の子どもたち全員を守って下さったの

のボタンのなぞ」は、生徒たちの理解を深めるも

ですねと、子どもたちのことこれからもどうかお

のとして、たいへん有効的な教材でした。

守りくださいと、無念にも亡くなられた方々の御

図らずも２日連続の出前授業、同じ高校１年生

霊に祈りを捧げ、そして今ある自分、もっとしっ

が対象でした。専攻を異とする２校の出前事業の

かり生きなきゃと手を合わさせていただきまし

機会をいただいたことで、どのような授業提案を

た。

学校側にさせていただくのが望まれるか等、当部
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報

告
『東日本大震災報告会 〜被災地からの発信〜』
に参加して
津支部

中野

久生

平成２４年１２月１４日（金）、１５日（土）の２日間に

が道路側に押し出されており、官民境界の査定も

が報告されているときに、会場全体を揺るがすよ

渡り、宮城県仙台市で開催された被災地バスツア

ままならぬため修復することができず、破壊され

うな地震がありました。後で震度３の余震だった

ーと上記報告会に参加してきましたので、簡単で

たままの状態で放置されていました。敷地に建っ

との報告がありました。未だに余震が続く状況の

はございますが報告させていただきます。

ていた建物は損壊し撤去されたため、更地にはな

中、生活されている被災者の方々の恐怖を感じる

初日は、神戸会長ほか３名の執行部の方と空路

っていましたが、土地の利用ができないとのこと

瞬間でもありました。福島会の坂本会員は東京電

仙台空港に到着しました。大震災直後に幾度とな

でした。２箇所目は海岸から１〜２ｋｍ内陸の、

力福島第１原発からわずか７ｋｍの所に事務所が

く映し出されていた空港の惨状はなく、綺麗に修

仙台市蒲生地区を車窓から視察しました。かつて

あるとの報告でした。震災以降4ケ所避難場所を

復がなされておりました。その後ＪＲで仙台駅に

は住宅が建ち並んでいたらしいですが、一体が更

移られたと言われました。未だに厳重な手続きの

移動しましたが、車窓からは田園風景と街並みが

地になっており住宅の基礎のみがあちらこちらに

もとでの一時帰宅しかできず、街全体は震災直後

見受けられ、街の復旧が進んでいるかのように見

散見されました。この地区も瓦礫は撤去（鈴木会

のまま放置され、野生化した牛やイノブタ、ダチ

えました。

長曰く、積み場所を変えただけ）されていました

ョウが繁殖していると話されました。宮城会の高

昼食後、主催者が手配して下さった被災地バス

が、雑草の生えた風景には一抹の寂しさを感じま

橋会員は、ユーチューブに投稿された津波の画像

の影響で、通常よりも３〜４時間遠回りしなけれ

ツアーに参加しました。半日の行程ではありまし

した。車中でバスガイドさんが、この地区で数百

に映っている自宅の動画と、津波が引いたあとに

ば行けない地区もあるとのことです。

たが、３箇所視察し震災後１年９ケ月経った現状

名の方が津波で命を落とされ、未だ行方不明の方

残った、２階は無事だったけど１階が破壊された

第３部は福島出身の山野目早稲田大学教授の講

を垣間見てきました。最初に訪れたのは仙台市青

の捜索が継続されていると涙をこらえて語ってい

自宅の画像を説明されました。皆さん淡々とお話

演がありました。土地や建物の問題とともに、今

葉区折立団地内の５丁目地すべり箇所です。宮城

たのが印象的でした。最後に訪れたのはキリンビ

されていましたが、時々言葉に詰まる場面もあ

後未来を背負っていく子供たちへの思いを語られ

会の鈴木会長が同乗して下さり縷々説明していた

ール仙台工場です。さすがに、工場内は通常の製

り、被られた被害の大きさを考えると何度となく

たのが印象的でした。

だきました。団地の一部が全体に地すべりを起こ

造を回復していましたが、震災直後は停電により

目頭を押さえながら報告を聞かせて頂きました。

以上、とりとめのない報告になりましたが、被

し、直線だった道路も２〜３ｍほど蛇行していま

機械が動かなかったため、従業員の方々が手作業

会員の報告の後、３会それぞれが震災直後からど

災３県の皆さんは一様に他会の支援に感謝され調

した。各区画を形成していた間知ブロックや擁壁

で黙々と作業を続けられた御苦労を話して下さい

のように対応してきたかの報告がありました。会

査士会員同士の『絆』を感じられるとおっしゃら

ました。短い時間での視察でしたが、復興はまだ

員の安否確認、支援物資の運搬に苦労されたとの

れていました。ただ、仮設住宅に住まわれている

まだ時間がかかりそうな状況をみることができま

報告は共通していました。

方が未だに数万人みえ、瓦礫の処理もままなら

第２部は、現在３会が取り組んでいる業務の報

ず、復興とは名ばかりで今後数十年単位で回復し

２日目は午後1時から仙台国際センターで、３

告がありました。震災による地殻変動の土地境界

ていかざるを得ない東北に力を貸していただきた

部構成の報告会が行なわれました。北海道から沖

への影響や職権による建物滅失登記での調査作業

いと繰り返し訴えていました。個人的には何も力

縄までの単位会から４００名強の参加者があったと

など判断に窮する場面も多々あるとの報告でし

になれないかもしれませんが、『こころ』を被災

のことでした。先の大震災で亡くなられた方々へ

た。地震による海岸線の移動により、敷地が海水

地に添わすことからはじめ、機会があれば、幾度

の黙祷に始まり、宮城会、岩手会、福島会の会長

中に没した３階建ての建物を滅失するのか（土地

となく東北の地を訪れることが必要なのかなと感

がそれぞれ挨拶されました。その後第１部は、３

も滅失登記するのか）、津波で鉄骨の柱と屋根だ

じた、今回の報告会への参加でした。

会の実際に被災された会員の方と３会の会として

けが残った建物を滅失登記できるのかなど、難問

の報告が行なわれました。最初の岩手会の金会員

も多いようです。福島会では原発による規制区域

した。
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告

午後は、かたりべさんは海を見せて下さろうと、

熊野古道親睦旅行
広報厚生部

☆参加者のみなさんからのご感想☆

海岸線沿いの道を選ばれたのですが、傘が壊れそ

◎役員の皆様、お疲れ様でした。
細かい気配りありが

うな雨風となり、皆さんびしょ濡れ。信じ難い現実

とうございました。太平洋から吹き付ける強風、激

に、怒るのも嘆くのも通り越し、笑いが止まりませ

しい雨の圧力は、思いもかけず忘れがたいものと

んでした。

なりました。
「嵐の弾丸ツアー」として記憶に残る
と思います。
◎雨の熊野古道も良かったです。また機会を設けて

平成２４年１１月１７日
（土）

「ツヅラト峠道」コースにも挑戦したいと思います。

昼食は、格式ある古民家を利用した趣深い施設

◎役員の皆様大変ありがとうございました。想定ど

雨天中止で計画した親睦旅行でしたが、１週間

の縁側や台所土間の縁台で、熊野の特産物がふん

前の予報から雨マーク。そもそも好きな？メンバ

だんに盛り込まれた古道弁当に舌鼓。実に美味し

おりの横殴りの雨もそれなりに楽しかったです。

ーが参加表明して下さっている中、４年ぶりの親

かった。

めったに無い貴重な記憶に残る思い出となりまし

睦旅行が、あっ気なく中止というのも残念なこと。

た。花の窟へは何度も行っており，尾鷲で魚を買い

かたりべさんのアドバイスを受け、安全に少々

たかったので行きませんでした。用意したクーラ

の雨でも楽しめる行程に変更し、天気予報雨の中

子ども達や女性もいらしたので、途中で目的地

ーボックスにハゲやアオリイカ等を買い込み伊勢

の決行となりました。参加者は３１名、雨装備に身を

の花の窟へ向かわずに駅に帰る班と二手に分かれ

で娘を拾い，事務所に寄って自宅に帰りました。
星

固め、熊野市駅集合。かたりべさん２名といざ出発。

ましたが、窟まで行った方が多かったのには驚き

空でした。

午前中の松本峠は、雨は降ったりやんだりで、濡

ました。皆さん凄過ぎ。ちょっとやそっとではへこ

お弁当が大変美味しく，竹皮弁当箱を持ち帰っ

れた石畳を歩くコツ、東屋から雨に煙る七里御浜

たれない。さすが親睦旅行雨の参加表明者の強者

たものの，また貯まりました。
最近はエコな弁当箱

を望むなど、そうそう味わうことのない古道散策

ぞろい。

が多いと感じます。昼食場所の，くど・太い梁を見
て，子供の頃の自宅を思い出しました。
母が火をく

となりました。

べてご飯を炊いていました。
◎目の前もよく見えないほどの豪雨のなか、行程を
仕切っていただき、無事かえってこれたのもまさ
に役員の方々のお陰です、ありがとうございまし
た。霊場熊野の荒々しい一面をかんじられる旅で
した。初級のコースとのことでしたが、鬱蒼とした
山道は急峻であり古人の旅の苦労を想像すること

風雨の中の花の窟は、厳しさの中にとても神秘
的でした。パワースポットと伺っていましたが、こ

また古道散策の中で、普段はお見かけするだけ

んな日は、一段とパワーが増しているように感じ

の方と話すことができ、また熊野の方から土地の

ました。

事情も教えていただくことができました、豪雨の

話だけ読むと、その場面に居なくて良かったと
思われそうですが、体験した当事者は、日が経つほ
どに、あの信じ難い状況下を共に歩いた仲間が愛
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ができました。

なか行って帰ってきたという達成感もあり、参加
できたことに満足しております。
◎楽しい思い出

♪思い出としてはとても忘れられ

おしく、思い出すと、もれなく笑いがこみ上げてき

ません。また行けなかった所は又いつか行ってみ

ます。そして、我慢できずに声が出ます。皆さん、決

たいものですね。私も友人に会えて大変満足して

して忘れないというか、おそらく忘れることは不

います。思い切って行かなければ、行けませんでし

可能でしょう。次に熊野古道を訪れるときは、良い

た。計画どおりにならないのも面白いものですね、

お天気のときにご縁をいただきたいものです。

いろいろなことが発見出来て。
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津支部の会員を中心に、ソフトボールチーム
「パラダイス」を昨年より結成し活動しておりま
す。過去にも活動していたそうですが、自然消滅
してしまっていたそうです。
昨年の支部総会の席にてソフトボールチーム
再結成の話題が盛り上がり、メンバーを募りまし
たところ総勢１７名が集まり、春から秋にかけて月
１回程の活動を行っています。
普段の活動は三重県青年司法書士協議会さん
のチームと一緒に練習試合をさせていただくこ
とが多いのですが、三重県青年司法書士協議会さ
んのチームは野球経験者もみえて大差で負ける
ことが何度もありました。
そんな中、三重県青年司法書士協議会さん主催

HIROBA

のソフトボール大会に参加のお誘いをいただき、

成１年目ということもあり、１勝もできずに残念
な結果に終わってしまいました。
今年は、参加メンバー９人というぎりぎりの人

ソフトボールチーム
「パラダイス」

数でしたが、１回戦、２回戦と勝ち上がりなんと

●津支部●

重県青年司法書士協議会さんのチームでしたの

稲本

大

決勝戦まで進むことができました。対戦相手は三

で勝てるとは思っていなかったのですが、打線も
つながり大差にて勝利し、優勝させていただくこ
とができました。
運動不足解消、仕事のストレス発散のためにソ
フトボールを始めましたが、優勝という喜びも経

平成２４年１１月３日

不屈の精神が
優勝に導く⁝

昨年に続き参加させていただきました。昨年は結

験することができ、活動してきてよかったと思い
ます。
今後も自然消滅することがないように活動し
ていければと思います。
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桑員支部

中日新聞
桑員ホームニュース
「爽やかさん」

中日新聞
四日市ホームニュース
「かがやき」

平成２４年１０月２７日（土）

平成２４年１１月２４日（土）

小林弘仁会員が、紹介されました。

四日市支部

前川賢直会員が、紹介されました。

HIROBA
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つぶやき
』
日本 準型日本人
標

、
ばれ

がん

『

厚

生部

報
●広

●青いキリン

アメリカ人…ボーイを呼び、コックを呼び、支

日本人…周りを見回し、自分だけに蝿が入っ

配人を呼び、あげくに裁判沙汰となる。

てるのを確認してから、そっとボーイを呼びつ

アイルランド人…取り出した蝿を片手で摘み

ける。

ながら、こう蝿に叫ぶ。「吐き出せ、吐き出せ

韓国人…蝿が入ってるのは日本人のせいだと

よ、ちくしょう！」

叫び、日の丸を燃やす。

ある酔狂な大富豪が言った。「もしも青い

昨年はロンドンオリンピックで寝不足の熱い夏

キリンを私に見せてくれたら、莫大な賞金を出

でありました。ロンドン市内の路地は狭く、曲が

そう」。それを聞いたそれぞれの国の人たちは

り角が幾重にも続くこれまでに経験したことのな

こんな行動をとった。

いマラソンコースということで、日本人ランナー

イギリス人は、そんな生物が本当にいるのか

は事前に入念に下見をしたそうである。

どうか、徹底的に議論を重ねた。

』
な〜
おる
究家
学研
…
行
つ
巷
や
部
んな
『そ ● 広報厚生

○野菜売り場、両手にキャベツのせ重さの微妙
いよいよ、小生の『情景』シリーズも最終回

ドイツ人は、そんな生物が本当にいるのかどう

を迎えたので、これまで遭遇した楽しいすてき

日の楽しみがなくなるので下見せずに本番にのぞ

か、図書館へ行って文献を調べた。

な『人たち』を紹介したいと思います。それぞ

んだランナーが少なからずいたらしい。国民性の

アメリカ人は、軍を出動させ、世界中に派遣し

れの後ろにタイトル文語を添えてお読みいただ

違いが出ていて興味深い話でありました。

て探し回った。

きますと、一層風味が増します。

外国人ランナーの中には、下見をすると本番当

国民性の違いを鋭くとらえる早坂隆著『世界の

日本人は、品種改良の研究を昼夜を問わず重

日本人ジョーク』は実におもしろいので、２０１３

ねて、青いキリンをつくった。

年初笑いにいかがでしょうか？

中国人は青いペンキを買いに行った。

（以下、早坂隆『世界の日本人ジョーク』から抜粋）

●早く飛び込め！
ある豪華客船が航海の最中に沈みだした。
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●スープに蝿が入っていたら？
レストランで出てきたスープに蝿が入っていた
ときの各国の人々の反応。

那衆。

◇
○バック点に据えてあるミラー、周り気にしな
がら求芯器をのぞきこんでくる…興味津津通
行人。
○日帰り温泉脱衣場、なかなか服を着ずやたら
とうろうろしてる…筋肉むきむきマン。

船長は乗客たちに速やかに船から脱出して海に

ドイツ人…「このスープは熱いので十分に殺

飛び込むように、指示しなければならなかった。

菌されている」と冷静に答え、蝿をスプーンで

船長は、それぞれの外国人乗客にこう言った。

取り出してからスープを飲む。

アメリカ人には
「飛び込めばあなたは英雄ですよ」

フランス人…スプーンで蝿を押しつぶし、出汁

「ドラキュラだ〜」と、いちびってた…今は

イギリス人には
「飛び込めばあなたは紳士です」

をとってからスープを飲む。

紳士淑女。

ドイツ人には「飛び込むのがこの船の規則とな

中国人…問題なく蝿を食べる。

っています」

イギリス人…スプーンを置き、皮肉を言ってか

『ほっとボタン』を押し、先にほっと一息つ

イタリア人には
「飛び込むと女性にもてますよ」

ら店を出ていく。

く…お疲れ会員。

フランス人には「飛び込まないでください」

ロシア人…酔っぱらっていて蝿が入っている

日本人には「みんな飛び込んでますよ」

ことに気がつかない。

○ざるそば、「温めますか？」と聞いてくる…
マニュアル漬コンビニ店員。
○ガキの頃、とんがりコーンを両指にはめ、

○ＨＰ会員専用ページ、新着情報を開く前に

○スーパーでお買い物、後ろ手に組んで暇そう

な違いを探ってる…天秤装備敏腕主婦。
○そのとき、おつくりコーナーに長居しすぎ奥
さんとはぐれ探しまくることになる…迷子必
至配偶者。
○NHK夕方『お母さんといっしょ』、「この子
朝も泣いてたわ」再放送に気づいてない…気
遣満点婆ちゃん。
○犬の散歩、の・はずが犬に散歩させてもらっ
てる…錯覚爺ちゃん。
○「そんなことして、死んでも知らんから
な！」と子供を叱ってる…肝っ玉母さん。
○「絶対

〜にちがいない」と言ったあと必ず

「知らんけどな、多分」と、のたまふ…支離
滅裂おばはん。
○高校のときの教師の顔、今の自分よりはるか
年下なのに老けて浮かぶ…いつまでも青春中
万年青年達。
○会報が届くと真っ先につぶやきページを開い
てしまう…あなた。
おつかれさまでした。

に奥さんの背後からついて行く…ぬれ落葉旦
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編集後記
▶素晴らしいメンバーと共に活動できたことが誇りです。
おつかれさまー！

（川）

▶「読んで役立ち、読んで楽しい」会員間の絆を強める会報
誌にしたいと願い取り組んできた Border が、皆さまの
支えをいただき任期最終号の発行に無事たどり着けま

寄稿のお願い

したこと心より感謝申し上げます。
今年の大河ドラマ『八重の桜』は、「どんな苦境であって
も人は幸せでなくてはならぬ」それを貫いた会津女・新

Ｂｏｒｄｅｒでは皆様からの原稿を募集していま
す。

島八重の生き方と、その仲間たちとの愛と希望の物語だ
そうです。復興を目指す東北、今の日本への力強いメッ
セージが込められているのでしょう。自分たちの可能性

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。

に挑み続け、希望を持ち、仲間と共に歩かせていただく
一人でありたいと願います。

（和）

▶年々寒さがこたえてくる。寒空を見ていると心まで冷え
てくる。「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答える人
のいるあたたかさ 〈俵万智 サラダ記念日〉ささやか

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

な幸せを噛みしめ、新しい年にまずは乾杯！

（う）

▶何が堪えるかって？やっぱりこの寒さでしょう。でも、
昨年の残暑も耐え難い。究極の選択！皆さんは、季節が
夏と冬だけでしたらどちらを選びますか。

●送付先

▶私の携わる Border は今号で最後となります。なんとか

〒５１４−００６５

やり遂げたという思いと，もっともっと良くできたので

津市河辺町３５４７番地２

はないかという後悔のような思いもありますが，先ずは

三重県土地家屋調査士会

原稿をお寄せいただいた皆様に感謝申し上げます。そし

TEL 059-227-3616
URL

事務局

て，ご協力いただきましたスポンサー企業の皆様，伊和

FAX 059-225-2930

新聞社様，ありがとうございました。そしてそして，広報

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

厚生部のステキなメンバーと一緒に活動でき楽しい２

E-mail honkai@mie-chosashi.or.jp
●

（ま）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

年間でした，ありがとうございました。
●

●

●

●

●

●

（の）
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