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倫　理　綱　領
　我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、
ここに倫理綱領を制定し、その実践を通して、国民の信託にこたえることを
誓うものである。

　　１．我々会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任を
もって社会に貢献する。

　　２．我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるよう常に人格と専門
的知識の向上に努める。

　　３．我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。

　　４．我々会員は、依頼者のために、誠実か公正な業務の遂行に努める。

　　５．我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力
によって業界秩序の確立と組織の団結に努める。

公益社団法人　全国宅地建物取引業協会連合会
一般社団法人　山口県宅地建物取引業協会

山口県宅建協会は消費者、地域社会、会員のため、信頼され
る公正な宅地建物取引の実現に貢献し、日本一住みやすい
街づくりと住まいの提供を目指す。

ハトマークビジョン山口

私たち「ハトマークグループ」は、みんなを笑顔にするため
に、地域に寄り添い、生活サポートのパートナーになることを
目指します。

ハトマークグループ・ビジョン
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（一社）山口県宅地建物取引業協会、（公社）全宅保
証協会山口県本部は令和元年５月27日㈪、山口県不
動産会館におきまして、多くの御来賓をお迎えして、
定時総会を開催致しました。尾村山口支部長の司会
で始まり、開会の辞を林副会長が述べられ、物故会
員への黙禱、来賓紹介と続き、上原会長の挨拶と来
賓祝辞、祝電披露と続きました。そして原不動産原
文男様（防府支部）への、永年功労者表彰状贈呈への
後に、議長団選出があり、浅川土地建物事務所の浅

川幸則氏（宇部支部）、成泰不動産（株）の柴田真克氏
（山口支部）の両氏を指名致しました。議長より定足
数の発表があり、総正会員数771名、出席正会員数
594名（内訳　会場出席者75名、委任状出席者519名）
の発表を受けて、議長は定款第26条第１項に基づき、
本大会が有効に成立した旨を宣言し、議事に入りま
した。議事は無事に審議されまして、閉会の辞を主
計副会長がされて、閉会となりました。

令和元年度　定　時　総　会

議事　（一社）山口県宅地建物取引業協会

〔報告事項〕
　報告事項１　平成30年度事業報告の件
　報告事項２　平成30年度公益目的支出計画実施報告書の件
　報告事項３　令和元年度事業計画の件
　報告事項４　令和元年度収支予算の件

〔決議事項〕
    第１号議案　平成30年度収支決算承認の件・監査報告
　第２号議案　役員選任の件

第60回定時総会　スローガン

◎令和元年・目指そう、日本一住みやすい街づくり

▼来賓祝辞（副知事）

▲表彰状贈呈

会長挨拶

▼開会の辞

▲議長就任

▼来賓祝辞（県議団団長）

▼閉会の辞
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　皆様、平素は宅建協会山口県本部の事業、活動に
ご協力を賜り厚く御礼感謝申し上げます。
　令和元年に入りまして初めての総会（第60回定時
総会）も無事開催され一息ついている所です。新し
い時代令和に相応しい運営を皆様方と成し遂げて参
りたいと思います。より一層の皆様方の御指導とご
協力をお願い致します。世界経済は米中貿易摩擦に
より大変不安定な状況に陥っております。国内では
東京オリンピック、大阪万博の開催、雇用改善、イ
ンバンド効果等により、全国の地価公示も27年ぶ
りに住宅地で、全国平均0.8%、商業地で2.6%の上
昇と明るい兆しが見えてきました。しかし全国の空
家は、843万戸と毎年増え続けております。そのう
ち賃貸物件が、約426万戸と半数を占めています。
有効活用等我々業界の大きな使命を果たして参りた
いと思います。
　令和元年の総会より、箱崎様に総務委員長代行と
して事業報告や収支計算書を発表して頂き、大変素
晴らしい決算内容で喜んでいました。しかし、新入
会員が、32名入会致しましたが、残念ながら28名
退会致しました。退会防止策として事業承継相談窓
口を設置し、会員皆様方の後継者問題等の相談に
乗って参りたいと計画しています。
　全宅連の平成28年総会決議に令和7年迄に公益社
団法人に移行して頂きたいと決議されています。4
月に岡山県、佐賀県が公益社団法人に移行していま
す。全国であと10都道府県となりました。山口県
では公益社団法人移行検討特別委員会を設置致しま
した。委員長には尾村常務理事が就任致しておりま
す。委員長は会員本位、支部本位の組織改革を目指
そうと張り切っていますので、多い期待が懸かる所
です。
　これも全宅連からですが、ハトマークビジョン山
口が完成致しましたので、会員の皆様方良くご覧に
なって下さい。取り敢えず3年間のビジョンを示し

ています。まず、一番簡単な所でハトマークビジョ
ンを浸透させたいという思いから、全会員の胸にハ
トマークバッジを着用して日常の仕事に励んで頂き
ます。弊社では従業員も全員着用しています。
　次に、令和元年度の最重要課題として、開業支援
セミナーの開催や入会促進を図ります。宣伝広告を
特に宇部支部、下関支部より重点的に行う予定です。
　さらに山口県より、既存住宅で瑕疵保険とインス
ペクションを両方使用する場合、売主に1件に限り
5万円補助金が出ます。但し30件迄となっています。
安心と安全の取り引きを目指し、既存住宅流通促進
や安心R住宅の活用にご協力をお願い致します。
　また女性役員の立案による女性セミナーの開催、
ハトマーク山口の物件登録促進、価格査定システム
の利用の向上、山口県居住支援協議会の開催充実、
子育て支援の山口三世帯同居パスポート事業の協力
等々がございます。
　そして、民法改正特別セミナーの開催として、第
2回目の本部研修会で全宅連顧問弁護士の柴田先生
に賃貸と売買をそれぞれ1時間ずつ講演の予定です。
柴田先生は新たな契約書作成に携わっているので詳
しく教えて頂けますことを多いに期待しています。
会員皆様方の研修会参加をお待ちしております。
　宅建試験も昨年は、防府と下関で開催され、大変
充実して良かったのではと思います。今年は、防府
の高川学園、下関の東亜大学、周南の桜が丘高校の
三カ所で開催されます。受験生本位の運営が実現出
来、役員、職員が本当に喜んでいます。
　本年度スローガン令和元年目指そう日本一住みや
すい街づくりを掲げて役員、職員一致団結して勇往
邁進して参りたいと思いますので、会員皆様方のご
協力が、今迄以上に賜れます様にお願い申し上げま
すと共に各支部及び会員皆様方の益々のご発展と事
業の繁栄、健康を心からお祈り申し上げ令和元年度
山口県宅建協会本部運営方針と致します。

会長挨拶
令和元年山口県宅建協会運営方針

会長　上 原 祥 典

宅建やまぐち本年度スローガン
　令和元年.目指そう、日本一住みやすい街づくり
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副会長・専務理事挨拶
　昨年、上原祥典会長再任にあたり副会長を拝命してより一年余りの歳月が流れまし
た。新たな試みとして、昨秋の宅建士試験会場として新たに下関市東亜大学を認定、
開業セミナーも一定の成果を挙げたものと思料します。
又、目指す理想像として『日本一住みやすい街づくりと住まいの提供』を掲げ『ハト
マークビジョン山口』を練り上げました。
　担当致します政治連盟幹事長としては、昨年　林芳正参議院議員を講師に迎え第二回
目の政経セミナー、皆様のご協力の下滞りなく実施出来ましたこと御礼申し上げます。
　さて、今日東京一極集中と地方との格差が更に顕著になる中で、『地方再生』に向
けて空き家の解消・有効利用をはじめ各般に渡って内外の負託に応えていくことが肝
要と考えています。「誠心誠意」をモットーに、職責を果たして参りたいと存じます
ので、会員の皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。尚、今般の総会で
支部選出県理事の交代をお願いする事となりましたがご高配の上ご了承頂きましたこ
と衷心より御礼申し上げます。末尾ながら会員の皆様の御健勝ご多幸、並びに事業の
御隆盛を祈念し挨拶と致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

副会長

林　　眞一郎

　日頃、一般社団法人山口県宅地建物取引業協会の活動にご協力頂きまして厚くお礼
申し上げます。また、先般の定時総会が無事行われましたこと重ねてお礼申し上げ
ます。
　平成30年11月1日には、「一般社団法人　全国賃貸不動産管理業協会山口支部」の
設立総会並びに設立セミナーが開催されました。全宅管理は、「住まう」に、寄りそ
うをスローガンに会員に様々な研修、セミナー等をおこなっています。本年度は、山
口支部としての第一回目の事業を考えています。現在、会員数77社ですが100社目指
して努力していきます。
　令和元年度は、総務委員会、業務委員会、法務委員会の皆様と協力の下新たな取り
組みを考えています。会員あっての宅建協会を肝に銘じ事業に取り組んでいきます。
会員の皆様には、今後とも当協会に対する一層のご支援とご協力を頂けますようお願
い申し上げます。

副会長

主　計　龍　雄

　本年５月１日、元号が平成から令和に変わり、新しい時代の始まりとなりました。
令和元年の総会も無事終了し、各委員会も本年度の事業計画が承認されました。
　さて、私達を取り巻く不動産業界の環境も大きく変わりつつあります。昨年４
月、宅建業法の一部が改正されたのに続き、2020年４月には、いよいよ改正 民法
の施行となります。賃貸は連帯保証人問題、売買では瑕疵担保責任など今後の取引
に大きな課題となります。
　また、2022年には生産緑地として指定されている全体の80%の農地が営農義務か
ら解かれ、一斉に宅地として放出されると地価の下落を招き、不動産市場が大きな
影響を受けることが懸念されます。
　更に歯止めの効かぬ人口減、都市への一極集中、取引のAI化など種々の課題を抱
えてスター トした令和元年ですが、大切なことは必要な専門知識の習得と実務能力
の向上です。
　今後、 研修会等を通じて知識の研鑽が今こそ重要と考えられます。

専務理事

西　村　俊　爾
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専門委員会報告

　元号が令和変わり、大きな時代の転換期の中　５月27日に定時総会が無事に終了
したことをご報告申し上げとともに平素より会員の皆におかれまして会の事業活動に
ご理解ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
　さて、30年度には32名の新会員の入会をいただき不動産業者として共に歩む事に
なりましたが、協会全体としてみると年々会員数が減少している状況です。
　今年は会員増強に力を入れ、不動産開業セミナーの年１回の開催を２回に増やし業
務支援を通じ地域社会への還元を目指し、並びに事業承継相談窓口の設置の運営も開
始してまいります。29年・30年度　総務委員会の所管となっていた不動産研修会も
令和１年度から法務委員会へ移管になりますが、常に宅建業に従事する人の資格向
上、専門知識、豊富な経験を消費者の皆様に提供させて頂くよう、使命感をもって対
応していく所存です。

　本会において昨年来、研究・作成中である「ハトマークビジョン山口」を踏まえ
て、山口県宅建協会は「３本の矢」である「消費者・地域社会・会員」のため、信
頼される公正な宅地建物取引の実的戦略に基づき2019年・2020年・2021年のスケ
ジュールに沿って実践していきたいと思います。
　精一杯努めてまいりますので、会員の皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。

　平成30年７月の西日本豪雨災害の際、岩国市において応急借り上げ住宅の制度運
用が行われ、最終的に11件の契約となりました。実際に扱ってみたうえでの問題点
が浮き彫りとなり、今後は山口県との協議にて改善していく予定です。
　10月１日には全宅連安心R住宅がスタートとなりました。県本部では直前に制度説
明会を開催し多くの会員の参加がありました。全宅連では当面、買取再販物件に絞っ
ての制度開始となったためか現時点で登録会員が思う様に増えておりませんが、消費
者への大きな安心へとつながる制度ですので是非ご活用ください。
　空き家対策として11月23日（いい不動産の日）県下一斉にイベント型の相談会を
開催しました。全体で23件の相談がありましたが一般的に問題への飽和感があり、
今後は常設相談会重視へとシフトしていこうと考えております。
　ハトマークサイト山口では、待望の『賃貸版らくらく契約書』ソフトが平成31年
３月１日にリリースとなりました。管理物件をサイトに登録しておくことにより、来
る民法改正に伴う賃貸契約書の大幅な変更へもスムーズに対応できるよう準備を始め
ていただき、当然のことながら登録物件数の増加による成約率のアップへと繋げてい
ただければと思います。

　平成30年度の宅建試験の実施にあたり、初めて試みとして、下関市の東亜大学を
試験会場として、高川学園・誠英高校と3ヶ所での試験を、執り行いました。以前か
ら法務委員会で議論されていたこともあり、また山口セミナーパークが予約しにくく
なった事もありまして、県内３ヶ所を離して受験地を設ければ、受験生の為にもな
り、北九州や広島に受験者が流れているのを、少しでも止めることが出来ればと、そ
の第一歩として下関市で開催しました。そして今年度は、周南市にあります桜ヶ丘高
校を新たに加えて、山口県内を網羅したいと思います。そして宅地建物取引士法定講
習会も、少しでも多くの取引士の方に、ハトマークのわが協会で受講していただけま
すように、広報活動にも力を入れて、ご理解いただけるよう努力していきます。そし
て総務委員会から、法務委員会へと運営を任されました、山口県不動産研修会を少し
でもより良いものにしていくために、会員皆様のご協力のもと、法務委員会みんなで
頑張っていく所存ですので、よろしくお願いいたします。

総務委員長代行

箱　﨑　壽美枝

業務委員長

塩　田　博　志

法務委員長

清　水　謙　治

法務委員会

業務委員会

総務委員会

6



山口県住宅課からのお知らせ
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雷太郎さん出演!! 新ＣＭ放映のお知らせ
５月10日よりｔｙｓ「ちぐまや家族」にレギュラー出演されている東

ひがし
雷
らい
太
た
郎
ろう
さんを起用し

た新ＣＭを放映しています！！
　　　　　　放映時間　ｔｙｓ　ひるおび　　水曜日  　10時25分～
　　　　　　 　　　　   ｔｙｓ　あさチャン　金曜日  　６時～

「ハトマークが導く安心安全の住宅」篇は、アップ
テンポのオリジナルＣＭソングに合わせてマジシャ
ンの雷太郎さんが、カードマジックをし、「ハトさ
んお願い！いい家教えて！」とハトを出し、ハトが
「ハトマーク山口」まで導いてくれます！

「素敵な夢」篇は、ゆったりとしたオリジナルＣＭ
ソングをバックミュージックにして、雷太郎さんが
夢の中でハトたちと一緒に空を飛び、新しい住まい
をさがします。そして、ハトが住まいを見つけて
くれたところで、雷太郎さんが「あっ、行かなく
ちゃ。」と夢から覚めるストーリーです。

是非、ご覧ください。
また、「ハトマークサイト山口」へのたくさんの物件登録をよろしくお願いします!!

8
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下関shimonoseki

下関支部第７回通常総会開催
総務委員長　植 野 善 男

　第７回（一社）山口県宅建協会下関支部通常総会と

第25回下関地区宅建業税務協議会は４月23日午後か

ら「下関市リサイクルプラザしものせき環境みらい館」で開催されました。

　正会員数158人・委任状出席者数95人・全出席者数35人・正会員出席者数33人でした。

　司会は（有）福田　福田忠史氏が担当して、議長に（有）大和不動産　大田耕一郎氏、副議長に

は㈱西日本管財　木下史晶氏を選出しました。

　来賓の下関税務署　資産課税部門　統括国税調査官　石村浩様から代読でご挨拶を賜りました。

　支部長挨拶の中で林真一郎氏から、総務委員長が西山菊市氏から私に交代した事の報告があり

ました。

　総会資料（１〜37頁）の順番に添って報告及び提案をしていきましたが、意見や議論もなく御

承認をいただきました。

　さて平成31年から令和へと元号の変遷が５月１日になされました。日本では大化から始まり令

和で248回目となります。中国の漢の武帝の時に建元を始めとし、その影響をうけた東洋諸国で

行われましたが、現在では日本国のみ年号を使用しているようです。

　「和の五王（讃・珍・済・興・武）」は413年讃が使節派遣以来502年武の遣使まで計12回主に呉

国に朝貢しています。先進的な文明摂取すると共にヤマト政権に服
まつら

わぬ諸豪族を抑えるために称

号を得ての権力誇示でした、がやがてその権威で朝鮮での地位を保持することに変化していきま

した。

　日本側の記録では推古天皇時代の607年・608年に小野妹子ら、614年に犬上御田鋤（いぬかみ

のみたすき）らと計３回派遣されています。630年犬上御田鋤新羅、668年唐と結んで百済・高句

麗を征服、668年朝鮮全土を統一、さらに唐の勢力を半島より駆逐していきました。

大王を盟主とした諸豪族連合によって形成された古代政権から、大化の改新は中大兄皇子（のち

の天智天皇）を中心に、中臣（藤原）鎌足ら革新的な豪族が蘇我大臣家を滅ぼして開始した古代政

治上の大改革を成しています。
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支 部 だ よ り

　周辺国とは密接に関わりながらも、気の抜け

ない状態で今日に至っています。

　時あたか６月末に日本が議長国として主要20カ

国・地域（G20）首脳会議が大阪で開催されます。

　今回のG20サミットは戦後国際秩序の命運が

問われることになるかもしれません。戦後自由

貿易の最大の受益者であった日本主催の会議が、

その破綻を宣告する場となるなら歴史の皮肉と

言うほかありません。

　令和は安穏に暮らせる時間であってほしいと

願います。

議　　　　　事

（一社）山口県宅建協会下関支部

第１号議案　平成30年度事業報告承認の件

第２号議案　平成30年度収支計算書承認の件・監査報告

第３号議案　平成31年度事業計画（案）承認の件

第４号議案　平成31年度収支予算（案）決定の件

第５号議案　その他の件
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下関shimonoseki

平成30年度第２回支部研修会
法務副委員長　木 下 史 晶

　平成31年３月12日㈫下関市リサイクルプラザにおきまして、支部研修会が開催されました。

　第１講はハウスプラス中国住宅保証株式会社の兼川直 様に「インスペクションについて」と題し

てご講演いただきました。

　既存住宅流通の推移と比較、住宅の寿命と残存価値、空き家の状況などを説明していただき,消費

者が安心して既存住宅の取引を行えるように市場環境の整備を図るためにインスペクションがどの

ような役割を果たし、不動産業者が消費者にいかにお役に立てるかを勉強させていただきました。

また中古住宅登録免許税の軽減、住宅ローン減税とインスペクションの調査内容がどのようなもの

かご講義されました。

　第２講は下関税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官 小原真也 様に「自主点検チェックシート

の活用」〜税務調査の留意点〜と題してご講演いただきました。

　企業の税務コンプライアンス向上のための取り組みとして、企業における内部統制面や経理面に

関する自主点検をして質を向上させる事が重要だということです。この水準が向上することにより

入出金が適切に管理されるようになり、内部の不正行為を未然に防げるなど結果的に企業の成長に

もつながることが期待できるからです。自主点検チェックシート・ガイドブックは社内体制、資産

関係、損益関係など細かなチェック内容がありそれを確認し点検していくことで自社のリスクを軽

減し成長していくことに期待が持てる内容でした。

　どちらも為になる内容で大変有意義な時間を過ごすことができました。
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支 部 だ よ り

定時総会の報告
萩支部長　澤 村 修 一 

　平成31年度地域支部（一社）山口県萩宅建協会の定
時総会が下記のとおり開催された。

⒈　日時　平成31年４月18日㈭午前11時から

⒉　場所　萩市民館　講義室

⒊　出席者　25名（会員数32名）
　　　　　　本人出席　　15名
　　　　　　委任状出席　10名

⒋　議事
　　■報告事項
　　　　報告事項１　一般社団法人山口県萩宅建協会
　　　　　　　　　　平成30年度事業報告の件　

　　■決議事項
　　　　第１号議案　一般社団法人山口県萩宅建協会
　　　　　　　　　　平成30年度収支決算承認の件
　　　　　　　　　　　（監査報告）
　　　　第２号議案　その他の件

　　■報告事項
　　　　報告事項２　一般社団法人山口県萩宅建協会

平成31年度事業計画及び収支
予算の件

　　　　報告事項３　その他の件

　議案は提案通りに承認可決されました。平成30年
４月より施行の媒介契約書、重説、契約書においても、
まずは問題なく経過しているなかで粛々と行われま
した。

萩
hagi
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宇部ube

平成31年度 宇部支部定時総会開催
　平成31年４月18日㈭午後２時より、国際ホテル宇部に
おいて平成31年度一般社団法人山口県宅建協会宇部支部
の定時総会が開催されました。
　土岐山副支部長の司会で次第に沿って総会が進行され
ました。村田副支部長の開会の辞のあと、浅川支部長の
挨拶に続き、宇部市長 久保田后子様、宇部日報社 代表取
締役 脇和也様よりの祝辞が代読されました。
　引き続き、議長団にアイリス不動産の荒瀧氏、カナイ
商事の金井氏が選出され、議事の進行に入りました。平
成30年度事業報告・収支決算承認の件、及び平成31年度

事業計画・収支予算の件、いずれの議案も質疑もなく、
賛成多数で可決承認され、村田副支部長の閉会の辞で閉
会いたしました。
　ご出席の皆さま、総会のスムーズな進行にご協力いた
だき、ありがとうございました。
　支部定時総会は年度の節目にあたる重要な支部行事で
す。多くの会員皆様のご出席をいただき、活発な総会を
目指しております。来年度も多くの会員皆様のご出席を
お願い申し上げます。

株式会社　不動産ホーム・ラン
代表取締役　 脇本　幸雄
〒755-0063
宇部市南浜町２丁目８-35
TEL 0836-39-8910
FAX 0836-39-8901
山口県知事(1)3652号

　この度山口県宅建協会宇部支
部に入会させて頂き、ありがと
うございます。不動産ホーム・

ランの脇本幸雄と申します。
　年齢は65歳です。この年になって創業することになる
とは思いませんでしたが、まだ65歳（３月、66歳(笑)）
です。人生は一度でございます。このまま何もせずに一
生を終ることはできませんので、資格を活かし思い切っ
て開業することに致しました。地域の皆さまに少しでも
貢献できますように頑張っていく所存でございます。
　何年できるか分かりませんが一日でも長く頑張れれば
と思っております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

アドバンス不動産
代表者　 中尾　啓子
〒755-0039
宇部市東梶返３丁目10-45-６
アドバンス清水川
TEL 0836-38-8920
FAX 0836-38-8921
山口県知事(1)3651号

　この度 山口県宅建協会宇部支
部に入会させて頂きました、ア

ドバンス不動産の中尾啓子と申します。
　ご来店頂いたお客様が、また何かの折に気軽に寄って
いただけるようなアットホームなお店を目指して行きた
いと思います！今後とも皆様のご指導、宜しくお願い致
します。

 

○入会者（正会員）
　１．伊藤　知津子 ㈱ガイア 下関支部より移動
　２．桑原　廣光 タマホーム㈱宇部店 支店代表者変更

○入会者（専任取引士会員）
　１．伊藤　仁視 ㈱ガイア 下関支部より移動
　２．岡嶋　邦彦 日興石油㈱ 専任取引士変更

○退会者（正会員）
　１．河野　泰光 ㈱河野工務店 廃　業
　２．樋爪　政人 タマホーム㈱宇部店 支店代表者変更

○退会者（専任取引士会員）
　１．石原　礼治　　㈱河野工務店 廃　業
　２．藤山　一郎　　日興石油㈱ 専任取引士変更

会　員　の　動　き 免 許 更 新 の お 知 ら せ
業　者　名 免許年月日 書類提出期限

アズプランニング R 1． 8．18 R 1． 7．18

㈱ケイエフコーポレーション R 1． 9． 8 R 1． 8． 8

㈲ＨＥＡＲＴ’Ｓ R 1． 9．17 R 1． 8．17

(同)アライブ R 2． 1．30 R 1．12．30

お早めの手続きをお願いいたします

免許有効期限の90日から30日前までに、県庁住宅課へ
提出して下さい。
詳しい内容は山口県住宅課のWebサイトの「宅地建物
取引業更新の手続き」をご覧ください。
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支 部 だ よ り

寺子屋「たっけん」開催

　第６回寺子屋たっけんを３月７日㈭に、７回目を５月
14日㈫に開催しました。ざっくばらんな勉強会として
定着してきました。参加された皆さんの智恵をお借りし
て、いろいろな疑問、質問を解決していく、という勉強
会です。
　今年度からは奇数月の第２火曜日、14時から16時ま
で定期開催となりました。情報交換、知識の研鑽の場と
してもってこいです。皆さん、ご参加くださいね。

同好会通信
第70回宇部支部ゴルフコンペ

　３月６日㈬宇部72Ｃ．Ｃで久しぶりのゴルフコン
ペが開催されました。男性８名、女性２名の参加で
プレー開始。が、朝からの雨と風がまったく衰えず、
皆さん寒さとの戦い、ということになったようです。　
　この悪天候の中、優勝されたのは金井健一さん

（㈲カナイ商事）です。おめでとうございます。ニ
アピン賞は川元宏一郎さん（ワイケイ開発㈲）と垰
坂薫さん（亜興産業不動産販売㈱）でした。
　次回はいいお天気でありますよう。ぜひたくさ
んの皆さん、ご参加下さい。

レクリエーション同好会

　3月17日（日）くすのきカントリーマラソンが開催さ
れました。今年も同好会メンバーが参加、みごと完走!!
　レクリエーション同好会では、マラソンに限らずいろ
いろなことをやってみたいと思っております。新たなメ
ンバーも募集しております。詳細は事務局へお問い合わ
せ下さい。お待ちしております。
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山口yamaguchi

平成31年　山口支部定時総会開催
総務委員長　右 田 善 弘

　去る平成31年４月23日㈫午前10時よりセントコア
山口において平成31年　山口支部定時総会が開催さ
れました。
　先ずは、高見理事の司会による総会の進行で、尾
村支部長の挨拶に続き、本総会にご来賓として山口
市長代理都市整備部次長　宮崎知彦様、山口税務署
長代理個人課税第三部門　統括官　工藤幸子様、山
口県土木建築部住宅課長代理　民間住宅支援班　主
査　仲子裕也様よりご祝辞を頂きました。また、総
会では永年協会に貢献されました会員様　㈲国近不
動産情報センター　國近正様、㈲八雲開発　冨村節
子様、東洋住販㈱　木村実様、悌信商会　伊達幸夫様、
百年住宅西日本㈱　中嶋文雄様合計５名の方に表彰
状贈呈がなされました。また、昨年度山口支部に入
会されました10社の新会員の方々のご紹介とご挨拶
がありました。

　順調に総会が進み、ご来賓の方々の御退席後、議長、
副議長の選出に入り、議長には㈱ワイズコーポレー
ションの小阪幸彦氏、副議長にエフケイビル㈱藤井
正行氏が選任され、定足数の発表後、議事に入りま
した。
　平成30年度の事業報告、収支決算書承認の件など
が上程され、質疑応答後に賛成多数により承認され
ました。続いて、平成31年度の事業計画、収支予算
案の件に関しての報告がなされました。総会は混乱
も無く、スムーズな進行にご協力頂きました事有難
うございました。
　今年度は、役員執行部の任期が２年目の為、メン
バーの変更はなく平成31年度事業をスタートしてい
きますが、時代は平成から新年号令和に突入しまし
た。令和元年、会員皆様にとって益々事業発展がご
繁栄する事を祈念いたします。
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支 部 だ よ り

　世界が待ち望んだマスターズでのタイガーの復活優勝、
そして全米プロ選手権がケプカの完全優勝、連覇に終わ
り、ゴルフをこよなく愛するアマチュアゴルファーの気
分も否が応にも盛り上がっているところと思います。
　そんな中、去る５月22日㈬、元号が令和に変わっての
第１回ゴルフコンペが、正統派チャンピオンコース、レ
インボーヒルズ泉水原ＧＣにて、晴天のもと６組20名の
多数のエントリーを頂き盛大に開催されました。
　並み居る強豪がしのぎを削る中、記念すべき令和初代
のチャンピオンの栄冠に輝いたのは、アーバンエステー
トの高山さん（グロス：86、ネット：75.2）でした。高
山さん、流石です、おめでとうございます！準優勝は、
エルクホームズの河村さん、３位は、トモ企画の小林さん。
ベストグロスは、小郡不動産の右田さん（グロス：82）
でした。お忙しい中ご参加頂きました皆様、本当にあり
がとうございました。皆さん、ナイスラウンドです！
　次回の開催は秋頃を予定致しております。初参加の方
も大歓迎ですので、お気軽にご参加頂きますようお願い
致します。

令和元年第１回ゴルフコンペ開催
法務委員会　ゴルフ担当　平 連 嗣 騎 

■優勝者のクラブセッティング■
　令和初代チャンピオンの高山さんに自慢の
14本をお聞きしました。皆様のご参考にして
いただければ幸いです。
Ｄ：ゼクシオ９（9.5°）
ＦＷ：ゼクシオ９（17°）
３Ｕ・４Ｕ・５Ｕ：キャロウェイＸ２ホット
５Ｉ～ＰＷ：フォーティーンＴＣ710フォージド
ウェッジ（52°・58°）：スリクソンＷＧ705フォージド
Ｐ：オデッセイワークスクルーザー＃７
ＢＡＬＬ：スリクソンＺ‐ＳＴＡＲ　ＸＶ
　特筆すべきは、ＦＷを17°の１本とし、ＵＴを３本として
いるところでしょう。いまやパワーゲームとなっているゴルフ
において、「ドライバーで飛距離を出せば、２打目は一般的な
15°のＦＷは不要」という飛ばし屋ならではのセッティングと
言えます。
　メーカーは統一されてないようですが、それぞれの特性を知
り尽くしたうえでの拘りのチョイスであることが伺え、ナイス
なセッティングと言えるのではないでしょうか。

　山口市と一般社団法人山口県宅建協会山口支部とで締
結している「山口市における空家等の対策に関する協定
書」第４条第２項に基づき、当支部から要望していた、
不動産登記簿を確認しても所有者等が不明、あるいは連
絡が取れない空き家の所有者等に対し、空き家の利活用
の推進のため、山口市から所有者等に対し、空き家の不
動産取引を希望する宅地建物取引業者のあることを取り
次いでもらえることになりました。
　取り次ぎを希望する会員は対象物件の資料を支部に送
付し、支部から山口市の担当課にFAXします。山口市は

内部資料に基づき所有者（管理者）等に対し、空き家の不
動産取引を希望する宅地建物取引業者のあること、また
利活用等の相談を希望する場合、山口支部へ連絡をして
もらうよう支部の連絡先を書面で送付します。
　当支部会員で所有者等の連絡先の照会希望がありまし
たら支部へご相談ください。なお、山口市から所有者等
へ連絡依頼の書面を送付しても連絡がない場合、また山
口市においても所有者等が確認出来ない物件があること
もご承知おきください。

空き家所有者等への取次ぎ業務について
山口支部長　尾 村 成 一 

　平成23年７月22日付けにて山口市と締結した「UJIター
ン者の住宅の確保に関する協定書」の内容を一部変更い
たしました。山口市地域生活部定住促進課から同協定書
第２条（用語の定義）において「空き家バンク」とは “市
内の空き家等の不動産” となっていますが、「空き地」も
含めてもらえないか。との相談がありました。支部理事

会で協議し、「空き家・空き地バンク」および “市内の空き
家及び住宅用の空き地等の不動産” に変更することにな
りました。また、第７条（窓口）における山口市の担当窓
口の変更がありましたので、併せて前述の課に変更しま
した。以上の２点を修正し、平成31年４月１日付けで新
たに協定書を締結しました。

UJIターン者の住宅の確保に関する協定書の一部変更
山口支部長　尾 村 成 一 
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山口yamaguchi  新入会員のご紹介
アース不動産合同会社
代表社員　 渡邉　秀明

〒753-0048　山口市駅通り１丁目５番17号　カワカミビル２階
TEL 083-902-1410　FAX 083-902-1411
山口県知事(1)第3657号

　この度、山口県宅建協会山口支部に入会させていただき
ました、アース不動産合同会社の渡邉と申します。新参者
ですがお客様目線を大切にして地域で愛される不動産会社
を目指したいと思います。不動産業の経験はありますが地
域に不慣れなところがありますので早く地域に慣れるよう
にご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。

山口県農業協同組合
代表理事組合長　 金子　光夫

〒754-0002　山口市小郡下郷2139番地
TEL 083-973-3500　FAX 083-976-6832
山口県知事(1)第3661号

　この度、山口県宅建協会山口市支部に入会させて頂きまし
た、山口県農業協同組合（ＪＡ山口県）です。
　ＪＡ山口県は平成31年４月１日、県内の12のＪＡが合併
して発足しました。これからも組合員とともに、不動産業を
はじめとした様々な事業を通じて地域に貢献できるよう努め
てまいります。
　今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

株式会社ノゾミ電創
代表取締役　 吉岡　大作

〒753-0814　山口市吉敷下東４-15-10
TEL 083-902-2531　FAX 083-920-6011
山口県知事(1)第3659号

　この度、山口県宅建協会山口支部に入会させて頂きまし
た、株式会社ノゾミ電創の吉岡と申します。これまでの仕事
の経験を生かして地域の皆様に信頼される不動産会社を目指
していきたいと思いますので、皆様のご指導ご鞭撻の程、宜
しくお願い申し上げます。

 免許有効期限の90日から30日前迄に、県庁住宅課へ提出下さい。
詳しい内容は山口県住宅課のWebサイトの「宅地建物取引業更新の手引
き」をご覧ください。
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18900/takken/201503230002.html

免 許 更 新 の お 知 ら せ
商　　　　　号 免許有効期限

㈲イー・アイ 令和１年12月19日

◎新規入会	 ・アース不動産合同会社 代表社員・専任取引士 渡邉　秀明　
 ・山口県農業協同組合 代表者 金子　光夫　
  専任取引士 京野　充真　
 ・株式会社ノゾミ電創 代表者・専任取引士 吉岡　大作

◎解散合併変更	 ・（新）山口県農業協同組合山口統括本部 代表者・専任取引士 福重　　亘　　
 　（旧）山口中央農業協同組合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	 ・（新）山口県農業協同組合　小郡支所 代表者 杉山　　斉　
  専任取引士 村田　智子　
 　（旧）山口中央農業協同組合　小郡支所

◎免許換え	 ・㈱田村ビルズ　山口平川支店　/　山口小郡支店
	 　（新）免許番号　　国土交通大臣免許⑴第9501号　

◎退会	 ・オフィスナカムラ 代表者・専任取引士 中村　裕子　
	 ・㈲須子測地開発 代表者・専任取引士 須子　達志　
	 ・㈱NTT西日本アセット・プランニング 山口営業所　　　　　　　　　　　　
  代表者 西岡　和彦　
  専任取引士 野中　清之

会　員　の　動　き
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支 部 だ よ り

柳井yanai

2019年度柳井支部総会開催
　2019年４月24日㈬午後２時より柳井市文化福祉会館

（集会室）において2019年度柳井支部総会が開催されま
した。当日は12名の方が出席されました。
　岡野副支部長の開会の辞の後、中村総務委員長の司会
により今年度３名の会員の方がご逝去されましたので
黙祷捧げ、主計支部長の挨拶、祝電披露と続き式次第に
沿って総会が進行されました。議長は、㈱ティーレック

ス　主計龍雄氏が務められ、定足数の発表後、平成30
年度事業報告、収支決算報告、定款一部変更（案）、及
び2019年度の事業計画（案）収支予算（案）と上程され、
質疑なく賛成多数により可決されました。いずれの議案
も賛成多数で承認され岡野副支部長の閉会の辞で閉会い
たしました。
　ご出席の皆様、大変お疲れ様でした。

会　員　紹　介
株式会社　マツムラハウス

代表取締役　 松村　正大

〒742-0021　山口県柳井市柳井4914-25
TEL 0820-23-2648　FAX 0820-23-3648
URL:http://www.matsumura-house.co.jp
山口県知事(3)第3291号

　この度、代表取締役社長に就任いたしました松村　正大と申します。
まだまだ若輩者ですが、皆様にご指導いただき地域経済発展に
貢献できればと思います 
　日々努力して参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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防府hohu

防府支部 定時総会開催
　平成31年４月25日㈭13時30分より、カリヨン
203ルージュホールに於いて、第33回防府宅建業
税務協議会 定期総会並びに第９回（一社）山口県
宅建協会防府支部 定時総会が、正会員出席20名、
委任状出席44名、合計64名で開催されました。
　橋本副支部長の開会宣言の後、物故会員 青正不
動産 青木清克さん追悼の為黙祷を行いました。
続いて上田支部長の挨拶と来賓 防府市長 池田豊
様代理 土木都市建設部長 佐甲裕史様の祝辞をいた
だきました。

　その後、寿不動産 山根祐二さんが議長に選任さ
れ、挨拶の後議事に入りました。防府宅建業税務
協議会の第１号議案から第４号議案が上程され、
全議案とも可決されました。
　次に、（一社）山口県宅建協会防府支部の議事に
移り、第１号議案から第４号議案が上程され、全
議案とも可決されました。
　議事終了後、橋本副支部長の閉会宣言により総
会は無事終了しました。
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支 部 だ よ り

◎専任取引士変更	 ・㈱銘　建 小峯　一浩　→　森永　朋宏

会　員　の　動　き

グルメの会（賃貸勉強会）開催
　５月21日㈫12時より、防府支部会議室に
てグルメの会を開催しました。
　防府支部の会員様、従業者の方どなたでも
参加でき、美味しいお弁当を食べながら和気
あいあいと過ごせる１時間です。
　内容は賃貸を中心に、物件情報の交換、
問題点の共有、現在の状況など話し合って
います。
　毎月第３火曜日の12時から開催しますの
で、女性の方も気軽にご参加下さい。

免 許 更 新 の お 知 ら せ

業　者　名 免許年月日 書類提出期限

㈱防府リビング R 1． 8．11 R 1． 7．11

シティーライフ R 1． 9．13 R 1． 8．13

まちかど不動産㈱ R 1．10．24 R 1． 9．24

ひろ不動産 R 1．11． 2 R 1．10． 2

㈱共栄不動産 R 1．11．28 R 1．10．28

防府支部の今後の行事
　防府支部会員の皆様、下記のとおり行事を行いますのでたくさんのご出席をお待ちしております。

防府支部親睦旅行　　６月17日㈪〜19日㈬
企画研修委員会　　　月１回
グルメの会　　　　　月１回
防府支部研修会　　　７月22日㈪予定
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周南shunan

支部長あいさつ
周南支部長　箱 﨑 壽 美 枝 

　会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は協会活動に対しご支
援、ご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。

　価格査定は地域ごとに詳しい業者の参加協力を求めより精度の高い標準事例地管理及び価格システム利
用の推進を図ってまいります。

　新入会員加入の促進、人口減少にともない宅建協会員の減少に歯止めをかける為にも開業支援セミナーを
施し会員増強に力を注ぎます。

　令和元年から宅建試験を周南市桜ヶ丘高等学校で実施され県内3地区で受験しやすい利便性が考慮され受
験者が増えるよう期待をしております。

　これからも効率的な事業運営、会員間の信頼構築を高め「消費者、地域社会、会員」のため信頼される公
正な宅地建物取引の実現に貢献し「住みやすい町づくり」を実践していきたいものです。会員の皆様のご協
力を宜しくお願い申し上げます。

平成から令和になって時代をまたぐ支部総会を終えて
総務委員長　小 林 拓 宏

　バブル時代が終焉仕出した頃平成という時
代が重苦しく始まり30年の歳月が流れ、今ま
さに令和の時代が始まり清々しい気持ちで過
去を反省しつつ、冷静にコツコツと仕事を処理
し安定経営を目指す事を目標としております。
　周南支部総務委員長を拝命しはじめての総
会が平成31年４月19日10時30分より周南地域
地場産業振興センターで執り行なわれました。
兼子照章総務委員の司会で冒頭箱崎壽美枝支
部長より「空き家対策等市民のニーズに応え信
頼されるハトマーク会員としての誇りを持っ
て仕事しましょう」と、挨拶があり総会が始ま
りました。
　今年は統一地方選挙と周南市長選挙が行なわれたことから、来賓は中国労働金庫ローンセンター徳山所長
と徳山税務署長をお迎えしました。特に今年は是非「周南地区宅建業税務協議会」を活用した税務研修会を
支部長・業務・法務委員長とも相談し考えてみます。総会での最大の議題は会場出席者をいかに確保するか
です。電話で要請しても良い返事は得られません。恐らく各支部共通の悩みだと思います。
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　さて、議事に入る前に議長選出で㈱マイスペース・堀口公明氏に依頼しました、定足数発表、総会員数
124名、会場出席者31名、委任状出席者数78名。
倫理綱領唱和を(有)ムラセ商事・村瀬智美総務委員が行い、物故会員はいらっしゃいませんでした。しかし
ながら廃業退会の数が新規入会数を上回る状態がこの先続きそうで支部存続に不安を感じつつ閉会の辞を
㈲佐野不動産・佐野弘業務委員長により行われ無事周南支部総会が終了しました。

 新入会員のご紹介
川越不動産商事
代　表 川越　博之

〒745-0002　周南市二番町2丁目4116番地の2
TEL 0834-51-5741　FAX 0834-51-7234
山口県知事(1)第3660号

　初夏の候、会員の皆様におかれましては、益々ご繁栄のこととお慶び申し上げます。
　新加入をさせて頂きました、川越不動産商事の川越でございます。
　ご推薦いただきました方々に厚く御礼申し上げます。
　地域の活性化また、当協会の繁栄発展に誠心誠意努力して参りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。
　略儀ながら、書中をもって当協会、会員皆様方のご発展を祈念致しますとともに、ご挨拶と代えさせて
頂きます。

株式会社スクエア 下松支店
支店長 桑原　唯史

〒744-0075　下松市瑞穂町1丁目9-11
TEL 0833-48-6111　FAX 0833-48-6050
山口県知事(7)第2395号

　この度、山口県宅建協会周南支部に入会をさせていただきました株式会社スクエアの桑原と申します。
入会に際しご指導、ご協力を頂きました皆様に厚く御礼申し上げます。
　弊社は、６月15日より下松市瑞穂町にて、ハウスドゥ！下松店として、売買仲介専門店で営業を開始い
たしました。
　今後とも皆様よりご指導、ご鞭撻いただき、地域の発展に向けて尽力する所存でありますので、どうぞ
宜しくお願い申し上げます。

〇代表者変更
　・周南システム産業㈱ 新：山本　泰 旧：高橋 康之　　　　　　　　　
　・㈱みうら  新：三浦 和久 旧：三浦 敏裕
　・㈲不動産管理 新：吉木 隆義 旧：江波 圭子
〇専任取引士変更
　・日本ハウス㈱ 新：青木 裕三 旧：時政慶太郎
   新：原田 徹  旧：中津井 満

会　員　の　動　き
◎商号変更
　・新：五郎丸不動産　　旧：ジー・エスエージェント　　　　　　　　　
◎退会
　・杉村不動産 杉村 龍男
　・イーアール徳山 兼清 勝士
　・㈱大和   中石 正美
　・磯村測量設計 磯村 芳彦
　・㈲高藤　  髙藤 尚
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　平成31年２月５日㈫宅建協会岩国支部会議室にて新入会員研修会を開催致しました。役員５名、新入会員10名が出
席し、まず倫理綱領の唱和や自己紹介、不動産業を営む上の心構えなどを、塩田支部長、見室事務局長より説明を致し
ました。続いて田中総務委員長より組織の運営等、竹之内法務委員長より法令遵守、松前業務委員長よりハトマークサ
イト山口等の説明があり、有意義な新入会員研修会になりました。

新入会員研修会開催

岩国iwakuni

平成31年度　岩国支部通常総会開催
法務委員　安 本 　 渉

　平成31年４月18日10時より第８回一般社団法人山口
県宅建協会岩国支部通常総会が岩国市福祉会館にて開
催されました。
　ご来賓に岩国市長　福田良彦様、山口県議会議員　
畑原勇太様、岩国税務署長　宮崎雄一様、同個人課税
第三部門統括国税調査官　藤井睦史様、㈱日本政策金
融公庫岩国支店長　三浦博様をお迎えしました。
　定足数は102名の正会員の内、出席者42名、委任状
45名の計87名で総会が成立しました。議長は㈱ナカハ
マユニバース　中濱徹郎さん、アシストアップ㈱　仁助

年惠さんが務められ、
平成30年度事業報告・
収支決算承認の件が賛成多数により承認されました。
　平成31年度・令和元年度事業計画・収支予算の件、
定款施行規則一部改正の件の報告もされました。
　また、平成30年度の新入会員として、正会員７名、
準会員１名、副会員８名の計16名がご紹介されました。
　総会は滞りなく進行され終了致しました。ご出席の
皆様、大変お疲れ様でした。
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 新入会員のご紹介
トウゴー建設　株式会社
代表取締役　 安永　一充

〒741-0092　岩国市多田一丁目107番地７
TEL 0827-43-3877　FAX 0827-43-2402
山口県知事(1)第3654号

　この度、山口県宅建協会岩国支部に入会いたしましたトウゴー建設株式会社の安永です。
　入会に際し、ご指導、ご協力といただきました皆様に心よりお礼申し上げます。
　皆様からのご指導、ご鞭撻を賜り、地域貢献、発展の為に尽力してまいります。
　宜しくお願い申し上げます。

釣り場放浪記
　５月22日、７人の釣師隊が遊漁船「ゆきかぜ」に乗り組み、新
港を出港しました。
　５時すぎに出発、目指すは上関の祝島沖です。今回は小アジが
好調に釣れているということで、釣れたアジをエサに集まってき
た大物を狙うこととなりました。大物と言っても色々な魚種が有
りますが、皆の頭に浮かぶのは、そう！あの高級魚「ヒラメ」です。
　７時、釣り場に到着、釣り開始。水深は40〜45ｍです。祝島
の集落を目の前にしていかにも釣れそうなロケーションですが、
出足不調、小アジがあまり釣れません。皆一生懸命コマセを撒き、
小アジが釣れだしたのは時間にして八時頃でしょうか、船首の方
でいつの間にかこっそりと釣っている人がいるではありません
か！その人こそ、田中不動産の田中さんでした。釣り上げたのは
50㎝台のヒラメでした。ヒラメもサイズは様々で、大きいのは
１ｍを超えるものもいますが、50〜60㎝ぐらいが食べ頃サイズ
ではないかと思います。今から夜の宴会が待ち遠しいですね。
　それから暫くして、竿を曲げて魚と格闘している人がいるでは
ありませんか。船中ヒラメじゃないか‼と皆が見守る中上がって
きたのは、50㎝オーバーの何とアコウでした。釣り上げたのは釣
り同好会会長、村川不動産の村川さんです。なかなか狙って釣れ
る魚ではありません。よくぞ釣り上げられました。
　暫くの沈黙のあと格闘モードに入ったのは、またしても村川さ
んです。さて今度は何が上がってくるのか？と皆が注目する中、
上がってきたのは60㎝台のヒラメでした。
　その少しあと、ヒラメがヒットしたとの声があがり、本日３匹
目の期待がかかる中、その結果は何と、３人が絡むお祭りでした。
残念……。　当日は潮の流れが速く、頻繁にお祭りになりました。　
その後、他にも数匹大型の魚が釣れ、納竿の時間を迎えました。
釣果を集計してみると、ヒラメ×２、アコウ×１、大型ソイ×１、

関サバ×１、大型ウマヅラハギ×１、でした。
　夜の宴会は、期待どおりの大御馳走となりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（瑞穂不動産　森本 隆司）

大物狙いの巻
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今後の（一社）山口県宅建協会主催法定講習会の日程
　　

■日　　　時：2019年８月６日（火）
■場　　　所：山口県不動産会館（山口市小郡）
■案内対象者：有効期限が2019年12月11日から2020年２月５日までの更新の方
■案内発送日：2019年６月12日（水）

■日　　　時：2019年10月８日（火）
■場　　　所：山口県不動産会館（山口市小郡）
■案内対象者：有効期限が2020年２月６日から2020年４月７日までの更新の方
■案内発送日：2019年８月21日（水）

■日　　　時：2019年12月10日（火）
■場　　　所：山口県不動産会館（山口市小郡）
■案内対象者：有効期限が2020年４月８日から2020年６月９日までの更新の方
■案内発送日：2019年10月23日（水）

法定講習は山口県宅建協会で受講しましょう！

宅地建物取引士法定講習会受講に関するお願い

　本会、（一社）山口県宅建協会は山口県で唯一の取引士法定講習の指定団体として２月・４月・６月・

８月・10月・12月（偶数月の第２火曜日）の年６回講習会を実施しておりましたが、平成28年度より

（公社）全日本不動産協会山口県本部も山口県より指定を受けて法定講習会を年２回（３月・９月）開催

しております。

　取引士法定講習会は、本会事業の大きな柱のひとつでもあり、当事業規模の縮小は当協会運営に重大な

影響を与えますので、当協会会員、またその従業者の方々におかれましては、今までどおり（一社）山口

県宅建協会主催の取引士法定講習会を受講されますことをお願い申し上げます。更新の方には当協会より

ご案内状を送付しております。発送時期によっては（公社）全日本不動産協会から先にご案内状が届く場

合もあり、受講対象の方には大変ご迷惑をお掛けしておりますが、当協会からも必ずご案内状が届きます

のでお待ちいただけますと幸いです。

取引士の皆様へ

法定講習は山口県宅建協会で受講しましょう！
５年に１度の

【お問い合わせ先】
　　　（一社）山口県宅地建物取引業協会TEL083－973－7111
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受講料 8,000円（税別）

資格登録証

不動産取引実務の基礎知識修得を目
的とした通信教育資格講座です。

宅建業従業者、経営者、宅建取引士、
消費者問わず、不動産取引に関わる
すべての方に最適です。ご自身の知識
や実務の再確認として、さらに会社の
従業者研修としても利用されています。

公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連）
くわしくはWebで　http://www.zentaku.or.jp/training/career/

検 索不動産キャリアパーソン  で　

めざせ！不動産
キャリアパーソン

取引実務の基礎を網羅
［ 不動産キャリア ］サポート研修制度

®

不動産取引の「実務」を基礎から学べる！
従業者教育のツールとしても最適！
宅建アソシエイトや宅建士への
ステップアップをめざすあなたにも！

イメージキャラクター  佐藤まり江 さん

資

テキスト
+Webで
いつでも
学習

不動産キャリアパーソン®とは

頑張るあな
たを

応援します
！
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2019 年 8月 20 日(火)・21 日(水)の２日間
〈1日目〉 9:40～17:30〈2日目〉 9:05～17:30（予定）

日 時

山口県不動産会館 山口県山口市小郡黄金町５-１６ 会 場

17,820 円［税込］
※ テキスト（3,980 円［税込］）は、各自にて別途ご購入ください。
※ 受講に際しては、必ずテキストをご用意ください。

受講料

申 込
賃貸不動産経営管理士協議会ホームページより、賃貸不動産経営管理士講習「受講案内」
をプリントアウトし、内容を熟読の上、お早めにお申し込みください。    
https://www.chintaikanrishi.jp/
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№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

入　　会

1 山口 ⑴3657 アース不動産（同） 渡邉　秀明

2 下関 ⑴3656 ㈱月星建設 星本　武志

3 山口 ⑴3661 山口県農業協同組合 金子　光夫

4 下関 ⑴3661 山口県農業協同組合　　　　　　　　
下関統括本部 横山　　繁

5 萩 ⑴3661 山口県農業協同組合　　　　　　　　
萩統括本部 井町　光生

6 山口 ⑴3661 山口県農業協同組合　　　　　　　　
山口統括本部 福重　　亘

7 山口 ⑴3661 山口県農業協同組合　　　　　　　　
小郡支所 杉山　　斉

8 岩国 ⑴3661 山口県農業協同組合　　　　　　　　
岩国統括本部 善村　修之

9 下関 大⑴9501 ㈱)田村ビルズ　新下関店 齊藤　丈治

10 下関 ⑴3658 ㈲ワールド・ウーマン・ワーク 益田　由紀

11 山口 ⑴3659 ㈱ノゾミ電創 吉岡　大作

12 宇部 ⑴3664 佐野不動産 佐野　貴史

13 周南 ⑴3660 川越不動産商事 川越　博之

14 周南 ⑺2395 ㈱スクエア下松店 桑原　唯史

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

退　　会

1 周南 ⑴1328 ㈲高藤 髙藤　　尚

2 宇部 ⑼1800 ㈱河野工務店 河野　泰光

3 山口 ⑻2020 山口中央農業協同組合 山下　信雄

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

4 萩 ⑹2555 長門大津農業協同組合 小田　保男

5 下関 ⑹2588 下関農業協同組合 村上　達巳

6 山口 ⑸2778 オフィスナカムラ 中村　裕子

7 防府 ⑷3079 ㈲グランドクオリス 橋本龍太郎

8 下関 ⑶3105 ㈲ワールド・ウーマン・ワーク 益田　由紀

9 山口 ⑶3121 ㈲須子測地開発 須子　達志

10 萩 ⑶3187 あぶらんど萩農業協同組合 水津　俊男

11 周南 ⑵3318 ㈱ニッシンイクス 加藤　　洋

12 岩国 ⑵3333 山口東農業協同組合 神尾　　透

13 宇部 ⑴3459 船木工業㈱ 三藤　浩二

14 山口 大⑷6358 ㈱ＮＴＴ西日本アセットプランニング 西岡　和彦

入　退　会　等

協 会 の 動 き
3月

１ 金 岡山宅建研修視察 於 岡山
上原、塩田
尾村、箱﨑
中島、友弘
田飼

４ 月
第３回職場改善特別委員会

於 会館
出席者８名

第６回業務委員会 出席者11名

８ 金 第６回総務委員会 於 会館 出席者９名

13 水 第３回正副会長会議（政治連盟） 於 東京 上原

14 木
第６回常務理事会

於 会館
出席者11名

第４回職場改善特別委員会 出席者10名

15 金

第２回全宅連西日本地区指定流通機構
協議会理事会

於 広島
上原

第４回西日本不動産流通機構理事会

第４回全宅連中国・四国地区連絡会 上原、林

18 月 第２回店舗活用創業応援ネットワーク会議 於 山口 中島

22 金

全宅保証第５回理事会

於 東京 上原全宅連第５回理事会

第４回役員会（政治連盟）

25 月 第５回職場改善特別委員会 於 会館 出席者７名

26 火 第８回理事会 於 会館 出席者23名

4月

2 火 第1回人材育成委員会 於 東京 上原

9 火

第１回宅建取引士法定講習会

於 会館

上田

（一社）全国賃貸不動産管理業協会山
口県支部　期末監査 出席者３名

（一社）全国賃貸不動産管理業協会山
口県支部　第１回役員会 出席者５名

山口県ゆとり協監査 於 県庁 中島

4月

13 土 初澤宣廣氏旭日双光章受章記念祝賀会 於 浜松 上原

15 月 山口県ゆとり協総会 於 県庁 塩田

16 火 第１回法務委員会 於 会館 出席者８名

17 水 長期優良住宅化リフォーム推進事業に
関する説明会 於 広島 塩田

22 月 第１回業務委員会 於 会館 出席者11名

26 金
期末監査

於 会館
出席者８名

第１回総務委員会 出席者８名

5月

9 木

第６回職場改善特別委員会

於 会館

出席者９名

第１回常務理事会 出席者10名

第１回幹事会（政治連盟） 出席者８名

第１回理事会 出席者22名

10 金 山口県居住支援協議会監査 於 山口 中島、野村

11 土 林よしまさ山口事務所開所式 於 山口 林

12 日 林よしまさ国政報告会・山口後援会総会 於 山口 尾村

17 金 正副・総財・組織委員会合同会議（政治連盟） 於 東京 上原

23 木 定時総会リハーサル 於 会館 出席者10名

27 月
第60回定時総会

於 会館
出席者75名

第２回業務委員会 出席者11名

29 水 やまぐち三世代同居・近居推進協議会
第４回総会 於 山口 上原

31 金

全政連第１回役員会

於 東京

上原

全宅管理第１回理事会 主計

全宅保証第１回理事会 上原

全宅連第１回理事会 上原

承　　継 継承理由

1
旧

萩
⑷2973 ㈱田村ビルズ

田村　伊幸 知事 →大臣
新 大⑴9501 ㈱田村ビルズ

2
旧

下関
⑷2973 ㈱田村ビルズ　下関川中店

中原　亮太 知事 →大臣
新 大⑴9501 ㈱田村ビルズ　下関川中店

3
旧

宇部
⑷2973 ㈱田村ビルズ　宇部支店

新田　和彦 知事 →大臣
新 大⑴9501 ㈱田村ビルズ　宇部支店

4
旧

山口
⑷2973 ㈱田村ビルズ　山口平川支店

大塚　　亮 知事 →大臣
新 大⑴9501 ㈱田村ビルズ　山口平川支店

5
旧

山口
⑷2973 ㈱田村ビルズ　山口小郡店

佐藤　理太 知事 →大臣
新 大⑴9501 ㈱田村ビルズ　山口小郡店

6
旧

防府
⑷2973 ㈱田村ビルズ　防府店

日野　由章 知事 →大臣
新 大⑴9501 ㈱田村ビルズ　防府店

※宅建やまぐち第210号に掲載しております記事中、東洋建設株式会社様の支部において、誤りがございました。正しくは、岩国支部で
す。ここに謹んでお詫び申し上げます。       
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時事
 雑想

支部お薦めシリーズ
68

柳井支部

　昨今、交通事故による
ニュースが毎日のように流
れています。高齢者による
暴走運転や、煽り運転によ
る痛ましい事件が後を絶ち
ません。幼い子供や将来あ

る若者が巻き添えになって命を落としたニュースには、
心を痛めずにはいられません。
　年齢とともに反射神経や視力、判断力などの衰えは誰

でも避けて通れませんが、運転に自信のない高齢者の方
は免許証を自主返納することも必要かもしれません。ま
た、煽り運転等をしないようにイライラせず、譲り合い
の気持ちを持ち、落ち着いて運転したいものです。
　私も昨年末に生まれて初めて「新車」を購入したので
すが、運転に慣れているのだから「交通事故を起こすわ
けがない」「走り慣れた道だから大丈夫」と油断をせず、
過信が取り返しのつかない事故の引き金になることを心
に留めて運転していきたいと思います。

柳井支部　児　房　貴　志

周防大島「観光で応援を」
山口県と周防大島町　広島でイベント

　大島大橋への外国貨物船衝突事故で観光産業に大きな打撃を受けた周防大島町の一日も早い復興を目指す

「がんばっちょるけー！周防大島　応援キャンペーン」のＰＲイベントを、山口県と周防大島町などの主催で平

成30年12月12日に広島市西区の商業施設アルパークで開催いたしました。

　東棟２階の「時計の広場」に設置されたステージでのオープニングセレモニーでは村岡嗣政山口県知事や椎木

巧周防大島町長が水道や橋の復旧と島の安全をアピールし、周防大島来訪を呼び掛けました。

　会場には周防大島町の観光地などを紹介するパネルを設置し、特産品のみかんやジャム、いりこ、干しエビ、

ひじきなどの販売をいたしました。山口県ＰＲ本部長「ちょるる」や周防大島町ＰＲサポーター「みかキン」、「み

かトト」も施設内を巡り、町のＰＲをいたしました。

　40日間の断水と大島大橋の通行制限等、町民は大変な苦労をいたしましたが、たくさんの方々のお力添えと

応援をいただき周防大島町の復興を目指して頑張っています。

　海水浴、サイクリング、トレッキング、みかん狩り、美味しい海の幸・山の幸等々、魅力満載の周防大島へ

是非お越しくださいませ。たくさんの方々のご来訪をお待ちしています。

発行人　会長　上　原　祥　典　　　編集人　法務委員長　清　水　謙　治

発行所（一社）山口県宅地建物取引業協会
　　　（公社）全国宅地建物取引業保証協会山口本部

〒754–0021 山口県山口市小郡黄金町5–16 山口県不動産会館
TEL（083）973–7111／FAX（083）973–7522
E-mail:info@ymg-takken.or.jp
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