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本日の行事予定 (2014 年 9 月 12 日) 

第 2984 回 
卓話担当：佐藤雅彦君 
演  題：「自己紹介、他」 

 
先回の記録（例会） 

第 2983 回 ’14 年 9 月 5 日（金）晴れ  

卓話担当：飯村理君 

演  題：「“杭”を残して 

           悔いを残さず」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  伊藤誠君 
会 員 総 数  67名    8月 8日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員   16名 
本日出席会員  54名    MAKEUP会 員   11名 
本日の出席率  80.60％  訂 正出席 率 96.88％ 
超 過 出 席 寺田晏章君(地区内クラブ研修・
情報委員長会議) 
 

会長挨拶 

安江正博会長 

「モテたい」は男の永遠の

テーマです。異性からチヤ

ホヤされたい気持ちは下世

話で低次の欲求かもしれな

いが、それだけにまぎれも

ないリアルな欲求です。 

 もてる男の三原則というのがあって、「ユーモ

アのセンス、さりげないおしゃれ、やさしさ」だ

そうです。もっともな条件ばかりで、こんな男は

放っておいても女性には苦労しないだろう。  

 もっと身近で有益な教訓を、元銀座のクラブ

『姫』のママで直木賞作家の山口洋子さんが教え

てくれています。「たまに勝つ阪神のような男」。

これもけっこうモテるのだという。新参の楽天で

もなく、強くなった中日でもない。かつての阪神

というところに妙に納得できます。 

 カネも名誉もなく、ルックスも二流、頼りがい

にも乏しいダメ男が、時々りりしい姿を見せてち

ょっとだけ喜ばせてくれる……これに女性はグ

ラリとくるという。男女の機微に精通した山口さ

んらしいうがった見方で真実をついています。 

 ハゲ、チビ、デブという外見の三重苦も男が考

えるほど女性は気にしていない。それより女性が

嫌うのは、ケチ、イバル、シツコイといった性格

にかかわる部分であって、これに無神経、不潔、

嫌味を加えれば、もう無敵です。 

 女のこの潔さに比べて、男は女々しいというか、

しつこい。過去の異性遍歴を自慢する男がたまに

いるが、あれは同性が聞いてもみっともない。ま

してそれを女性の前でとくとくと披露したので

は、嫌われるばかりです。 

 喫茶店で、隣の若い男が携帯電話で話をしてい

た。どうやらデートの約束を女がキャンセルした

らしい。男は納得しかねたのか、怒った声で何度

も理由を問いただしていた。これは失格。女が約

束を延期しても、理由をしつこく詮索しないのが

男の作法です。 

「あ、そう。じゃ次、いつ会えるかな」。これだ

けで充分。かえっていい余韻が残る。モテる男、

モテない男の条件を考えていくと、それは男の普

遍的な魅力につながっていく。 

 要は男というだけでイバラない。女というだけ

で見下さない。そういう姿勢がモテる中高年の条

件となるのではないでしょうか。 

 
ニコボックス報告 第 2983回分 

住田由純ニコボックス委員 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 早くも

というか、やっと 2ヵ月が過

ぎました。まだまだこれから

です。 

安江会長 飯村理君、本日の

卓話よろしくお願いします。 

伊藤祥文君 今月は会場係で当番です。 

伊藤基君 長男のロンドン芸術大学院への入学

が決まりました。（オメデトウゴザイマス） 
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余郷利彦君 矢田さんがガンバっているので。 

浅井賢次君 ①スイスから帰国しました。インタ

ーラーケン、ツェルマット、チューリッヒのロー

タリークラブに出席と思い出を作ってきました。

楽しかったです。②彦治君のお蔭です。 

高木輝和君、加藤則之君 賢次さん、元気でお帰

りなさい。彦治さんも心より喜んでいます。 

伊藤幸蔵君 賢次さん、お帰りなさい。高木さん

が「おみやげほしい」って言ってました。 

児玉昭君、矢田潔君、余郷利彦君、鶴見治貞君 浅

井さんお帰りなさい。 

後藤務君 為替が円安になりました。ラッキーで

す。 

佐藤雅彦君 本日も明るく元気にガンバリます。 

幅辰雄君、吉田康裕君、宇佐美三郎君 ウィーク

リーに写真が載りまして。 

野々山勝也君、生田達一君、根崎健一君、住田正

幸君、堀田力男君、松崎安孝君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：飯村理君 

演  題：「“杭”を残して 

           悔いを残さず」 

 

１ 自己紹介 

 本日卓話を担当します飯

村と申します。司法書士を生

業としておりまして、津島市

橘町で司法書士法人アスア

という名前の法人事務所の

代表を務めています。 

 司法書士ときいてどんな仕事をしているのか

すぐにわかる方はどれくらいお見えでしょうか。

おそらくほとんどの方がよくわからないかと思

います。特によく似た名前で行政書士という資格

もありますが、その違いがわからないという方が

多いです。やはり弁護士や税理士に比べると今ひ

とつ知名度がないのかなあ、と思います。 

 司法書士というのは、法務局における登記又は

供託に関する手続について代理して手続きを行

うことと、裁判所へ提出する書類の作成代理が主

な仕事となります。私どもの事務所については、

売り上げのほとんどを登記関係業務が占めてい

ます。特に金融機関から持ち込まれる担保の設定

や解除の業務が比較的重い比重を占めていて、ロ

ータリークラブ会員の皆様の中には、一度はお手

伝いさせていただいた方もみえると思います。 

 今回は、司法書士の仕事ではなく、測量のお話

をしたいと思います。 

 測量は土地家屋調査士という資格を持つもの

が行います。私どもの事務所にも在籍しており、

土地の測量や建物を新築したり、増築をした際の

表題登記に関する業務を行っています。 

 

２ 測量とは 

 では測量とは一体何でしょうか。辞書で意味を

調べてみますと、「互いに位置の異なる点の間の

相対的位置関係を求めるものであるが、さらにこ

れら各点の位置関係やその他の資料を基礎とし

て地図等を作成したり、土地の面積や体積等を求

めるもの」を測量というそうです。測量の歴史は

古く、古代エジプトの時代から行われてきたとい

われています。日本では 1800 年に伊能忠敬が日

本地図作成のため、蝦夷地（現在の北海道）で本

格的な測量を行ったのが始まりとされています。 

 ただ、土地の面積を測るということはもっと古

くから行われており、奈良時代に始まる公地公民

制のもと、朝廷が農民にかける租税を決めるのに、

原始的な方法とはいえ測量を行っていたと思わ

れます。 

その後公地公民制が崩れるとともに土地の面

積や収穫量の把握が困難になった時代が長く続

きますが、室町時代後期の戦乱を経て地方に荘園

や国衙領という枠を超えた一円に支配権を確立

する戦国大名が成長していきます。彼らは、自分

の支配地域における課税を行うための資料とし

て土地の調査を行いました。「検地」ですね。そ

の検地を大々的に行ったのが織田信長であり、領

国内でこの検地を行い、農業生産高とそれに基づ

く課税台帳の整備に力を入れました。信長死後そ

の政権を引き継いだ豊臣秀吉は初めて全国的に

検地（太閤検地）を実施しました。太閤検地が画

期的なのは、土地の所有者ではなく、耕作者を調

査し、耕作者に課税したことです。これにより、

土地に対して重層的にあった中世的な中間権利

である様々な職が否定され、耕作者は直接領主に

納税することとなり、農村にいた中間搾取者とし

ての武士はほぼ一掃されることとなりました。 

江戸時代においても農民支配の強化のため、た

びたび検地は行われました。 

その後、明治時代に入ると、農業収入に課税す

る年貢制を廃止し、地価に課税する地租制を導入

することとなりました（地租改正）。 

政府は当初、検地が農民からの反発を受けるこ

とを懸念し、農民からの自己申告主義を採りまし

た。すなわち、農民自らが測量を行い、面積・収

量を算出し、地方庁は地方官心得書の検査例に基

づいて点検し、これを経て地方庁が地券（改正地

券）を発行する形を取ったそうです。 

地租改正の際に行われた測量結果は地券に記

され、この内容は地券台帳にまとめられました。

地券は、土地所有を公証し、かつ納税義務者を表

示するものとされ、また土地売買の法的手段であ

るとされたことから、土地の流通および土地金融

はすべて地券により行われることとなりました。 

その後の 1885年（明治 18年）に不動産登記法

が成立し、登記簿が土地所有を公証するものとな

りました。 
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また、地券台帳自体も、1884年（明治 17年）

に創設された土地台帳制度に引き継がれ、1889

年（明治 22 年）に事実上廃止されて、以後地租

の収税はこの土地台帳によって行われました。さ

らに土地台帳は登記簿と一元化されることで、

1960年（昭和 35年）に廃止されました。このと

き、土地台帳に記載されていた土地の表示に関す

る記載（所在、地番、地目、地積）が登記簿の表

題部に移記されました。したがって、現在の土地

登記は、元は地租改正時に作成された地券及び地

券台帳にさかのぼるものであるといえます。 

しかしながら、地租改正当時の測量技術が未熟

であったこと、時間と人員の制約から測量の専門

家でない素人が測量にあたったこと、また税の軽

減を図るために故意に過小に測量したことなど

から、その内容は必ずしも正確なものではありま

せんでした。このことが、現在の登記簿において

も、登記簿と実際の地形や測量面積が一致しない

こと（いわゆる「縄伸び」「縄縮み」）の原因と

なっているのです。 

３ 測量をした方がいい理由 

 日本における土地測量の歴史的経緯を詳しく

お話しいたしましたが、その理由はまさに先ほど

申し上げたとおり、土地に関する登記簿や公図な

どが、いわばかなりいい加減なものであることを

知っていただきたかったからです。 

 土地を購入したり売却したりする際、ほぼ必ず

不動産業者から「土地の測量をしてください」と

言われるはずですが、その理由がおわかりになる

と思います。ほかにも測量をしていただきたい理

由があります。それは境界に関する紛争を予防・

解決するためです。 

 普段生活しているうえで、お隣の方と土地の境

界についてもめるなんてことあまり考えないで

すよね。でもそれは、お互い問題に気づいていな

いだけかもしれません。 

 私がお手伝いさせていただいた土地の売買に

おいても、売買物件とその隣地との境界に問題が

あってトラブルになり、中には売買がご破算にな

ったケースもございました。無事受け渡しにこぎ

着けたケースでも、測量に入ってから完了するま

でに 2年近くかかったものもございました。 

４ 実際の測量の進め方 

 実際の測量はどのように進めるのでしょうか。 

 測量は土地家屋調査士が行います。おおざっぱ

な測量の流れは、 

① 法務局及び市町村において関係資料の調

査を行う。 

② 筆界確認のための現地調査及び現況測量

を行います。 

③ 一筆に接続するすべての隣接地とのすべ

ての境界について、それぞれの所有者（道

路の場合などは国地方公共団体）に立ち会

っていただき、境界の確認をする。 

④ 次に、筆界が確認されたときは、後日の紛

争防止と登記申請に添付するため、各々の

隣接地所有者と境界確認書及び測量図面

を取り交わし、実印押印の上印鑑証明書も

取り交わします。 

⑤ 確定したポイントに適当な境界標が無い

場合はそれぞれ状況に適合した永続的な

境界標（コンクリート杭や金属プレート）

を埋設します。 

 測量の流れで一番大変なのが、隣地所有者の立

ち会いです。所有者が多忙でなかなか捕まらない、

遠隔地に住んでいて立ち会ってもらえない、そも

そも所有者が死んでいて相続人が判明しない…

…など色々な困難にぶち当たることがあります。 

 また立ち会ってもらえても、境界についてなか

なか承諾してもらえない、越境物がある、下手を

すると、全く関係ない過去のいざこざを持ち出し

てきて、境界について話しもできない……など。 

 日本人は特に土地の境界に関して細かくこだ

わる方が多いように思います。 

５ 結び 

 普段あまりかかわりのない土地の測量につい

てお話しましたが、ここで強調しておきたいのは、

ご自身の土地は自分で管理することが大切だと

いうことです。自分の名義が登記してあるのだか

ら大丈夫だとか、登記簿は国が管理しているのだ

から正確なものであるなどという思い込みは捨

てていただき、大切な財産である土地の境界がし

っかりと確定されているか、今一度ご確認いただ

くとよろしいのではないでしょうか。 

 
誕生日祝福（9月） 

稲垣宏高親睦活動委員長 

山田章博君（1日） 

遠山孝義君（ 9日） 

後藤 亨君（21日） 

河西あつ子君（24日） 

住田正幸君（29日）  

服部 貴君（30日）  

 

 

 

 

 

 

 

夫人及びご主人 

篠田 廣夫人(13 日)  相羽あつ子夫君(14 日）

矢田 潔夫人(15日)  小林啓子夫君(19日） 

寺島淳一夫人(20日)  長田一郎夫人(20日) 

宅見康悦夫人(30日) 

 

結婚記念日祝福 

伊藤 基君（17日）  猪飼充利君（21日） 
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次回例会 

第 2985 回 ’14 年 9 月 19 日（金） 

≪ガバナー補佐訪問例会≫ 

時 間：12：30～ 

会 場：ツシマウール会館 

その他：クラブ協議会 13：30～15：00 

    ※出席義務者＝理事会メンバー、 

及び入会 3年未満の会員 

 

お知らせ 
■例会変更 9月 26日(金) →9月 21日(日) 
「尾張津島秋まつり三百年祭」発表会 
 ところ：津島神社南門特設ステージ 
 と き：例 会 14：30～ 

発表会 15：00～18：30 
※いずれも雨天時は参集所 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
社会奉仕委員会報告 

猪飼充利社会奉仕委員長 

 9月 7日(日)19：00より、伝承の館にて地区補

助金事業「尾張津島秋まつり三百年祭」の第 4

講習会を開催し、今回も大盛況で約 130人を超え

る入場者が講師の熱演や指導に聞き入り、最後ま

で音出し等に励んでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師に教え

てもらった

ことをみん

なで確かめ

あったり、

メモしたり、

とても有意

義な催事と

なりした。 

 
 

 

 

 9月 11日

(木)、桑名

ＣＣにてゴ

ルフ例会を

開 催 し 、

野々山勝也

君が優勝し

ました。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 以前にご案内を配付しましたが、来週 19

日はガバナー補佐訪問例会です。例会終了

後にクラブ協議会を行いますので該当の

方はご出席ください。委員長が欠席の場合

は副委員長に代理出席していただきます

ようお願いします。 

2. 9 月 21 日(日)は「尾張津島秋まつり三百

年祭」の発表会です。9 月 26 日(金)の変

更例会になりますのでよろしくお願いし

ます。例会は 2：30開始です。 

3. 津島東高校に設立するインターアクトク

ラブに関する説明書を配付しました。のち

ほど青少年奉仕委員会より説明していた

だきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月 12日（金）第 2984 回 幹事報告 
 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 野々山勝也 50 47 97 20 77 

2 位 三谷 栄一 50 47 97 18 79 

3 位 山本 達彦 45 44 89 10 79 

 

三谷栄一副会長 

野々山勝也幹事 伊藤祥文会場委員 

猪飼充利社会

奉仕委員長 横井知代君 

竹市学氏    船戸昭弘氏  加藤洋輝氏 


