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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、誠実かつ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

私たち「ハトマークグループ」は、みんなを笑顔にする私たち「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。なることを目指します。

ハトマークグループ・ビジョン

山口県宅建協会は消費者、地域社会、会員のため、信頼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。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
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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２年５月25日㈪、山口県不
動産会館におきまして、定時総会を開催致しました。
今年は、コロナウイルスのお陰で来賓をお呼びせず、
出席者を絞って開催しました。箱﨑総務委員長代行の
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、会長の挨拶と祝電披露と続きました。
そして㈱塩田不動産の塩田博志（岩国支部長）様、㈱
司地所の箱﨑壽美枝（周南支部長）様への、永年功労
者表彰状贈呈への後に、議長団選出があり、原不動産

の原文男氏（防府支部）、㈱スマイエの兼子照章氏（周
南支部）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768名、出席正会員数598名

（内訳　会場出席者35名、委任状出席者563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。
新しく理事になられた役員によって、会長選挙が行わ
れ、山口支部長の尾村成一様が、新しい会長に選任さ
れました。全ての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２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　令和元年度事業報告の件
　報告事項２　令和元年度公益目的支出計画実施報告書の件
　報告事項３　令和２年度事業計画の件
　報告事項４　令和２年度収支予算の件
　報告事項５　その他の件（定款施行規則一部改正の報告）

　

〔決議事項〕
    第１号議案　令和元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

令和２年度
スローガン ハトマーク　つなぐ安心、つながる住まい、つなげる信頼

議長　　兼子 照章 氏　　　原　文男 氏

㈱塩田不動産　塩田 博志 様

㈱司地所　箱﨑壽美枝 様
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　令和２年５月25日の本部総会におきまして会

長を拝命いたしました山口支部の尾村です。こ

の度の新型コロナウイルスの影響により各支部

とも総会開催にご苦労されたと聞いております。

感染予防対策を可能な限り行って開催した支

部、あるいは熟慮の結果書面決議で行った支部

もあるようです。本部総会は感染予防対策を行

いまたご来賓をお呼びせず不動産会館で開催し

ました。

　この新型コロナウイルスの感染拡大の影響に

より政府は５月の月例経済報告で、国内景気の

総括判断について「急速な悪化が続いており、極

めて厳しい状況にある」としています。また日本

経済新聞によると不動産投資家にアンケートし

た結果、約９割が不動産価格は今後下がると見込

んでいるようです。2020年末にかけて「５～15％

下落」が65.5％、「15％以上の下落」は23.8％と

ことです。

　今後の不動産市場はこの度の新型コロナの騒

動により今までとは違う大きい変化が出てくる

ような気がしています。政府の言う「新しい生活

様式」で今後どのような変化が起こってくるの

か。「リモートワーク」の増加により住む地域の

多様化、自宅の間取りの変化、ＩＴの進歩によ

りスマホで内覧・ＩＴ重説等々出来るだけ人と

接しない業態が増えてきそうです。私は不動産

業界に入って40年以上になりますが、ＩＴとか

は不慣れです。スマホもなかなか使いこなせま

せん。しかし否応なくすでにＩＴをいかに活用

するかの時代になってきています。宅建協会も

時代の変化に遅れないよう情報取集し、会員の

皆様に情報提供していきたいと思っています。

　現実になりますが、本年４月１日から改正民

法が施行されています。売買版も賃貸版も全宅

連が作成した契約書・重要事項説明書を使いま

しょう。また、宅建協会は経営の要である会員

数の増強のため、不動産開業セミナー等により

新入会員の加入促進、既存の会員の事業承継、

協会のイメージアップ広告、また、大変便利に

なっている「ハトマークサイト山口」の利用促進

など会員サービスの充実等を実施していきたい

と思っています。協会の運営に会員の皆様のご

支援・ご協力が是非必要です。今後ともどうぞ

よろしくお願い致します。

会長就任のご挨拶
会長　尾　村　成　一
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副会長就任挨拶
　本年度の役員改選に於いて副会長という大変な重責を命じられ、私の宅建業38

年間で一番の身の引き締まる思いです。平成16年より16年間、県理事として本

部の業務に携わってきました。私の今一番気がかりな事は会員数が毎年減少して

いる事です。会員の皆様の高齢化による廃業、そして新規入会者が他団体へ流出

して、新規入会者が思うように伸びていないのが現在の状況です。新規入会促進

事業は全宅連の重点目標にもなっています。今年度はこの新規入会者の獲得増進

に向けて、役員一同英知を絞り真剣に対応して参ります。会員の皆様のご意見も

いただき本部活動の原点として行きたいと思っています。

　これからの任期期間は、尾村新会長を支え会員の皆様の役に立つ山口県宅地建

物取引業協会を目指します。

副会長

浅　川　幸　則

　本年度の役員改正に於いて引き続き副会長、全宅管理山口県支部理事という重

責を引き受けました柳井支部の主計です。

　コロナ禍の中、様々な業種に多大な被害が起きています。不動産業界もその影

響を少なからず受けています。特に賃貸関係におきましては繫忙期の契約件数が

減少しました。全宅管理本部もコロナ禍対策をメールマガジン等で周知してまい

りました。昨年、全宅管理山口支部として初めての事業「タウンミーティング」

を行いました。会員、非会員併せて約50名の出席があり、会員間の情報交換、問

題意識の共有、親睦交流ができました。本年度も「タウンミーティング」を行う

予定です、引き続き全宅管理山口支部にご協力お願いします。

　これから二年間、新会長の下、会員の為になる協会運営を心がけてまいりま

す。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。

副会長

主　計　龍　雄
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委員長就任挨拶

　本年度の役員改選において総務委員長という重責を命ぜられ引受させていただきま
した周南支部の箱﨑です。
　前期は総務委員長代行として戸惑いながら携わって参りました。この度は新体制尾
村会長のもと予算・決算・会費徴収・関係団体との交渉、折衝等　協会運営を支える
ことが仕事と考えております。
　大所帯を賄う一番の収入源は何と云っても新入会員獲得であり、開業セミナー等全力
でのぞみ宣伝、広告等も有効活用できるよう会員皆様の総合力で目標を目指します。
　「ハトマーク」の新規入会・会費増強のためには皆様の協力なしには達成できません。
　円滑な協会運営が行われるよう試行錯誤しながら粛粛と協会発展のため、２年間精
一杯努めさせていただく所存です。
　皆様のご指導・ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせていただき
ます。

　この度、尾村新会長の下、前期に続いての業務委員長職を拝命させていただきまし
た。地球規模で大きな問題となっているコロナ禍の最中、我々の業界を取り巻く情勢
も大きく変化をしています。今年4月には120年ぶりの民法改正を受け、契約不適合
や保証極度額の設定など、売買賃貸の契約内容に大きな変化がありました。全宅連が
これらの改正を踏まえた契約書を作成したのを受け、山口県宅建協会でも『らくらく
契約書』の全面更改を行い、会員の皆様のお役に立てるよう対応をしたところです。
　『ハトマークサイト山口』の登録物件も順調に伸びており、西日本レインズとの連
携はもとより、『らくらく契約書』との一体利用による利便性の向上、さらには会員
ホームページとの情報連携も視野に会員サービスの益々の向上に尽力して参りたいと
考えております。
　既存住宅瑕疵保険やインスペクション実施説明義務化、改正民法対応等々、複雑化
する一方の実務を行う上で、県業務委員会は会員の皆様が消費者からより一層の信頼
を得る事の出来るサービスを提供する事が最も重要な役割と認識しております。
　引き続き皆様のご支援ご協力の程宜しくお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせてい
ただきます。

　向夏の候、会員皆様方におかれましては、コロナウイルスとの戦いに、お疲れのこと
ではないかと、ご心配申し上げる次第でございます。
　このたび尾村新会長より、引き続き法務委員長に任命され、理事会で承認されまし
た、下関支部（有）清水建設の清水謙治と申します。2期目の法務委員長ですが、宅建
士試験会場を県内３箇所（下関市・防府市・周南市）に分散した経緯もあり、より良い
試験会場設定の思いもありまして、委員長を受けさせていただきました。受けたからに
は、会員皆様にご迷惑を掛ける事なく、法務委員皆さんのご協力を得て、しっかりと頑
張っていく所存です。その為にも、会員皆様方にご意見・ご指導をお願い致しまして、
重ねてご協力をお願いしまして、法務委員長就任の挨拶とさせていただきます。

総務委員長

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
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新役員紹介（令和２・３年度）

会長
尾村　成一

常務理事
林　眞一郎

理事
栗原　章浩

理事
兼子　照章

副会長
浅川　幸則

常務理事
澤村　修一

理事
木原　隆一

理事
佐野　　弘

副会長
主計　龍雄

常務理事
上田　清侍

理事
竹下　雅樹

理事
原田　浩司

理事
上原　祥典

理事
右田　善弘

理事
竹之内早苗

総務委員長
箱﨑壽美枝

理事
大田耕一郎

理事
山野　宏治

理事
松前　康宏

業務委員長
塩田　博志

理事
吉永威一朗

理事
中川　信広

法務委員長
清水　謙治

理事
村田　幹夫

理事
片岡　謙一

理事　25名

監事
在間　正弘

監事
清水　　力

監事
松富三枝子

監事
三牧　武彦

監事　４名
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山口県住宅課からのお知らせ

県内自立支援相談機関連絡先一覧
市町 窓口名 住　　　　所 電話番号

下関市 生活サポートセンター下関 下関市貴船町三丁目４番１号　
下関市社会福祉センター内 0120-150-873

宇部市 生活相談サポートセンターうべ 宇部市琴芝町二丁目４－25 0836-43-7440 
0800-200-7440

山口市 パーソナル・サポートセンターやまぐち 山口市緑町３－29 0800-200-6291
萩市、阿武町 萩市社会福祉協議会 萩市大字江向510番地 0838-25-3620

防府市 防府市自立相談支援センター 防府市緑町一丁目９－２ 0835-24-9777
下松市 下松市社会福祉協議会 下松市西市二丁目10－16 0833-41-2242
岩国市 くらし自立応援センターいわくに 岩国市麻里布町七丁目１－２ 0827-24-2571
光市 光市生活自立相談支援センター 光市光井二丁目２－１ 0833-74-3025

長門市 長門市自立支援相談センター 長門市東深川1308番地４ 0837-23-1600
柳井市 生活困窮者自立支援相談窓口 柳井市南町一丁目10－２ 0820-22-2111

美祢市 美祢市社会福祉協議会
（美祢地域福祉センター） 美祢市大嶺町東分320－１ 0837-52-5222

周南市 周南市徳山社会福祉センター別館 周南市速玉町３－17 0834-31-4742

山陽小野田市 地域生活支援センター 山陽小野田市大字鴨庄92 
山陽総合福祉センター内 0120-83-2344

周防大島町 周防大島町福祉事務所
生活支援班 大島郡周防大島町大字西安下庄3920番地21 0820-77-5505

和木町、
田布施町、
平生町、
上関町

東部社会福祉事務所
保健福祉・総務室 柳井市南町三丁目９－３ 0820-22-3777
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10

下関shimonoseki

下関支部第８回通常総会報告

　令和２年４月24日㈮午後１時30分より、シーモール
パレス「ダイヤモンドの間」において、＜第８回山口県
宅建協会下関支部通常総会＞及び＜第26回下関地区宅
建業税務協議会通常総会＞が、正会員158名に対して出
席者18名、委任状118通を得て合計136名によって総会
の成立が宣言され開催されました。

　木下史晶法務副委員長が司会を担当し、白川保副支部
長より開会の辞、次いで国歌斉唱、林眞一郎支部長に
よる挨拶、県本部の上原祥典会長よりご挨拶を頂き、そ
の後清水謙治法務委員長の朗読に合わせて倫理綱領の唱
和、松本浩之総務副委員長より新年度のスローガン「一
新紀元」の説明に続いて功労表彰として株式会社上原不
動産　上原祥典氏に、10年以上本会の支部役員として
ご協力いただいた株式会社徳海　徳海愛子女史に表彰状
が贈呈されました。

　また、松本浩之総務副委員長より報告事項　定款施行
規則「第２章　役員の選出方法　第22条」の役員数の改
正について説明があり、この件は４月８日の最終理事会

に於いて承認された事を報告された後、議長の専任に移
り、有限会社福田 福田忠史氏が下関支部通常総会の議
長として、株式会社ヴィルセイン 高山徹氏が宅建業税
務協議会の議長として就任し、議事録署名人に有限会社
エヌ・ケイ・ハウジング 西山菊市氏と株式会社渡邊不
動産販売  渡邊陽一郎氏を指名されました。円滑な議事
進行の後、下関支部通常総会の監査報告が森田久敏監事
に、宅建業税務協議会の監査報告が徳海愛子監事によっ
てそれぞれなされました。本年度は任期満了に伴う役員
改選年度のため立候補による理事15名、監事候補者２
名の名前を読み上げ、会場に諮り承認を得ました。その
後、別室において新役員による理事会選挙によって林眞
一郎支部長の再任が決まりました。会員の皆様のおかげ
で、速やかに全ての上程議案が慎重審議の上、可決承認
されました。

　ご承認頂きました事業計画・予算に基づき、鋭意事業
を執行して参りますので、会員の皆様におかれましては、
今後とも下関支部事業にご理解ご協力下さるようお願い
申し上げます。

総務委員長　吉 永 威 一 朗
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支 部 だ よ り

支部長挨拶
下関支部　支部長　林　眞 一 郎 

　新型コロナ感染拡大に伴う緊急事態宣言下、去る４月24日開催されました令和２年度支部総会にお
いて５期目の任期を頂きました。連日コロナ関連の報道がなされる昨今ですが、コロナ終息後の世の
中は、正に本年度スローガン『一新紀元』の如く全く新たなものに変貌を遂げるのかもしれません。

　行政との連携について、空き家に関する特措法全面施行時に下関市と協定を結び開始した相談会は
本年度も継続して参ります。従来企画課で担当しておりましたUJIターン者への居住支援施策も空き
家と同じく住宅政策課に集約され、登録家屋も所在が市内一円に拡大され、協会にとっても貢献の機
会が拡充されるものと思料します。

　又、業法改正に伴う取引士への呼称変更、低廉な空き家等の売買等にかかる仲介手数料見直しに加
え、『低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置』に基づき土地とその上物の取引額の
合計が500万円以下 で都市計画区域内の低未利用土地等解消の要件を満たす取引について、売主の長
期譲渡所得 百万円控除が決定する中、民法改正を含め 研修の充実を図り、社会の負託に応えて参り
ます。

　今回15名が理事に立候補頂きましたが、次代を担う多くの若手理事の参画も頂きました。理事会並
びに同好会等の活性化を図ると共に、会員相互の親睦増進、情報共有を目指して参りたいと存じます。

　平成30年度県本部総会において、会長に再任され所期の目標に向かって邁進されました上原祥典理
事は、令和２年度総会をもって退任の運びとなりました。
　在任中、各般に渡りご協力賜りましたこと、衷心より御礼申し上げます。

　末尾ながら、会員各位のご健勝と事業のご繁栄を祈念し、挨拶といたします。
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宇部ube

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。

2020年度 宇部支部定時総会開催
　2020年４月22日㈬午前10時より、支部事務局において2020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。本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止ということもあり出席は９名でした。
　村田副支部長の司会で次第に沿って総会が進行され、開会の辞のあと、浅川支部長に挨拶をいただきました。
　引き続き、議長に浅川土地建物の浅川氏が選出され、議事の進行に入りました。2019年度事業報告・収支決算承認の
件、及び2020年度事業計画・収支予算の件、定款施行規則一部改正の件、いずれの議案も質疑もなく、賛成全員で可決
承認されました。
　また、本年度は役員改選の年となります。選挙にて選出された理事・監事候補者全員が承認されました。新役員は以
下のように決定しております。よろしくお願いいたします。

支部役員のご紹介
支 部 長　　浅川　幸則　　浅川土地建物事務所
　　　　　　（常務理事・県理事）
副支部長　　土岐山雪絵　　㈾アイ・アール
副支部長　　村田　幹夫　　㈲不二商
　　　　　　（県理事）
理　　事　　栗原　章浩　　ＡＫ住販
　　　　　　（県理事）
理　　事　　木原　隆一　　㈱Ｈｏｍｅｗａｙ
　　　　　　（県理事）
理　　事　　石部　智子　　㈲エステートいしべ
理　　事　　石本　和彦　　石本住販
理　　事　　児玉　宏史　　　ライフクエスト
監　　事　　在間　正弘　　㈱ザイマ
監　　事　　西村創之介　　長沢建設㈱

同

民法改正DVD研修会開催
　２月20日㈭宇部市文化会館にて、民法改正に係る契約書改
定ポイントのDVD研修会が開催されました。何度も研修を重ね
ていますが、会員の皆さまの関心度が高く多数の方が参加され
ました。４時間にも及ぶ長丁場でしたが熱心に視聴され、終了
後も質問が飛び交いました。民法改正スタートへ向けてしっか
りと準備してまいりましょう。
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○入会者（正会員）
　１．藤本　和秀  　㈱田村ビルズ宇部店 支店代表者変更
　２．藤田　敏彦  　富士商㈱　　　　　　新規入会

○入会者（専任取引士）
　１．村田　義朗  　富士商㈱　　　　　　新規入会

○退会者（正会員）
　１．新田　和彦 　㈱田村ビルズ宇部店 支店代表者変更

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

㈲エステートいしべ Ｒ2． 8．18 Ｒ2． 7．18
㈱クルス Ｒ2． 8．25 Ｒ2． 7．25
宇部不動産開発㈱ Ｒ2． 9．19 Ｒ2． 8．19
㈲カナイ商事 Ｒ2．10． 4 Ｒ2． 9． 4
アイナガサワ㈱ Ｒ2．11．28 Ｒ2．10．28

寺子屋「たっけん」開催
　３月10日㈫午後２時より事務局で「第11回寺子屋たっけ
ん」が開催されました。何度も研修のあった民法改正や二
項道路の中心後退、河川保全地域の境についてなど、活発
な意見交換がありました。気軽に尋ねられる勉強の場とい
うのが定着してきたように思われます。５月は新型コロナ
ウイルス感染防止の観点から中止になりましたが、次回の
開催時には皆さんご参加下さいませ。

※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※

 新入会員のご紹介
富士商株式会社
代表取締役　藤田　敏彦

〒756-8501　山陽小野田市稲荷町10番23号
TEL 0836-81-1111　FAX 0836-81-1000
山口県知事(1)第3699号

　この度、山口県宅建協会宇部支部に入会させていただきました、富士商株式会社　代表取締役社長の
藤田と申します。私達は昭和27年設立以来68年、様々な変化を乗り越え、「経営理念　ONLY ONE」を
掲げて　①お客様満足②パートナー満足③地域社会との調和　を追及してまいりました。これら３つを
満たすところにのみ、我々の存在価値があると、肝に銘じ、これから家づくり、街づくりのお手伝いを
させて頂きたいと願っております。
　会員の皆様には、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

第71回ゴルフコンペ開催
　３月11日㈬宇部72カントリークラブ 阿知須コー
スにて、第72回宇部支部ゴルフコンペが開催され
ました。今回は17名の参加があり、いいお天気の中、
とても賑わいました。優勝はタマホームの古田さん、
ニアピン賞は大徳建設の田邊さんとタマホームの嶋
谷さんでした。おめでとうございます。次回もたく
さんの皆さんのご参加をお待ちしております。
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令和２年度定時総会報告
萩支部長　澤 村 修 一

　令和２年度地域支部の定時総会が萩市民館講義
室にて、令和２年４月16日㈭午前11時より開催さ
れました。出席者28名（会員数32名）、会場出席13
名、委任状出席15名。
　当地域支部の重点事項の一つであります事務所
移転の件が承認されました。定期借家等による事
務所移転に関する問題です。
　旧事務所　萩市大字土原490番地３
　新事務所　萩市大字御許町46番地１
現在移転中でありますが６月１日迄には移転が完
了する予定です。移転につきましては役員等のみ
なさまのご協力ありがとうございます。他の二つ
の重点課題は先送りといたします。
　本年度の総会は、特に足早になりました。現在
の状況を御察しいただき、会員みなさまのご協力
により短時間での総会となりました。

（一社）山口県萩宅建協会　議事
報告事項
　報告事項１　令和１年度事業報告の件

決議事項
　１号議案
　　令和１年度収支決算承認の件・監査報告
　２号議案
　　定款一部変更（案）承認の件
　　（事務所）第２条１項

報告事項
　報告事項２　令和２年度事業計画及び収支予算の件
　報告事項３　定款施行規則一部変更の件

決議事項
　３号議案　役員選任の件
　４号議案　その他の件

萩
hagi
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柳井yanai

令和２年柳井支部総会開催
　令和２年４月24日㈮午後２時より柳井支部事務局に
おいて令和２年柳井支部総会が開催されました。新型コ
ロナウイルス感染症により全国に緊急事態宣言が発令さ
れ、今年の総会は、委任状の提出を受け、役員等のみの
少人数での開催となりました。
　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、令和元年度事業報告、収支決算報告の承認の件が
一括上程され、監査報告後質疑なく可決されました。ま
た本年度は役員改正の年で有り６名の理事と２名の監事

が決定し、直ちに新理事による理事会が開かれ、新支部
長には主計龍雄氏が選ばれました。
　皆様には安全にご配慮頂きマスク着用にてご出席いた
だきました。大変お疲れ様でした。

新理事の紹介
支 部 長 ㈱ティーレックス 主計　龍雄
副支部長 ４３７宅建 岡野　洋典
理　　事 ㈱明和産業 福田　洋明
 ミサキホーム 児房　貴志
 ㈲サンクス 秋田　健一
 ㈱マツムラハウス 松村　正大
監　　事 福田土地建物取引事務所 福田　貞彦
 中村工業㈱ 中村　昌幸

理事就任挨拶
有限会社サンクス
代表取締役　秋田　健一
〒742-0031
山口県柳井市南町７丁目13番９号
TEL：0820－23－7700
FAX：0820－23－7500
URL：http://www.sankus.com
山口県知事（７）2482号

　この度、総会におきまして、柳井支部の理事に就任いたしま
した有限会社サンクスの秋田健一と申します。
　弊社は平成２年に創業し、今年の９月に30周年を迎えます。
　今後も引き続き柳井地域に根付いた活動を通して、また宅建
協会の発展の一助も努めていければと思っております。
　これからも引き続きご指導ご協力をどうぞよろしくお願いし
ます。

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

　今年度より理事に就任させていただきました㈱マツムラハウス
の松村と申します。
　柳井市を中心に【建築業】【不動産業】を営んでおります。
　建築業ではただお家を作るだけではなく、【ご家族の暮らしを
創る】ということを大切に設計・施工しております。
　まだまだ若輩者ではございますが、諸先輩方々から様々なこと
を学び、実践し、少しでも宅建協会の力になれればなと思います。
　今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。
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山口yamaguchi

令和２年４月23日㈭午前10時より、湯田温泉にある
セントコア山口において令和２年　山口支部定時総会が
開催されました。

㈲フジイプランニングの藤井孝人理事の司会進行によ
り始まり、西京土地建物㈱　尾村成一支部長の挨拶に続
き、祝電披露、永年協会に貢献されました会員様への表
彰状贈呈を行いました。受賞者は吉南商事㈲　氏永東光　
様、中国住宅建設工業㈱笠原正治　様、佐藤隆寛事務所　
佐藤隆寛　様、㈲関泉　小島一樹　様の４名でした。

続いて昨年度山口支部に入会されました８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、議長、副議長の選出に入り、議長
にはエフケイビル㈱　藤井正行　様、副議長に㈱岡田不
動産　岡田恭典　様が選任され、定足数の発表後、議
事の進行に入りました。定足数は以下の通りでした。正
会員128名　正会員出席24名、委任状出席94名　合計　
118名でした。

平成31年度の事業報告、収支決算書承認、監査報告が
行われ、質疑応答後に賛成多数により承認されました。
続いて令和２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。

本年度は支部役員改正の年となる為、新理事の選出に
移り、選挙にて選出された理事候補者11名、監事候補者
２名全員が賛成多数で承認されました。

総会はスムーズに進行し定刻通りに終了いたしました
が、本年は新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、来
賓の出席はご遠慮いただき、座席の配置は１テーブル１
人、密閉にならないように会場ドアも開放して（当日は
寒かった）行いました。一時は開催も危ぶまれましたが、
会員皆様のご協力により、無事に終える事が出来ました。
一刻も早くこの事態が収束して、通常の生活に戻る事を
願うものです。

令和２年　山口支部定時総会開催
法務委員長　竹 下 雅 樹
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就任挨拶
山口支部長　尾 村 成 一 

　コロナ渦の中、令和２年４月23日湯田温泉「ホテルセントコア山口」において令和２年度（一社）山口県宅建協会山
口支部定時総会を開催致しました。全国的に緊急事態宣言が発令されていましたが県内での新規感染者は多くなく、
支部として今年は役員改選の年であり、また一般社団法人としての総会成立要件等も鑑み、マスクの着用・入口での
アルコール消毒、室内の密閉・密集・密接を避ける感染予防対策を行い実施しました。
　山口県においては先般緊急事態宣言は解除されましたが、コロナショックは全国、いや全世界の経済に影響をおよ
ぼしています。観光業や外食産業等はすでに厳しい状況に陥っていますが、今後不動産業を含め全産業に影響が出て
くることは間違いないと思われます。不動産業において具体的にどんな影響が出てくるのかまだよくわかりませんが、

「今住宅購入を考える余裕はない！」と言う方が増えることは容易に想像がつきます。また、安倍総理が言われる「新
しい生活様式」とはどんなものか。今後コロナと共存していくうえでどんな注意が必要なのか。不動産はネット広告
は出来てもネット販売（通信販売）はできません。現地案内、契約・重要事項説明、引き渡し、補修業務等相手の方と
接触する機会は多々あります。今後それらを顧客満足度を下げないでどうやって実施していくのか。さらなる創意工
夫が必要になってきます。
　支部長２期目となりますが、今後とも会員の皆様の事業を応援するため各種の情報提供や、一般社団法人としての
使命である社会貢献事業等を踏まえた支部の運営をしていきたいと思っています。これからも支部の運営・活動に対
しご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い致します。

〔追伸〕図らずも５月25日本部総会におきまして、会長職を拝命することになりました。今後は会長・支部長と２役と
なりますが、竹下副支部長・山野業務委員長・右田総務委員長・各役員の皆様のご協力を得ながら支部運営は滞りな
くしていく所存です。今後ともご支援ご協力どうぞよろしくお願いいいたします。
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就任挨拶

山口yamaguchi

総務委員長
右 田 善 弘

　先日開催されました令和2年度山口支部総会にて令和２、３年度支部理事に再選され、
引続き総務委員長として着任することになりました山口支部所属の右田善弘です。総務委
員会では、協会運営の柱として予算、決算、新規事業の加入促進、取り決めなどがあります。
また会員間の交流会の企画、運営、実施そして今後、新たに展開される事業、など支部全
体の行事の要として皆様をサポートしていかなくてはなりません。
　再度就任となりますが、任期満了まで私自身与えられた使命、責任を持って会員の皆様
のご理解とご協力を賜り、協会発展、繁栄の為、皆様のご期待にそえるよう邁進していき
たいと思います。

業務委員長
山 野 宏 治

　この度の山口支部総会におきまして、理事に再選され引き続き業務委員長をお引き受け
することとなりました。
　今年度はTVコマーシャル等で宣伝し、閲覧数が非常に伸びております、『ハトマークサ
イト山口』を、会員の皆様に積極的にご活用していただけますよう講習会等の開催を検討
しております。
　毎年の恒例行事であります価格査定業務・情報交換会、空き家相談会等もございますが、
会員の皆様には前年度と変わらぬご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

副支部長兼法務委員長
竹 下 雅 樹

　この度の山口支部総会におきまして、理事に再選され加えて副支部長兼法務委員長の

役を仰せつかる事となりました。

　法務委員会の仕事は不動産無料相談会の運営、不動産情報紙の発行案内、取引士資格

試験業務への協力、会員の業務違反防止策などを主な業務としています。副支部長とし

て支部長を輔佐しつつ、宅建協会山口支部の会員の皆様の為に精一杯頑張りたいと思い

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

㈱I.D.Works 令和２年８月14日
㈱ワイズコーポレーション 令和２年９月16日
みらい地産公司 令和２年９月25日
㈱トピア 令和２年11月10日
㈲エーライフ 令和２年11月16日
ユピキタス二の宮(株) 令和２年11月26日
㈱サポート 令和２年12月７日
㈱Ant-hill 令和２年12月18日

【哀悼】　山陽土地㈱　林　圭一　様が４月ご逝去されました。心からご冥福をお祈り申し上げます。
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支 部 だ よ り

◎新規入会	
エスポルト不動産㈱ 代表者・専任取引士 藤井　一久　　　

　ダイシン都市開発㈱　山口営業所
  代表者・専任取引士 兼田　尚樹
　ASSET Design㈱ 代表者・専任取引士 井上　貴之　　　
　㈱いとう不動産 代表者 伊藤　　紳　　　　
  専任取引士 藤井　賢児
◎萩支部より支部移動入会

㈱田村ビルズ　　〒753-0851　山口市黒川400-1           
　　　　　　　　　TEL  083-921-6515     FAX   083-921-6516     
  代表者 田村　伊幸　
  専任取引士 岡野　裕太
◎専任取引士増員

日本ハウス㈱ 山口営業所  石下  未和

会　員　の　動　き

 新入会員のご紹介

ダイシン都市開発株式会社山口営業所
代表者　　　 兼田　尚樹

〒754-0021　山口市小郡黄金町14-４
TEL 083-902-5920　FAX 083-902-5922
国土交通大臣(1)第9599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ダ
イシン住宅販売山口営業所の兼田尚樹と申します。不動産売買
で山口県をより一層盛り上げていけるように精進してまいりま
すので皆様何卒宜しくお願い致します。

新山口駅

ダイシン都市開発㈱山口営業所

山口市立
小郡南小

宅
建
協
会

イオンタウン小郡

9

エスポルト不動産株式会社
代表取締役　藤井　一久

〒753-0074　山口市中央二丁目２番７号エスポルトテラス白石小前６階
TEL 083-941-5755　FAX 083-941-5754
山口県知事(1)第3691号

　エスポルト不動産株式会社の藤井一久と申します。
　大好きな不動産を通して、地元の山口市に貢献できるよう精進して
まいります。
　ご指導ご鞭撻の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。

山口市立
白石中

山口市立
白石小

山口大学
教育学部
附属山口中 山口

市役所

山口
市民会館

セブン
イレブン

204
21

山口中央
郵便局

9

エスポルト不動産
株式会社

ASSET Design 株式会社
代表取締役　井上　貴之

〒753-0821　山口市葵２丁目８-25
TEL 083-902-6550　FAX 083-902-7550
山口県知事(1)第3697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
ASSET Design株式会社の井上貴之と申します。
　不動産業に併せて、新築戸建ての総合サポートを行う「家づく
り総合相談事務所」を運営しております。不動産業・建築業の活
性化に貢献できるよう尽力してまいりますので、ご指導ご鞭撻の
程、宜しくお願いい致します。

株式会社いとう不動産
代表取締役　伊藤　　紳

〒753-0815　山口市維新公園三丁目９番１９号
TEL 083-921-2628　
FAX 083-921-2627
山口県知事(１)第3701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
いとう不動産」代表の伊藤紳と申します。
　昨年10月に皆様に永年お世話になりました「有限会社ナプラ」を引き
継ぐ形で本部統括・運営会社の「株式会社いとうグループホールディン
グス」を組織し、今後のグループ内の不動産事業の位置付けとして弊社
を新設する運びとなりました。微力ながら地域の発展に貢献し、より一
層皆様に信頼される会社を目指したいと思っております。今後とも、ご
指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

維新百年記念公園

遊技場
（パチンコ）

N

至小郡 至湯田温泉県道204号線

㈱山口マツダ
山口

NTT アパート

モントロー
維新公園店

日本地研
山口支店

二光自動車㈱

㈱山口
測地

二
斗
代
橋

河川(吉敷川)河川

㈱いとう不動産

◎商号・組織変更
(新) ㈱エヌライフエステート (旧)エヌライフエステート  

  (新住所)  〒753-0084 山口市銭湯小路25番地1
◎代表者・専任取引士変更	

㈱モリモト 　（新）森本　晋市　　（旧）森本　耕介　　　　
　山口住宅㈲ 　（新）新田　和彦　　（旧）伊藤　　進
◎専任取引士変更　

㈲アイ・アール       （新）大野　良雄　　（旧）杉浦　正彦　　
◎住所変更

㈲イー・アイ 　（新）〒754-0002  山口市小郡下郷2799番地６
◎退会・廃業	
　山口県農業協同組合　山口統括本部　　　代表者　福重　　亘　　　
　㈱田村ビルズ　山口平川支店　　　　　　代表者　岡野　裕太　　
　㈱田村ビルズ　山口小郡支店　　　　　　代表者　大塚　　亮
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防府hohu

防府支部定時総会開催
　令和２年４月23日㈭13時30分より、宅建協会防府支部に於いて、第34回防府宅建業税務協議会並びに第10回（一社）
山口県宅建協会防府支部定時総会が、本人出席16名、委任状出席46名、合計62名で開催されました。
　新型コロナウイルス感染症の為参加人数も少なく、会場も換気を充分にし、消毒液での消毒、マスク着用で対応しました。
　橋本副支部長の開会宣言の後、上田支部長から挨拶がありました。㈲野村興産　藤村泰則氏が議長に選任され、挨拶の
後議事に入り、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、
全議案とも拍手多数により異議なく可決されました。
　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５号
議案が上程され、全議案とも拍手多数により異議なく可決されました。
　その後、別室にて選任された理事により臨時理事会が開催され、令和２年・
３年度の支部長に㈱ウエダ　上田清侍氏が選任され、就任の挨拶があり、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。

新役員の紹介
㈱ウエダ　上田　清侍（支部長）
　この度、理事の皆様からのご推薦をいただき、再び支部長の職をお預かりすることになりま
した。これからの２年間、支部運営を通じて「会員同士の信頼関係構築と情報共有による会員
の利益擁護」と「行政と連動した地域貢献活動等による、信頼産業としての地位確立」を行って
まいりたいと思います。
　是非、防府支部の活動にご参加とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

㈲野村興産　藤村　泰則（副支部長兼総務委員長）
　この度、２年ぶりに理事を拝命致しました。総務委員長として、支部の調和を保てるよう
頑張ってまいります。ご協力の程宜しくお願い致します。

㈲第一不動産　梶山　　隆（総務委員）

　知らぬ間に防府支部では最年長の理事になってしまいました。
長きにわたり支部活動に従事させていただきましたが、まだまだ達観しておりません。
他の理事に迷惑を掛けないよう頑張りますので、よろしくお願い致します。

㈲中司不動産開発　中司　仁史（総務委員）

　再び理事を拝命いたしました。前期の反省を生かし、力不足だった部分を補えるよう努めさ
せていただきます。会員の皆様、どうぞ宜しくお願いいたします。

㈲中川不動産　中川　信広（副支部長兼業務委員長）

　この度の総会おいて、2年ぶりに理事の職を拝命し、身が引き締まる思いとともに支部の発
展と会員の皆様のお役に立てる情報を発信できるよう頑張って参りますので、支部運営への
ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
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支 部 だ よ り

◎新規入会	 ㈱ＴＲＥＣＫ 〒747-0813　防府市東三田尻1丁目10-12
 代表取締役　梶山千佳子 ℡：0835-38-2722　FAX : 0835-38-2722
 専任取引士　小林　静代 山口県知事（1）3692　　　　　

◎代表者変更	 ・コーシン不動産㈱ 渡邊　弘信　→　丸田　幹治

◎専任取引士変更	 ・リンザイ㈱ 河本　恭明　→　神田　　猛
 ・㈱田村ビルズ防府寿町店 田村　英子　→　光永　真貴
 ・コーシン不動産㈱ 渡邊　弘信　→　丸田　幹治

◎退　会	 ・㈲ムネ土地開発　　　　 田中　孝行（正会員）

会　員　の　動　き

誠和工営㈱　金田練二郎（業務委員）
　防府支部の活性化に向けて、支部長他理事メンバーと協力して参ります。

㈱リビルド　橋本龍太郎（業務委員）

　先日の総会に於いて理事を拝命致しました。
　微力ながら、精一杯業界発展のため活動させていただきます。ご指導ご鞭撻のほどよろしく
お願いいたします。

リンザイ㈱　片岡　謙一（副支部長兼法務委員長）

　理事に再任させていただきました。
　今後の不動産業界の動向を見据えながら、会員の一助となれるように頑張ります。

まちかど不動産㈱　渡壁　一邦（法務委員）

　この度の総会で理事を再任されました。微力ではございますが、支部の発展に全力を注ぎ、
会員の皆様のお役に立てるよう努力してまいります。
　会員の皆様のご指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

㈱スモット不動産　吾郷　康晴（法務委員）

　この度、新しく理事を拝命致しました。まだ未熟ではありますが、支部のために協力できる
よう努めて参ります。
　会員の皆様のご指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い致します。

アイテム㈱　松富三枝子（監事）

　この度、前期に引き続き監事を拝命致しました。
　微力ながら２年間精進してまいりますので、会員の皆様方におかれましては、ご指導ご鞭撻
の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

ひろ不動産　古河　和子（監事）

　この度監事に選任されました。監事として微力ながら、お役に立てればと思っています。
２年間どうぞよろしくお願いいたします。
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周南shunan

令和２年度　周南支部定時総会開催（令和２年４月23日）
総務委員会　兼 子 照 章

　令和２年４月23日㈭午前10時30分より、周南支部にお
きまして令和２年度（一社）山口県宅建協会周南支部及び
周南地区宅建業税務協議会の定時総会が開催されました。
　今年度は全国に発令されましたコロナウイルス感染拡大
防止緊急事態宣言を受けて、会場を周南支部へ移し、換気、
消毒、マスク着用にて、規模を縮小した形で開催されまし
た。小林総務委員長の司会で始まり、倫理綱領唱和、物故
会員への黙祷と続き、箱崎支部長のご挨拶と続きました。
そして議長より定足数の発表があり、総会員数124名、出
席正会員数（内訳　会場出席者13名、委任状出席者90名）
の発表を受けて、議長は定款第26条第１項に基づき、本

総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、平成31年度の事業報告から令和２年度の事
業計画まで全会一致で承認されました。
　また本年度は理事及び監事の改選の年でしたので、
事前の選挙で選出されておりました理事・監事候補者
が満場一致で承認を受けた後、直ちに新理事による理
事会が開かれ、新支部長に箱崎前支部長が再任されま
した。（組織図参照）

（一社）山口県宅建協会周南支部
 
【報告事項】 
 報告事項１ 平成31年度事業報告の件
 報告事項２ 令和２年度事業計画の件
 報告事項３ 令和２年度収支予算の件
【決議事項】 
 決議事項１ 平成31年度収支予算承認の件
  監査報告
決議事項２ 役員選任の件 

　会員の皆様にはご健勝にて、ご活躍のこととお慶び申
し上げます。
　令和2年度の一般社団法人山口県宅建協会周南支部定
時総会におきまして2期目の支部長を拝命させて頂きま
した。
　平素より協会運営・事業等ご理解・ご協力を賜り誠に
有難うございます。
　今年は全国的(世界的)にも1月から現在に至るまで、新
型コロナウィルスの感染拡大のため不要不急の外出など
自粛を求めに、手洗い・マスク着用・3密にならない努
めからテレワークの必要性を認識したと同時に、日本の
グローバル化により観光・ビジネス・人々の移動が重なり、
今回のようなパンデミックが起きたように思います。
　近年にない大ニュースは、人々の暮らし・仕事・健康・

教育・経済にも影響を与え毎日のように報道される中、不
動産業界は4月1日より民法の改正があり、契約の見直し・
切替え・「瑕疵担保責任」から「契約不適合への転換」と契
約上の債務を負う考え方を前提に、物件に欠陥があれば売
主は債務不履行責任を負う規律に改めました。会員は、消
費者・地域社会に信頼される、公正・公平な宅地建物取引
士を目指すと共に、支部運営では、総務・業務・法務・情
報提供の充実を図り、会員一丸となり「ハトマークのバッ
ヂ」を胸に新規会員獲得への公告・宣伝に努め、不動産業
界の社会的使命を自覚し、支部活動において若い実働層に
より深く関わっていただける仕組みを培って行きたいと考
えております。我々共々常に切磋琢磨しながら「元気のい
い」周南支部を創っていく所存です。会員の皆様のお知恵
を拝借させて頂きたく、何卒宜しくお願い致します。

支部長挨拶
周南支部長　箱 﨑 壽 美 枝 
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 新入会員のご紹介
オーケイ不動産株式会社
代表取締役　 岡村　英明

〒744-0011　山口県下松市西豊井1617-19
TEL 0833-48-8306　FAX 0833-48-8309
E-mail　info@ok-fudosan.jp
山口県知事(1)第3690号

　山口県宅建協会周南支部に新規入会させていただきました、オーケイ不動産株式会社の岡村英明
と申します。私は過去に住宅会社の営業マンとして周南地区で培って参りましたご縁を大切に、任
せてOK！と言ってもらえる会社を目指し精進して参りたいと思います。皆様方のご指導・ご鞭撻を
賜りますようよろしくお願い致します。

株式会社西日本イージス
代表取締役　 篠川　宗弘

〒745-0612　周南市大字呼坂1006番地413
TEL 0833-48-9140　FAX 0833-48-9141
山口県知事(1)第3693号

　この度、山口県宅建協会周南支部に入会させて頂きました、株式会社西日本イージスの篠川です。
　新築住宅、リフォーム工事及び不動産業全般で地域の皆様のお役に立てるよう努力して参ります。
　皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

就任挨拶

　今年度より、周南支部総務委員長を拝命いたしました㈱スマイエ兼子照章と申します。
　総務委員会として、支部運営並びに各種行事を通じて、会員相互の親睦をはかり、会員
の皆様のお役に立てるよう努力して参ります。
　皆様のご指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願いいたします。

総務委員長　兼子　照章

　前年度に引続き業務委員長を拝命いたしました。
　業務委員会の活動として恒例行事の①価格査定、②空き家相談、③ハトマークサイト山
口の利用促進についてを３つの重点事業として会員の皆様の営業活動に寄与できる事業を
推進してまいりたいと思います。①価格査定については今年度の開催時期等については現
在検討中ですが例年同様多数の皆様のご参加をお願いいたします。②空家相談については
前年度32件の相談業務を実施しました。引き続き行政機関とも連携して社会貢献活動とし
て対応いたします。③ハトマークサイト山口については特に賃貸物件登録の推進及び４月
からの民法改正に対応した楽々契約書使用の促進を進めていきたいと思います。皆様の各
事業へのご参加ご協力をよろしくお願いいたします。

業務委員長　佐野　　弘

　先日行われた宅建協会周南支部定時総会にて、支部理事に推薦後、法務委員長を拝命致
しました三和土地建物株式会社の原田浩司と申します。
　支部理事一年目のルーキーイヤーに法務委員長という大役を仰せつかりまして、身の引
き締まる思いでございます。
　今までの不動産業界の経験を生かして切磋琢磨させて頂きますが、まだまだ不届きな点
も多々あるかと思います。
　諸先輩方のご意見、ご指導のご鞭撻の程何卒よろしくお願い申し上げます。

法務委員長　原田　浩司
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　平素より支部の運営に関しまして多大なご理解、ご協力
を頂き誠にありがとうございます。去る令和２年４月の一
般社団法人山口県宅建協会岩国支部定時総会において、二
期目の支部長職を拝命させていただくこととなりました。
　年明けからのコロナ禍により、役員選挙や支部総会な
ど平時と全く違う状況の中、会員の皆様のご理解ご協力
のおかげで何とか新年度をスタート出来ましたこと、重
ねて厚く御礼申し上げます。
　さて本年４月１日、120年ぶりの大改正となった民法
により、売買契約における契約不適合や賃貸借において
の保証極度額設定など、実務の現場は大きな変化をいた
しました。これまでにも増して物件調査の重要度が高ま

り、契約書面への記載内容も注意を払わなくてはなりま
せん。一般消費者に対して安心安全な取引を提供して頂
けるよう、研修会は勿論、情報交換会などを通じ、いつ
でも会員の皆様と最新の情報を共有できる環境を整える
必要があると考えています。
　また、支部長就任以来掲げております課題として、支部
活動の現場に若い実働層により深く関わっていただきたい
と考えています。先輩方の知識を糧に、若い世代がよりパ
ワフルに活躍できる支部になるよう引き続き頑張って参り
ますので、会員の皆様ご協力の程宜しくお願い致します。
　結びに会員の皆様のより一層のご活躍をお祈り申し上
げまして就任のご挨拶とさせて頂きます。

支部長挨拶
岩国支部長　塩 田 博 志 

新役員の紹介
副支部長兼事務局長　見室　宜彦
　この度の選挙において、理事に再選され、2年間副支部長兼事務局長を務めさせていただくことに
なりました。岩国支部の良き伝統を守り、さらにこれからの発展に貢献すべく、微力ながら尽力さ
せていただきたいと思います。会員の皆様方のご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

総務委員長　坂井　幸栄
　この度、総務委員長を拝命しましたサカイ土地㈱ 坂井 幸栄でございます。前総務副委員長の経
験を活かせるように努力をする所存でございます。会員の皆様にご協力を頂きながら、また先輩会
員にアドバスを貰いながら役を全うするとともに、塩田支部長を支えていきたいと考えております。
　まだまだ若輩者ですが、宅建協会の発展のために精一杯尽くしてまいります。
　今後とも、より一層のご指導・ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。

業務委員長　松前　康宏
　この度、岩国支部総会におきまして支部理事ならびに業務委員長を仰せつかりました、株式会社アス
ワンの松前康宏です。
　前期より引続きの大役ではありますが、これまでの経験を活かしつつも改善できるところは積極的に
取組み時流に沿った業務活動を進めてまいりたいと思います。また、変革の多い昨今でありますが精力
的に情報公開に努め会員の皆様の日常業務がより円滑となるようフォローしてまいりたいと思います。
　本年度も皆様のお役に立てるよう精進して参りますので今後ともご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い
申し上げます。

法務委員長　竹之内早苗（総務委員）

　理事に再選され、引続き支部法務委員長ならびに県理事を仰せつかることになりました㈱アーク
プランの竹之内でございます。
　法務は、宅建試験や法定講習会から始まり、県及び支部研修会、新入会員研修会、賃貸不動産経
営管理士講習会、キャリアパーソン推進、不動産無料相談、宅建やまぐち発行など業務としては、
幅広い内容になっております。それ故やりがいも大きく、精一杯努めさせて頂く事で、支部の向上
に繋がると信じております。
　私は、法務委員長に拝命されて９年目、県理事は７年目になりますが、この経験を活かして、支
部の更なる発展と活性化、会員の皆様の実務にお役に立てる様　尚一層精進して参る所存です。
今後とも、会員皆様方のご指導とお力添えを賜ります様　何卒宜しくお願い申し上げます。
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令和２年度岩国支部通常総会開催
　令和２年４月21日10:30より第９回（一社）山口県宅
建協会岩国支部通常総会が事務局にて開催されました。
　今回は新型コロナウィルスの影響で委任状を中心と
し、時間短縮の中での開催となりました。
　議長は㈲見室不動産　見室宜彦さんが務められ、令和
元年度事業報告、収支決算、定款一部変更（案）などが
承認されました。

　また、今年度は役員改選の年であり選挙で選出された
理事・監事候補者全員が承認されました。その後理事会
が開催され、㈱塩田不動産　塩田博志氏が支部長に就任
されました。　
　塩田支部長より挨拶があり、竹之内理事の閉会宣言に
より総会は無事終了しました。
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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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今後の（一社）山口県宅建協会主催法定講習会の日程
　　

■日　　　時：令和２年８月４日（火）
■場　　　所：６時間程度の自宅学習 ※１
■案内対象者有効期限が令和２年12月９日から令和３年２月３日までの更新の方
■案内発送日：：令和２年６月４日（木）

■日　　　時：令和２年10月６日（火）
■場　　　所：山口県不動産会館（山口市小郡）※２

■案内対象者：有効期限が令和３年２月４日から令和３年４月５日までの更新の方
■案内発送日：令和２年８月６日（木）

■日　　　時：令和２年12月８日（火）
■場　　　所：山口県不動産会館（山口市小郡）※２

■案内対象者：有効期限が令和３年４月６日から令和３年６月７日までの更新の方
■案内発送日：令和２年10月８日（木）
※１ 新型コロナウイルス感染症への対応により講習方法を変更しております。
※２ 新型コロナウイルス感染症への対応により講習方法等を変更する可能性があります。
　　 今後の予定は決まり次第協会ホームページでお知らせします。

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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№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

入　　会

1 下関 （1）3695 ㈱岡本建設 岡本　匠史

2 宇部 （1）3699 富士商㈱ 藤田　敏彦

3 山口 （1）3691 エスポルト不動産㈱ 藤井　一久

4 山口 （1）3697 ASSET Design㈱ 井上　貴之

5 山口 （1）3701 ㈱いとう不動産 伊藤　　紳

6 山口 大（1）9599 ダイシン都市開発㈱　山口営業所 兼田　尚樹

7 防府 （1）3692 ㈱TRECK 梶山千佳子

8 周南 （1）3690 オーケイ不動産㈱ 岡村　英明

9 周南 （1）3693 ㈱西日本イージス 篠川　宗弘

退　　会

1 下関 （13）847 起業者 桶本　　強

2 下関 （5）2755 ㈲サン・ミイ 宮原　忠義

3 下関 （4）2939 いしみつ不動産 石川　悦子

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

退　　会

4 萩 （1）3661 山口県農業協同組合萩統括本部 井町　光生

5 山口 （1）3661 山口県農業協同組合山口統括本部 福重　　亘

6 山口 大（1）9501 ㈱田村ビルズ　山口平川支店 岡野　裕太

7 山口 大（1）9501 ㈱田村ビルズ　山口小郡支店 大塚　　亮

8 防府 （11）1331 ㈲ムネ土地開発 田中　孝行

9 周南 （14）566 ヒロツ不動産情報センター 広津　武志

10 岩国 （11）1514 愛信不動産 山本　勝志

11 岩国 （2）3337 ㈱樹守 鹿嶋　浩志

承　　継 継承理由

1

旧

山口
（1）3628 エヌライフエステート

能美　誠俊 個人→法人
新 （1）3698 ㈱エヌライフエステート

入　退　会　等

協 会 の 動 き
3月

6 金 第７回総務委員会 於 会館 出席者13名

12 木 第４回全宅連中国・四国地区連
絡会 於 広島 上原

17 火 第６回常務理事会 於 会館 出席者10名

23 月 第６回理事会 於 会館 出席者21名

24 火
全宅保証第３回理事会

於 東京 上原
全宅連第３回理事会

25 水 全宅管理第３回理事会 於 東京 主計

4月

７ 火 第１回宅建取引士法定講習会 於 会館 清水

８ 水 全宅管理監査・第１回役員会 於 会館 出席者５名

９ 木 全宅連第１回人材育成委員会
（WEB） 於 会館 上原

13 月 第１回業務委員会 於 会館 出席者10名

4月

16 木 第１回法務委員会 於 会館 出席者７名

20 月
期末監査

於 会館
出席者９名

第１回総務委員会 出席者11名

28 火
第１回常務理事会

於 会館
出席者10名

第１回理事会 出席者20名

5月

7 木 山口県居住支援協議会監査 於 県庁 中島、山縣

25 月
第61回定時総会

於 会館
出席者34名

第２回理事会 出席者24名

29 金
全宅連第１回理事会（WEB）

於 会館 上原
全宅保証第１回理事会（WEB）

№ 支部 免許番号 商　　号 代表者

1 山口 ⑾ 1258 山陽土地㈱ 林　　圭一

次の方が他界されました。　

心からご冥福をお祈り申し上げます。

他　界　会　員
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時事
 雑想

支部お薦めシリーズ
72

萩 支 部

　「うっかりトーストを落
とすとバターのついた側が
下になる」「落としたトー
ストのバターが床につくの
はカーペットが新品の時ほ
どありがちである」悪いこ

とは悪いときにおきる、という法則があるらしい。最悪
事態をブラックな笑いに包む余裕など、どこにもないコ
ロナ禍のなかにあります。
　雨が降れば土砂降り、風が吹けば暴風、陽が昇れば酷

暑を感じるこの頃です。もとに戻れないことは、わかっ
ちゃいますが、もとの状態にもどりまた始めたいもの
です。
　鼻歌でも歌いながら気楽に、一歩、一歩つぎのステー
ジにむかって進むことにします。
　自分の健康はまず自分で守る生き方をこころがけ、た
くましくいきたいものです。残り少ないですが。
　つれづれなるままに、日暮らし硯に向かいて、　ここ
ろにうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつ
くれば、あやしうこそものぐるほしけれ。

萩支部　澤　村　修　一

発行人　会長　尾　村　成　一　　　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

萩夏まつり／萩市

　夏まつりの幕開けを告げる花火大会。夜空に色とりどりの鮮やかで豪快な花火が舞い上がります。まわりに
障害物のない海岸線から見る花火は大迫力です。
　萩市に古くから伝わる伝統的行事、山口県指定無形民俗文化財「お船

ふな

謡
うた

」の披露や、住吉みこし・踊り車が
市内を練り歩きます。
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