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TACHIKAWA
今後行われる予定行事
●３月開催予定
12 日（水）立川・武蔵村山市民相談会
13 日（木）東大和市市民相談会
25 日（火）昭島市市民相談会
26 日（水）立川市市民相談会

各市民相談会場
●開催場所

●問い合わせ先

立川・・・立川市役所
東大和・・東大和市役所
武蔵村山・武蔵村山市役所
昭島・・・昭島市役所
その他・・本部相談所

電話
電話
電話
電話
電話

042-523-2111
042-563-2111
042-565-1111
042-544-5111
03-3264-8000

開催時間
開催時間
開催時間
開催時間
開催時間

13：30 ～ 16：30
9：00 ～ 12：00
13：30 ～ 16：00
13：30 ～ 16：00
10：00 ～ 15：00

※本部相談所に付きましては、お電話のみの対応になります。

平成 25 年度 第 1 回情報小委員会
（情報小委員会

委員長

二本松

亮）

11 月 7 日 午後 2 時より 立川商工会議所第 5 会議室に於きまして平成 25 年度 第 1 回
情報小委員会「売買・賃貸借の実践的でタイムリーな研修会」を開催いたしました。
当日は会員様、従業員の皆様 41 名にご参加いただきあ
りがとうございました。
第 1 部では「消費者に対するより適切な物件紹介スキ
ル向上の為の研修会」としまして講師に㈱リクルート住
まいカンパニー 朝井勇樹氏をお迎えし、不動産業界にお
ける動画活用の必要性及び活用方法について講演いただ
きました。
第 2 部では「消費者の趣向に合わせたインターネット
活用方法向上の為の研修会」としまして講師にアットホー
ム㈱志村正信氏をお迎えし、消費者の行動分析を踏まえ
たより使いやすいインターネットサイトの運営方法を講
演いただきました。
当日は講演中にビルの火災訓練時間と重なりご参加者
の皆様にはご迷惑をおかけいたしました。今後とも皆様
のお役に立てますよう事業を行って参りますので、皆様
のご理解とご協力をお願い申し上げます。

TACHIKAWA
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

第 72 回宅建名球会ゴルフコンペ
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
宅建名球会ゴルフコンペで２連覇達成 !!

（優勝者

益子

悦雄）

2013 年 12 月 4 日 飯能グリーンゴルフ場で行われた名球会ゴ
ルフコンペにおきまして、昨年 (2012 年）に引き続き今年も優勝
をしてしまいました。
通常ですと、一度優勝をすると、大幅にハンディキャップが
減ってしまい連覇の可能性はかなり減るのですが、たまたま今年
はハンディキャップ改正の年と言うことで、一度減ったハンディ
キャップから少し戻って今回はハンディキャップを 20 もいただ
きました。

《左：原田委員長

右：益子さん》

同伴プレイヤーには株式会社エヌディーシーの渡邉政榮社長と都市ホーム賃貸サービス株式会社
の中村玉江さん、そして私の三人でプレーをしました。同伴競技者の方達はとても楽しく、のびの
びとプレーをさせていただいたおかげで大叩きするホールもな
く無難にまとめることが出来ました。
おかげさまでハンディキャップ改正の恩恵を存分に受けて今
年も優勝をする事が出来ました。誠にありがとうございました。
最後になりますが今回のゴルフの設営をして頂いた有限会社
リトミックの原田社長、今回の幹事をされた株式会社なかやま
不動産の東條真由美さん。楽しいゴルフを設営いただき、本当
にありがとうございました。

「立川支部・賀詞交歓会」開催
（厚生小委員長

原田

雅幸）

平成 26 年 1 月 14 日パレスホテル立川に於いて、立川支部「賀詞交歓会」が開催されました。
福本立川支部長の新年の挨拶にはじまり、本部からは副会長の山田様また、立川選出の国会
議員、立川市長を始めとして 3 市長と、都議会議員の方々も出席して頂きました。
先生方の話を聞いていると、今年は大変景気が良くなっ
て、私達不動産業はおおいに潤うとの事でした。
今年は、当支部の相談役の中山氏が、バンドをやってい
るという噂を聞きつけ、やっとの思いで、新年会で演奏し
ていただける事になりました。
プレスリーのラブミーテンダーに始まり、赤い鳥の「翼
をください」では、ご出席全員で歌い、谷村新司の「サライ」
では若手の 10 数名が中央の前に出て肩を組んで歌うという、会員が一体となって最高でした。
歌の後は、「篠武志」マジックショーで楽しんで頂き、恒例の抽選会は限られた予算の中で出
席者全員が楽しんでいただき、更なる親睦が深まったと思っております。

TACHIKAWA
『情報小委員会事業報告』
（情報小委員会委員長

二本松

亮）

平成 26 年 1 月 21 日 ( 火 ) 午後 2 時より宅地建物取引業協会立川支部事務所に於いて、
第 2 回「情報小委員会研修会」を開催いたしました。当日は 21 名の会員様にご参加いた
だきありがとうござました。
第一部では「ハトさんご入会促進キャンペー
ン」の概要について説明会を行いました。
第二部では「平成 26 年度税制改正大綱（住
宅ローン減税や給付金等）と消費税増税に関す
る対応」について講師に小嶋公志税理士をお迎
えし変更点についてレジュメを用いて丁寧にご
説明をいただきました。又、終了後に質疑応答
を行いご参加者の皆様の疑問点にもお答えでき
たと思います。
今後とも、皆様のお役に立つような事業を行って参りますので、皆様のご理解とご協力
をお願い申し上げます。

その他の行事
レインズ研修会 (12 月 20 日）

選挙管理委員会 (2 月 14 日）

TACHIKAWA
第２回本部主催研修会
（研修委員会委員長 益子 悦雄）
今年度二回目の本部主催ブロック別研修会が 11 月 21 日 ( 木）八王子のオリンパスホー
ルにて行われました。
新しい会場で行われたのが今回で二
回目と言うこともあり、スムーズな運
営をすることが出来ました。会員の皆
様にもご協力を頂き感謝申し上げます。
今回の立川支部からの参加者は 47 名
と、ほぼ前回と同数の参加状況となり
ました。しかし、過去、多摩ブロック
二会場で開催してきたときは 100 名近
い会員の参加がありました。
その時の状況からすると出席会員の数は半減してしまっております。予算等の都合上、
今後も多摩ブロックにおける研修会会場は一会場という流れになっております。
出席者目線で考えた運営をするのであれば、出来るだけ出席者の事業所に近い会場で開
催してもらうことが良いはずで、広いエリアを受け持つ多摩ブロックの研修会会場が一カ
所と言うことで出席者はますます減少して
しまいます。
最 近、 本 部 の 研 修 委 員 会 で は 毎 回 こ の
テーマで議論をしますが、なかなか本部の
意向を覆していくことが難しい状況になっ
ております。
立川支部の代表として研修委員会に出席
している私としては今後も引き続き出席者
目線で考えた研修会の運営を目指し、意見
をしていきたいと思います。
来年以降もしばらく多摩ブロックは一会
場で八王子のオリンパスホールでの開催に
なると思われます。立川からですと少し遠
くなって皆様にはご不便をおかけいたしま
すが、ご理解いただき、一人でも多くの会
員にご参加いただきたいと思います。
どうぞ今後ともよろしく御願いします。

TACHIKAWA
平成 25 年度 支部主催研修会
（研修委員会委員長 益子 悦雄）
その日はきっと記憶に残る日となるでしょう。平成 26
年２月 14 日（金）歴史的な大雪に見舞われたその日に
今年度第２回目の研修会は行われました。
数日前から、大雪の予報の中、朝から雪は降り続いて
おりました。こんな天気の中で会員の方々にはお越し頂
けるのだろうか？と心配をしておりました。
しかし、そんな心配も他所に通常の八割程度ではあり
ますが、多くの人の御参加をいただく事が出来ました。
第一部では「平成 26 年度税制改正及び消費税増税に伴う不動産の取引実務」と題しまして
、井出真税理士事務所

代表

を、第二部では「売買仲介実務

井出真先生による講演
トラブル解決・未然

防止」と題して、みらい総合法律事務所

所属の弁護

士伊村健二朗先生にご講演を頂きました。
今回は実務に即した題材とさせていただいたことで
、お越し頂いた皆様にはご満足頂けたものと自負致し
ております。
平成 22 年度から２期四年間研修委員会の委員長を
担当させて頂きましたが、テーマと講師を考えるのが難しかったです。出来るだけ実務に即
した形の中で一般消費者にも聞いて頂けるような内容と考えるとなかなか良いテーマや講師
がみつかりませんでした。
そんな中で助かるのはアットホーム株式会社さんです。アットホームさんの中には「業務
推進グループ」という部署があって、相談するとアイデアを出してくださります。研修会の
資料も格安で作ってくださり本当にありがたいです。来年度の研修委員長さんもぜひ困った
ときはアットホームさんに相談をしてみて下さい。それでは皆さん四年間ありがとうござい
ました。

