
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI会長      バリー・ラシン 

D.2520 ガバナー    田中 堯史 

仙台南ＲＣ会長    鈴木 俊一 

例 会 場  仙台国際ホテル 
例 会 日  毎木曜日 12:30～13:30 
事 務 所  〒980-0021 

仙台市青葉区中央四丁目 6－1 
         TEL．223-3652 FAX．223-3662 
ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ  sendaisr@star.ocn.ne.jp 
会 長  鈴木 俊一 
副 会 長  和田 達雄、松良 千廣 
幹 事  高橋 玲二 
プログラム  佐々木利晃 日置 道隆 西尾  章 
情報委員会   山下 晴輝 

本日の予定 
 

株式会社ライズシティ 

代表取締役社長 早坂慎一会員 

「フロー型社会からストック型社会へ」 

 

 

次回（5月 23日）の予定 
 

夜間例会（５月） 
 

※5 月 30 日の例会は休会です。 

予 定 

5月 19日 地区研修・協議会 

5月 23日 夜間例会 

5月 25日 植樹祭＆収穫祭 2019 

     第 4回鈴木会長杯ゴルフコンペ 

5月 30日 休会（クラブ定款第 6条 1-Cにより） 

6月 6日 杉元太様ピアノ演奏会 

6月 13日 ビュッフェ例会 

6月 20日 夜間例会 

6月 27日 通常例会、会長退任挨拶 

 

 

 

 

 
 

出席率 会員数４０名    

４月２１日 ４０．００％ 

４月２５日 ６５．００％ 

５月 ９日 ７７．５０％（５月１５日現在） 

 

週 報 

 

２０１８－２０１９年度 (№.３７）第２９９２回例会（令和元年５月１６日） 

前回のゲスト・ビジター（５月９日） （敬称略） 

なし 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お誕生日おめでとうございます 

５月２８日  生田 弘明 会員 
※5/23夜間例会、5/30休会のため繰上げ紹介 

ご結婚記念日おめでとうございます 

５月１８日  堀川 順弘  会員 

５月２２日  阿部 逹夫  会員 

５月３１日  五十嵐 章  会員 

※5/23夜間例会、5/30休会のため繰上げ紹介 

 

今年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額   ２６，０００円 

今年度累計額  ７８１，９４４円 
 

 

 

松良 千廣会員：和田政宗後援会事務所は広瀬

通上杉角、以前は松屋だった所にオープンしま

す。5 月 19 日（日）10 時にお時間ある方はお

越し下さい。 

星   毅会員：本日、結婚記念日です。夜は

松良酒場です。宜しくお願い致します。 

鈴木 俊一会員：令和、おめでとうございます。  

和田 達雄会員：令和新年おめでとうございま

す。5 月連休はインフルで死んでおりました。

連休明けからは元気にニコニコ。 

熊谷 晴樹会員：10 連休も終わり、日常が戻

ってきました。令和初めの例会にニコニコしま

す。 

高橋 玲二会員：新元号 令和の最初の例会です。幹

事も残すところあと 2 ケ月です。がんばります。 

近藤 まい子会員：久しぶりに出席致しました。皆様

にお会いしニコニコです。 

佐藤 博美会員：今夜欠席で残念です。 

熊谷 一也会員：メークアップが続きました。久々の

参加でニコニコです。 

小松  優会員：5 月 12 日、仙台ハーフ楽しみです。 

早坂 慎一会員：この春、社会人になった息子がゴル

フを始めることになりました。就職祝いとしてゴルフ

クラブのフルセットをプレゼントしてさっそく練習に

行きました。一緒にラウンドするのが楽しみです。 



 

 
 

 土地家屋調査士とは？  
 

 

有限会社グランテック 代表取締役、土地家屋調査士 

鈴木 洋一 会員 
 

本年１月にロータリアンの仲間に加えて頂きまし

た。１９５５年９月２９日生まれ６３歳です。趣味

は、ゴルフ、スキューバダイビング、車、旅行、金

継ぎです。あまり怒ることが無く温厚な方ですが、

闘争的で負けず嫌いな面も持ち合わせております。 

資格は、土地家屋調査士、測量士、宅地造成設計資

格者、宅地建物取引士、神社検定３級を持っており

ます。 

 

土地家屋調査士と測量士の違いは、土地家屋調査士

は、土地の筆界を調査測量します。一方測量士は、

公共整備（主に道路、造成、河川等）の設計の前提

とした現況測量が主になります。 

 

不動産（土地、建物）の表示に関する登記の内容は

下記の通りです。 

建物 新築、増築、滅失登記等 

土地 分筆・合筆・地積更正・地目変更登記等 

筆界 土地の境界は２種類ある  

・公法上の境界（筆界） 

地租改正時に確定した境界（原始筆界） 

分筆登記により新しくできた境界（創設筆界） 

・私法上の境界（所有権界） 

長年土地利用している間にお互いにやり取りをし

て、所有する範囲が変わってきた境界 

 

土地の境界はいつできたか 

明治の地租改正 

年貢から固定資産税に変わった時から 

・米を中心にした年貢から、安定した税収入を得る

ために、所有権という権利を与える代わりに、土地

の地目、面積で税額を決めていた。 

・土地の面積を測るために土地の境界が定められた。 

・公図 地租改正図、土地台帳附属図面 

 一般的に形状等が現地と合わないと言われてい

る。 

 でも、筆界の基本となっている。 

 世界的に見ても、独特の法律が制定されており

（不動産登記法）面倒くさい。 

 個人の財産を守るには適している。法務局が管理

している。 

 面倒くさいおかげで土地家屋調査士の仕事がで

きた。 

 

土地の境界と

日本人の潜在

意識 

・大陸では国同士が隣接しているため、領土問題が

日常的に存在した。 

 現在でも、国境が不明箇所が数多くある。有名な

場所は、インドとパキスタンのカシミール地方、中

国とインド、ブータンなど 

・日本の国境問題 北方領土、竹島、尖閣諸島 

 元々日本の領土である＝原始筆界と同じ考え 

・国内にも宮城、山形の県境など多数存在する。 

・日本人の潜在意識 

 国内は、武士の時代に遡ると、戦いによって領土

を広げていた。 

 江戸時代になり幕府ができ一段落するものの、藩

（国）が大名（国王）によって治められていた。よ

って潜在的に領土問題（境界）に関心が深く、少し

でも広げたいと思う人もいる。 

・日本人の曖昧さが問題の先送りに繋がっている。 

 境界問題には、曖昧な表現が悪影響を及ぼすこと

が多い。遠慮していると声の大きい方が特をする事

になります。 

 

土地境界問題 

・居住して隣接いる所有者同士場合は、特にデリケ

ート 

・当事者同士の解決は難しい 

・弁護士は土地境界問題にあまり詳しくない 

・やはり土地境界のスペシャリスト土地家屋調査士

に依頼 

土地家屋調査士が間に入って解決しない場合 

・裁判外紛争解決（ADR） 土地家屋調査士会 

・筆界特定制度 法務局 

・裁判による方法 筆界確定訴訟、所有権界・境界

杭を埋設する 

 

土地の境界が明確になったら 

境界標を埋設し、常に目に見える状態にしておくこ

とが大事です。 

    杭を残して 悔いを残さず！ 

 

 

 

 

先週の例会 

 

５月「青少年奉仕月間」 

５５５月月月ロロローーータタタリリリーーーレレレーーートトト   ＄＄１１==￥￥１１１１２２   



 

 

会員増強委員長 星 毅 会員 
 

日  時 2019年５月９日（木）１８：００～ 

場  所 Forest Park 森のパルク 

参加会員 ２３名 
 

５月９日、森のパルクにおいて、第二回新入会員オ

リエンテーション、並びに松良酒場（家庭集会）を

開催した。令和になっての初めての例会に引き続き

18：00 から新入会員オリエンテーションを開催し

た。引き続き第二回松良酒場を２４名の会員の参加

の下開催した。ロータリー活動等新入会員からの質

問に松良パストガバナーが丁寧に説明をし、活発な

意見が相次いだ。盛会の中 20：00 に終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員オリエンテーション並びに家庭集会（第 2 回松良酒場）報告 

本 日 の M E N U ：和食 
 

 

◇お食事（浅蜊ご飯、香の物）  ◇味噌汁（ワラビ、油揚げ、月山筍） 

◇御造里（福子、甘海老、妻一色） ◇焼き物（銀鮭生麩包み田楽、春包み玉子焼き、初地神） 

◇炊合せ（豚柔らか煮、和辛子、新じゃが、蕗青煮、千人参 

◇揚物（鱚真薯挟み揚げ、椎茸、たらの芽、天出汁  ◇デザート（抹茶プリン、白玉、あんこ） 


