
  

 

   

 
 

 

東海地方では、５月１６日に梅雨入りが発表されました。統計史上２番目に早く平年と

比べると、２１日早い梅雨入りだそうです。この時期は、雨が降ったり蒸し暑かったりと

気温の変化が激しくなります。会員の皆さまにおかれましては、室温・湿度の調整や衣

服の調節などを含め、体調を崩さないよう、ご健康に留意してお過ごしください。 

愛知県本部では、令和３年６月１日（火）に理事会を開催しました。 

 

 

✽✽✽ 理 事 会 審 議 事 項 ✽✽✽ 

 

 

１．入会申込者（主・従）、代表者変更に関する審議 

標題について審議の結果、主たる事務所１３社、従たる事務所１社、代表

者変更４社が原案どおり承認されました。 

 

２．愛知県本部の運営に関する件 

※各委員会を運営していく新しい委員が決まりましたのでご報告します。 

 

☆総務委員会 
委員長：江尻秀雄 （名東支部）  副委員長：長谷川洋喜（尾張支部） 

委員：加藤幹男 （名南支部）    委員：青木隆明 （名西支部） 

委員：濵島隆   （名南支部）    委員：伊藤貴之 （名北支部） 

委員：川嶋順市 （中央支部）    委員：永田真都 （尾張支部） 

委員：川合透友 （三河支部） 

 

☆財務委員会 
委員長：瀧本安隆 （尾張支部）  副委員長：林敏明  （名南支部） 

委員：森野努  （名西支部）    委員：加藤幹男 （名南支部） 

 

☆組織委員会 
委員長：林敏明  （名南支部）  副委員長：岩月幸十 （三河支部） 

委員：岩崎寛文 （名西支部）    委員：細川一平 （名南支部） 

委員：牧野武史 （名北支部）    委員：奥村岳士 （中央支部） 

委員：小椋清則 （尾張支部）    委員：岩月昌之 （三河支部） 

 

☆教育研修委員会 
委員長：稲葉和哉 （中央支部）  副委員長：長谷川洋喜（尾張支部） 

副委員長：加藤幹男 （名南支部）    委員：久納伸也 （中央支部） 

委員：大野雅子 （名西支部）    委員：山田信洋 （名南支部） 
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委員：濵﨑敦子 （名北支部）    委員：伊藤優貴 （中央支部） 

委員：山本直嗣 （尾張支部）    委員：近藤千代和（三河支部） 

 

☆資格審査委員会 
委員長：森野努  （名西支部）  副委員長：神田徳一 （名東支部） 

委員：林敏明  （名南支部）    委員：長谷川昌宏（名北支部） 

委員：長谷川洋喜（尾張支部）    委員：岩月幸十 （三河支部） 

委員：久納伸也 （中央支部） 

 

☆取引相談・無料相談委員会 
委員長：渡邊健太郎（名西支部）  副委員長：岩月幸十 （三河支部） 

委員：林敏明  （名南支部）    委員：稲葉和哉 （中央支部） 

委員：神田徳一 （名東支部）    委員：長谷川洋喜（尾張支部） 

委員：倉知明弘 （名北支部） 

 

☆総会準備委員会 
委員長：長谷川昌宏（名北支部）  副委員長：江尻秀雄 （名東支部） 

副委員長：加藤幹男 （名南支部）    委員：渡邊健太郎（名西支部） 

委員：岩月幸十 （三河支部） 

 

☆会館建設特別委員会 
委員長：瀧本安隆 （尾張支部）  副委員長：森野努  （名西支部） 

委員：倉知明弘 （名北支部）    委員：久納伸也 （中央支部） 

 

☆青年部 
担当：江尻秀雄 （名東支部）    担当：長谷川洋喜（尾張支部） 

部員：河口亮人 （名東支部）    部員：福井克典 （名西支部） 

部員：後藤誠裕 （名西支部）    部員：細川一平 （名南支部） 

部員：安井佑斗 （名南支部）    部員：馬塲史淳 （名北支部） 

部員：浦口明与志（名北支部）    部員：奥村岳士 （中央支部） 

部員：伊藤優貴 （中央支部）    部員：米原浩美 （尾張支部） 

部員：小岸央昂 （三河支部）    部員：萩原有貴菜（三河支部） 

 

 

 

３．入会キャンペーンの実施期間に関する件 

入会キャンペーンの実施期間に関する件について、審議の結果、原案通り承認され

ました。 

昨年同様、令和３年７月１日（木）から令和４年２月２１日（月）まで、入会時の

費用から２０万円減額する入会キャンペーンを実施することが決まりました。（対象は

主たる事務所） 

 

４．愛知県本部創立６０周年記念式典について 

愛知県本部創立６０周年記念式典を令和３年１１月１１日に開催を予定しておりま

したが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、１年延期することが決まりま

した。 



  

 

 

✽✽✽ 理 事 会 報 告 事 項 ✽✽✽ 

 

 

１．行事報告    

☆ 本部事業・支部事業・他団体事業の行事報告は以下のとおりです。 

開催日 会議等の種別と内容 開催場所 担当者 

5.06 尾張支部総会 ホテルプラザ勝川 支部会員 

5.07 中央支部総会 ナディアパーク 支部会員 

5.07 支部総会終了   

5.10 総会準備委員会 

代議員・愛知県本部役員候補者等の資格審査

や感謝状贈呈者の確認について 

愛知県本部 委員 

5.10 （公社）中部圏不動産流通機構 監査会 ＭＲＴ 神田副本部長 

5.10 （公社）中部圏不動産流通機構 正副会長・ 

委員長合同会議 

ＭＲＴ  萩原本部長 

5.11 中部・北陸地区協議会 監査会 書面監査 事務局 

5.11 中部・北陸地区協議会 正副会長会議 ＭＲＴ 萩原本部長 

5.12 豊田市開発調整課打合せ（民間開発） 愛知県本部 事務局 

5.14 東海不動産公正取引協議会 理事会 

 

ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ

ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

萩原本部長、 

安田常務理事 

5.17 総会合同特別委員会 

各委員会の所管事項の確認、各委員長の選出 

、定時総会の運営について 

愛知県本部 委員 

5.18 豊田市居住支援協議会 設立総会 延期 豊田市福祉ｾﾝﾀｰ 萩原本部長、 

岩月理事 

5.20 （一社）中京住宅産業協会 

2021年度定時総会記念講演会 

Zoom 事務局 

5.24 資格審査委員会 

入会申込者の審査１３件、代表者変更４件、

従たる事務所１件について協議が行われまし

た。 

愛知県本部 委員 

5.25 理事会 ＭＲＴ 役員 

5.25 定時総会 ＭＲＴ 役員、 

代議員 

5.27 名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会 

定期総会 

書面審議 事務局 

5.28 中部・北陸地区協議会 定時役員総会 ＭＲＴ 萩原本部長、 

渡邊理事、 

江尻理事、 

瀧本理事 

5.28 大村ひであき政経セミナー 延期 名古屋観光ホテル 萩原本部長、 

岩月理事 

5.29 東山動植物園 夏花壇植付 中止 東山動植物園  

 
 



  

愛愛知知県県本本部部かかららののおお知知ららせせ  

会議内容の詳細について、すべてをお伝えすべきところですが、伝えきれていない部

分が多々あるかと思います。 

【総会・理事会議事録】【各種会議報告書】は、事務局にて閲覧が可能です。くわしい

情報を必要とされる会員さんは、是非ご来局をお願いします。 

 

 

 

 

 
 

☆ 令和３年５月 新入会員ご紹介 ☆ 
【主たる事務所】 

サラダライフ㈱ 代表 浦上真夕弓 ・・・ 名西 

名古屋市中川区春田四丁目 67番地 1階    

 

 

☆  令和３年５月～６月 代表者変更および従たる事務所新設 ☆ 
 

【代表者変更】 

幸田商事㈲ 代表 中村祐基 ・・・ 名北 

名古屋市西区上堀越町三丁目 49番 3    

㈱アイエスエス 代表 位田篤彦 ・・・ 名東 

名古屋市名東区極楽四丁目 315番地    

ケヤキ住建㈱ 代表 川合透友 ・・・ 三河 

安城市赤松町鐘山 15番地 1     

㈱住創 代表 浅野佳子 ・・・ 三河 

豊田市平芝町二丁目 1番地 7     

 

【従たる事務所 三重県本部承認済み】 

㈲マミー不動産 名古屋営業所 代表 浅谷忠伸 ・・・ 中央 

名古屋市中区大須三丁目 30-1 中日大須ﾋﾞﾙ 2F  
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