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　謹んで新年のお慶びを申し上げます。

　皆様には健やかに新年をお迎えになられましたことと存じます。

　平素は本会の会務運営に際し、格別のご理解・ご協力を賜り厚く

御礼を申し上げます。

　今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により各所で活動自粛

が余儀なくされるなか、本会でも県下統一研修会をＷｅｂにて実施

する等、状況に応じた会務運営に取り組んでいます。

　さて、本会では各種研修会や不動産キャリアパーソン資格制度等

を通じた「人材育成事業」と、不動産無料相談所等を通じた「消費

者保護事業」を公益事業の柱としています。今後も本会事業の普及

活動に努めあて参るとともに、皆様にもご理解いただければ幸いです。

　また、会員支援事業についても、愛知宅建サポート株式会社との

一層の連携強化等、会員の皆様と業界の発展のために工夫と努力を

していくとともに、愛知県や名古屋市をはじめとした行政との提携など、

信頼と安心のハトマークとしての責任を果たすことを念頭に置いて

業界及び協会の発展のため邁進していきます。

　そして、これらの事業を支える組織・財務基盤の一層の強化の

ためには会員規模の維持及び拡大が不可欠です。本会では、会員の

皆様が日頃の業務で利用する各種ツールを一括提供するとともに

本会からの各種案内や情報提供を一元化した「会員マイページ」を

開設し、既に4，８００名ほどの会員が利用登録をしております。まだ登録

がお済みでない方は、この機会にぜひ登録し、業務にお役立ていた

だきたいと思います。そして、昨年４月には愛知宅建版の新流通サイト

「あいぽっぽ」をリリースしました。愛知ナンバーワンの流通サイトを

目指し、各種ＰＲに力を入れておりますので、会員マイページの登録と

併せて新流通サイト「あいぽっぽ」もご利用いただければ幸いです。

　また、新たな会員獲得のための開業セミナーの開催や、広報手段

としてのテレビＣＭの放映等の他、様 な々施策を予定しています。

　迎えました令和３年ですが、昨年４月には１２０年ぶりに改正された

民法が施行されたほか、近年では人工知能やビッグデータの活用

など不動産業界のＩＴ化も進んでおり、我 に々は変化に対応しながらの

業務遂行が求められます。本会においても、１０年後の協会の理想の

姿を記した「愛知宅建版ビジョン」を実践しながら、引き続き、会員の

皆様が「親しまれる地域の身近なパートナー」として地域と共生して

いくための諸事業の実施に尽力してまいりますので、皆様方もご理解・

ご協力をお願いいたします。

　結びに、本年も皆様とともに事業に真摯に取り組んでまいります

ので、一段のご理解・ご協力をお願い申し上げるとともに、皆様の

ますますのご発展とご健勝を心よりご祈念申し上げ、新年の挨拶に

代えさせて頂きます。
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謹 賀 新 年 新春のお慶びを申し上げます
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初春 広報啓発委員長

河合　保人

　謹んで新春のお慶び申し上げます。
　会員の皆様には日頃より、格別なご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。本年もご指導の程、よろしく
お願い致します。
　広報啓発委員会では、今年度より本紙の発刊も担当させていただいているほか、地域事業や県内に
おけるイベントへの参加や、各メディアを通じてＰＲを行うことで、本会や不動産無料相談所に対する
一般消費者の認知向上に向けた取り組みをしています。
　しかしながら、昨年中は新型コロナウイルス感染症の影響によりＰＲの場となるイベントの多くが中止
となるなど、計画通りの活動というわけにはいきませんでしたが、この状況下でも有効な広報施策に
ついての検討を行いました。
　今後も見通しが難しい状況が続きますが、『ハトマークの愛知県宅建協会』の認知拡大を目指し
事業を推進して参ります。
　最後になりますが、本年も皆様にとりまして益々のご繁栄とご健勝により最良の年になられますことを
心よりご祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。
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（公社）愛知県宅地建物取引業協会 理事会開催
　９月１８日（金）午後２時００分からキャッスルプラザにおいて理事会を開催しました。開会に先立ち伊藤亘会長、
二村伝治副会長、岩村清司副会長、尾頭一喜保証協会専任幹事の国土交通大臣表彰受賞をたたえ、顕彰状の
贈呈が行われました。

国土交通大臣表彰を受賞された（左から順に）尾頭一喜保証協会専任幹事、
伊藤亘会長、二村伝治副会長、岩村清司副会長
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（１）前回理事会以降の主な会務報告について
（２）委員会報告について
（３）関係団体の役員・委員会構成について
（４）令和２年７月豪雨災害への義援金拠出について

司 会 者
議 長
報告事項

村井 欣宏　総務財政副委員長
光岡 新吾　副会長
（１）・（３）・（４）村上尚彦専務理事
（２）各委員長

第3号議案 新入会員の承認に関する件

中林 正人　会員支援委員長
令和２年６月１日より、令和２年８月３１日までの新規
入会者【内訳：正会員６８名、準会員４０名、計１０８名】
及び既存業者３名の入会を提案し、可決・承認された。

第2号議案 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
会費延滞金の取り扱いに関する件

鈴木 良之　総務財政委員長
本年度会費を延滞したケースにおいて、定款施行規則
第５条第３項の延滞金を免除することについて提案し、
可決・承認された。

第1号議案 支部運営基本細則一部改正に関する件

鈴木 良之　総務財政委員長
支部幹事会への監査出席について提案し、可決・
承認された。

●承認された各議案の内容●

　本会 伊藤 亘 会長が栄えある愛知県表彰の栄誉に
浴されました。
　伊藤会長は、多年にわたり宅地建物取引業の振興に尽力
し、他の模範として活躍されていることから、愛知県表彰を
受賞されました。

伊藤 亘 会長が愛知県表彰を受賞

本部事務局年末年始休暇のお知らせ
会 員 の 皆 様 へ

本部事務局は12月２9日（火）から1月4日（月）まで年末年始の休暇になります。
（12月28日（月）〈仕事納め〉と1月5日（火）〈仕事始め〉は通常業務を行いません。）
業務連絡等ご配慮いただきますよう、お願い申し上げます。

不動産無料相談所につきましてもお休みとなりますので、ご注意くださいますよう、お願いいたします。
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ＳＤＧｓ２０３０ジュニアキャンプにて
セミナーを開催しました。
　本会は、中日新聞社が主催する次世代人材育成
プログラム『ＳＤＧｓ２０３０ジュニアキャンプ』に協賛し、
セミナーを行うことで参画しました。
　ＳＤＧｓジュニアキャンプは、中部地方から一般公募
した小学校６年生８０人を対象に、次世代を担う人材の
育成を目的として体験学習プログラムを通じた学びの
機会を提供するものです。

　本会では、国連の掲げるＳＤＧｓ（持続可能な開発
目標）の中のひとつである『住み続けられるまちづくり』に
賛同し、まちづくりに貢献するハトマークとしての活動に
取り組み、子どもたちに『不動産』について知ってもらう
きっかけを創出しました。
　会場では『あいぽっぽ』のぬいぐるみも配布し、
喜んでいただきました。

MONTHLY REPORT

名港水上芸術花火２０２０に協賛しました。
　本会では、不動産無料相談所の周知及び本会

のＰＲを目的として、去る１０月２４日（土）名古屋港

にて開催された「名港水上芸術花火２０２０」に協賛

しました。

　また、社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合

会等を通じてイベントの入場券を寄贈し、温かいお

礼のお手紙も頂戴しました。

お手紙には、親子の皆様による手書きのメッセージが綴られていました。



東名支部
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　東名支部では毎年、千種区
（10月千種区民まつり）、名東区
（4月藤が丘さくらまつり）、
長久手市（11月ながくて市民
まつり）、日進市（11月にっしん
市民まつり）の４つの地域まつり
に参加し、ハトマークと不動産
無料相談の周知活動に取り組ん
でいます。特に、当日を迎えるまでの運営役員や地域の方との
打合せの場を大切にしています。
　おまつり当日は、とにかく「賑やかに楽しく」。景品の当たる抽選
会、子どもたちに配る風船や塗り絵コーナーも好評です。そんな
中でも実際に不動産の相談に訪れる方もいて、私たちスタッフも
嬉しい限りです。昨年は、名東区と日進市でステージＰＲを行い、
“あいぽっぽ”は子どもたちに引っ張りだこの大人気でした。

　今年はコロナウイルスの影響で全会場が中止と

なり、大変寂しい年でした。来年度は、愛知宅建の

マスコットキャラクターの「あいぽっぽ」を４会場

全てに呼んで盛り上げたいですね。

東名支部　川尻支部長

地域事業の紹介 2

名西支部
　名西支部では例年、西区と中村区の区民祭に参加
します。
　ブースでは、子どもを対象に開催するガラポンによる
抽選会が人気でたくさんのお客さんを引き寄せて
います。

　また、地域事業を通じて不動産取引におけるトラブル
から消費者を守るため『空き家に困っているか』『不動産
無料相談所を知っているか』といった項目について
アンケート調査を行うと同時に、不動産無料相談所の
周知を図っています。

名西支部　尾頭支部長

　地域事業の一環として参加する

区民まつりは西区・中村区共に例年

6万人強の人出で賑わいます。

　特にお子様向けのガラポンは盛況

で、早々に景品が捌けてしまう事も。

　今年はコロナ禍の影響で中止

となってしまいましたが、地域の

皆さまとふれあう貴重な機会なの

で来年は無事に開催される事を

願っています。



開業セミナー開催について
　今年度の第１回開業セミナーについては、令和２年

９月２９日（火）に愛知県不動産会館にて、不動産業に

興味のある方や開業を検討中の方などを対象に開催し、

２１名の方が参加されました。

　セミナーでは、伊藤亘会長の挨拶後、「創業に向け

ての準備について」をテーマとして、日本政策金融公庫 

名古屋創業支援センター所長 石田雅一 氏に講演いただ

きました。さらに、「宅建協会入会メリットについて」として

中林正人会員支援委員長より、講演がなされ、盛況で

ありました。

　セミナー終了後には、「個別相談会」を実施し、当協会の

役員がセミナー参加者へ個別に、開業に向けての具体的

なアドバイスや、不安に思っていること、入会に関しての

質問等に対応しました。

　なお、今年度２回目の開業セミナーを２月に開催予定

です。開業に役立つ講習と共に協会事業の紹介及び、

開業に向けての相談を参加無料で受講することができ

ます。詳細については決定後に協会ホームページに

掲載いたします。
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１．実施概要
（１）試験日　１０月１８日（日）

（２）申込者数　全　国 ２０４,１６３人

　　　　　　うち、登録講習修了者 ５１,０５７人

　　　　　　愛知県   １４,０４９名（前年度比６．３％減）

　　　　　　うち、登録講習修了者   ２,７４４人

（３）受験者数　全　国 １６８,９８９人

　　　　　　うち、登録講習修了者 ４５,４９２人

　　　　　　愛知県   １１，３９７名（前年度比６．４％減）

　　　　　　うち、登録講習修了者   ２,４５６人

２．合否判定基準
５０問中３８問以上正解した者

（登録講習修了者は４５問中３３問以上正解した者）

３．合格者の概要
（１）合格者数　全　国　２９,７２８人

　　　　　　うち、登録講習修了者　８,９０２人

　　　　　　愛知県　  １,８９８人（前年度比３８７人減）

　　　　　　うち、登録講習修了者　    ４３３人

（２）合 格 率　全　国　１７.６％（登録講習修了者１９．６％）

　　　　　　愛知県　１６．７％（登録講習修了者１７．６％）

令和２年度 宅地建物取引士資格試験結果について



令和２年度 第２回県下統一研修会開催について
（動画視聴による研修のご案内）
　本研修会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から、会員マイページを利用した「動画視聴による
受講」形式にて実施いたします。

視聴期間：令和３年２月１日（月）～２月１５日（月）
事前案内：１２月末メール便にて送付。
正式案内：１月末メール便にてテキストとともに送付。
※受講方法等、詳細につきましては、１月末に届く案内

　をご覧ください。

「重要事項説明書  知っておきたい物件調査の勘どころ」
講師：（株）ときそう 代表取締役　吉野 荘平 氏

「宅地建物取引業と人権問題等」
講師：愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課 担当者

「消防法上の留意事項について」
講師：愛知県防災安全局消防保安課 担当者

テレビＣＭを放映します
　本会では、ハトマークを愛知県下に広くＰＲするため、ＣＢＣテレビにてＣＭを放映します。 

　ＣＭには、堀内孝平さんの出演と本会マスコットキャラクター「あいぽっぽ」のアニメーションを取り入れ、地域に寄り添う

ハトマークのイメージアップを図ります。
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■1～2月の放映スケジュール（時間帯）

研修テーマ

  1 （金）
  2 （土）
  3 （日）
  4 （月）
  5 （火）
  6 （水）
  7 （木）
  8 （金）
10 （日）
11 （月）
12 （火）
13 （水）
14 （木）
15 （金）
16 （土）
17 （日）
18 （月）
19 （火）
20 （水）
21 （木）
22 （金）

1月

24：20～24：50
12：00～13：00
  6：15～  6：45
19：00～20：00
10：25～11：20
  9：55～10：25
24：00～25：00
20：00～21：00
18：30～20：00
10：50～11：20
  6：00～  7：00
  8：00～  9：00
19：00～20：00
12：00～13：00
15：00～16：00
24：25～25：15
  8：00～  9：55
24：00～25：00
20：00～21：00
10：25～11：20
10：25～11：20

23 （土）
24 （日）
25 （月）
26 （火）
27 （水）
29 （金）
30 （土）
31 （日）

1月

  6：45～  7：00
15：00～16：00
10：25～11：20
16：30～17：50
10：25～11：20
16：30～17：50
16：00～17：00
  6：15～  6：45

  1 （月）
  2 （火）
  3 （水）
  4 （木）
  5 （金）
  6 （土）
  7 （日）
  8 （月）
  9 （火）
10 （水）
11 （木）
12 （金）
15 （月）
16 （火）
18 （木）
19 （金）
21 （日）
24 （水）
25 （木）
26 （金）
27 （土）

2月

16：30～17：50
20：00～20：54
  9：55～10：25
24：00～25：00
10：25～11：20
  7：00～  7：30
  6：00～  6：15
20：00～21：00
  8：00～  9：55
13：55～15：40
  6：00～  7：00
  8：00～  9：55
24：00～25：00
13：55～15：40
13：55～15：40
15：15～19：00
13：24～13：54
  6：00～  7：00
  9：55～10：25
13：55～15：40
  9：25～11：30



12 2021年 冬号 information

東名

東名

東名

東名

東名

東名

名西

名西

名西

名西

名西

名南東

名南東

名南東

名南東

名南東

名南東

名南東

名南西

名南西

名南西

名南西

名南

名南

名南

名南

名城

名城

中

中

中

中

中

中

2020.6. 2

2020.6. 9

2020.8.18

2020.8.24

2020.8.25

2020.8.25

2020.6. 2

2020.6.23

2020.7.28

2020.8.  4

2020.8.25

2020.6.  2

2020.6.16

2020.6.30

2020.7. 6

2020.7. 7

2020.7.28

2020.8.18

2020.6. 2

2020.6.16

2020.6.23

2020.8.25

2020.7.14

2020.7.14

2020.7.28

2020.8.25

2020.6.  9

2020.8.18

2020.6.  9

2020.6.16

2020.6.16

2020.6.16

2020.6.16

2020.7.28

知事24403

知事24398

知事24460

知事24464

知事24462

知事24465

知事24378

大臣8529-3

知事24432

知事24447

知事24468

大臣8377-2

大臣9723

知事24425

知事7862-2

知事24417

知事24435

知事24449

知事24390

知事24412

知事24418

知事24430

大臣9346-27

大臣9743-1

知事24446

知事24469

知事24402

知事24452

知事24407

知事23261-1

知事24364

知事24396

知事24406

知事24424

㈱エステイトパートナー

㈲鈴河

ＦＲＩソリューション

㈱ゴーマル

㈱タイコウ建装

リラックホーム㈱

トータルクリエート㈱

店舗流通ネット㈱ 名古屋支店

アイエステート㈱

㈱名神建工

ユニバーサルエコロジー㈱

㈱木下不動産 名古屋支社

中日販売㈱

㈱ＥＭエンジニアリング

宝交通㈱ 瑞穂支店

㈱栄住建設

㈱サンリフレ

㈱大村技建

㈱青木工業

グラフィックファイン㈱

㈱アイヤコーポレーション

㈲アルファ
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ
南区東海通店
ＫＡＬＡ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ㈱
名古屋営業所
㈱太陽設備

（同）ＳＢＮ

㈱ＯＤＡ

㈱聖不動産

㈱Ｙ．Ｍ．Ｊトラステート

住まいのグループ㈱ 名古屋支店

㈱愛知テクノス

㈱一件落着

ケンズエステート㈱

㈱アントレプレナー

玉井　将晃

鈴木　智行

古井　　武

北河　　崇

岩下　大高

髙崎　敦嗣

砂田　紘幸

小岩　卓弥

丸山　英伸

神谷　幸輔

石田　友則

水野　友晴

林　　誠浩

両角　一彦

石田　周三

小池　賢孝

渡邉　英樹

大野　達廣

バユル エルギュン

加藤　嗣郎

熊崎　　進

増田　　誠

根本　　譲

齋藤　　大

水谷　孝道

近藤　実晴

織田　邦穂

長谷川聖仁

山路　利一

關谷　玲奈

伊藤　敦將

池田　勝彦

杉原　健嗣

荒川　敬介

〒464-0026 名古屋市千種区井上町５３ 鈴木ビル ３０１

〒465-0043 名古屋市名東区宝が丘８０-６  ２Ｆ

〒480-1102 長久手市前熊橋ノ本１６２-２  １Ｆ

〒465-0068 名古屋市名東区牧の里２-１９１１

〒465-0028 名古屋市名東区猪高台１-１３０１ タイコウビル１Ｆ

〒465-0092 名古屋市名東区社台２-１２８ パティーナ社台１０３号

〒450-0002 名古屋市中村区名駅２-３６-２ 協和ビル２Ｆ

〒450-0002 名古屋市中村区名駅４-１４-１０ 柳橋ＦｏｏｄＭａｒｋｅｔ ７Ｆ

〒451-0031 名古屋市西区城西４-２８-２３ 和光ビル１Ｆ

〒452-0823 名古屋市西区あし原町２２０ アクティブ横井Ｃ号

〒451-0014 名古屋市西区又穂町１-２７ １Ｆ

〒467-0811 名古屋市瑞穂区北原町１-３３-２

〒468-0047 名古屋市天白区井の森町８８番地

〒466-0807 名古屋市昭和区山花町１６-１ 山花ガーランド１Ｆ

〒467-0012 名古屋市瑞穂区豊岡通１-２３-２

〒466-0849 名古屋市昭和区南分町１-３７ １Ｆ

〒466-0855 名古屋市昭和区川名本町１-４５ オフィスアルファ１Ｆ

〒466-0822 名古屋市昭和区楽園町１０-２

〒454-0981 名古屋市中川区吉津４-２７０１  ２Ｆ

〒490-1115 あま市坂牧阿原６６

〒497-0052 海部郡蟹江町大字西之森字高粕１０４-４８  １Ｆ

〒496-8014 愛西市町方町西大山田３７-１

〒457-0841 名古屋市南区豊田２-２-１４

〒458-0820 名古屋市緑区境松２-３４１ ヤマサマンション４０３号室

〒457-0827 名古屋市南区北頭町３-９-１０

〒456-0032 名古屋市熱田区三本松町７-１ 熱田ビル３Ｆ

〒462-0844 名古屋市北区清水３-１６-２３ 第１セイワビル１Ｆ

〒461-0011 名古屋市東区白壁４-６３-３  ３Ｆ

〒460-0002 名古屋市中区丸の内２-１４-４ エグゼ丸の内９０２号

〒460-0002 名古屋市中区丸の内２-１２-１３ 丸の内プラザビル４Ｆ

〒460-0003 名古屋市中区錦３-１０-１４ 協和錦ビル３Ｆ  ３０１号室

〒460-0008 名古屋市中区栄３-２０-７ Ｓｔｕｄｉｏナディア２０１号

〒460-0008 名古屋市中区栄５-２６-３９ ＧＳ栄ビル３Ｆ

〒460-0007 名古屋市中区新栄２-２-１ イノフィスビル９Ｆ

支部 入会日 免許番号 商号又は名称 代表者 事務所々在地

自 令和2年6月1日～ 至 令和2年8月31日新入会員名簿



13202１年 冬号information

中

東三河

東三河

東三河

東三河

東三河

東三河

東三河

西三河

西三河

西三河

西三河

碧海

碧海

碧海

碧海

豊田

知多

知多

東尾張

東尾張

東尾張

東尾張

東尾張

西尾張

西尾張

西尾張

西尾張

北尾張

北尾張

北尾張

北尾張

北尾張

北尾張

2020.8. 4

2020.6. 2

2020.6.16

2020.6.23

2020.7.14

2020.7.14

2020.7.14

2020.8.18

2020.6.16

2020.6.16

2020.6.30

2020.7.28

2020.6. 2

2020.8.18

2020.8.18

2020.8.24

2020.7.14

2020.7.14

2020.8.18

2020.6. 2

2020.6.30

2020.7.28

2020.7.28

2020.8.25

2020.6.  2

2020.6.23

2020.7.14

2020.7.14

2020.6.  2

2020.6.16

2020.6.30

2020.7.14

2020.8.  4

2020.8.  4

大臣9711-2

知事22171-1

知事24385

知事24400

知事22556-1

知事24420

知事24434

知事24436

知事18745

知事18745-1

知事24422

知事24446-1

知事24394

知事21812-7

知事24466

知事24457

知事24410

大臣9346-26

知事24170-10

知事24401

知事24421

知事24441

知事24445

大臣9746-1

知事24382

知事24393

知事23597-1

知事24440

知事24405

知事24413

知事24419

知事24433

知事24453

知事24455

㈱ゼロ不動産管理 名古屋営業所

㈱なでしこ開発 新城支店

㈱創基

㈱アトリウム

㈱名古屋都市開発 豊橋支店

㈱リキュー

㈱スマイルＦＰ

㈱あいちメディカルコーディネート

あいち三河農業協同組合
あいち三河農業協同組合
開発部岡崎店
㈱ＤａｎｄＢ

㈱太陽設備くろねこ不動産

㈱カミテック

アルファス㈱ 新安城店

（一社）歯科衛生協会

㈱ジェイビー企画

東海藤不動産
㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ
名古屋買取部
㈱アールプランナー不動産 東海店

㈱ＳＡＮＤＹ

ＮＥＷ ＥＮＥＲＧＹ ＦＬＯＷ㈱

ＨＳ不動産㈱

イースマイルエステート㈱

㈱中商 名古屋オフィス

平岡土地

㈲ととるくらぶ

パパママハウス㈱ 一宮オフィス

㈱プラス・ワン

㈲双和美建

㈱東海クリエイティブ

㈱匠建

平和エステート

㈱ＭＲＥ

㈱ＲｅＳＴＡＲＴ

中山　慎治

竹内　裕和

白井　基喜

疋田　裕一

今泉　賢治

稲吉　伸英

小山　敏生

加藤　　智

天野　吉伸

竹田　圭一

小川　哲哉

榊原　孝太

神谷　勝徳

西村　勇哉

鈴木　孝直

田中　道代

張　　　娜

荻山　祥典

松岡　孝佳

山本　周一

奥田　耕作

細江　祐介

高橋　侑大

古川　仁士

平岡　功次

髙島　　満

山口　　勉

加藤　剛史

福岡　荘一

朝倉　陽平

増本　章太

布施　介也

水谷　清次

平井　弘紀

〒460-0002 名古屋市中区丸の内２-１２-２６ 丸の内セントラルビル６Ｆ

〒441-1344 新城市野田字上市場２５-７２７

〒441-8104 豊橋市山田二番町７８-１

〒440-0865 豊橋市向山台町１３-１０ カルディアス向山２０５

〒441-8077 豊橋市神野新田町字ロノ割１７２-１ Ｍｏｈａｒａ Ｂｌｄｇ３Ｂ

〒443-0105 蒲郡市西浦町的場４６  １Ｆ

〒441-1112 豊橋市石巻町字間場４８-１

〒443-0057 蒲郡市中央本町４-２７ ２Ｆ

〒444-0213 岡崎市坂左右町字葦ノ部１８-１

〒444-0837 岡崎市柱２-６-８

〒444-0931 岡崎市大和町字家下５０-５

〒444-0007 岡崎市大平町字辻杉２６-１

〒447-0053 碧南市笹山町1-5２-6

〒446-0072 安城市住吉町６-１-７

〒472-0056 知立市宝３-１１-７

〒444-1335 高浜市芳川町４-１-７７  １Ｆ

〒470-0463 豊田市石飛町飯野境１７１-３０  ２Ｆ

〒474-0073 大府市東新町１-１６０

〒476-0014 東海市富貴ノ台３-３６

〒480-1219 瀬戸市窯町３４８  １階

〒463-0037 名古屋市守山区天子田１-１００３ メゾン天子田２０３

〒488-0838 尾張旭市庄中町２-３-２４

〒463-0079 名古屋市守山区幸心１-１３１８ ファインアート間黒１階東号室

〒463-0001 名古屋市守山区大字上志段味樹木１６３１-２

〒452-0943 清須市新清洲４-２-１８ ２Ｆ

〒495-0015 稲沢市祖父江町桜方笹原６１-２

〒491-0831 一宮市森本２-４-５

〒491-0353 一宮市萩原町萩原字高畑５４

〒485-0084 小牧市大字入鹿出新田７１５-１

〒486-0807 春日井市大手町３-１５-８

〒485-0007 小牧市久保一色南１-２０７

〒484-0076 犬山市大字橋爪字四郎丸３-１５ ２Ｆ

〒483-8256 江南市中奈良町熊野１０７-１

〒486-0849 春日井市八田町１-３-４

支部 入会日 免許番号 商号又は名称 代表者 事務所々在地

自 令和2年6月1日～ 至 令和2年8月31日新入会員名簿



違う箇所が5つあります。
答えはページの下に掲載しています。

《答え》１：左下の梅の葉っぱの数　2：羽子板の絵柄　3：あいぽっぽの襟の形　4：凧の色（色の組み合わせ）　5：ダルマの顔の大きさ

まちがいさがしまちがいさがしまちがいさがしまちがいさがし

14 2021年 冬号 まちがいさがし



15202１年 冬号information

総会・研修会等の出席確認について
　定時総会や各種研修会の出席確認は
従来の磁気カードに代わり、令和２年９月
にお送りしました会員シールのＱＲコードに
おいて行っております。会員証はじめ
従業者証明書や不動産手帳に貼付して
いただくとともに、スマートフォン（携帯電話）
の画面にQRコードの写真を表示していた
だいても出席確認を行うことができます。

今月のあいちの花

　「和物」の名称は、昭和40年代に西尾市の生産者団体によって名付けられました。
和物の栽培期間は、盆栽に比べて短いものの、出荷・販売まで３～５年かかり、手間と
時間をかけて栽培されています。御自宅で過ごす時間が増えている今こそ、和物を
飾ってみてはいかがでしょうか。

　「和物」の名称は、昭和40年代に西尾市の生産者団体によって名付けられました。
和物の栽培期間は、盆栽に比べて短いものの、出荷・販売まで３～５年かかり、手間と
時間をかけて栽培されています。御自宅で過ごす時間が増えている今こそ、和物を
飾ってみてはいかがでしょうか。

花の王国あいち県民運動実行委員会 電話 ： 052-954-6419　メール ： engei@pref.aichi.lg.jp

和物類とは、日本の四季や文化を表現できる鉢植え植物の
ことで、松竹梅などが含まれます。
日当たりや風通しの良い場所で管理します。水やりは、表面
の土が乾いたらたっぷり与えましょう。

和物類



本誌内容の無断転載はご遠慮下さい。 転載ご希望の方は、協会本部事務局まで
必ずお問い合わせ下さい。 TEL：052-522-2575

　シンボルマーク（ハトマーク）は、私達がこれから目指
していくべき姿の象徴です。２羽の鳩は会員とユーザー
の信頼と繁栄を意味し、使用されている色については、
赤色は「太陽」を、緑色は「大地」を、そして白色は「取引
の公正」を表しています。またREAL（不動産の、本当の）
PARTNER（仲間、協力しあう）は会員とユーザーが
REAL PARTNERとなり、「信頼の絆」が育まれるように
との願いをシンボルマークにこめたものです。

広報啓発委員会
委員長　河合 保人
公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会
名古屋市西区城西５-１-１４ 愛知県不動産会館
ＴＥＬ：０５２-５２２-２５７５（代）
令和2年12月20日発行　通巻506号

●編　　　集／
●編集発行人／
●発　行　所／

Eメール : takkeninfo@aichi-takken.or.jp

愛知県宅建協会のホームページ
https://www.aichi-takken.or.jp/




