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平成３０年
１０月号

涼しい秋風に、高く澄んだ空。大きく深呼吸したくなるような、気持ちの良い季節とな
りました。さわやかな秋風にのって、キンモクセイの甘い香りが感じられるこの頃です。
昼夜の気温差がある季節でもありますので、健康面には十分お気をつけください。
愛知県本部では、平成３０年１０月３日（水）に理事会を開催しました。
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１．行事報告
☆ 本部事業・支部事業の行事報告は以下のとおりです。
（１）本部、他団体事業
開催日
会議等の種別と内容
9.01 花いっぱいプロジェクト
9.03 平成３０年度 第１回県下統一研修会
１０９名の方が受講されました。
9.03 公明党愛知県本部 団体懇談会

9.10

✽✽✽

１．入会申込者（主・従）
、代表者変更の審議
標題について審議の結果、原案どおり承認されました。
お知らせコーナーにて、新入会員の紹介をします。

✽✽✽ 理

9.05

（敬称略）

開催場所
担当者
東山動植物園
青年部
日本特殊陶業市民 会員
会館
名古屋国際ホテル 正副本部長、
長谷川常務理事

9.04
9.04

平成３０年度 第１回県下統一研修会
ﾗｲﾌﾎﾟｰﾄとよはし
（台風接近により延期）
第２回一般研修会
ウインクあいち
『最近の法令改正及び不動産取引をめぐる
トラブル事例と留意点』
（一財）不動産適正取引推進機構
調査研究部
金子 寛司 氏

9.05

台風接近により１１月２７日（火）に延期いたしま
した。場所および時間に変更はございません。
常務理事会
事務局会議室

9.05

名古屋国税局資産課税課長 着任挨拶

事務局会議室

会員
会員
9.17
9.18
9.18
9.19
正副本部長、
常務理事
正副本部長、

9.20
9.20

理事会
①入会申込者の審査に関する件
②代表者変更に関する件
③従たる事務所新設に関する件
④台中市不動産仲介經紀公會と公会所管機関の台中
市政府地政局の愛知県訪問に関する件
⑤紹介者の資格要件追加に関する件
ＣＢＣラジオレインボーカー生出演
昨年度に引き続き８回目の出演。午前１１時２０分
ごろから生放送開始。全日本不動産協会の概要や入
会手続きの流れ、入会後のメリット、現在実施中の
入会キャンペーンについて、また、１２月１４日（金）
にウインクあいちにて開催予定の「不動産業開業支
援セミナー」の告知などをインタビュー形式で行い
ました。
三河支部親睦ゴルフコンペ大会
自民党愛知県支部連合会 政策懇談会

事務局会議室

常務理事
役員

事務局会議室

萩原副本部長

葵ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
自民党愛知県連

支部会員
山田本部長、
神田副本部長
事務局

愛知ゆとりある住まい推進協議会 あいち住まいる 三の丸庁舎
フェア２０１８特別委員会並びにあいち住まいるフ
ェア２０１９特別委員会
名西支部研修旅行 及び
ソウル
尾張支部海外研修旅行
全日・保証合同 地方本部事務局研修会
「公益目的事業と遊休財産について」
監査法人ＭＭＰＧエーマック
公認会計士 和田一夫 氏
経理課からの報告
「会員管理システムのパスワード再設定等
について」
アットホーム株式会社 業務推進部
システム企画･開発室 加藤良一 氏
「ｅラーニングを使用した全日ステップアップ
トレーニング及び法定研修会について」
総本部担当者職員
「平成３１年度代議員選挙及び地方本部総会・
支部総会のスケジュール､事務手続き等について」
総本部担当職員
安江のぶお後援会設立準備委員会発起人総会
ジャパンホームシールド打合せ
（ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ研修依頼）
中部地方整備局 打合せ（情報交換会開催）
岡明彦を応援する会

支部会員

全日東京会館

事務局

ソラト太田川
事務局会議室

山田本部長
事務局

事務局会議室
ｻｲﾌﾟﾚｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ

事務局
正副本部長、
常務理事
キャッスルプラザ 山田本部長

（公社）中部圏不動産流通機構
第２回正副会長・委員長合同会議
青年部会
事務局会議室
あいち住まいるﾌｪｱ 2018 の担当について割振りを行

山田本部長、
長谷川総務委

9.21
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9.28

いました。また全日青年会員全国会議石川県大会へ
の参加、会員交流親睦会の開催について協議が行わ
れました。12/14 に開催される不動産業開業支援セミ
ナーの講師 2 名の選任を行いました。
愛知県宅地建物取引業暴力追放協議会総会
資格審査委員会
入会申込者の審査１５件、代表者変更５件、従たる
事務所新設１件について協議が行われました。
平成３０年度第１回県下統一研修会
１５名の方が受講されました。
名古屋市住宅企画課打合せ（会員の照会）
支部長会
支部会計の留意点など監事より指摘があった事項に
ついての説明や支部の会員増強および本年度の支部
活動状況について各支部長より報告を行いました。
また今年度の支部研修会の講師について事務局より
報告を行いました。会員交流親睦会については協議
の結果、全支部合意で、懇親会の内容等を青年部に
任せて進めていくことが決まりました。
総本部 中間ビジョン説明会

員長、
林総務副委員
長
KKR ﾎﾃﾙ名古屋
事務局会議室

役員
委員

ﾗｲﾌﾎﾟｰﾄとよはし

会員

事務局会議室
事務局会議室

事務局
支部長、
会計責任者

全日会館

山田本部長

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
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。
【各種会議報告書】は、事務局にて閲覧が可能です。くわしい
【総会・理事会議事録】
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。
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１０月３日（水）開催の理事会において下記の主たる事務所の入会、従たる事務所の
新設、代表者変更が承認されました。
<主たる事務所>
㈱ウイット
代表者 江岡淳・・・・・・・名東支部
名古屋市千種区今池南 29 番 10 号 川島第 2 ﾋﾞﾙ 106 号
㈱ディステック
代表者 広瀬和哉・・・・・・名西支部
名古屋市中川区荒子一丁目 175 番地 河清ﾋﾞﾙ 3 階
㈱ＳＪＫ
代表者 金沢澄子・・・・・・名東支部
名古屋市千種区千種一丁目 3 番 15 号 1F
マサキ住建㈱
代表者
神谷正智・・・・・三河支部
碧南市田尻町一丁目 28 番地 4

㈱サンユー
代表者
山本健祐・・・・・名東支部
名古屋市千種区千代が丘 5 番 ｺﾐｭﾆﾀｽ千代が丘 S-811 号
㈱グラウクスリアルティ
代表者 藤田哲也・・・・・・名東支部
尾張旭市三郷町陶栄 6 番地 2 第 3TOWASTAGE 三郷 102
中村不動産㈱
代表者 中村伸二・・・・・・名西支部
あま市木田徳左 1 番地 3 2F
㈱クラシカ
代表者 倉橋伸郎・・・・・・三河支部
豊田市若林西町象面 180 番地 5
ライフドクター㈱
代表者 小林雅紀・・・・・・名北支部
名古屋市北区城東町三丁目 68 岩村ﾋﾞﾙ 1F
㈱ＮＲＥ
代表者 長尾孝治・・・・・・中央支部
名古屋市中区栄五丁目 19 番 31 号 T&M ﾋﾞﾙ 3F
㈱かくまん
代表者 飯塚三木三・・・・・中央支部
名古屋市熱田区横田一丁目 1 番 52 号 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ熱田の杜 D 棟 1418 号
㈱ハウスコレクション
代表者 片平有紗・・・・・・名西支部
名古屋市中川区万場五丁目 1701 番地の 2
㈱Ｔホーム
代表者 桒原恭子・・・・・・名西支部
名古屋市中村区岩塚町一丁目 98 番地 1 2F
ＳＩＣホールディングス㈱ 代表者 木暮聡・・・・・・・名南支部
知多市八幡字浦浜 1 番地 51 2F
<従たる事務所新設>
㈱ｻﾝﾖｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ名古屋 あま営業所 代表者 宮﨑宗市・・・名西支部
あま市篠田森後 97 番地
<従たる事務所新設 東京都本部承認済>
㈱ＭＤＩ 藤が丘支店
代表者 深山祐助・・・名東支部
名古屋市名東区藤が丘 141 藤が丘駅前ﾋﾞﾙ 5 階
<従たる事務所新設 岐阜県本部承認済>
㈱洞口 ルームセレクト名古屋北店 代表者 洞口修一・・・名北支部
名古屋市北区若葉通 1-25 若葉ﾋﾞﾙ 1F
<従たる事務所新設 神奈川県本部承認済>
㈱グランドジャパン 名古屋支店
代表者 山本理治・・・名南支部
名古屋市南区豊三丁目 3 番 1 号
<免許換え 神奈川県本部から愛知県本部へ>
エフワンエステート㈱
代表者 笠井太・・・・名北支部
名古屋市東区東桜二丁目 3 番 7 号 東ｶﾝ名古屋ｷｬｽﾃｰﾙ 1127 号室
<代表者変更>
ＵＩｃｉｔｙ㈱
代表者 佐藤良将・・・・・・中央支部
名古屋市中区東桜 2-22-18 日興ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ 7 階
㈱ここ住もう
代表者 山佳永吉・・・・・・三河支部
豊田市汐見町四丁目 13 番地 ﾊﾋﾟﾈｽⅡ2F
㈱エイチアンドアールコンサルタンツ 代表者 ｺﾝﾗﾝ ﾌﾞﾗｲｽ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ
名古屋市中区丸の内 3-17-6 ﾅｶﾄｳ丸の内ﾋﾞﾙ 4 階・・・・中央支部
㈱ｅ’ハウス
代表者 岡本和行・・・・・・名南支部
名古屋市緑区鶴が沢一丁目 1320 番地 ANNEX ﾋﾞﾙ 2 階

宅地建物取引士

法定講習会 開催のお知らせ

愛知県本部は、愛知県知事の指定を受けて、宅地建物取引士証の更新などに必要な法
定講習会を実施いたします。会員の方はもとより、会員でない方、宅建業に従事されて
いない方も受講が可能です。
受講対象の方は、是非、受講されますようご案内いたします。
（有効期限６か月前より
受講できます。
）
※愛知県知事登録の方が対象です。他県での登録の方は、あらかじめ登録行政庁へ他県
での受講が可能かご確認の上、お申込みください。
№

講習日

対象者
・取引士証期間満了が
平成３１年 ２月１４日～
１ 平成３１年 ２月１３日（水）
平成３１年 ８月１３日
の方
・新規交付申請者
・取引士証期間満了が
平成３１年 ６月１３日～
２ 平成３１年 ６月１２日（水）
平成３１年１２月１２日
の方
・新規交付申請者
・取引士証期間満了が
平成３１年１０月１１日～
３ 平成３１年１０月１０日（木）
平成３２年 ４月１０日
の方
・新規交付申請者

申込締切日

【支払時期】入会時の費用から２０万円を減額します！！
※詳細は全日愛知県本部までお問い合わせください。

平成３１年１月１１日（金）

研修会について
平成３１年５月１０日（金）

☆台風２１号の影響を鑑み、９月４日に予定していた下記の研修会を延期いたしました。
１．第２回一般研修会
【延期前】平成３０年

平成３１年９月１０日（火）

【お申込み先】公益社団法人全日本不動産協会愛知県本部
ＴＥＬ：０５２－２４１－０４６８
【講 習 会 場 】ウインクあいち
※注意点 ①申請書は愛知県本部事務局にございます。
②受講するには、講習会の事前申込みが必要です。
（郵送での受付は対応しておりません）

あいち住まいるフェア２０１８にブースを出展
“不動産無料相談会”を行います
愛知県内最大規模の住宅総合イベント
～住情報から新築・リノベーションまで～
【日

【期
間】平成３０年７月２日（月）～平成３０年１２月２０日（木）
【対 象 者】上記期間内に入会申込があり、入会承認を経た方。

時】平成３０年１０月１１日（木）、１２日（金）、１３日（土）
１０：００～１７：００
【会 場】名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール、第１ファッション展示場）

９月

４日（火）午後２時～午後４時
於 ウインクあいち大ホール
【延期後】平成３０年１１月２７日（火）午後２時～午後４時
於 ウインクあいち大ホール

全国一斉不動産無料相談会の様子が
テレビで紹介されます♪♪
平成３０年１０月１日（全日設立日）にＪＲゲートタワーにて全国一斉不動産無料相
談会を開催いたしました。おかげさまで多くの方が相談に来て下さり、午後からはすべ
ての席が埋まるほど大盛況でした。終了時間まで相談者が後を絶たず、相談員の皆さん
が親切・丁寧に対応してくださいました。
その様子がテレビで紹介されますので、お時間のある方は是非ご覧ください。
放送日時：１０月１２日（金）
放 送 局：テレビ愛知
放 送 枠：はちまるまる
放送時間：約１分

８：００～８：１５

