


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

泉州支部会員の皆様、平素は支部事業にご理解、ご協力を賜りまして誠にありがとうご

ざいます。

さて、この原稿を書いておりますのは、令和２年の３月ですが、このところの新型コロ

ナウィルスの影響により、世界全体が大変なことになっています。

当支部につきましても、２月に支部研修会、支部日帰り旅行を行いましたが、予定どお

り、行ってもいいものかどうか各副支部長と相当悩みました。

それから１か月ほど経ちましたが、幸いにも泉州支部の皆様に新型コロナウィルスの陽

性者の報告はありません。

ただ、世間の状況は日々悪くなるばかりで、明るい話題は見当たりません。

私たちとしては、今後も感染予防を徹底し、新型コロナウィルスの終息宣言を待ちたい

と思います。

そして、終息した後は、会員の皆様と家族も含めて楽しい事業を行いたいと思います。

令和２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１７日 中野憲一 0725- ４月３日 上田時嗣 0725-

５１－７６２６ ４１－８４３２

５月１５日 中野雅之 0725- ５月１日 加山恵一 0725-

５３－１９００ ２３－１７６４

６月１９日 西川吉実 0725- ６月５日 國本仁一 0725-

４７－５１７７ ４６－６２６４

７月１７日 沼間公朗 0725- ７月３日 﨑山勝 0725-

４１－６５４９ ４３－４０７３

８月２１日 半野雅章 0725- ８月７日 塩田征司 0725-

９０－７５６５ ２４－７１８７

９月１８日 藤原哲也 0725- ９月４日 隅谷康利 0725-

５７－３５７８ ４３－２９０７

１０月１６日 堀川経希 0725- １ ０ 月 ２ 日 逵光隆 0725-

４１－２７７０ ２１－６６７７

１１月２０日 松岡勝行 0725- １ １ 月 ６ 日 辻村昌克 0725-

３２－７７４５ ４０－０８８５

１２月１８日 向井利雄 0725- １ ２ 月 ４ 日 中野憲一 0725-

５１－１７０１ ５１－７６２６

２０２１年 脇田健一 0725- ２０２１年 古谷博 0725-

１月１５日 ４３－５９０１ １月４日(月) ４３－７７０１

２月１９日 渡口優 0725- ２月５日 中野雅之 0725-

４６－２７８８ ５３－１９００

３月１９日 井之上貢 0725- ３月５日 西川吉実 0725-

９２－０９００ ４７－５１７７

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。



広報部より 今年度は、

・泉佐野市内に毎月１日全域に配布される「広報いずみさの」に

広告を掲載しました（４０６００部 発行）

支部役員紹介

総務担当副支部長

花田 修

幹事 逵 光隆

幹事 西村 右文

幹事 西川 吉実

財務担当副支部長

谷 英士

幹事 岡野 一也

業務担当副支部長

雪本 栄

幹事 藤本 雅也

幹事 西明寺 雄大

研修担当副支部長

中山 武彦

幹事 黒田 成宜

幹事 酒井 健



公共担当副支部長

石川 貴之

幹事 伊與部 浩人

幹事 伊藤 喜彦

厚生担当副支部長

渡口 優

幹事 川島 政樹

幹事 永井 義之

広報担当副支部長

向井 常能

幹事 半野 雅章

幹事 日根 啓助

支部厚生事業
支部旅行：令和 ２ 年 ２ 月２２日（土）

和歌山県（道成寺－橋本荘（クエのフルコース）－黒潮市場（黒潮温泉））

激しくなった雨のために

閑散としている道成寺

久保副会長の「乾杯！」

参加者１９名の賑やかな

バスの旅でした♪



司法書士会合同親睦ＢＢＱ
令和 元 年 ７ 月２７日 貝塚市 二色の浜公園

張り切って準備している渡口副支部長

いつもご苦労様です

橘支部長の挨拶

ちょうど雨が止み、良い季候のＢＢＱでした♪

司法書士会泉州支部 支部長：樋口先生の

ご挨拶で、本年も無事お開きです。

会員の移動ご紹介

入会会員

令和 元 年 ９ 月１０日 岡野 昌治 会員

転出会員

令和 ２ 年 １ 月 ８ 日（泉州支部→大阪城支部） 岡野 昌治 会員

事務所 大阪市中央区伏見町四丁目３番９号

退会会員

令和 元 年 ８ 月３１日 友田 和雄 会員

令和 元 年１２月２７日 王子谷 慶一 会員

令和 ２ 年 ３ 月３０日 露口 治男 会員

事務所移転

令和 元 年 ９ 月 ５ 日（泉州支部内） 中山 武彦 会員

事務所 〒 590-0533 泉南市中小路二丁目２６４７番地２

TEL ０７２－４７１－７３３７

令和 ２ 年 １ 月 ８ 日（泉州支部内） 藤本 雅也 会員

事務所 〒 596-0046 岸和田市藤井町三丁目８番２４号

TEL ０９０－９８６１－３７１５



泉州支部定時総会
平成３１年 ４ 月２６日 ホテルレイクアルスター アルザ泉大津

支部長の挨拶と報告

大阪法務局岸和田支局 支局長 中谷勝彦様

ご来賓の皆様

基線場利用
令和 元 年１１月 ９ 日 貝塚市立総合体育館横

機器の点検を自分達で行います

５０ｍ地点にピンポール設置

基準点としての登録も行われております

本年も株式会社リンク様に

お越し頂きました

(一人用測量器の実演中)



研修会
第２回 令和 ２ 年 ２ 月１４日 魚政（会議室）

「日頃の業務で使える最新ソフトウェア（ＣＡＤ）の活用方法」

各ソフトウエアの皆様

（アイサンテクノロジー㈱様）

（ニコントリンブル㈱様）

（福井コンピュータ

ホールディングス㈱様）

による最新技術の実用的な

講義でした

親会（泉州支部定時総会後）
平成３１年 ４ 月２６日 泉大津市 ホテルレイクアルスターにて

今年も兵頭先生の「乾杯！」から

去年、大盛り上がりしました

ゲームを再び開催♪

（今年は事前にくじ（数字）を配り、

景品発表時にランダムに数字を決定）



研修会
第１回 令和 元 年１０月２５日 岸和田市立浪切ホール

○テーマ１ 「消費税軽減税率・日頃の業務に関する税金」について

講師：東税務署 特別記帳指導官 藤本 様

○テーマ２ 「調査士報告方式」について

講師 オンライン申請促進委員会 正井利明 様

藤本 様

正井 様

登記事務連絡会
令和 元 年１１月１５日 岸和田市立浪切ホール

去年から始めました、大阪法務局岸和田支局の

登記官の方々とのディスカッションを本年も

行いました。普段から思っていること、お互い

にこうして欲しいと思うこと等、忌憚のない

意見の交換を本年も行うことができました。

支局長：中谷勝彦 様

昨年と同様に４つのグループに分け、各テー

ブルに登記官 １～２人参加頂いております

自由に登記官に発言頂きたいので、議事録は

残しておりません。
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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。

イ レ ブ ン だ よ り
令和２年３月発行 第４１号

大阪土地家屋調査士会 泉州支部

支部長 橘 泰 弘

令和１年１２月２５日オープンの関空アイスアリーナ(泉佐野市)


