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～・～・～ １１月の出来事

＜今月のことば＞
普通の人が寝ている間、
休んでいる間に差をつけること！

＜「お陰さま」
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ｂｙ

髙橋一雄

＞

～・～・～

＜個人別売上・入金の順位＞
売上トップ
佐藤さん
入金トップ
清水さん
社長より報奨金が贈られます。

＜トップ賞＞
第１３１話

ニイタカヤマノボレ１２０８

ある雑誌に「ニイタカヤマノボレ 1208」と書か
れていたので、「ニイタカヤマノボレ ヒト フ
タ マル ハチ」と声に出して読んだところ、我
が家の三人娘からすかさず「何それ？」「にいたか
山？どこの山？」「登るの？」「お父さん、また変
な事いってる！」と、突込みが入りました。
「知らないの？」と聞くと、3 人声を合わせて
「知らな～い！」という返事が返ってきました。
私が、子供の頃にも学校では習わなかった気が
しますが、今の子供は全く知らないのかもしれま
せん。12 月 8 日も近いので一通り説明したのです
が、全く興味が無いようでした。
新高山とは、台湾の玉山のことで、台湾が日本
の統治下にあった当時は、日本一標高の高い山で
す。「ニイタカヤマノボレ 1208」は、昭和 16 年
12 月 2 日、日本海軍連合艦隊司令部から南雲機動
部隊に対し打電された、ハワイ真珠湾攻撃開始の
暗号文です。意味は「12 月 8 日午前 0 時を期して
戦闘行動を開始せよ」です。
ちなみに、戦争回避攻撃中止は「ツクバヤマハ
レ」、全軍突撃は「ト・ト・ト…」の連送、我奇襲
に成功せりは「トラ・トラ・トラ」です。モール
ス符号で、トは「‥―‥」、ラは「…」です。
平成２６年１１月

月間ＭＶＰ
佐藤さん
ポイント賞
清水さん
社長より報奨金が贈られます。

＜早朝勉強会＞ （自由参加）
4 日(火) 11 日(火) 18 日(火)
25 日(火)の午前７：４５～８：３０に
早朝勉強会が開催されました。
テーマは｢測量作業手順の解説｣でした。

＜髙橋さんが講師を務めました＞
11 月 2 日(日)に NPO 法人相続アドバイザー
協議会様主催の相続アドバイザー養成講座で第
７講座の講師を務めました。タイトルは｢相続と
測量｣でした。
11 月 12 日(水)に NPO 法人相続アドバイザー
協議会様主催の第８１回相続寺子屋で講師を務
めました。タイトルは｢あなたの知らない歴史(
私説)｣でした。

＜コラム掲載のお知らせ＞
髙橋さんが三井不動産レッツ様の
ホームページにてコラムを連載して
おります。みなさん、是非ご覧ください。
http://www.mitsuihudousan.co.jp/lets/index.html

＜富士山測り隊

YouTube 掲載＞

富士山測り隊の活躍ぶりを YouTube に掲載し
ています。第１９次富士山測り隊まで
で今シーズンは終了しました。
http://www.youtube.com/user/sokuryousha

＊バックナンバーは弊社ホームページ
「測量舎通信」をご覧ください。

＜編集後記＞

山中

律子

今回より編集をいたします、山中律子です。よろし
くお願いいたします。
忘年会･新年会シーズンですね。体調管理に気をつけ
て、良い年末年始をお過ごしください。

＜今月の社員＞
中田さん
ｚｚｚｚ

～・～・～

１２月の予定

～・～・～

＜１２月のお誕生日＞
１２日 佐藤さん
１３日 月美里さん御主人
２０日 清水さん奥様

＜社長と面接＞ （希望者のみ）
「今月の社員」を担当する中田志麻子です。
私は実家のささやかな庭のことをお話しよ
うと思います。
実家の庭には、父の庭いじりの趣味のお
かげで一年を通じて何か必ず花が咲いてい
ます。
秋にはオレンジ色の小さな花をつけて良
い香りを漂わせてくれる金木犀、春には淡
雪のように可憐な白い花をつけて春の訪れ
を教えてくれる雪柳、初夏には白い花の後
でゴルフボールほどの実をつける花桃、ア
ゲハ蝶が毎年子育てに来る柚子などなど、
かなり豊かな植生？の父の庭です。
とりわけバラは、父にはおよそ似合うと
は思えない花なのですが、どうも
４．６．仕上げで
バラが父に合わせてくれているのか、
是非、お試し下さい。
はたまた父の丹精込めた育て方が
良いのか、春と秋には数種類のバラ
が何故か見事に咲きます。
私も実家にいる時は庭いじりの手伝いを
しますが、私の担当はもっぱら小さな球根
や花苗です。
今年も小春日和の休日、今年の植付けは
少し遅くなっちゃったなぁと思いながら、
チューリップとスイセンの球根を植えまし
た。年明けには「おはよう！」と土の中から
元気に顔を出してくれるのが今から楽しみ
です。
もうすぐ新年、また春になって色とりど
りの庭を両親と楽しむのが今の私の「一番」
です。
そろそろ父の代わりにもっと庭を大事に
してあげないとなぁと思う今日この頃の私
です。

・４日,１１日,１８日,２５日
１８：１５～１８：４５

(毎週木曜日)

＜グループ会議＞ （チーム長以上参加）
・ ２日(火),９日(火),16 日(火),22 日(月)の 18:30 から
です。

＜社長と飲み会＞ （自由参加）
・ ２６日(金)18 時 30 分から納会です。
・ 1 月は１７日(土)18 時 30 分からです。

＜特別社内研修＞ （全員強制参加）
・２３日（祝火）
９：００～大掃除
１６：００～測量舎道場の予定です。
・１月は１７日(土)です。

＜早朝勉強会＞ （自由参加）
2 日(火)，9 日(火)，16 日(火)，
午前７：４５～８：３０です。
テーマは｢測量作業手順の解説｣です。

＜富士山冬期閉鎖中＞

つづ

第１９次富士山測量の終了地点は
全長４５km の内約２９km。標高は約２０
７３m です。次回は、来年度の開通時期ま
でお待ちください。

＜髙橋さんが講師を務めます＞
１２月５日(金)に公益財団法人日本賃貸住宅管
理協会様主催の相続支援コンサルタント講習(東
京)の講師を務めます。
ｃ
１２月６日(土)に 株式会社松掘不動産様主催
の相続における土地測量セミナーで講演をしま
す。タイトルは｢切っても切り離せない相続対策と
土地の測量｣です。
１２月１２日(金)に公益財団法人日本賃貸住宅
管理協会様主催の相続支援コンサルタント講習(
仙台)の講師を務めます。
１２月１３日(土)に三井不動産リアルティ株式
会社様主催のセミナー講師を務めます。タイトル
は｢必見!!境界をめぐるトラブル実例と解決方法｣
です。
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＜不動産登記Ｑ＆A＞
200
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Ｖｏｌ.７４

清水孝男（ＡＤＲ認定土地家屋調査士）
（測量士・基準点測量１級専門技術者）

登記申請書にはどのような書類を
添付するのですか？（その１１）

Ａ

登記の申請書には、登記の種類に応じて法

令で定められた書類・図面を添付しなければ
ならないことになっています。

一般的に必要

とされている添付書類・図面は、以下に掲げた

敷地権とは、土地の登記簿に登記された敷地

とおりです。

地利用権（所有権、地上権、賃借権）であっ
て、建物と分離して処分することが出来ない

⑩規約証明書

ものをいいます。

区分建物の表示に関する登記の申請書には、
規約（人々の協議によって決められた規則）を

４．敷地権割合が規約割合によるものである

証する書面を添付しなければならない場合がい

ときは、その規約を証する書面を添付しなけ

くつかあります。

ればなりません。

前回は２つの規約を説明しました。
敷地権割合とは、区分所有者が所有する敷
３．法廷敷地、規約敷地を問わず、登記された

地利用権の割合のことで、規約により定める

土地の所有権、地上権、または借地権の一部が

こともできますが、規約等の定めがない場合

敷地権でないときは、その一部が敷地権でない

には、各専有部分の床面積を全ての専有部分

ことを証する書面（一部分離処分可能規約の存

の合計の床面積で割って算出します。

在を証する書面）を添付しなければなりません。

現在の分譲マンション等では、ほぼ全てに
規約による敷地権が定められているようで
す。

