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     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  伊藤 松寿 

                               

   
こころの中を見つめよう 博愛を広げるために 

 

「孤高の心象 」 蜘手 康介 

新世界秩序を企てる闇の権力者達

の正体 。自作自演、偽装対立は

彼らの常套手段である！ 

陰謀論は好きではありませんが、

日本の古代史から近代における一

つの見方をお話し致します。 

日本は１万５０００年以上も前の世界最古の縄文文化発祥の地。現

在の東日本が縄文文化の中心。自然の恵みや災いと共生し八百万の

神々に感謝して生活を営んでいた。日本列島は、古代天皇家を中心と

する地方分権の集団指導体制であった模様だ。 

 しかし、西洋で突如現れたシュメール文明。 彼らは唯一絶対神の

思想の下、自然破壊と侵略を繰り返す。そして弱肉強食、極悪非道の

殺戮を開始。神の名のもとに全ては正当化されていく。宗教を乱立さ

せて対立と争いの道具とする。洗脳された民衆は、互いに殺しあう。

彼らは見学して楽しむ。勝者こそ正義。彼らにとって有色人種は人間

ではない。これが人種差別の根源である。 

 やがてアジア大陸は、彼らによって支配される。彼らの魔の手は、

極東の日本列島に及ぶ。日本列島の先住民であった縄文人は、渡来人

と融合した弥生人によって駆逐されていく。そして、大化の改新とい

う渡来人によるクーデーターによって律令政治を導入。彼らは法によ

って人民を支配。己の権力保持の為には、どんな手段も厭わない。出

雲を中心とした古代天皇家は、彼らの手先となった朝鮮半島の百済王

族の末裔によって浸食されていく。藤原鎌足が百済王族の子孫で無い

としても、桓武天皇の母親は百済系渡来人の子孫である事は定説であ

る。２００１年、今上天皇が上記についてのご発言をされている。 藤

原一族による天皇家乗っ取りの初代天皇は桓武天皇。【参考：蘇我入

鹿慘殺から神國日本は百濟に乘つ取られていた 藤原五攝家とは百

濟亡命王族だつたのだ】 

 地球原住民として最後まで生き残っていた縄文系日本人。南は九州

南部、沖縄、台湾。北は関東以北へと追いやられる。日本の歴史と縄

文人は、藤原不比等によって抹消捏造される。古事記・日本書紀によ

って古代天皇家は神話とされる。藤原家は天皇家と婚姻による融合を

図る。 

藤原不比等の４人の息子は藤原南家・藤原北家・藤原式家・藤原京

家を興す。やがて、暗黒の平安時代の到来である。藤原家は縄文人の

抹殺を画策。征夷大将軍とは、縄文人討伐の大将。つまり、坂上田村

麻呂は縄文人抹殺の司令官。この坂上田村麻呂は、後漢霊帝の末裔。        

 藤原式家は、百済系桓武平氏を中心とした軍事力の強化を図る。傀

儡軍事政権の幕開けである。やがて藤原式家と藤原北家による内部権

力抗争が始まる。この代理戦争が平氏（式家）と源氏（北家）の抗争

である。清和源氏（藤原北家）が鎌倉幕府設立。 

 勝者となった藤原北家は５摂家に衣替えして天皇家と融合してい

く。敗れた式家は、桓武平氏系の北条氏として存続する事となる。鎌

倉幕府とは、藤原北家を頂点とする藤原式家による傀儡武家政治であ

る。 

 天皇家は藤原式家（南朝）と藤原北家（北朝）に分断されていく。

足利尊氏（藤原北家・清和源氏系）によって藤原式家（南朝・桓武平

氏系）は衰退。藤原式家（南朝・桓武平氏系）は吉野に引きこもる。

以後、北朝が天皇家として君臨。参考：南朝と北朝の対立ー足利尊氏

幕府を開く。 

 やがて藤原式家（南朝・桓武平氏系）の巻き返しが始まる。戦国時

代の到来である。織田氏は桓武平氏の流れを組む。当然、征夷大将軍

（清和源氏系）にはなれない。織田信長は藤原北家（北朝）から権力

の奪還を目指す。藤原北家（北朝・５摂家）は明智光秀を調略。織田

信長を抹殺。 

 しかしながら、羽柴秀吉が織田信長の意思を継ぐ。羽柴秀吉も征夷

大将軍（清和源氏系）にはなれない。藤原北家（北朝・５摂家・清和

源氏系）は徳川家康に接近。再び、南朝（豊臣）と北朝（徳川）の権

力闘争。藤原式家による南朝再興の野望は消滅。徳川家康は目出度く

征夷大将軍（清和源氏系）となる。即ち、藤原北家（北朝）は安泰と

なる。時は流れて幕末。藤原式家（南朝・桓武平氏系）の巻き返しが

始まる。徳川光圀を調略。やがて、水戸徳川家の抱え込みに成功。大

日本史によって北朝は、偽の天皇家と宣伝。水戸黄門は現代において

も、称賛されている。徳川斉彬の力添えで、徳川慶喜が将軍に。この

時点で、徳川家は藤原式家（南朝・桓武平氏系）に乗っ取られたと言

えよう。 

 日本での権力を確実にしたい藤原式家は、イギリスに支援要請。薩

長と共に徳川家北朝派の一掃を画策。藤原式家（南朝・桓武平氏系）

と徳川慶喜は結託して藤原北家（北朝・清和源氏系）を追いつめる。

戊辰戦争によって、関東以北の藤原北家の勢力に壊滅的打撃を与える。

藤原北家（北朝）の孝明天皇暗殺。藤原式家は南朝の子孫と称し大室

寅之助を明治天皇として擁立する。江戸城無血開城。大政奉還とは、

藤原北家（北朝）から藤原式家（南朝）への権力禅譲である。 

【参考：「北朝」の明治天皇が「南朝」を復権させたのはなぜか】 

やがて、日英同盟締結。明治天皇、ガーター勲章受章。（明治・大

正・昭和・今上天皇が受章）ここに、藤原式家（南朝）とシュメール

発祥のウィンザー家が握手を交わす。これが現在の皇室とイギリス王 
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室の正体。現在のウィンザー家の本家はベルギー王室を隠れ蓑に。

（時代によって本家は移動）そして富国強兵によって侵略の道を歩み

始める。ヨーロッパはウィンザー家の金庫番、ロスチャイルド家が貨

幣制度にて支配強化。ヨーロッパ各国の貨幣の発行権を完全掌握。藤

原式家は、皇室を隠れ蓑に薩長閥による軍事国家の頂点に君臨する。

日清戦争、日露戦争はロスチャイルド家の支援にて勝利。日本とイギ

リスは密約を交わし、アジアを日本に譲渡する事を約束。見返りは日

本の技術開発力と、徳川埋蔵金。ヨーロッパではイギリスとフランス

が中心となってドイツ・イタリアと茶番の戦争。日本は欧米植民地で

あったアジアの解放を旗印に大東亜共栄圏を目指して戦争。ウィンザ

ー家支配から逃れたアメリカ合衆国も、やがてはＦＲＢと言う名のロ

スチャイルド家によって飲まれる。日本はウィンザー家のポチとなっ

たアメリカとも戦争。沖縄地上戦で亡くなったのは沖縄県民と満州か

ら送り込まれた北陸・東北・北海道出身の兵士。【参考：読谷村の戦

跡】この第二次世界大戦でも藤原式家（南朝）は、藤原北家（北朝）

を徹底的に弾圧。藤原北家の５摂家は壊滅状態である。明治以降、藤

原北家（北朝・清和源氏系）への弾圧は続いている。現在でも北陸・

東北・北海道は藤原北家（北朝）の影響力が強い。 

現代においても藤原家の内部抗争（南朝と北朝）は、延々と続いて

いる。結局は、渡来人と渡来人の争いである。よって、原爆も兵器売

込みのデモンストレーション。この第２次世界大戦でぼろ儲けしたの

が、藤原式家とウィンザー家。両家の金庫はスイス。ウィンザー家の

傀儡国家であるアメリカ合衆国。アメリカとロシアの軍拡でぼろ儲け。

戦後は皇室と在日朝鮮人勢力及びアメリカという３重隠れ蓑にしてい

る藤原式家。北朝鮮と韓国を競わせて、兵器密輸と麻薬密売でぼろ儲

け。アメリカ経由だから悪事はばれない。悪役はホワイトハウスかペ

ンタゴン、ＣＩＡにお任せ。そういえばロックフェラーも悪役。戦後

の日本とアメリカはめでたく世界経済のワンツー独占。藤原式家とウ

ィンザー家は、国連を利用して世界買収工作を開始。ウィンザー家は

一足先にＥＵを創設。ポンドを切り札に残して、ユーロを創設。ヨー

ロッパ、オーストラリア、アフリカ及びアメリカ合衆国・カナダは完

全制覇。次の儲け先はブラジル。藤原式家の儲け場所は、中国。中国

の次は、現在仕込中のインド。円を切り札に、アジア共同通貨を模索

中。やがて表向きには中国を中心とした東アジア共同体誕生。厄介な

イスラム圏勢力には、イスラエルを仕込んで争いの種蒔き。現在、ウ

ィンザー家が総攻撃中である。自作自演の９．１１でテロの脅威を演

出。ここでもぼろ儲け。藤原式家は、日本国内に対抗する勢力が健在

の為にウィンザー家より遅れをとっている。彼らの当初の計画では２

０１２年に世界制覇完了。HARRPで経済を崩壊させてパニックを引き起

こす。自作自演の宇宙人が攻めてくるデモンストレーションを演出。

ＵＦＯで効率の良い都市攻撃。資源を消費する増えすぎた人類を削減。

彼らは北欧の隠れ家で、しばし休息そしてクライマックス。神が降臨

して、メデタシめでたし。今後は、彼らは一般庶民に贅沢はさせない。

両家が神の名のもとに、世界制覇。世界の支配者層が、国境を廃止し

て互助会を結成。これが、新世界秩序。彼らはフリーメーソン（イル

ミナティー）。血統を大切にし、ピラミッド型権力構造がお気に入り。

日ユ同祖論は、両家の結託の意味。どうやら、彼らは日本人の技術力

が捨てがたいらしい。結果的に日本人の技術力は、彼らの軍産複合体

として金儲けに利用されてきただけ。原発ビジネスも環境ビジネスも

医療ビジネスも。もうそろそろインターネットは厳重な監視体制へと

移行する。もう中国で実験済み。 

今思うと、日月神事って内部告発みたいな感じがしてきた。きっと藤

原北家の告発なのでしょう。彼らの権力に対する執着心には、脱帽す

るしかありません。彼らはゴールドが好きなのか？彼らは放射能が平

気なのか？ 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎濃飛分区ガバナー補佐より 

・ガバナー補佐(最終)訪問日程 

について  ３月１６日(金) 

◎ガバナー会議長より 

・『第17回国際ﾛｰﾀﾘｰ日本青少年交換研究会札幌会議』のご案内 

日 時  4月28日(土)12：00登録開始13：00開会 

   29日(日)12：30閉会 

会 場  札幌パークホテル 

  登録料  10,000円       懇親会(希望者のみ)  3,000円 

◎地区代表幹事、2750地区復興支援地区委員会 より 

・復興支援情報サイト開設のご案内  http://ri2750.jp/fukko/ 

◎ロータリーの友事務所より 

・2012-2013年度版 ロータリー手帳お買い上げのお願い 

      1部 630円  5月下旬出来上がり予定 

     申し込みは2月24日(金)までに事務局まで 

◎光記念館より 

・  ・特別展ご案内および招待券・優待券「広重～東海道五十三次展」 

     期日  ２月２６日(日)～６月 ５日(火) 

＜例会変更＞ 

加 茂 東 … 2月  23日(木)は、15周年記念旅行会のため  

25日(土)～26日(日) 大阪方面へ変更 

＜受贈誌＞ 

社団法人高山市文化協会(高山メセナメイト会報)、 (株)クマヒ

ラ(抜萃のつヾりその七十一) 

 

 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 34名 6名 40名 45名 88..88％ 

本日 38名 － 38名 48名 79.17％ 
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＜本日のプログラム＞ お祝い 

◎会員誕生日 

野戸   守   ２．２３    折茂 謙一   ２．  ７ 
鍋島 勝雄   ２．２１    鴻野 幸泰   ２．１３ 
遠藤 隆浩   ２．  ２ 

◎夫人誕生日 
      なし 
◎結婚記念日 
     岡田 贊三   Ｓ４８．２．１０   (当日欠席) 
◎出席表彰 

     なし 
◎在籍周年記念表彰 

     なし 

◎３ヶ月表彰 

 ・伊藤 松寿  ・井辺 一章  ・折茂 謙一  ・河尻 浩次 
 ・鴻野 幸泰    ・小森 丈一  ・田近  毅  ・田中   武 
・東 庄豪   ・菱川 正臣   ・洞口 良一  ・米澤 久二 
 
 

新入会員あいさつ 
    
大村 貴之さん 

 

(株)丸大興業 

代表取締役 

 

 

長瀬 達三さん  

 

健栄住宅商事(株) 

専務取締役 

 

 

塚本 直人さん 

 

塚本保険事務所 

代表 

 

 

 

会員スピーチ 

 向川原 毅彦 

10年ぶり２度目

の新会員スピーチ

です。いたって実

務的なお話をした

いと思います。 

平成 24 年度は、

３年に１回の固定資産税評価替えの年ということで、固定資座視の

評価の仕組みについて説明します。 

 「固定資産税のしおり」を配布しましたが、その中の 10ページ

からの課税のしくみをご覧ください。地目別の評価方法 ア 宅地

で、市街地宅地評価法と 12ページのその他の宅地評価法について

高山市を例に説明します。 

まず、商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路

の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分とあり、こ

れを状況類似地域と呼びますが、状況類似地域ごとに標準衝迫を選

定し、それを評価し、その他の街路の路綿価を付設し、各筆の評価

をします。各筆評価は市が行います。 

 状況類似地区の区分ですが、高山市を約 640に区分しています。

その約640ある状況類似地域を市街地宅地評価法（路線価地域）の

適用する地区とその他の宅地評価法（村落地域）を適用する地区に

区分します。旧高山市ですと、岩滝、天堤、塩屋、漆垣内、上野、 

松倉等と除いた地域において、市街地宅地評価法を適用しています。

今回の評価替えにおいては、従来、その他の宅地評価法を適用して

いた八日町、山ロ町等を市街地宅地評価法の適用とし、また、丹生

川町、清見町、国府町の一部が、今年３月に都市計画地域に指定 

されることに伴い、一部を市街地宅地評価法の適用地区にしました。

その他の地区はその他の宅地評価法を適用しています。次に状況類

似地域毎に標準衝地を選定し、評価します。約640ある標準輿地を

市内の３不動産鑑定業者で担当しています。 

 次に路線価を付設しますが、路線価はある程度機械的に、コンピ

ュータの力を借りて処理しています。と言っても現地を知らないと

路綿価の付設はできないので、約5,100ある路線は、すべて現地調

査しています。この5,100ある路綿価の付設は私一人で２年掛けて

黙黙と付けました。それがもう１枚配布した高山市の路線価図です。
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こころの中を見つめよう 博愛を広めるために 

先はどの約 640 ある状況類似地区を区分するにも高山市内にある

全ての宅地を見ないと区分できないので、一応、高山市内の宅地、

雑種地は、全て見ているつもりです。同じように萩原町を除く下呂 

市も担当しています。路綿価は約1,000本と数は少ないですが地理 

に不案内なところもあり、また金山町など距離もあるので、労力を

相当要しました。 

 次に、固定資慶祝について、一番質問が多いのが、「評価は下が

っているのに、税額が上がっているのはなぜか？」ということです。 

 これは、評価額に税率を掛けるのではなく、課税標準額に税率を

掛ける仕組みになっているからです。 

 平成６年に評価の一元化ということが決まりました。それまでは、

一物四価とか言われおり、市場価格、地価公示価格、相続税路線価、

固定資慶税評価額がありましたが、このとき、相続税路線価は、地

価公示価格の８割、固定資産祝評価額は同じく、７割となりまし 

た。それまでは、高山市の例で言うと、固定資座視評価額は、地価

公示価格の２割から３割、平均２割５分くらいです。地方自治体が

課税しているものですから、安く評価しておけば文句はないだろう

と考えていたかもしれません｡平均２割５分で評価していたものが、 

７割評価になると、一気に税額が高くなるため、評価額ではなく、

課税標準額という考えを導入しています。したがって、評価額が下

がっても、課税標準額が上昇する場合は、税額が高くなります。 

 私自身、「この土地の固定資産税はいくらになりますか？」とい

う質問を受けますが、「大体この程度では」というお答しかできま

せん。それは、課税標準額が不明だからです。課税標準額は、土地

ごとに違いますし、過去の評価額を引きづっているので、過去が分

からなければわかりません。 

 最後に貴重な資産を私のようなものが、また、高山市、下呂市合

わせて6,000本以上の路線を付設し、勝手に評価しているので、実

は不備なところがないとはいえません。 40ぺージ以降に審査申出

等についても記載がありますので、ご覧ください。正式な審査申出

でなくとも、納得がいかない場合は、市税務課にお問い合わせでく

さい。よりよい評価のためにも、行政がやっていることに誤りはな

いだろうということではなくて、税務課に問い合わせてください。

職員も我々不動産鑑定業者もピリッとします。 

 以上で終わります。貴重な時間を拝借しました。 

 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●斎藤 章さん 

①本日の会員スピーチ、向川原さん宜しくお願い申し上げます。 

②大村貴之さん、長瀬達三さん、塚本直人さんの入会を歓迎申し上 

げます。 

③昨日、長女が手術後のリハビリを終えて二ヵ月半ぶりに帰って来 

ました。感謝をこめて。 

●井辺 一章さん 

節分の今日、三人の新入会員、大村さん、長瀬さん、塚本さん本当

にありがとうございます。また本日の会員スピーチ向川原さんよろ

しくお願いいたします。 

●阪下 六代さん  

本日、大村さん、塚本さん、長瀬さんと3名の新会員をお迎えする

事ができました。ありがとうございました。これでも総会員数は中

央クラブより2名少ないので、皆様の引き続きのご支援をお願いい

たします。 

●大村 貴之さん 

本日より入会しました大村貴之です。分からない事ばかりですが、

ご指導よろしくお願いいたします。 

●塚本 直人さん 

本日より入会しました塚本直人と申します。色々と多くのご経験を

積まれた諸先輩方のお仲間に入る事ができ、心より感謝いたしま

す。今後はご指導よろしくお願い申し上げます。 

●長瀬 達三さん 

新入会員の長瀬です。どうぞよろしくお願いいたします。 

●菱川 正臣さん、米澤 久二さん、遠藤 隆浩さん、小田 博司さん、 

堀川 和士さん、垣内 秀文さん、河尻 浩次さん、向川原毅彦さん 

塚本さん、大村さん、長瀬さんの入会を心より歓迎致します。これ

から宜しくお願いします。 

●田中 正躬さん 

お三方の入会歓迎致します。塚本さんとは同じ地区に生活していま

す。長瀬さんは私の地区に田畑をお持ちです。大村さんには以前く

み取りでお世話になりました。皆さんよろしくお願いします。 

●小森 丈一さん  

長瀬達三さんのご入会を歓迎致します 

●寺田 昌平さん 

①高山市サッカー協会の会長をしていた時、丸大興業株式会社よ

り、大八グラウンドにサッカーゴール一対を寄贈していただき御礼

申し上げます。ありがとうございました。 

②保育園で節分豆まきがあり、孫と園児に豆をぶつけられニコニコ 

して来ました。少しニコニコへ。 

●東 庄豪さん  

１月29日30日と、駐日デンマーク大使ご一行をお迎えし、無事文 

化交流の式典をする事が出来ました。デンマークの方々は冬の高山 

を楽しんでいかれました。これからも世界の人々が高山に遊びに来 

ていただける様、情報発信したいと思います。 

●垂井 政機さん  

２週続けて休ませてもらいました。鹿児島 山形屋、富山 大和百貨

店と出稼ぎに行って来ました。帰ってくればはや節分です。今年

もスピードで一年終わりそうです。 
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