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出席の状況
会員数　58名（内出席免除　４名）　出席者数　35名　　欠席者数　23名
出席率　63.64％　　前々回訂正　83.93％　　　　
欠席者　相原，原田，樋口，日笠（常），堀川，加戸，梶谷，金子，河村，家守，小橋，鴻上，小松原，
　　　　南葉，高橋（裕），丹治，槌田，氏房，山本，山下（常），（平野），（柏野），（渡辺）

S . A . A . 　 　　
前回例会時に黒瀬歯科院長が持参さ
れた東日本大震災支援に伴った品物を
頂いたのでスマイルします。

先週例会の黒瀬真由美先生のお話に
感動致しました。ありがとうございます。
ストラップなどいただきました。スマイル致
します。

23日のIDMにご参加の方々、お疲れ様
でした。

欠席が続いて申し訳ございません。

会 長 報 告  副会長　平　松　　　信
“なぜ鐘が鳴る”
　ロータリーは「点鐘で始まり、点鐘で終わる」と言われますが、開会閉会を鐘で告げるのは日
本だけのようで、日本以外では木槌を叩くこともあるそうです。 
　1920年頃　東京クラプが始めたことに倣ったのではと言われています。
　2011年国際ロータリー2690地区の職業研修チーム（VTT）としてフィラデルフィアに派遣していただきました際
に訪問しましたFrankford-Northeast Philadelphia Rotary Clubの机上には、鐘（振ってならす鐘）がありまし
たが、写真をよくみると木槌も置いてありました。 
　5月27日オバマ米大統領の広島演説の冒頭は、 「71年前、雲一つない明るい朝、空から死が舞い降り、世界が
変わった。… 広島と長崎は核戦争の夜明けとしてではなく、道徳的な目覚めの始まりとして知られるだろう。」と。
　大統領は、長崎に言及されましたが、長崎といえば “長崎の鐘” が頭に浮かんできます。
　昭和26年藤山一郎が歌う “長崎の鐘” は、サトウ・ハチロウの作詞ですが、「71年前、 雲一つない明るい朝、 
空から…」のオバマ大統領の言葉は、 まさに長崎の鐘の最初の詩と重なります。
こよなく晴れた　青空を　悲しと思う　せつなさよ
うねりの波の　人の世に　はかなく生きる　野の花よ
なぐさめ　はげまし　長崎の　あゝ 　長崎の鐘が鳴る

　鐘と言えば、1940年に発表されたアーネスト・ヘミングウェイの『誰がために鐘は鳴る』 （For Whom the Bell 
Tolls）は、1943年にゲイリ ー・クーパー とイングリット・バーグマン の主演で映画化され、こども心に忘れえない感

動を覚えました。 スペイン内戦を題材とし た作品ですが、『誰がために鐘は鳴る』という言葉自体は、 イギリスの
詩人、ジョン・ダンの言葉からとられています。
　「なんびとも一島嶼にてはあらず」の一文から始まります。
　島嶼とは小さな島のことで、瀬戸内海島嶼部の診療船、 すなわち済生丸のことです。
　このジョン・ダンの詩では、我々人間は、ばらばらに生きる存在ではない、島ではなく、 大陸の一部なのだと。だ
から、死者を知らせる鐘の音が鳴っていたなら、誰の死を知らせているのかを尋ねてはいけない。「そは汝がため
に鳴るなれば」つまり，我 自々身のために鳴っているのだからと。ジョン・ダンは司祭でもあったため、『誰がために鐘
は鳴る』は宗教的なイメージが組み込まれていて、自分のために行動するのではなく、もっと大きなもののために行
動しようとする内容の物語のようですが、愛するマリアを残して死に臨むロバ ート、そしてロバートの死を告げてい
るだろう鐘の音が、心に残っています。「そは汝がために鳴るなれば」、ロータリーの鐘も我々のために鳴っている
のかもしれません。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
①  6月のロータリーレートは1ドル＝110円です。
② 他クラブ週報を回覧致します。

内 部 卓 話  
「土地家屋調査士とは」　　森本  剛仁  会員

　我々、土地家屋調査士は不動産に関する表題部の登記申請を主な業務としております。
　建物に関していえば土地家屋調査士の業務はその建物の“所在・種類・構造・床面積”の登記申請です。所
在とは建物がある物理的な位置、種類とは例えば居宅・事務所・店舗といった何に利用されているかのことで
す。構造とは屋根の種類や階数、木造・鉄骨造・軽量鉄骨造等のことです。床面積は建物の広さのことであり、今はレーザー（光）を
使用して測ることが主流です。
　建物を建築する際には建築確認申請をされることが多いため、建築確認済証添付の平面図・配置図等を参考に現地にて建物
を測量し、その結果を法務局に対し登記申請します。
　土地に関する土地家屋調査士の業務は測量、分筆、地目変更等があげ
られます。実際の話ですが登記簿に6.49㎡と記載のあった土地が、測って
みると420㎡あったことがありました。皆さまが所有されている土地の地積は
正確に登記簿に反映されているでしょうか。今すぐに何かをする必要はあり
ませんが、将来、家を建てる時や不動産を売却する時、相続や贈与の時は
一度、土地の地積・境界について確認が必要かもしれません。
　実際に建物を建てたら自分の土地ではなかった、これは実話ですのでく
れぐれもご注意をお願いします。
　杭を残しておけば悔いを残さないかもしれません。

第 11回理事、役員会議事録 
日時　平成28年５月９日㈪11：35～12：00　　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「ルビーの間」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会・幹事　入江　直人
⒈開　会　　　　　　　　　　　　　　　会　　　長　堀川　辰也
⒉出席者の確認　　　　　　　　　　　　副　幹　事　末吉　賢多
　堀川辰也　入江直人　末吉賢多　西岡貞則　鴨井利典　氏房信明　大饗よし江　山田喜広　
　小菅英司  川本  洋  西山隆三郎
⒊会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀川　辰也
⒋審議事項
①５月～６月のプログラムについて　…原案通り承認。
②家族旅行について　…観劇席割は、小菅委員長に一任。
③ボランティア清掃の報告について　…原案通り承認。
④熊本地震　義捐金について　…本日例会時に再度募金箱を回す。

合計金額５万円をガバナー事務所に送付する。（不足分があれば、
クラブより拠出）

－１－

前回５月30日の例会記録前回５月30日の例会記録前回５月30日の例会記録前回５月30日の例会記録

堀川会長がソウルでの国際大会に出
席されていますので、初めて副会長とし
て鐘を鳴らさせていただきます。

5月28日からの国際大会に参加の予定
でしたが、仕事の段取りが悪く、急遽欠
席させて頂きましたのでスマイルしてお
きます。

あと、1カ月になりました。スマイルの協力
よろしくお願いします。

・たびたびの欠席お詫びいたします。
・結婚記念日のお祝いありがとうござい
ました。私達2人は覚えてはいますが、
それ以外で覚えて下さるのはロータ
リーだけです。

前回訂正　9件　51,000円（累計1,059,000円）
　　　　　　今回　　　8件　29,000円（累計1,088,000円）
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⑤プロ野球フレッシュオールスターゲーム招待チケットについて　…不参加とする。
⑥新入会員について　…資料により承認。
⑦クールビズについて　…昨年同様、5月末例会より10月末例会までとする。（５月末例会時に案内）
⑧事務局　昇給・賞与について　…事務局員中山氏は再雇用の為、昇給無し、他２名は3000円の昇給。

賞与は年間３カ月。前年通りとする。
⑨事務局　コピー機のリースについて　…リース料の安価な２社のどちらかに変更。（選定は入江幹事に一任）
⑩その他　IDM日程について　…５月中の開催予定。詳細日程は、小松直前会長と入江幹事にて打合せを行う。
⒌報告事項　…特に無。
⒍閉　会　　　　　　　　　　　　　　

第６回被選理事・役員会議事録 
日時　2016年５月16日㈪13：30～14：35　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「エメラルドの間」
⒈ 開　会　　　　　　　　　　　　　　　 会　　　長　岡本　和夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司会・幹事　末吉　賢多
⒉出席者の確認　
　　岡本和夫　竹本千代子　末吉賢多　児島正典　氏房信明　入江直人　相原利行　樋口芳紀　
　　小松原隆代　平松　信　岡本浩三　西山隆三郎　堀川辰也　大饗よし江
⒊会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　 会　　　長　岡本　和夫
⒋協議事項
①年間予定について　原案通り、承認。
②プログラムスケジュール（７月～９月）案について　原案通り、承認。
③規定審議会の制定案について
　制定案１　クラブ会員の入会金を廃止することについて、会員の意見を聞くこととした。
　制定案２　クラブ例会の出席について柔軟性が認められることとなったが、従来通りとする。
④運営活動計画書の提出・予算について　未提出の委員長に対して、事務局への提出をお願いした。
⑤歴史フォーラム審査員（案）について　原案通り、承認。
⑥その他
・岡山南ロータリークラブより参加の要請があったポリオプラスプログラムについては、5月9日の例会にて参加
のお願いを回覧しているので、改めてお願いはしないこととした。
・会員のお祝いの時にお送りしている花束について、手渡しとしていたが、今後は全てゆうパックでの配送に
よることとした。
・月見夜間例会時のアトラクションについて親睦活動委員長より提案があり承認された。また、本日中に、月見
夜間例会会場の予約を行うこととした。

⒌報告事項　会長より、５月１４日の地区会員増強セミナーについての報告があった。
⒍閉　会　　　　　　　　　　　　　　　副　会　長　竹本千代子

６月お祝い行事 
　

  

動を覚えました。 スペイン内戦を題材とし た作品ですが、『誰がために鐘は鳴る』という言葉自体は、 イギリスの
詩人、ジョン・ダンの言葉からとられています。
　「なんびとも一島嶼にてはあらず」の一文から始まります。
　島嶼とは小さな島のことで、瀬戸内海島嶼部の診療船、 すなわち済生丸のことです。
　このジョン・ダンの詩では、我々人間は、ばらばらに生きる存在ではない、島ではなく、 大陸の一部なのだと。だ
から、死者を知らせる鐘の音が鳴っていたなら、誰の死を知らせているのかを尋ねてはいけない。「そは汝がため
に鳴るなれば」つまり，我 自々身のために鳴っているのだからと。ジョン・ダンは司祭でもあったため、『誰がために鐘
は鳴る』は宗教的なイメージが組み込まれていて、自分のために行動するのではなく、もっと大きなもののために行
動しようとする内容の物語のようですが、愛するマリアを残して死に臨むロバ ート、そしてロバートの死を告げてい
るだろう鐘の音が、心に残っています。「そは汝がために鳴るなれば」、ロータリーの鐘も我々のために鳴っている
のかもしれません。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
①  6月のロータリーレートは1ドル＝110円です。
② 他クラブ週報を回覧致します。

内 部 卓 話  
「土地家屋調査士とは」　　森本  剛仁  会員

　我々、土地家屋調査士は不動産に関する表題部の登記申請を主な業務としております。
　建物に関していえば土地家屋調査士の業務はその建物の“所在・種類・構造・床面積”の登記申請です。所
在とは建物がある物理的な位置、種類とは例えば居宅・事務所・店舗といった何に利用されているかのことで
す。構造とは屋根の種類や階数、木造・鉄骨造・軽量鉄骨造等のことです。床面積は建物の広さのことであり、今はレーザー（光）を
使用して測ることが主流です。
　建物を建築する際には建築確認申請をされることが多いため、建築確認済証添付の平面図・配置図等を参考に現地にて建物
を測量し、その結果を法務局に対し登記申請します。
　土地に関する土地家屋調査士の業務は測量、分筆、地目変更等があげ
られます。実際の話ですが登記簿に6.49㎡と記載のあった土地が、測って
みると420㎡あったことがありました。皆さまが所有されている土地の地積は
正確に登記簿に反映されているでしょうか。今すぐに何かをする必要はあり
ませんが、将来、家を建てる時や不動産を売却する時、相続や贈与の時は
一度、土地の地積・境界について確認が必要かもしれません。
　実際に建物を建てたら自分の土地ではなかった、これは実話ですのでく
れぐれもご注意をお願いします。
　杭を残しておけば悔いを残さないかもしれません。

第 11回理事、役員会議事録 
日時　平成28年５月９日㈪11：35～12：00　　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「ルビーの間」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会・幹事　入江　直人
⒈開　会　　　　　　　　　　　　　　　会　　　長　堀川　辰也
⒉出席者の確認　　　　　　　　　　　　副　幹　事　末吉　賢多
　堀川辰也　入江直人　末吉賢多　西岡貞則　鴨井利典　氏房信明　大饗よし江　山田喜広　
　小菅英司  川本  洋  西山隆三郎
⒊会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀川　辰也
⒋審議事項
①５月～６月のプログラムについて　…原案通り承認。
②家族旅行について　…観劇席割は、小菅委員長に一任。
③ボランティア清掃の報告について　…原案通り承認。
④熊本地震　義捐金について　…本日例会時に再度募金箱を回す。

合計金額５万円をガバナー事務所に送付する。（不足分があれば、
クラブより拠出）

－３－

本日のメニュー（６月６日）
ごぼうのポタージュスープ　　　牛ロース肉のステーキ  シャリアピン風　　　ズッキーニとピーマンのサラダ
フロマージュブランとメロンのジュレ　シャルトリューズの香り　　　パン　　　バター

次回のメニュー（６月13日（ヘルシー和食））
丼　しらす丼（刻み大葉　もみ海苔　山葵　割り醤油（岡山県産こしひかり））
小鉢　鰹時雨煮（生姜、木の芽）　　  温物　茶碗蒸し（振り柚子）　　  赤出汁（三種）　　  香物（三種）

　　会報部会／児島正典・日笠伸之・橘高正剛・山本真嗣

例会情報例会情報例会情報例会情報


