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　先日、総務委員会が所管している第7回小学生絵画コンクールの審査会に参加しました。
今年度は2088枚もの作品応募があり、机に目一杯広げて1枚ずつ見ていくので、審査をす
るのも楽ではありません。
　1年生2年生の絵は、自由奔放！たけのこの町があったり、くらげの家があったり、とて
もかわいらしいですね。3年生4年生の絵は、宇宙や地下、海中などいろんなところに町が
あります。5年生6年生の絵は、びわ湖を代表として滋賀県の自然環境を守っていくエコ
意識の高い絵が多く見られました。
　…と審査員かのような感想を述べましたが、私はもっぱら絵を並べるのに専念しており
ました！
　12月16日より入選作品を彦根ビバシティにて展示をしておりますので、ぜひご覧くだ
さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務委員　中谷　直樹
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◆ 青年部会交流会 ◆
日　時：平成31年1月22日（火）　18：30 ～ 21：00（18：00より受付）
場　所：ホテルボストンプラザ草津
　　　　　草津市草津駅西口ボストンスクエア内　TEL：077-561-3311
対象者：H30.4.1現在で45歳以下の会員及び従業者

◆ 空き家相談員研修会 ◆
日　時：平成31年1月24日（木）　13：00 ～ 16：10（12：30より受付）
場　所：栗東芸術文化会館さきら中ホール
　　　　　栗東市綣2丁目1－28　TEL：077-551-1455

◆ 不動産関連講座（基礎コース） ◆
日　時：平成31年度1月29日（火）
　　　　　午前の部　9：20 ～ 12：05（9：00より受付）
　　　　　午後の部　13：30 ～ 16：30（13：00より受付）
場　所：協会5階会議室

◆不動産関連講座（応用コース） ◆
日　時：平成31年2月8日（金）
　　　　　午前の部　10：00 ～ 12：10（9：30より受付）
　　　　　午後の部　13：30 ～ 15：30（13：00より受付）
場　所：協会5階会議室

優秀賞　第1部門

甲賀市立綾野小学校　2年　藤原　百実さん

優秀賞　第3部門

東近江市立八日市南小学校　5年　植村　咲笑さん

優秀賞　第2部門

栗東市立治田西小学校　3年　寺井　奏介さん

２ 不動産フェアを開催しました
４ 防犯キャンペーンを実施いたしました
 守山市空き家情報バンクの運営に関する協定を締結しました
 滋賀県宅建協会会長杯ゴルフ大会を実施しました
５ 滋賀けんせつみらいフェスタ2018に出展しました
 会員交流会を実施しました
６ 最近の判例から
８ 不動産キャリアパーソン　受講料割引キャンペーン
９ 全宅管理のご案内
10 近畿レインズサブセンター通信
12 第6回理事会・第7回理事会
13 協会行事記録
 事務局からのお知らせ
14 会員名簿登載事項の変更
15 新規入会者紹介
 会員資格喪失
 会員資格承継者紹介
 名簿の訂正
 近日開催予定
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2 人権標語 大すきな　相手の気持ち　理かいしよう　　葛川小学校 4 年

　平成30年9月22日（土）ビバシティ彦根センタープラザ及びセンターモールにて不動産フェアを開

催しました。本イベントは不動産に関する各種相談ブースの設置や各種イベントを通じて、広く一般

消費者にハトマーク及び安心安全な不動産の取引についてのPRを目的としております。

　相談ブースでは本会の認定する「空き家相談員」による住まいと空き家の無料相談コーナーをはじ

め、弁護士 山極 良太 氏による法律相談コーナー、税理士 久保 卓巳 氏による税務相談コーナーを設

け、合計19件の相談に対応いたしました。

　ステージではオープニングの滋賀レイクスターズキッズチアショーを始め、アミンチュショー、お

笑いタレントスマイルによるトークショー、滋賀県警のマスコットキャラクターけいた君と大学生ボ

ランティアによる防犯PR劇、ドラマストアミニライブなどを行いました。

　また、今回は、本会が採択を受けた国土交通省の「平成30年度 地域の空き家・空き地等の利活用に

関するモデル事業」の一環として、俳優の河相我聞氏を迎え、空き家の活用に関する消費者向けのセ

ミナーを開催いたしました。

　河相氏には、築50年の生家を自身で改修し、賃貸した経験から、これからの空き家活用の可能性に

ついて、来場者に分かりやすく解説をしていただきました。

　また、ハトマーク入り缶バッジ制作コーナーの設置、ノベルティグッズの配布、本会主催の小学生

絵画コンクールの優秀作品の展示を行い、当協会とハトマークのPRを行いました。当日はたくさん

のご来場者があり、盛会裏に終了いたしました。

不動産フェアを開催しました



3人権標語 だれにでも　やさしくたのしく　平等に　　下阪本小学校 4年



4 人権標語 その手がね　友達すくう　かぎとなる　　南郷小学校 4年

　法務指導委員会では、平成30年9月

22日（土）不動産フェアと同日、滋賀県

警のマスコットキャラクターけいた君

と大学生ボランティアによる防犯PR

ステージに合わせ、滋賀県警の生活安

全課のご協力の下、フェア来場者に防

犯啓発チラシとハトマークロゴ入りの

ノベルティ 1700セットの配布を行い、

地域防犯や特殊詐欺被害の防止に関す

る声掛けを行いました。

防犯キャンペーンを実施いたしました

　平成30年9月27日守山市役所におい

て守山市空き家情報バンクの運営に関

する協定を締結しました。同バンク運

営にかかる媒介業務を地域の会員に担

っていただくこととなりますのでご協

力のほどよろしくお願いいたします。

守山市空き家情報バンクの運営に関する
協定を締結しました

　平成30年11月7日（水）日野ゴルフ

倶楽部にて滋賀県宅建協会会長杯ゴル

フ大会を実施しました。

　本ゴルフ大会は会員の親睦と交流を

深めるのみならず、参加者の募金によ

り福祉器具等を購入し公共機関等に贈

呈することを目的としたチャリティ事

業でもあります。

　当日は33名のご参加があり、プレー

中や表彰式内において総額75,500円

の寄付が当ゴルフ大会で集まりました。

滋賀県宅建協会会長杯ゴルフ大会を実施しました



5人権標語 泣かないで　君が笑えば　みんなも笑う　　大石小学校 4 年

　平成30年10月20日（土）浜大津業務用地にて

滋賀けんせつみらいフェスタが開催され、当協会

青年部会が飲食ブースを出展し、綿菓子、ペットボ

トル飲料の販売、住まいと空き家の無料相談会の

実施、そして、ハトマークが入ったノベルティグッ

ズの配布を通してハトマークのPRを行いました。

　本イベントは、子どもたちに建設業のしごとを

見て、体験していただくことを目的として開催さ

れており、今年で4回目の参加となります。

　当日は約3,000名の来場者があり、次世代を

担う子どもたち、また、住宅購入者層となる子

育て世代を中心に広くハトマークの周知を行う

ことができました。

　なお、青年部会では本イベントでの収益金を

チャリティ募金とし、各事業での募金と合わせ

て平成31年3月に福祉器具等の寄付を行う予定

をしております。

滋賀けんせつみらいフェスタ2018に出展しました

　平成30年度会員交流会を実施しました。開催日、開催場所等は以下のとおりです。

　平成30年9月4日（火）に実施予定だった第1地域・第3地域の会員交流会については、残念ながら

台風21号の影響により中止とさせていただきました。各地域において年末年始にかけて地域懇談会を

実施する予定ですので、ご参加のほどよろしくお願いいたします。

会員交流会を実施しました

第2地域 9月11日（火） ライズヴィル都賀山 89名

地　域 開催日 場　　所 参　加



6 人権標語 「ありがとう」　このひとことを　友達に　　小松小学校 5年



7人権標語 思いやり　みんなの笑顔が　あふれてる　　仰木の里小学校 5年

出典：一般財団法人不動産適正取引推進機構　（「RETIO」No.109、2018年、106頁以下）



8 人権標語 思いやり　笑顔あふれる　愛言葉　　雄琴小学校 5年



9人権標語 あいさつで　こころつながる　ぼくときみ　　志賀小学校 5年

賃貸不動産管理は
不動産ビジネスの根幹となり得る業務です

一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協
会（以下、「全宅管理」という）に所属し
ている全国で6,000を超える会員は、そ
れぞれの地域で管理業務を中心とした
事業を展開。物件管理にとどまらず、資
産管理、地域社会に寄りそっています。
今回、私たちは左記のスローガンを制定
しました。これまで目指してきたことを明
文化することで、会員が同じ想いで業務
に携わり、さらなる高みを目指していき
ます。

◉ 全宅管理は、宅建協会会員のみが入会できる業務支援団体です。

平成30年度に入会された方全員
計７種のプレゼントを実施中

まずは、資料請求を！
下記にご記入のうえ、FAX送信をお願いします。

FAX 03-5821-7330
TEL 03-3865-7031

（一社）全国賃貸不動産管理業協会
〒101-0032東京都千代田区岩本町 2-6-3　全宅連会館

会社名

所在地 〒

TEL

担当者名

FAX

E-mail

入会金

20,000円
新規開業して平成30年度中に宅建協会に新規入会された
会員が、入会日から１年以内に全宅管理に入会された場
合、入会金（２万円）が無料になります。

年会費

24,000円

2,000円（月額）
×12ヶ月

「宅建協会新入会員応援プロジェクト」 実施中

空室対策

登録制度
近隣トラブル

長期修繕
リフォーム

法改正

相続



10 人権標語 思いこみ　見る目を変えて　見てみよう　　逢坂小学校 5 年

●成約登録の画面イメージ

●物件登録の画面イメージ

近畿レインズサブセンター通信

所 在 地３の 入 力 必 須 化 に つ い て
１． 目的

不動産取引の適正化および不動産流通の健全な発展のため、所在地3の入力を必須とすることで、 より詳細
な取引事例の蓄積およびそれらを反映した市場データの作成や価格査定を行う場合の意見の根拠等に資す
るべく、情報の充実や信頼性向上を図ります。

２． 必須対象となる項目
近畿圏域の売買物件における、所在地3（番地・号）、部屋番号

３． 対応時期　平成31年1月6日

４． 売買物件の登録および在庫検索における所在地3、部屋番号の表示・非表示
（1）検索結果時の表示について

物件情報の登録時に、検索結果に所在地3、部屋番号を表示させるかどうか選択できるようにします。新
たに所在地3表示、部屋番号表示を設け、デフォルトは「表示しない」となります。

（2）検索結果の表示、非表示の見分け方について
所在地3、部屋番号が表示される物件には物件検索結果一覧に、　　アイコンを表示します。

５． 成約登録時の所在地3、部屋番号の扱いについて
（1） 売物件の成約登録について

物件登録時に入力した所在地
3、部屋番号は予め入力された
状態で、変更および削除する
ことはできません。成約登録
時、入力できる項目は成約年
月日と成約価格のみです。

（2） 賃貸物件の成約登録について
従来とおり所在地3、部屋番号
は物件登録時に入力した項目
は表示されますが、変更およ
び削除することは可能です。



11人権標語 やってみよう　いいとこみつける　宝さがし　　中央小学校 5 年

●成約事例検索の画面イメージ

●物件検索結果一覧（成約）のイメージ

６． 成約事例物件の検索における所在地３、部屋番号の表示
（1） 成約売物件の検索について

成約売物件の検索時、所在地詳細の表示にチェックをし、表示される承諾書に承諾をした場合のみ、
物件詳細画面および物件概要書に所在地3、部屋番号が表示されます。

（2） 物件検索結果一覧（成約）について
所在地詳細の表示に承諾をして検索実行した場合、物件検索結果一覧に、 　　アイコンが表示されます。

（3） 所在地3、部屋番号の検索数の上限について
成約情報の所在地詳細情報を1日に閲覧できる回数に上限を設けます。1日の表示可能件数はレインズ
の稼動時間（午前7時～午後11時）の間に物件詳細、物件概要書のそれぞれで500件を上限とします。
承諾書に承諾し、 　  アイコンが表示された成約物件の詳細を表示したときのみカウントされ、日をま
たぐことでカウントはリセットされます。

７． 平成30年12月27日までに登録されている物件の扱いについて
（1）成約売物件の検索対象について

平成30年12月27日までに成約登録された売物件で所在地３、部屋番号が入力されている物件は平成31
年1月6日以降、成約事例検索時に所在地詳細の表示対象となります。

（2） 平成30年12月27日以前に登録した物件の取り扱いについて
平成31年1月6日以降に変更登録や再登録を行う際は物件登録時に所在地3、部屋番号が入力されてい
ない場合でも、入力必須項目となります。



12 人権標語 大丈夫　きみはきみで　いいんだよ　　伊香立小学校 6 年

第6回理事会
　滋賀県宅建協会の第6回理事会が9月13日（木）
協会理事会室で開催された。

　1．審議事項
　下記の8項目について、原案通り承認された。
◎新規入会申込者審査報告について
　2件の新規入会の申込の承認に関する審議が行わ
れた。
　詳細は「新規入会者紹介」をご参照ください。
◎滋賀県宅建協会会長杯チャリティゴルフ大会に
ついて

　11月7日（水）に日野ゴルフ倶楽部にて実施する
旨の提案があった。
◎第1回相談員研修会について
　11月15日（木）に協会5階理事会室にて第1回相
談員研修会を実施する旨の提案があった。
◎平成30年度滋賀県宅地建物取引業暴力団等排除
対策協議会総会について

　11月15日（木）に協会5階会議室にて平成30年
度滋賀県宅地建物取引業暴力団等排除対策協議会
総会を実施する旨の提案があった。小寺会長より出
席率を上げるため、理事会と同日開催としたことが
附言された。
◎少子化対策（恋活パーティー）について
　11月21日（水）にトラットリア・デラ・メーラ（草
津）にて少子化対策（恋活パーティー） を実施する
旨の提案があった。
◎賃貸不動産管理業務研修会について
　12月11日（火）に栗東芸術文化会館さきらにて
賃貸不動産管理業務研修会を実施する旨の提案が
あった。
◎新年賀詞交歓会について
　平成31年1月8日（火）にホテルニューオウミに
て新年賀詞交歓会を実施する旨の提案があった。
◎守山市空き家情報バンクの運営に関する協定の
締結について

　草津市、多賀町、日野町、豊郷町に次いで5例目
となる「守山市空き家情報バンクの運営に関する協
定」の締結について提案があった。

　2．報告事項
◎平成30年度第1回一般研修会の実施報告について
　7月17日（火）、18日（水）、19日（木）に実施した
平成30年度第1回一般研修会の実施報告があった。
◎第1回新規開業者研修会の実施報告について
◎会員資格者変更申請審査報告について
　7件の代表者（政令使用人）変更に係る審査は適
正であった旨の報告があった。

第7回理事会
　滋賀県宅建協会の第7回理事会が10月11日（木）
協会理事会室で開催された。

　1．審議事項
　下記の7項目について、原案通り承認された。
◎新規入会申込者審査報告について
　6件の新規入会の申込の承認に関する審議が行わ
れた。
　詳細は「新規入会者紹介」をご参照ください。
◎全宅連安心Ｒ住宅事業制度説明会について
　10月23日（火）に協会5階会議室にて「全宅連安心
Ｒ住宅事業制度説明会」を実施する旨の提案があった。
◎地域懇談会について
　11月から1月に各会場において地域懇談会を実
施する旨の提案があった。また、台風の影響により
延期をしている第1地域と第3地域の会員交流会に
ついては取り止めとし、余剰予算を当懇談会費に充
てて、協会負担を上乗せする旨、また、日程、会場
等については、担当組織委員と理事にて協議の上、
決定を願う旨、さらに高島地区については、組織委
員が不在であるので、事務局ないし他の組織委員が
対応する旨が附言された。
◎第2回新規開業者研修会について
　12月17日(月)に協会5階会議室にて第2回新規
開業者研修会を実施する旨の提案があった。
◎特別研修会について
　1月8日(火)にホテルニューオウミにて元通商産
業官僚 大津市出身の政治評論家 八幡和郎氏をお迎
えして特別研修会を実施する旨の提案があった。
◎ホームページの全面改修について
　全面改修については見積もりの結果、よりランニ
ングコストの面で優れた提案のあった、有限会社ウ
ェストに依頼する旨の提案があった。
◎平成30年度会費未納者の懲戒について
　10月2日の懲戒委員会にて審査した会員11社
が「正当な理由なく3か月以上の未納」に該当する
ため、本会規程に基づき処分することが提案された。

　2．報告事項
◎不動産フェアの実施報告について
◎防犯キャンペーンの実施報告について
◎守山市空き家情報バンクの運営に関する協定の
締結について
◎会員資格者変更申請審査報告について
　3件の代表者（政令使用人）変更に係る審査は適
正であった旨の報告があった。

第6回理事会・第7回理事会



13人権標語 考えよう　やっていいこと　悪いこと　　藤尾小学校 6 年

月日 月日行　　　　　　事 行　　　　　　事
【9月】

3日 災害見舞（広島宅建・岡山宅建訪問）

  ［小寺］（広島宅建・岡山宅建）

6日 第３回レインズ運営委員会 （大阪府宅建会館）

6日 建産連：社会資本整備委員会 ［遠藤］（夢けんプラザ）

6日 建産連：災害対策委員会 ［小寺］（夢けんプラザ）

7日 災害見舞（愛媛宅建訪問） ［小寺］（愛媛宅建）

10日 流通機構第１０回グランドデザイン構築特別委員会

  （大阪府宅建会館）

10日 入会審査委員会 （協会５階　理事会室）

10日 第４回常務理事会 （協会４階　会長室）

11日 第３回法定講習 ［佐野・芝原］（県庁新館）

11日 会員交流会（第２地域） （ライズヴィル都賀山）

13日 滋賀県不動産取引業協議会：人権啓発ティッシュ配り

  ［小寺］（石山駅）

13日 第３回流通対策委員会 （協会５階　会議室）

13日 第６回理事会 （協会５階　理事会室）

13日 第２回総務委員会 （協会５階　会議室）

13日 第２回正副組織委員長会議 （協会５階　会議室）

18日 流通機構第３回理事会 ［小寺・服部］（大阪府宅建会館）

18日 第２回組織委員会・懇親会 （草津市）

20日 兵庫宅建㈱第１２期定時株主総会懇親会

  ［小寺・服部］（神戸オリエンタルホテル）

20日 第４回次世代委員会 （協会５階　会議室）

21日 キラりん滋賀出演（不動産フェア告知）

  ［小寺］（びわ湖放送㈱）

21日 第２回業務対策委員会 （協会５階　会議室）

22日 不動産フェア・空き家相談会 （ビバシティ彦根）

25日 流通機構：第１回機構組織検討特別委員会

  ［小寺・為永］（大阪府宅建会館）

26日 宅建模擬試験 ［大村・高野］（協会５階　会議室）

26日 全宅連：第２回組織整備特別委員会

  ［小寺］（全宅連会館）

27日 第９・１０回レインズIP型システム・ハトマークサイト研修会

  ［大谷内］（協会５階　会議室）

27日 守山市空き家情報バンクの運営に関する協定調印式

  ［小寺・若松・北村］（守山市役所）

27日 第４回正副会長会議 （協会４階　会長室）

28日 部落解放・人権政策確立要求滋賀県実行委員会第２１回総会

  （解放県民センター光荘）

28日 えせ同和行為防止滋賀県民会議：総会

  （解放県民センター光荘）

【10月】

1日 世界人権宣言７０周年・IMADR結成３０周年記念集会
  （近江八幡市文化会館）

2日 入会審査委員会 （協会５階　理事会室）

2日 第５回常務理事会 （協会４階　会長室）

2日 滋賀けんせつみらいフェスタ出展・協力団体、スタッフ責任者会議
  ［久芳］（夢けんプラザ）

4日 不動産広告実態調査事前審査会
  ［会長・実態調査員19名］（協会5階　会議室）

6日 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり県民大会
  （あかね文化ホール（東近江市））

9日 草津市：第３回草津市営住宅家賃改定審議会 
  ［小寺］（草津市役所）

9日 関西広告審査協会：滋賀県関係官庁連絡会
  ［大谷］（滋賀県教育会館）

11日 第７回理事会 （協会５階　理事会室）

11日 宅建試験代表監督員説明会
 ［教育研修正副委員長・代表監督員］（協会５階　会議室）

11日 苦情解決業務委員会 （協会５階　理事会室）

12日 第４回レインズ運営委員会 ［水野］（大阪府宅建会館）

12日 甲賀市長表敬訪問 ［小寺・望月］（甲賀市役所）

16日 近畿地区連絡会運営協議会 ［小寺］（ヒルトン大阪）

17日 暴力追放滋賀県民大会 ［岩本］（びわ湖ホール　中ホール）

17日 部落解放・人権政策確立要求滋賀県実行委員会第１回
 人権セミナー （解放県民センター光荘）

20日 宅地建物取引士資格試験前日準備
  ［佐野］（立命館大学びわこ・くさつキャンパス）

20日 滋賀けんせつみらいフェスタ （大津港業務用地）

21日 宅地建物取引士資格試験
  （立命館大学びわこ・くさつキャンパス）

23日 全宅連安心R住宅事業制度説明会 （協会５階　会議室）

23日 流通機構第11回グランドデザイン構築特別委員会
  （大阪府宅建会館）

25日 第５回正副会長会議 （協会４階　会長室）

26日 中間監査会 （協会４階　会長室）

26日 第５回次世代委員会 （協会５階　会議室）

26日 全宅連：組織整備特別委員会正副委員長会議
  ［小寺］（全宅連会館）

29日 第１１・１２回レインズIP型システム・ハトマークサイト研修会
  ［為永］（彦根勤労福祉会館）

29日 第７回滋賀県宅建協会小学生絵画コンクール審査会
  （協会５階　会議室）

30 ～
31日 役員研修旅行 （神奈川県宅建協会）

　　

事務局からのお知らせ
12/29（土）～ 1/6（日）は年末年始休暇をいただいております。

協 会 行 事 記 録 平成30年9月1日～平成30年10月31日



14 人権標語 みんな持ってる笑顔の芽　気持ちが咲かせる　笑顔の花　　長等小学校 6 年

会員名簿登載事項の変更
会　員
名　簿
掲載頁

商　　　号 変更事項 登　載　事　項　の　変　更
変　　更　　前 変　　更　　後

7 想伸建設㈱ 専任取引士 上角　裕希 西本　恭士
 ビワックス不動産販売㈱ 代表者 服部　起久央 大内　建太朗
10 ビバリーハウス 事務所 大津市中央３－８－９　中央マンション１０２ 大津市島の関６－１５衣笠ビル２Ｄ
 びわこ総合サービス㈱ 専任取引士 　　　　　　　－ 宮崎　良太
12 森田ビル通商㈱ 専任取引士 藤田　敦彦 中野　三友紀

13
 ㈲ゑびす屋 事務所 大津市大萱１－１７－５　本郷第２ビル２Ｆ 大津市一里山４－１６－１０シャンポール一里山１F 

 アヤハ不動産㈱　瀬田営業所 専任取引士 杉本　潤平 　　　　　　　－
  事務所 大津市石山寺３－１３－５ 大津市湖城が丘６－１５
14 敷島住宅㈱　滋賀支店 ＴＥＬ 077-537-6600 077-510-2929
  ＦＡＸ 077-537-6089 077-510-2930

19
 ㈱エム･ジェイホーム 専任取引士 和田　淳 　　　　　　　－

 エイブルネットワーク高島店 専任取引士 　　　　　　　－ 平田　博史
22 ㈱想武工房 専任取引士 逢坂　拓宏 奥田　賢文
 辻寅不動産㈱ 代表者 夏原　徳彰 森脇　政男
23 

パナソニックホームズ滋賀㈱
 名称 ㈱パナホーム滋賀 パナソニックホームズ滋賀㈱

  専任取引士 松梨　香奈子 　　　　　　　－
 

㈱マウント・ケイ
 事務所 草津市追分４－１１－３７ 大津市比叡平２－５２－１８

24  代表者 片山　勝 片山　貴子
 ㈱ブルームハウス 専任取引士 桂田　隆之 下笠　由美
26 セキスイハイム不動産㈱ 大阪支店近畿営業所京滋流通営業店 事務所 草津市南草津２－３－９　コミュニティ南草津ビルⅢ２F 草津市大路２－９－１陽だまりビル 4 階
 

みやび建設㈱　草津店
 政令使用人 杉浦　伸哉 山上　恭昌

  専任取引士 三﨑　太 佐野　和生

27
  専任取引士 南部　健太 土井　恵祐

 ㈱ハウスドゥ住宅販売　草津店 専任取引士 　　　　　　　－ 正木　淳
  専任取引士 　　　　　　　－ 渥美　裕貴
 パナソニックホームズ滋賀㈱　資産活用事務所 名称 ㈱パナホーム滋賀　資産活用事務所 パナソニックホームズ滋賀㈱　資産活用事務所
  事務所 栗東市小柿２－１０－２６ 栗東市手原８－２－３０

29
 

㈱ＳＹパートナーズ
 ＴＥＬ 077-552-8696 077-553-3457

  ＦＡＸ 077-552-8696 077-553-3457
  専任取引士 久野　ひさ子 増田　守男

32
 

㈱エム・ジェイホーム　エイブルネットワーク栗東店
 専任取引士 　　　　　　　－ 和田　淳

  専任取引士 前川　真里菜 　　　　　　　－
37 ㈱エム・ジェイホーム　エイブルネットワーク守山店 専任取引士 古賀　丈士 　　　　　　　－
41 ㈱タナベエナジー　野洲店不動産部 ＦＡＸ 077-586-5572 077-586-5573
43 辻寅不動産㈱ 専任取引士 佐々木　純子 野﨑　誠一

44
 ㈱まるなか住宅 専任取引士 林田　宏士 馬場　勝也

 パナソニックホームズ滋賀㈱　甲賀営業所 名称 ㈱パナホーム滋賀　甲賀営業所 パナソニックホームズ滋賀㈱　甲賀営業所
46 O&K 不動産 専任取引士 林　清二 尾﨑　隆志
47 橋本不動産㈱　湖南店 専任取引士 木村　旭宏 竹内　利幸

58
 ㈱エム・ジェイホーム 政令使用人 平田　博史 田中　綾祐

 エイブルネットワーク能登川駅前店 専任取引士 平田　博史 田中　綾祐
59 ㈱木の家専門店　谷口工務店　大津支店 専任取引士 　　　　　　　－ 若山　恭大
 ㈱エム・ジェイホーム 政令使用人 田中　綾祐 北川　祐輔

64
 エイブルネットワーク南彦根店 専任取引士 田中　綾祐 北川　祐輔

 ㈱エム・ジェイホーム 政令使用人 北川　祐輔 福井　龍太郎
 エイブルネットワーク彦根駅前店 専任取引士 北川　祐輔 古賀　丈士
 

パナソニックホームズ滋賀㈱
 名称 ㈱パナホーム滋賀　彦根営業所 パナソニックホームズ滋賀㈱　彦根営業所

65 彦根営業所 政令使用人 山下　忠士 田口　智啓
  政令使用人 田口　智啓 村山　治

67
 ㈱Ｋｉｚｕｎａ 専任取引士 山室　舞 　　　　　　　－

 ＥＳＴＥＳＴ ＴＥＬ 0749-50-4105 0749-50-4688
  名称 マルモ開拓（同） ㈱アールエステート
  代表者 森口　康惠 田中　智家臣

73 ㈱アールエステート
 専任取引士 森口　康惠 原田　哲平

  ＴＥＬ 0749-30-9575 0749-49-3560
  ＦＡＸ 0749-30-9576 0749-49-3560
  事務所 犬上郡多賀町大字久徳５６４－３２ 彦根市戸賀町８３－３（１０５号）



152017（平成29）年度　第41回「わたしと人権」（標語の部）入賞作品より

会 員 資 格 承 継 者 紹 介

会 員 資 格 喪 失

15 238 太平土地㈱ 宮元　直美 廃　　業 平成３０年８月２１日

8 1698 コスモ開発㈱ 藤森　寛仁 廃　　業 平成３０年９月２４日

3 3180 ㈱澤工務店 澤　　季行 廃　　業 平成３０年１０月４日

回号 免許番号 商号または名称 代表者名 資格喪失事由 資格喪失年月日

旧  1 3439 ㈱リビングハウスツジイチ 辻　健治 近江八幡市田中江町２２０－２ 0748-36-6115 0748-34-8709

新  1 3680 ㈲ツジイチ 辻　健治 近江八幡市田中江町２２０－２ 0748-32-2535 0748-34-8709

免許
番号

免許更新
番号 名称又は商号 代表者名

（政令使用人） 住　　所 電話番号 FAX番号

名簿の訂正
　先日、発行した平成30年度会員名簿について、記載に誤りがありましたので、謹んでお詫び申し上
げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

P67　　㈱イトウ　　FAX 0749－63－1498　　→　　FAX 0749－65－1498

近日開催予定

◆ 特別研修会 ◆
日　時：平成31年1月8日（火）　15：00 ～ 16：30
場　所：ホテルニューオウミ
　　　　　近江八幡市鷹飼町1481番地　TEL: 0748-36-6666
講　師：政治評論家 八幡和郎氏
内　容：平成の終わりと新時代の始まり～政治経済・皇室～

◆ 賀詞交歓会 ◆
日　時：平成31年1月8日（火）
　　　　　17：00 ～ 19：00（16：30より受付）
場　所：ホテルニューオウミ
対象者：会員及び従業者（今回より複数名参加可）
会　費：5,000円（二人目より  ひとりにつき8,000円）

新 規 入 会 者 紹 介

■不動産博士株式会社　代表者：塚本　泰山
●所属地域／第3地域　　●免許番号／滋賀県知事（1）3677号
〒522-0055　彦根市野瀬町39-1　TEL 0749-27-2103　FAX 0749-27-2104

■有限会社 野田山不動産事務所　代表者：小川　一博
●所属地域／第3地域　　●免許番号／滋賀県知事（1）3678号
〒522-0025　彦根市野田山町1064-74　TEL 0749-21-5285　FAX 0749-21-5287
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　先日、総務委員会が所管している第7回小学生絵画コンクールの審査会に参加しました。
今年度は2088枚もの作品応募があり、机に目一杯広げて1枚ずつ見ていくので、審査をす
るのも楽ではありません。
　1年生2年生の絵は、自由奔放！たけのこの町があったり、くらげの家があったり、とて
もかわいらしいですね。3年生4年生の絵は、宇宙や地下、海中などいろんなところに町が
あります。5年生6年生の絵は、びわ湖を代表として滋賀県の自然環境を守っていくエコ
意識の高い絵が多く見られました。
　…と審査員かのような感想を述べましたが、私はもっぱら絵を並べるのに専念しており
ました！
　12月16日より入選作品を彦根ビバシティにて展示をしておりますので、ぜひご覧くだ
さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務委員　中谷　直樹
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◆ 青年部会交流会 ◆
日　時：平成31年1月22日（火）　18：30 ～ 21：00（18：00より受付）
場　所：ホテルボストンプラザ草津
　　　　　草津市草津駅西口ボストンスクエア内　TEL：077-561-3311
対象者：H30.4.1現在で45歳以下の会員及び従業者

◆ 空き家相談員研修会 ◆
日　時：平成31年1月24日（木）　13：00 ～ 16：10（12：30より受付）
場　所：栗東芸術文化会館さきら中ホール
　　　　　栗東市綣2丁目1－28　TEL：077-551-1455

◆ 不動産関連講座（基礎コース） ◆
日　時：平成31年度1月29日（火）
　　　　　午前の部　9：20 ～ 12：05（9：00より受付）
　　　　　午後の部　13：30 ～ 16：30（13：00より受付）
場　所：協会5階会議室

◆不動産関連講座（応用コース） ◆
日　時：平成31年2月8日（金）
　　　　　午前の部　10：00 ～ 12：10（9：30より受付）
　　　　　午後の部　13：30 ～ 15：30（13：00より受付）
場　所：協会5階会議室

優秀賞　第1部門

甲賀市立綾野小学校　2年　藤原　百実さん

優秀賞　第3部門

東近江市立八日市南小学校　5年　植村　咲笑さん

優秀賞　第2部門

栗東市立治田西小学校　3年　寺井　奏介さん

２ 不動産フェアを開催しました
４ 防犯キャンペーンを実施いたしました
 守山市空き家情報バンクの運営に関する協定を締結しました
 滋賀県宅建協会会長杯ゴルフ大会を実施しました
５ 滋賀けんせつみらいフェスタ2018に出展しました
 会員交流会を実施しました
６ 最近の判例から
８ 不動産キャリアパーソン　受講料割引キャンペーン
９ 全宅管理のご案内
10 近畿レインズサブセンター通信
12 第6回理事会・第7回理事会
13 協会行事記録
 事務局からのお知らせ
14 会員名簿登載事項の変更
15 新規入会者紹介
 会員資格喪失
 会員資格承継者紹介
 名簿の訂正
 近日開催予定
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