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▲大阪府受入避難者
支援金の贈呈
◀大阪府都市整備部
用地室長 長浜裕一様

本年３月１１日午後２時４６分に発生した未曾有の東
日本大震災は、
マグニチュード９．
０を記録し、東日本の
広範囲の地域に家屋の倒壊等の地震被害に加え、
太
平洋沿岸を巨大津波が襲い沿岸部の多数の地域に
壊滅的な被害をもたらしました。
さらに、福島第一原子
力発電所の事故は、
周辺区域の住民はもとより国民全
体に、
さらには世界中の人々に今なお不安と脅威を与
えています。死者１万５５５５人、行方不明者５３３４人、
全壊家屋１０万戸超に及び今なお１０万人弱の方々が
避難生活を余儀なくされています。
（７月１２日現在警
察庁）

○大阪府受入避難者支援金として
１００万円贈呈
大阪府が受け入れを実施している東日本大震災の
避難者を支援するため去る５月２７日開催の第１６回通
常総会後の懇親会を会費制（５０００円）
で開催しまし

○当大阪士会の対応
当大阪士会では、東日本大震災を受け次の対応を
行いました。
●

直ちに青森・岩手・宮城・福島・茨城の各士協会に各

１０万円・計５０万円のお見舞い金を送付しました。

た。当該懇親会費全額と会場に設けられた募金箱の
義捐金と当大阪士会予算を併せ１００万円を
「大阪府
受入避難者支援金」
として当日会場で西川会長から
大阪府都市整備部用地室長長浜裕一様に贈呈され
ました。当大阪士会単独とは別に
（社）
日本不動産鑑

今年度「震災対応特別委員会」
を新設し、
被災者の

定協会で義捐金合計約２,７００万円を送り、
また、
近畿

方々への有効な義捐金の支援を考えていくと共に阪

不動産鑑定士協会連合会として３００万円の義捐金

神淡路大震災の経験を活かし被災地士協会との連

を拠出しております。
（ 現地への人員派遣に伴う費用

携を図り、
震災復興に向けての鑑定評価Ｑ＆Ａの作成

負担等は除く。
）

●

を手掛けてまいります。
また、専門職業家としての知見

当日懇親会に参加いただきました会員の皆様及び

を活かした相談会の実施及び本年１１月仙台で開催

ご臨席を賜りましたたくさんの来賓の皆様方にもご理

予定の本会主催不動産鑑定シンポジウムにおける無

解を頂きました。本当に有り難うございました。衷心より

料相談会への協力参加等の企画に取り組んでおりま

感謝を致します。

す。

（きたい たかひこ・
（有）
北井不動産）

ところが、
オーナーであった前社長は、
他の役員の意

な共有問題等で苦しんでいる地主さんが沢山おられ

見に全く耳を貸さずに、
独走を続けました。
やむをえず３

ますので、
私のこれまでの知識・経験が少しでもお役に

月４日に前社長を解任し、誰もなり手がないので、私が

立てればと日々業務に精励しています。
でありますの

社長になる羽目になりました。大型倒産事件に強い大

で、
不動産鑑定評価の周辺関連の業務分野は、
無限

手の法律事務所に、
３月10日頃に相談したところ、
この

であると信じています。

ままでは「野垂れ死にになる」
と指摘され、
３月20日
（木、

幸いにも、
８月から弟の事務所の廊下を隔てた向か

春分の日）午後8時30分過ぎに、大阪地方裁判所第６

いの小さな部屋を、好条件で借りられるようになりなし

民事部に民事再生の申請をしました。約180億円の負

た。当面は、
レイコフの総務にいた者と二人で事務所

債を抱え、
約230人もの社員がいていた中、
１年６ヶ月に

を運営していこうと考えていますが、近い将来には、不

わたり、
倒産処理の代表を務めましたが、
不眠症と人間

動産鑑定士試験の合格者を採用したいものだと思っ

不信との戦いでありました。
しかし、
民事再生の申請代

ています。

理人をして頂いた上田・野上先生はじめ大江橋法律

今なお現役でかくしゃくとご活躍されている恩師であ

事務所の大型倒産チームの諸先生方には、
人語に尽

り父でもある塩見宙先生
（関西不動産研究所々長）
、
い

くせない努力をして頂き、
民事再生手続きの決了までの

つも元気な業界の兄である福田忠博先生（（株）天満

責任を果たすことができました。
その後、
共同で不動産

橋鑑定事務所 代表取締役）
を目指して、
刻苦研鑽を積

コンサルティング会社の経営を１年半程しましたが、
うま

んでゆく所存です。

く行かず私が身を引く形で、
今回の独立となりました。
本年３月から、
実弟の公認会計士事務所に机一つ間

母校関西大学の建学の精神である 正義を権力よ
り護れ を胸に、
在野精神を発揮して、
我が業界が抱え

借りの状態ですが、
昔の社名で不動産鑑定業・宅建業

る当面の課題、①鑑定報酬の不当なダンピング問題、

を開業することができました。
それまでは、
パソコンのパも

②不動産鑑定士試験合格者の未就職問題、③不動

できない私でしたが、
東日本大震災の少し前から、
ウイー

産競売評価人の増員問題について、
問題解決のため

クデーの15〜17時までの２時間、
毎日パソコン教室に通

に根気強く、
微力を尽くして行きたいと考えています。

うようになり、
約４ケ月が経ち、
人並みにワード・エクセルを

最後になりましたが、

使えるようになりました。
私のようなレベルの不動産鑑定

見せましょう大阪の底力を
！

士でも、
古くからの依頼者から義理固く鑑定の依頼を頂

頑張りましょう大阪の不動産鑑定士！

き、
不思議なことに、
途絶えることなく鑑定の仕事をして
います。
今では、
実務に精通されている若手のO・K両先
生のご指導を得まして、
コツコツと鑑定書を作成する
日々を送っています。
仲介・コンサルの方も、昔から懇意にしている地主さ
んから底地の売却、
また相続対策につまづきキャッシュ
が回らなくなった資産家から債務整理の依頼をうけ、
不動産鑑定士・弁護士・公認会計士でチームを組んで
問題解決に取り組んでいます。
その他不動産の複雑

（おがわ てつお・
（株）
小川不動産鑑定事務所）
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田畑 慶裕

カメラの宣伝パンフ
「撮り方×買い方」のうち
「撮」活用
●実勢価格

完全にタダ

パンフレット名は「はじめてのデジタル一眼カメラ・撮り

「撮り方」の部分で、
「買い方」の部分はお金が貯まる

方×買い方」ですが、
とりあえず使わせていただくのは

までしばらくお預けです。
カメラの入門書と言えば、安
い実用書でも数百円しますが、
こちらは電気屋の店頭
にいくらでも置いてあり、
むろんタダです。
メーカーでは

レバレ、
どんな音楽をよく聴くのか、
何を見るのが好きな

いよ」のデータが欲しさに、
クーポンをエサにあなたのメ

のかもバレバレ、
かなり危険なシロモノです。問題はそ

ルアドを集めているのです。

ういった情報をサービス提供会社や広告主が集めて

また、
位置情報を応用すれば、
別々の場所にいた人

いるフシがあることです。横着な人向けＱＲコードも、
ホ

が、
どこかで落ち合い一定時間行動を共にしたなんて

ントの広告主に加えて、
こっそり別の情報転売屋にも送

ことも簡単に判ってしまいます。
これでA男さんとB子さ

信するようにしておけば、
コード制作会社は二重、
三重

んが仲良しであることもバレバレです。
しかも位置精度

においしい思いも可能です。
まさかＱＲコードを肉眼で

はなんと15センチとか言われていますから、接近度も

読める人はいないでしょうから、正しくプリントされてる

バッチリです。移動情報をちょっと解析すれば、特定の

保証なんてないも同然です。
サイバー攻撃もパソコンよ

駅を利用する人のメルアド・リストなんて簡単に作れま

りもスマートフォンOS・アンドロイド向けのものが急激に

すから、
これに何かをよく利用する人、特定の店を使う

増殖しているのも肯けます。
パソコン向けウィルスやサ

人とかを組み合わせれば、超効率のいい広告を打つ

イバー攻撃では、
まだイタズラ的なものもあったのです

ことができます。迷惑広告くらいならまだいいとして、個

が、
スマートフォン向けのハッキングはほとんど情報の

人のスマートフォンに侵入されれば、何が出てくるか

収集目的といってよいでしょう。
よく、個人情報というと、

…。

名前や生年月日の流出が取りざたされますが、ハッ

ちなみに、
タダゲームとかが巷にいっぱいあります

カー
（や広告主）
が知りたいのは、
そんなものではありま

が、
これは５％法則といって、
タダでダウンロードした人

せん。
マ◯ドナルドはもっとハンバーガーを食べる人の

のうち５％、20人にひとりが有償のオプションなり、
もっと

メルアドを知りたいだけで、
たぶんあなたの生年月日ど

機能の充実した製品版のゲームを買ってくれれば黒

ころか名前にすら関心はないでしょう。購入者の年代

字になるそうです。
あとは、
ゲーム画面や背景内の広

区分はカメラで自動識別、売れ筋もレジＰＯＳで即時管

告でまかなわれています。

理。会社は客がいちいち言ってくれない「また来てもい

なく、販売店側が作った形を取ったカメラを買ってもら
うためのパンフですが、
Ａ４版カラーで24頁もボリュー

「電脳会議」技術評論社

新刊案内広告紙
●実勢価格

ムがあり、
なかなかどうしてうまくまとまっています。
また、

もちろんタダ

一眼カメラ用の説明ですが、
コンパクトカメラでも役に

本が売れなくなって、
出版各社の苦労は大変なよう

ドや飲食店開店マニュアル本のようなものも手がけて

立つ内容もけっこうあります。
オートモードでシャッター

です。新聞等への書籍の広告代は旅行商品とかより

います。
さて「電脳会議」の最近号、
なかなかなるほど

を押すだけの方が多いでしょうが、
これではもったいな

意外と高く設定されていることもあり、主だった出版社

と思う記事がありましたので、
ちょっとご紹介。
エクセル

い！使ったことのない撮影モードの説明もけっこうある

はリトルマガジンという新刊案内を兼ねた小雑誌を安

なんかでＩＦ式を利用するときに発想転換になるかもし

ので、
一読の価値はあります。

い価格（年1,000円位）
で提供、広告代わりにしていま

れません。
ぼーっと読むと、全然わからないので、機械

す。

になったつもりでお願いします。

（エディオングループ・
ミドリ電化で発見）
（写真は同社カタログから）

・妻「牛乳を１パック買ってきて。
卵があったら、
６つお願い」

この技術評論社という出版社の新刊案内「電脳会

・夫「了解」
と、
買い物に…。

議」はリトルマガジンではなく、無料パンフですが、単な

GPS付スマートフォン 一見、
便利？でも危険性はそれ以上…
●実勢価格・格安便利のカラクリは個人情報垂れ流しサービス？

る書籍案内だけでなく、
ちょっとおもしろい記事なども

さて、夫が買ってきたモノは？人の会話なら、牛乳１

あって、
けっこう楽しめます。
この出版社はパソコン用の

ところが、
こ
パックだけか、牛乳１パック＋卵６コですね。

参考書やポケットブックを得意とし、
お馬鹿さん＋おせっ

の夫、優秀というか、
き真面目なプログラマだったので

これは便利！画面をなぞるとページがサラサラ。新し

しょう。
でも、
考えようによってはGPS機能で居場所や移

かいで名を馳せるワープロ・某Ｗ○ＲＤの「おせっかい

す。夫が買ってきたのは、
なんと牛乳ばかり６パック。

いスマートフォンを買ってご満悦の方もいらっしゃるで

動情報はバレバレ、
おサイフ機能で何を買ったかもバ

抜き出し本」
もこの会社の作です。
この頃は山歩きガイ

えっ、何で？妻の買い物依頼をプログラム文（エクセル

20
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エクセル式を作るとき、私はなるべく
ＩＦ式の使用は

ようです。
さすがに運転手は正社員でしょうが、大手私

避けていますが、時点修正の自動計算式などでは、
そ

鉄でも車掌はパートさん、
駅員は委託会社のアルバイト

なるのです。

もそもバラバラのデータを年・月で仕分けする訳でＩＦ式

なんて会社も出現。経費節減ももはや限界、
少しでも売

・
もし卵があったら

を使わざるを得ません。
また、
表を見やすくするため、
計

上げアップをと、各社いろいろな割引キップを出してい

「時差回数券ハーフ」。
これは回数券の昼間（10時

算結果の表示が必要なときだけ表示して、
しないときは

ます。
ただ、
ＪＲやＪＴＢ時刻表では、全然お得でない「ト

〜16時）版のさらにハーフ版です。つまり、昼間時なら

空白にしたいときは、
「（ＩＦ条件,なんたらかんたら, ）」

クトクきっぷ」ばかり、
それもＪＲ分だけで、私鉄について

５枚分の値段で６回乗れるという訳。
ＪＲと違って私鉄

は便利です。
なんで、
こんな計算するんだ！とキーボー

はほとんど紹介すらされていません。
いちいち調べるの

回数券は乗車区間ではなく、
金額制ですから150円区

ドにヤツあたりする前にＩＦ式が正しいかのチェックをし

は面倒ですし、普段、
あまり乗らない路線だとなおさら

間ならどこでも利用できます。
こちらも150円以外の区

ましょう。

です。
こんなとき、
私鉄時刻表なら、
各社別に多数掲載

間なら、
スルットカードとの２枚出場で差額を自動精算

まぁ、
こういった記事も毎号のってる広告紙です（少

されていますので便利です。
また、最近は自社単独で

できますから、最短区間分購入がオススメです。有効

実は少し続きがありまして、夫の行動分析よりも、妻

し前には「平均、標準偏差、分布」などをわかりやすく

はなく、
２、
３社組み合わせたり、
スルットＫＡＮＳＡＩ共同

期間も月初に買えば、実質４ヵ月になりますので、使い

の表現能力がホントの問題なのです。
つまり、
妻の依頼

書いた記事もありました）。
コンピュータ関係者が読者

のものも多くなっています。
よく、
私鉄の割引キップという

残すこともありません。土日ハーフもあり、
５枚分価格で

文はプログラマなら未熟というか、正しく表現する力に

の中心と思われるのに、
紙の印刷で、
しかも郵送されて

と行楽地やイベント専用のイメージが強いのですが、
た

７枚となりますが、利用可能日が少ないので買うときは

欠けている点が問題なのです。
わが不動産鑑定士界

くる点もおもしろいところです。
たぶん、読者の多くは仕

だ単に便利でお得なものもけっこうあります。使い勝手

要注意です。

でも全くご同感ですねぇ。

事でディスプレイを見るのはうんざりしてるのでしょうね。

がよくて
（あまり利用期間や時刻などに制約がない）、

の数式でもかまいません）
にしてみましょう。
「卵があったなら」はＩＦ文ですね。
買い物依頼はこう

→（牛乳を）
６買ってくる
・
もし卵がなかったら
（当初の命令どおり）
→牛乳を１買ってくる
つまり、
お店に卵があるかないかが、
牛乳をいくつ買
うかの条件式で、
確かに卵そのものを買うことは命令さ
れていません。

透明の郵便物袋(Ａ４判がお勧め)、説明書＋カタログも

る）
ときはコレに限ります。

・阪急など

750円で 150円×６回＝900円分

いつでも販売されているものをちょっとご紹介。

（計150円のお得）

●実勢価格 タダ
（と言うか捨てないだけ）

・大阪地下鉄

数年前から郵便でも、
透明のポリスチレンとかのプラ

のことだったりします。
この原稿を書いている時も、
照明

スチック製封筒で届くものが増えてきました。送る側に

器具が壊れ、交換したのですが、購入した製品の説

ピタパがなかなか浸透せず、
ついに禁断とも言える

すると、
宛名が紙に印刷でき、
中味が一目でわかるので

商品の開発
明書はやはり６機種分も共通でした。
あと、

いきなり10％割引を導入しましたが、
その売れない元凶

重宝するのでしょう。

と販売までの期間がタイトなためか、追加説明書や取

を作っているのが、
「１区特別回数券」。バスは乗れま

扱注意書きのようなペラものもたいてい１、
２枚は入っ

せん
（乗継ぎ割引もなし）
が、
10回分、
2,000円で12回乗

ています。

れるおトクさが人気の秘密。
２区以上の区間に乗るとき

さて、
この透明袋ですが、
あまりたくさんは要らないも
のの、
大きいもの
（Ａ４判）
は少し取り置いておくとけっこ

は、
通常のスルットＫＡＮＳＡＩカードと一緒に２枚で出場

う重宝します。私がよく利用するのは、
パソコンや周辺

さて、
この透明の袋に説明書やペラ紙を一緒に入

機器、電気製品等の説明書入れです。周辺機器は単

れて保管する訳ですが、
このときにカタログや保証書

独ではなく、他の機器と一緒に使うことが多いのです

代わりのレシート、
場合によっては使わない付属品なん

が、機械ごとに区分し、
さらに大きな袋でまとめると、分

かも入れておきましょう。
カタログは捨ててしまう方が多

散せず便利です。
また、最近の説明書は、
ＰＳＥ法とか

いのですが、その機械にできることが簡潔に書いて

前者が単発乗車向きなら、乗り放題でお得なのは

の実施で、最初の２、
３頁は、危険とか禁止事項がダラ

あって説明書より便利なことが多いので、説明書と一

「ノーマイカーフリーチケット」。
もともと地下鉄には「一日

ダラといっぱい書いてあって、
次は梱包品一覧、
それか

緒に保管しておくとけっこう重宝します。
むしろ説明書

乗車券（Ｏｎｅ−Ｄａｙ Ｐａ
ｓ
ｓ）」
（850円、
いつでも利用可・

らやっと本題の説明です。
それとコスト削減で同シリー

の方は、
機械ができることよりも、
してはいけない操作や

バス含）があるのですが、
これにノーマイカーデーは

ズの商品は説明書を共通化、
よく読まないと違う機械

できないことばかり書いてありがちです。

600円としたもの。神戸地下鉄は月１回だけですが、大

すれば、
いちいち精算の必要もありません。
2,000円で 200円×12回＝2,400円分
（計400円のお得）

阪は毎週金曜もプラス！と太っ腹です。利用当日でなく

私鉄時刻表−特典付・割引キップが早わかり
●実勢価格 タダではないけど、
上手に使えばモトはすぐ取れそう

先ほど、
出版社が四苦八苦と書きましたが、鉄道会

社も人口減などで運賃収入が減少、台所は火の車の

ともいつでも買えますから、
あらかじめ買っておき、金曜
日にはこれを使うという手もあります。
１枚600円、地下鉄で２ヵ所以上まわる
（３回以上乗

（不定期刊行で現在は店頭になし）
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表も含んでわずか７行で片付けられています。企業体

・
ＪＲ西日本

親睦委員会

質というモノでしょうか？

対するＪＲは「昼トク回数券」。
ただし、私鉄とは少々
使い方が違います。お得なのは、神戸以西、京都以

・スルットＫＡＮＳＡＩ

東、宝塚以北に出かけることが時々あると行った方で
す。大阪−京都以東などでは、京都でキップを分割す

阪堺電車などを除き、
ほとんどの私鉄、一部バスが

ればかなり安くなることは知られていますが、通常の

5,000円で３日乗り放題となるのが「３ｄａｙチケット」。

親睦旅行②（ゴルフ）

チャリティーゴルフ大会
……（富田

浩二・とみた

……（北川

こうじ）

……（小野

愼太郎・おの

忠志・きたがわ

ただし）

親睦旅行③（観光）

親睦旅行①（魚釣り大会）・ウォーキング

……（久保田

しんたろう）

伸二・くぼた

しんじ）

プロ野球ナイター観戦

キップでは高い通算運賃と差額精算されるため、
京都

（ ｄａｙｓ と複数形にしないところを疑問に思わないの

で降りて買い直さないと恩恵が受けられません。
この

が関西、
大阪のいいトコです。）通年販売ではなく概ね

点、回数券は乗り越し区間は別計算の規定があるた

学校の休暇に合わせた発売、利用期間となっていま

め、途中でわざわざ降りなくともＯＫ。チケット店でバラ

す。使用する３日は連続していなくともかまいませんが、

売りしていることや、私鉄の時差が16時までに対し17

３人同時利用はできません。
１日あたり1,670
１枚で２人、

時（朝は10時からで同じ）
まで使えるのも利点です。

円ですから、
郊外の方が大阪市内に出てきて、
地下鉄

式も和やかな雰囲気の中で行われ、楽しい１日を過ご

大阪−草津の例：通常キップ1,110円

を数回乗るような日はモトが取れます。
あまり知られて

すことができました。
また、東日本大震災で被災された

チケット店で大阪−京都の昼トクバラ売り

いませんが、実は連続使用日版なら、通年販売されて

方々を支援するための義援金をお預かりさせて頂き、
厚

１枚350円＋京都−草津運賃400円

います。
但し、
関西では発売されておらず、
関西以外の

くお礼申し上げます。

計750円
（往復で720円のお得）

こにも書かれていません。
そもそも回数券のことすら、

使う人は出張の際、
買っておいては？

昨年頃から明るさがアップした小型ライトが登

りませんでした。数年前の2,000円クラスよりはる

場しはじめ、
この欄でも紹介しましたが、
今度はさ

か上を行ってます。小型で明るくて安いと来れ

らに「進化し続ける」
とか「驚愕の明るさ９LED」

ば、仕事にも日常にも十分な商品でしょう。100円

を謳う商品が並んでいました。

ショップのライトではなく、
景気や地価が明るさUP
すれば、
ホントはいいのですが…。
（「百園○事

別に暗いところが好きな訳ではないのですが、
ついつい、
売り言葉に乗せられて購入。
家に帰って電池を入れて、
さあ点灯！こりゃ明
るい！
「驚愕の明るさ」は決して誇大説明ではあ

博一・よこさき

ひろかず）

チャリティーゴルフ大会
配置され、戦略性の高い設計のコースでした。落ち着
いた色調のクラブハウスでの昼食、懇親会及び表彰

旅行会社などでクーポンが買えます（連続日版は２日
用もあり）。使うときに駅等でチケットに交換なので、
よく

ところで、
ＪＲ時刻表ではこの昼トクキップのことがど

……（横崎

※成績上位者は次の通りです。

今回のチャリティーゴルフ大会は、平成２３年６月２３

【個人戦】

日
（木）、和泉市の関西空港ゴルフ倶楽部で開催しま
した。参加者は２８名。天気は曇りの予想で、
降雨の心

●優 勝 ･････ 鈴木信治 会員

配もしましたが、当日は一転最高気温３３度、
日差しの

●準優勝 ･････ 渡邊邦雄 会員

強い中でのラウンドとなり、後半はバテバテの状態でし

●第３位 ･････ 荒木正種 会員

た。
距離はやや短かったですが、
バンカー、
池が要所に

●ベスグロ ･････ 鈴木信治 会員

親睦旅行①
（魚釣り大会）
・ウォーキング
て。
通常はフグ等の餌取りがエサだけでもつついてくれ

１．
親睦旅行①
（魚釣り大会）
［実施日：平成23年3月6日
（日）
］

るのですが･･････。
そんなわけで、
午後3時頃の予定が12時過ぎに早め

春の拡大親睦旅行（１泊）
の一環として、平成23年3

に納竿となり、
沈んだ気持ちで帰港しました。

月6日
（日）
に魚釣り大会が開催されました。
今回は、
筏釣

筆者としては、今回の釣りは無かったことにして欲し

りのメッカ
「堂ノ浦」
でカレイ、
メバル等を狙います。

館」で発見。但し、品切れしやすいようで、数日後

午前5時頃宿泊先のグランドエクシブ鳴門を出発した

行くと、
もはや影も形もなく、
３LEDの旧製品だけ

5名の参加者は、
渡船で湾内の屋形
（屋根付きの筏）
に

が店頭に残っていました。
）

上がり、
早速釣り始めます。
虫餌、
アミエビ等のエサもタッ

かったのですが、
そういうわけにも行かず、書きたくな

プリ、
準備は万全です。
ところが、･･･････････、
エサを頻繁に付けかえ、投
点を変え、
まき餌もマメに行い、
別の屋形に移動もしたの
ですが、
全く
（!!）
アタリはありません。
「空 ! !」
「
、無 ! ! 」
、
竿を上げると毎回エサがそのままつ
いています。
筆者の長い釣り歴の中でこんなことは初め
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かった釣行のご報告をしています。
前日には大型のカレ

に集合。数家リーダーに行程の説明を受けた後、
スト

イが4枚上がったとのことだったのですが、
当日の湾内に

レッチを行い、
出発です。

は魚が1匹もいなかったのでしょう（
。負け惜しみ？
？）

しばらく市街地を歩いた後耳成山の登山口に到着

次回は、景気づけに
「釣れる
（？）」企画を考えますの

し、森林浴を楽しみながら緩やかな坂道を登り、約20

で、
今回に懲りずに奮ってのご参加をお願いいたします。

分程で山頂（約139m）
に到着。少し休憩した後下山
し、
バラの名所の
「おふさ観音」
に向かいます。午前11
時40分頃におふさ観音寺に到着。
さすがに有名なバ

２．
耳成山・藤原京跡・香具山ウォーキング

ラの名所で、境内は多くの見学者で賑わっていました。

［実施日：平成23年5月15日
（日）
］

ゆっくりと多くの種類のバラを楽しんだ後、
ちょうど昼頃
に昼食場所の藤原京跡に着き、楽しい昼食です。
いつ
もそうですが、快晴の屋外で食べる弁当の味は格別
で、広々とした史跡公園の開放的な雰囲気もあっての
んびりとした時を過ごしました。
昼食後は、歴史を感じさせる古い街並みの中を歩
き、香具山の登山口に到着。
このコースで唯一のやや
急な遊歩道を登り、午後1時30分頃、
山頂付近の展望
耳成山・藤原京跡・香具山ウォーキングが平成23年5

所に着きました。
ここで畝傍、二上をはじめ、遠く金剛、

月15日
（日）
に開催されました。

葛城等の山々を背景とした美しい大和盆地の風景を

今回は、
大和八木駅〜耳成山〜藤原京跡
（昼食）
〜

楽しんだ後下山。麓の天岩戸神社からしばらく歩いて

香久山
（遊歩道）
〜天岩戸神社〜本薬師寺跡〜畝傍

本薬師寺跡、畝傍御陵前駅をへて橿原神宮に到着

御陵前駅〜橿原神宮〜橿原神宮前駅
（約12km）
を巡

し、
参拝後無事解散となりました。

るコースで、
のどかな大和路の歴史街道を中心に大和

今回で数家先生がリーダーを卒業されることになり

三山のうちの二山に登る全体的に平坦な歩きやすい

ました。毎回、爽快で楽しいウォーキングを企画してい

コース設定になっています。

ただき本当にありがとうございました。

12名の参加者は、午前10時に近鉄大和八木駅前

親睦旅行②
（ゴルフ）
更けていくのでした。

平成２２年度最後の親睦委員会事業となるバス旅

翌朝、
ゴルフに参加したのは全参加者の内４名（荒

行はエクシブ鳴門での豪華な食事から始まりました。

木、熊澤、高田、北川、敬称略）
となってしまったのです

例年であれば朝早い時間に集合し、
近郊の観光地
へ出向き、
昼食と観光を楽しむというパターンが多かっ

が、
エクシブ鳴門に併設されるゴルフコース
（なんせ、

たのですが、
今年は、
都築先生のご厚意により、
ロケー

ホテルとクラブハウスが隣り合わせなんで、楽チンなん

ション、
設備、
料理の３拍子の揃った「エクシブ鳴門」に

ですわ、
これが…）
で、
薄曇り微風の絶好のコンディショ

宿泊し、翌日は、それぞれ小グループに分かれ、
ゴル

ンの中、
ゴルフを楽しみました。
１組だけだったのでコン

フ、釣り、観光を楽しむといったなんとなく盛り沢山な内

ペティションの形式はとらなかったものの、前夜の夜更

容となりました。

かしが祟ってゴルフにならなかった
（約１名）
との報告も

夕刻、
各参加者はエクシブ鳴門に各自集合し、
全員

あります。
ま、
コンペではないということで成績等はご勘

そろっての和食レストランでの夕食会となりました。
（写

弁ください。

真は夕食会会場にて撮影）地元の海産物を中心とし
た和食のメニューはここでは書ききれないほど盛り沢
山、
最後には西川会長おきまりのワインも登場するなど
大盛り上がりでした。
（都築先生、西川会長、
ありがとう
ございました。
）
夕食後は早朝から釣りに出かける小グループを除
き、西川会長の部屋で「部屋飲み」です。会運営委の
こと、業界のこと、○×▽■☆□…なこと、
と夜更けまで
おしゃべりを楽しんでいるうちに鳴門の夜はどっぷりと

親睦旅行③
（観光）
名門リゾート
「グランドエクシブ鳴門」に宿泊後の二
日目
（2011年3月6日）、観光組は小林吉則先生、髙田

プロ野球ナイター観戦

保子さん
（髙田省三先生の奥様）
にご参加頂き、不肖

本年度のプロ野球ナイター観戦は、
平成２３年６月３

なげなく締めくくり、
試合は５対３でタイガースが見事勝

久保田を含めた計3名で鳴門周辺の名所巡りに出掛

日
（金）阪神甲子園球場でのセ・パ交流戦『阪神タイ

利を飾りました。
貴重な
（？）
勝ち試合を観戦出来て皆満

けました。

ガース対ソフトバンクホークス』でした。参加者は２０

足。
７回と９回の
『六甲おろし』
の後の
『風船飛ばし』
も華

観光タクシーに乗り込み、
まずは霊山寺へ。八十八

名。
３塁側アルプス席の上段からの応援でした。暑くも

やかで、
タイガースファンの会員の皆様にとって、
良いス

箇所霊場の一番札所ということもあって、巡礼装束を

なく寒くもなく、
絶好の観戦日和の中、
阪神先発岩田、
ソ

トレス解消となるプロ野球ナイター観戦となりました。

身に付けたお遍路さんで溢れ返っており、大変な賑い
を見せていました。

フトバンク先発ホールトンでＰＭ6：00プレイボール。
ここ

るダイナミックなうずしおは一見の価値あり。特に大鳴

まで、交流戦無敗・10連勝中、先発のホールトンも6連

次に向かったのは鳴門市ドイツ館。第一次世界大

勝中のホークスに対して、
下位に低迷中のタイガースと

戦中のドイツ人捕虜収容所の記念施設として建てら

の対戦でしたが、
スタンドは満員札止め状態。試合は１

れた洋館です。
ドイツ人捕虜と地元の人々の交流も活

回表に先制点を取られたものの、
１回裏すぐ同点に追

発であったようで、
有名なベートーベンの第九が日本国

鳴門周辺にはまだまだ魅力的なスポットがあるようで

いつき、
２回には先発の岩田が自ら勝ち越し打、
５回にも

内で初演された地としても知られているようです。

す。ぜひ一度、
訪れてみてください。

門橋直下で見るうずしおは格別に絵になります。
時間の制約もあって、今回は3箇所のみでしたが、

昼食を挟み、最後はうずしお観潮船。次々と発生す

追加点。
８回はルーキー榎田、
９回は守護神・藤川が危
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平成23年4月に、不動産鑑定評価の日無料相談会

かったが4分の3、
まあまあ分かったを加えると9割を超

が実施されました。今回は、府民サービス事業委員会

え、分かりにくかったが0名でした。不動産鑑定士の態

の委員として、無料相談会に参加した体験談を、
ご報

度については、
親切だったが9割を超え、
不親切だった

告させて頂きます。

が0名でした。相談の満足度については、
満足したが3

不動産鑑定評価の日無料相談会は、毎年4月に行

分の2、
まあまあ満足が3分の1、不満が0名でした。
ま

われます。今年は、
北浜会場（大阪士会大会議室）4月

た、
自由感想欄では、
「専門の方からの情報を得ること

6日
（水）、13日
（水）、20日
（水）、27日
（水）、大東会場

で安心感が得られました。」、
「このような催しを今まで

（大東市立市民会館2階第2会議室）4月16日
（土）
、
和

知らなかったのが残念です。」等、
多くの相談者から感

泉会場（和泉シティプラザ3階学習室4）4月23日
（土）、

謝の言葉を頂いています。無料相談会なので、
相談者

豊中会場（豊中市役所第二庁舎1階ロビー）4月26日

と相談員が和やかに談笑する光景をよく見かけます

（火）
で、開催されました。大阪士会が主催、豊中市、

が、
アンケート結果からも、相談員の先生方の細かい

（社）
日本不動産鑑定協会が共催で、
国土交通省、
大

配慮が感じられます。

阪府、
大阪市、
和泉市、
大東市から後援を頂きました。

私も今回の無料相談会で、数件の相談をお受けし

各会場の利便性や、
当日の天候等で相談者数は異

ましたが、1件珍しいケースに出会いました。午前中受

なりますが、今年は7会場合計で相談員数32名、相談

けた相談で、内容は、
「自宅を賃借しており、家主から

件数58件、相談者数71名でした。運営する立場から

の家賃の値上げが頻繁で、額も大きく、家主との関係

は、
多くの相談者に来て頂きたいのですが、
最近は、
傾

が悪化している。周りの賃借人も同様で、
訴訟になりそ

向として相談者数が少なくなっています。委員会でも

うだ。」
とのことでした。相談の内容はよくある話だった

相談者数の推移についてよく議論されますが、
個人的

ので、最初は、
「あまり問題を大きくせず、根気強く話し

な感想では、景気が低迷し、不動産取引数が少なくな

合った方がいいですよ。」
とお答えしていました。
ところ

ると、
相談者数が減少すると感じています。

が相談が終わりそうな頃、
「今日の午後、
家主がこの無

無料相談会を知った媒体について、相談者からの

料相談会に来るから、家賃を下げるように言って下さ

回答では、市町村の広報と、市役所や法務局等で配

い。」
と頼まれました。
このため私は、
自分の回答が適

布するちらしが共に4分の1で、
大阪士会ホームページ

切だったか、無料相談会としては家主にどう接するべ

と新聞広告がこれに続きました。特に市町村の広報

きか、考えさせられることになりました。結局、家主の相

は、
費用がかからず、
読者が幅広く、
掲載されると公共

談は他の相談員がうまく対応して下さったため、
貸主、

性が高く感じられるため、委員会では広告媒体として

借主共に気持ち良く帰って頂くことができ、胸をなでお

力を入れています。

ろす結果となりました。

会場では、
相談の終わった方に、
アンケートをお願い

大阪士会では、
現在、
4月に不動産鑑定評価の日無

しています。不動産鑑定士の説明については、
よくわ

料相談会、
10月に土地月間無料相談会を実施し、
この

松永

明（新事業特別委員会）

本号では、大阪に続々と登場した大型商業施設を

鑑定おおさか３７号、
お届けいたします。大震災のそ
の揺れが大阪にも伝わってきたのは、前３６号最終校

特集してみました。地盤沈下が叫ばれる関西ですが、

作業のまさにそのときでした。改めて、
このたびの東日

２棟の駅ビルからなる大阪ステーションシティと長年に

本大震災により、被害に遭われた地域の皆様におか

わたるアベノ再開発の結晶・キューズモール。
いずれ

れましては、心からお見舞い申しあげますとともに、一日

も、
出かけてみた感じでは、
出足は好調のようです。

も早い復旧をお祈り申しあげます。私ども
（社）大阪府

また、本号発行後まもなく
「土地月間記念講演会」

不動産鑑定士協会も震災対応特別委員会を立ち上

（10月３日・淀屋橋朝日生命ホール）
が開催となります。

げ、
お見舞い金などの送付をさせていただきました。
ま

こちらは同じ
「元気な町づくり」
でも、従来から少々視点

た、
（ 社）
日本不動産鑑定協会本部や近畿不動産鑑

を変えて、施設建設やイベント行事に頼らない
「普通の

定士協会連合会を通じても協力させていただきまし

街の元気なあり方」
を妹尾和夫氏に語っていただく予

た。

定です。

37

田畑慶裕、吉川若実、熊ヶ谷一幸、田村周治、藤原博司（順不同）
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