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＜今月のことば＞

～・～・～９月の出来事

やってみなければ始まらない

＜個人別売上・入金の順位＞

＜「お陰さま」

ｂｙ

髙橋一雄

＞

第１４１話 Ｖサイン（ピースサイン）
我が家の娘たちは、カメラを向けると条件反
射のように V サインをします。娘たちは「可愛
く見えるから」と言っていましたが、V サイン
の意味を知らないで使っているのも問題かな？
とも思います。
V サインは、ボディーランゲージの一種で、
「Victory（勝利）」や、「Peace（平和）」という
意味があり、日本では喜びの表現としても使わ
れているようです。
起源については諸説あるようです。一説では
イギリスとフランスが戦った百年戦争の時に、
退却するフランス軍に対して、イギリス軍が挑
発の意味で使ったのが最初と言われています。
「Victory（勝利）」という意味の V サインに
は、勝者が敗者に向かって、我々が勝者である
という意思表示を含んでいます。V サインの陰
には、敗者がいることを忘れてはいけません。
また、V サインと一緒に「ピース！ピース！」
と言う人がいます。Peace の語源は、ラテン語
の Pax で、Pax Romana は日本語では、ローマ
の平和となります。ところがこれは、ローマ帝
国の武力による破壊・殺りく・略奪によって、
抵抗する力が無くなった廃墟の状態を言うので
す。「Peace」とは、私たち日本人が思っている
「平和」とは、大きく違う意味なのです。
最後に、手の甲を相手に向けてする V サイン
は、相手を侮辱している意味があります。
平成２７年９月
＊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。

～・～・～

売上トップ
佐藤さん
入金トップ
佐藤さん
社長より報奨金が贈られます。

＜トップ賞＞
月間ＭＶＰ
佐藤さん
ポイント賞
佐藤さん
社長より報奨金が贈られます。

＜早朝勉強会＞（自由参加）
１日,８日,１５日,２９日の午前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。

＜第２０次富士山測り隊＞

(自由参加)

第２０次富士山測量観測は、
９月２６日(土)～２７日(日)に
行う予定でしたが、天候不良
で中止となりました。

＜富士山測り隊

YouTube 掲載＞

富士山測り隊の活躍ぶりを YouTube に公開し
ています。現在、第１９次までの映像が見られま
すので、お楽しみください。
http://www.youtube.com/user/sokuryousha

＜コラム掲載のお知らせ＞
髙橋さんが三井不動産様のレッツプラザにて、
コラムを連載しております。ぜひご覧ください。
http://www.mitsuifudosan.co.jp/lets/column/rensai/r
ensai06.html

＜不動産 HP のお知らせ＞
測量舎では不動産のホームページも運営してお
ります。墨田区の土地・戸建の情報を載せており
ますので、ぜひご覧ください。
http://www.sokuryousha.co.jp

＜今月の社員＞

佐藤さん

～・～・～

１０月の予定

～・～・～

＜１０月のお誕生日＞
１６日

髙橋さん

＜社長と面接＞（希望者のみ）
１日,８日,１５日,２２日,２９日（毎週木曜日）
１８：１５～１８：４５です。
今月の社員を担当します佐藤利江子です。
意外と短かった夏でしたね、今年は。物足
りなさを感じつつも過ごしやすい季節にな
りました。「○○な秋」です。この○○には
いろいろな言葉が入ります。
ｚｚｚｚ
この原稿を書いているのが、９月の連休、
そう、シルバーウィークです。この日様々な
スタイルで街を走るランナーを多く見まし
た。仲間と励ましあい楽しそうにゴールに向
かってます。何かオシャレ～～これで決まり
で す 。「 ス ポ ー ツ の 秋 ！ ！ 」 私 も 走 ろ
う！！！

しかし、普段からあまり運動をしていない
４．６．仕上げで
状態から始めるのはなかなか大変。
気軽に始
是非、お試し下さい。
められて続けられるプログラムを見つけた
ので、ご紹介します。
“自分の体力と呼吸に従って走るだけ”
呼吸が荒くなったら走るのをやめ、息が正
常になるまで歩く。これを２０分間繰返しま
す。むやみに休憩時間を入れたり一定のペー
スを貫くのではなく、続けることにより楽し
くなり走るたびに進歩を感じることができ
るようになる・・・・らしい・・・・
あらあら、まだ何もやってないのに大丈
夫？？？ そうだ、まずはウェアとシューズ
を揃えなくてはね。Let’s Go Shopping❤
走り始めるまで時間がかかりそうで怖い
ですが、次に登場するときには素敵なランニ
ング報告をします！！！
みなさんの「○○な秋」は何ですか？ 一
緒にがんばりましょう。

＜現場打合せ＞（グループ長以上参加）
５日,１２日,１９日,２６日（毎週月曜日）
１８：３０～です。

＜社長と飲み会＞（自由参加）
１７日(土) １８：３０～
１１月は２８日(土)１８：３０～です。

＜早朝勉強会＞（自由参加）
６日,１３日,２０日,２７日（毎週火曜日）
午前７：４５～です。テーマは「測量作業手順の
解説」です。
１１月は１０日,１７日,２４日（毎週火曜日）
の午前７：４５～です。

＜特別社内研修＞（全員強制参加）
１０月は特別社内研修はありません。
１１月は２８日（土）９：３０～特別社内研修
１６：００～測量舎道場の予定です。

＜次回富士山測り隊＞（自由参加）
１０月の富士山測量観測は
１７日（土）～１８日（日）
に行う予定です。９月の活動
６．仕上げで
が天候不良で中止となった
ため、今回が第２０次観測と
なります。

＜髙橋さん講師の予定＞
ｃ
１０月４日（日）、相続アドバイザー養成講座短
期集中グループ講座で髙橋さんが講師を務めま
す。テーマは「相続と測量」です。また、１０月
１３日（火）には、浦安商工会議所不動産業部会
様主催の相続対策セミナーで講師をします。テー
マは「相続と測量」です。

＜

相続の学校
＞
専任講師 ： 高橋 一雄

第１０話

古代日本の相続

その４

Q３：古代の婚姻形態が通い婚であったことは
分かったのですが、古代の男女はどのようにし
て出会うのでしょうか？
A：当時の人々の生活圏はそれほど広くはなか
ったと考えられます。せいぜい近隣地域ではな
かったでしょうか？その中で生活している
人々の人口は、それほど多くはなかったと考え
られます。当時は通い婚ですから、通えないよ
うな遠方の人と結婚することはまれで、部族集
団の中での結婚が多かったのも、生活圏が狭か
ったからです。
生活圏の範囲が狭いということは、常に同じ
人と顔を合わせ、新たな出会が少ないというこ
とになります。新たな出会いは、狩猟採取をす
るような場所には人は居ませんから、狩場等へ
の往復と、農作業をする畑や田んぼへの往復と
いうことになります。現代の私たちの生活で言
えば、自宅と会社の往復と、近くのコンビニへ
の往復のようなものです。会社への通勤途中で
新たな出会いが無いように、当時も出会いは無
かったと考えられます。
そこで当時の人々は、「歌垣」という行事を
考えます。これは今風に言えば、大婚活パーテ
ィー＋フリーセックスパーティーのようなも
ので、年に２回、春と秋に行われていたようで
す。山頂や海辺、川原など特定の場所に、日時
を決めて、近郷近在の老若男女が大勢集まり、
飲んで、食べて、歌を掛け合って、気の合った
男女がセックスを行うという、なんともおおら
かで、なんとも楽しそうな行事を行っていたの
です。これがきっかけとなって結婚する男

女もいれば、その場限りの男女もいたようで
す。
春は今年の豊作を祈り、秋には今年の豊作
に感謝し、来年の豊作を祈るという趣旨で行
われていたそうで、時代を経るに従い開催場
所も、広場や門前、境内などで行われたそう
です。現代のお祭りが、春と秋に多いのも、
お祭りで、五穀豊穣と子孫繁栄が祈られるの
も、昔のお祭りで、夜は無礼講だったのもこ
こから来ているのです。つまり、お祭りは男
女の出会いの場だったのです。
ちなみに、「歌垣」では、男性が気に入っ
た女性に対して歌を詠んで送り、送られた相
手の女性は、それに応える歌を詠んで返すと
いう、求愛のやり取りが行われていたそうで
す。また、男性が気に入った女性に名前を訪
ねて、女性が名前を教えると、それが「OK」
の合図だったようです。もちろん、女性の名
前を訊く前に、男性が自分の名前を言うこと
は、礼儀として当然です。
古代の「歌垣」は、現代の未婚の男女が、
婚活パーティーに行って、相手の名前と携帯
番号（メールアドレス）を訊くのに、非常に
よく似ています。今も昔も、人が考える事は
あまり変わりがないということかもしれま
せん。
以上
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＜不動産登記Ｑ＆A＞
文責

Ｑ

平成２７年９月３０日

Ｖｏｌ.８４

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）

土地の表示に関する登記には
どのようなものがあるのですか？（その９）

Ａ

３．土地の表示の更正の登記
土地の表示の更正登記には、①所在・地番
の更正登記
正登記

②地目の更正登記

③地積の更

④所有者の表示の更正登記

⑤所有
あって、もし更正登記をすることにより記載

者自体の更正登記

⑥持分の更正登記があり
された所有者の同一性が失われるような場合

ます。
には、この登記をすることができず、それは
「所有者の更正登記」をすることになります。
③表題部の表示の更正の登記
表題部の表示の更正登記とは「Ａ市Ｂ町１
表題部に記載された所有者の表示、つまり
番地 甲野一郎」を「Ａ市Ｂ町２番地 甲野一
その者の住所・氏名等が始めから誤って登記
郎」
されていたり、一部登記漏れがあった場合に、
と更正したり、「Ｃ市Ｄ町３番地

乙野次郎

これを実体に一致させるために訂正補完する
」を「Ｃ市Ｄ町３番地

乙野二郎」と更正す

のが、所有者の表示の更正登記です。
ることです。

これとは別に「Ｅ市Ｆ町４番

したがって、この登記によって所有者自体
地

鈴木一郎」を、これとは記載上まったく

が変更（所有者Ａが無権利者であるとして、
別人格とみられるような「Ｇ市Ｈ町５番地
真実の所有者Ｂに更正）されるものではあり
山田太朗」と更正することは認められていま
ません。
せん。
この所有者の表示の更正登記ができるのは
所有者の表示の更正登記は、表題部に記載
、そのままの記載でも一応は正しい所有者を
された所有者から申請します。
指し示すものとして通用する場合に限るので

