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支部長 橘 泰 弘

それは永遠の輝き・・・



支 部 長 ご 挨 拶
大阪土地家屋調査士会 泉州支部

支部長 橘 泰 弘

平成２９年４月２８日（火）の泉州支部総会において新しく支部長に選任していただき

ました橘泰弘でございます。よろしくお願い申し上げます。

前支部長の藤田先生は、積極的に役員会を開催し、議論を重ね、支部事業を盛大に開催

されていきました。２期４年にわたり支部を引っ張っていただきまして本当にありがとう

ございました。今後は支部の顧問としてご指導の程よろしくお願い申し上げます。

私としましても、前支部長の方針を踏襲し支部の発展になるような、さまざまな企画を

支部役員と協議し、議論し、支部事業として実行してまいりたいと考えています。

実は、この原稿を書いているのは、１１月も後半でありまして、支部長として半年以上

過ぎました。支部の事業もほぼ予定どおり行なわれており、これは支部役員の皆様、支部

会員の皆様の御協力によるものと思っております。感謝申し上げます。

今後とも支部運営にご理解、ご協力ほどよろしくお願い申し上げます。

また、このホームページをご覧の皆様には、「土地家屋調査士とは」で業務の内容を簡単

に紹介しております。「イレブンだより」では、支部の活動内容などを紹介しています。

お問い合わせなどは「会員一覧」にある支部会員（土地家屋調査士）の連絡先等を掲載

しておりますので、お気軽にお問い合わせください。



支部役員紹介

総務担当副支部長

花田 修

幹事 逵 光隆

幹事 谷 英史

財務担当副支部長

堀川 経希

幹事 西川 吉実

幹事 中山 武彦

業務担当副支部長

雪本 栄

幹事 西明寺 雄大

研修担当副支部長

伊與部 浩人

幹事 石川 貴之

幹事 伊藤 喜彦

幹事 永井 義之



公共担当副支部長

佐藤 均

幹事 沼間 公朗

幹事 半野 雅章

厚生担当副支部長

渡口 優

幹事 塩田 征司

幹事 川島 政樹

広報担当副支部長

向井 常能

幹事 酒井 健

幹事 日根 啓助



会員の移動ご紹介

転入会員

岡野 一也
生年月日 昭和４４年 ４ 月 ２ 日

事務所 〒 597-0051 貝市王子１０５６番地１

ＴＥＬ ０７２－４９６－０８１８

ＦＡＸ ０７２－４９６－０８１９

登録番号 大阪 第２７５０号

体質改善のために、３年前からジム通いを始めました。今では、仕事そっち

のけで持久競技にはまっています。登録１６年目になりますが、日々悩むこと

ばかりです。先輩先生方のご指導の下、本業にも力を入れねばと思っております。

宜しくお願いいたします。

退会会員

平成２９年１１月３０日 松 冨 憲 二

平成３０年 ３ 月２２日 栢 原 祐 二

事務所移転

平成２９年 ６ 月 １ 日（泉州支部内） 中 野 憲 一

事務所 〒 594-1114 和泉市国分町１３９４番地の１

TEL ０７２５－５１－７６２６

平成３０年 ２ 月１３日（泉州支部内） 川 島 政 樹

事務所 〒 596-0053 岸和田市沼町３０番８号 エビスビル４０２号

TEL ０７２－４９３－３５３７

平成３０年 ３ 月 ７ 日（泉州支部内） 藤 野 義 弘

事務所 〒 597-0082 貝塚市石才１８３番地 株式会社仲昌内

TEL ０７２－４３３－２９２０

平成３０年 ３ 月１９日（泉州支部内） 半 野 雅 章

事務所 〒 594-0073 和泉市和気町一丁目２０番６号

TEL ０７２５－９０－７５６５



泉州支部定時総会
平成２９年４月２８日 泉大津市 ホテルレイクアルスターにて

支部長の挨拶と報告

役員の皆様、御苦労様でした

懇親会にて 兵頭先生の「乾杯！」



研修会
第１回 平成２９年１１月２日 岸和田市立浪切ホール

「オンライン申請について」

「法定相続証明制度について」

第２回 平成３０年３月２３日 岸和田市立浪切ホール

「空家をめぐる法律問題」



神前泰幸先生 黄綬褒章受章記念祝賀会
平成２９年１０月２１日 帝国ホテル大阪

お孫さんからの花束贈呈

貝市長の祝辞

約１８０名の方々にお集まり頂きました



泉州支部の皆様と一緒に記念撮影

アルパ伴奏による独唄 三線の演奏による琉球演舞

平成２９年１０月３０日

神前先生、貝市長へ黄綬褒章受章の報告

※その時の内容は貝市広報１２月号で

掲載されております



登記事務連絡会
平成２９年１１月１０日 岸和田市立浪切ホール

（右から） 岸和田支局長 横守 孝 様

統括登記官(第一) 中村 晃治 様

統括登記官(第四) 赤坂 敏彦 様

表示登記専門官 奥野 厚 様

岸和田支局長 横守様の挨拶

法務局との貴重な意見交換ができました



基線場利用
平成２９年８月２６日 貝市立総合体育館横

測量機器の点検を自分達で行います



司法書士会合同親睦ソフトボール・ＢＢＱ大会
平成２９年７月２９日

いざ、プレイボール！

各支部長によるルール確認

「外野の間を抜ければ２塁打で…」

「外野の頭を超えればホームランで…」

支部長、ナイスバッティング！・・・？

乾杯～

盛り上がってますが、まだ準備中です

焼き係の

花田先生

周りの誘導次第で事件になります



支部厚生事業
ルミナス神戸２ ランチクルージング（バイキング） 平成２９年１１月１９日（日）

明石海峡大橋

御参加頂きました皆様♪

終始ご機嫌な二人（新・旧支部長）



広報部より 今年度は、

・貝市福祉型コミュニティバス（はーもにーばす）時刻表・路線図

（貝塚市広報１２月号と一緒に市内全戸に配布）

・和泉市コミュニティバス（めぐーる）時刻表

（和泉市広報３月号と一緒に市内全戸に配布）

に広告を掲載しました

はーもにーばす時刻表 めぐーる時刻表



平成３０年度 登記測量相談日程表

泉大津 和 泉

市役所 市役所

相談日 土地家屋調査士名 電話番号 相談日 土地家屋調査士名 電話番号

４月２０日 露口治男 0725- ４月６日 渡口優 0725-

４１－３４７８ ４６－２７８８

５月１８日 中野憲一 0725- ５月７日 古谷博 0725-

５１－７６２６ (月曜日) ４３－７７０１

６月１５日 中野雅之 0725- ６月１日 上田時嗣 0725-

５３－１９００ ４１－８４３２

７月２０日 西川吉実 0725- ７月６日 加山恵一 0725-

４７－５１７７ ２３－１７６４

８月１７日 沼間公朗 0725- ８月３日 國本仁一 0725-

４１－６５４９ ４６－６２６４

９月２１日 半野雅章 0725- ９月７日 﨑山勝 0725-

９０－７５６５ ４３－４０７３

１０月１９日 藤原哲也 0725- １０月５日 塩田征司 0725-

５７－３５７８ ２４－７１８７

１１月１６日 井之上貢 0725- １１月２日 隅谷康利 0725-

９２－０９００ ４３－２９０７

１２月２１日 堀川経希 0725- １２月７日 逵光隆 0725-

４１－２７７０ ２１－６６７７

平成３１年 松岡勝行 0725- 平成３１年 辻村昌克 0725-

１月１８日 ３２－７７４５ １月４日 ４０－０８８５

２月１５日 向井利雄 0725- ２月１日 露口治男 0725-

５１－１７０１ ４１－３４７８

３月１５日 脇田健一 0725- ３月１日 中野憲一 0725-

４３－５９０１ ５１－７６２６

毎月第３金曜日 午後１時から３時 相談日は原則毎月第１金曜日（午後１時～３時）

市役所１階 市民相談室 予約制相談当日の午前９時～電話予約（先着４名）

担当日時が不都合、変更の場合は必ず支部長に申出てください。

変更終了後の担当者は必ず経理担当副支部長に報告してください。



土地家屋調査士倫理綱領

１．使命

不動産に係る権利の明確化を期し、

国民の信頼に応える。

２．公正

品位を保持し、公正な立場で誠実に業務を行う。

３．研鑽

専門分野の知識と技術の向上を図る。




