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祝！ 支部創立５０周年。東京湾の初日の出（若洲海浜公園より）
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新 春 号
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 江東区支部

倫理綱領
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。
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。
我々会員は 、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。
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。

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。
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「恭賀新年」
公益社団法人
江東区支部

「 新 年 のごあいさつ」
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 会長
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東京本部長
東京都不動産協同組合 理事長

東京都宅地建物取引業協会
支部長

岩﨑 健恭

瀬川 信義

会員の皆様にはお健やかに新春をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

新年あけましておめでとうございます。

旧年中に賜りました格別のご厚情を深く感謝申し上げます。おかげさまで支部活動及び

会員の皆様におかれましては、清清しい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。日

江東区との協定事業等は順調に推進中です。本年も不動産業界の更なる発展のため支部事業

頃から本部並びに支部事業に並々ならぬご支援とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。

の充実を図ってまいります。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

また、昨年１２月に東京国際フォーラムで開催しました５０周年記念講演会並びに新年祝賀

今期は本部・支部創設５０年の節目の年となり、本部では東京フォーラムにて記念講演会
が盛大に開催されました。過去５０年の高度成長の光と影を踏まえ、住宅難の時代に開発

会には多くの会員の皆様のご参加をいただき、おかげをもちまして盛況裏に行うことができ
ました。

された街を火災や災害に強い街へ変貌させること、深刻化する独居世帯の増加と都内８０万

さて、私どもは、昭和４０年の創立当初より宅建業の適正な運営の確保、社会的地位の向上

戸の空家問題などを通じ、今まさに住宅のありかたを見直す時期であり、我々不動産業者も

と健全な発達、公正な取引慣行の確立、公益の増進に寄与することを目的とし、半世紀を

この問題に貢献することが責務と感じました。わが江東区支部では、半世紀の歴史を振り

歩んでまいりました。

返る座談会を開催いたしました。昭和４０年当時から開業されていた大先輩をお招きし江東

この間、幾多の試練の中、我々の先輩方が粉骨砕身の努力を傾注して今日の協会を築いて

区の発展とともに業態や仕事の変化をお聞きしました。山あり谷ありの５０年、時代の変化

こられました。諸先輩が歩んでこられた５０年の歴史と実績を称えるとともに、次の５０年

の激しさに柔軟に対応されてきたお知恵を少し拝借できました。いつの時代も人と人との

へと躍進するため、節目の年に記念事業を行い、決意を新たにした次第です。

つながりを大事にすること、大手業者が出来ないことへの取り組みが大切だということを
再認識でき、合わせて支部の存在意義に、熱い叱咤激励も頂戴いたしました。
年初よりレインズに「ステータス管理」機能が導入されました。一部業者のアンフェアな
情報非公開を軽減させるため情報の「取引状況」が標記されます。登録方法などを確認いた
だき機能を生かしていただければと思いますが、この機能導入も時代の進化です。さらに

様々な出来事があった激動の５０年の中で、我々会員は、密接な連携と協力を図り、これ
らの苦難を乗り越えてまいりました。当協会は、常に公共の利益と業界の健全な発達のため、
全国に率先してリーダーシップを発揮してまいりました。
例えば、第一に、昨年に誕生しました「宅地建物取引士」への呼称変更であり、本会挙げて
の運動が全国レベルに展開し、念願の「宅建士」が誕生しました。

重要事項説明のＩＴ化も実験段階に移り導入は秒読みかとも思われます。大手業者では売主

第二に、行政機関への積極的な協力・参画であります。

様が直接ネットに情報を公開し購入希望者を募るサービスも開始しています。情報の取り

官公庁等の審議会などへの役員派遣はもとより、各種の事業施策への参加・協力です。平成

扱い・公開方法などが複雑化していく現状に戸惑うばかりですが、安心・安全取引の優先と

２３年の東日本大震災における避難者への民間賃貸住宅の提供、そして、最近では、東京都

顧客保護を基盤としたサービスを期待し、信頼される営業活動を心がけたいところです。

の「木造密集地域不燃化１０年プロジェクト」への事業協力を行っています。関係権利者の

また、世帯構成の変化も気になるところです。少子高齢化が進み、団塊世代も６５歳以上

移転先確保のため、不動産情報の提供やあっせんなど、会をあげて協力しています。さらに、

となり、独居世帯や夫婦のみの世帯が増加しております。新築マンションや新築戸建ての

昨年５月、東京都と警視庁と空き家を悪用した特殊詐欺や危険薬物の販売等に利用されること

主たる販売ターゲットとなるファミリー世帯は年々減少傾向となります。新築分譲主体の

を未然に防止するため、
「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る協定」などがあげられます。

住宅マーケットも中古住宅市場への移行が取り沙汰されています。今後３０年で人口減が

また、会員支援事業では、宅建士賠償責任保険、賃貸総合補償保険、会員専用ローンなど

予想されている区部は多いのですが、我が江東区は人口増が見込まれています。物件自体

の充実や経営力や実務習得を目指す宅建経営塾の開講など、経営の安定化への取組を推進

の魅力の向上はもちろんですが、魅力的な街の根幹は犯罪のない街で安全に安心して暮ら

するなど今後とも皆様とともに歩む協会を目指してまいります。

せることです。支部では江東区管内の城東・深川・湾岸の警察署と「危険薬物及び特殊詐欺

私は、今後の５０年を見据え、将来にわたって協会が持続発展するため、
「一歩先の礎を

の根絶に係わる協定」を締結しました。賃貸借契約時の契約書類等に明記することで啓発

築く」を理念に、協会の財政改革、制度改革を行いました。財政健全化のため、不要不急の

を促し、万一発覚の場合には通報し契約解除を求めることが可能となります。是非明記下

事業の廃止・縮小をはじめ事務合理化を進めるとともに、新規入会者の獲得のため、入会費用

さいませ。

の値下げなどを実行に移しました。

今年の４月以降江東区役所でハトマークのＣＭ公開を計画しています。区役所で行う不動
産無料相談会や高齢者への住宅斡旋事業の紹介はもとよりハトマーク不動産業者への顧客
誘引と新規会員獲得も目論んだ欲張りな広告を検討しておりますので乞うご期待下さい。
本年も会員皆様の更なるご発展を祈念申し上げます。

今後とも皆様方の信頼を裏切ることのないように全身全霊で取り組んでまいりたいと
思っております。
本年が会員の皆様にとって実りの多い年になりますよう、ご祈念申し上げ年頭のご挨拶と
いたします。

嶋田 昭和４０年代は都電が走っていたから、都電の電停近くに
不動産屋が店を構えていたと思いますよ。うちは「高橋」電停前
です。

支部創立 50 周年記念座談会
「江東区の不動産業５０年の変遷。新たな世代へ」

岡山 うちは「平野町」の電停前。共同仲介はあまりなく、自社
の物件だけ紹介してれば成約するんだから、昔はだいだい両手
の商売だったね。

昭和３９年東京オリンピックの翌年、昭和４０年にスタート
した都宅協江東区支部も節目の５０年を迎えました。高度
成長の昭和、バブル経済と崩壊、
ＩＴ社会の進展へと時代が
変遷するなか、江東区の宅建業を支えてきた諸先輩方に、
思い出話を語っていただきました。現代を生き抜く知恵も
拝借させていただこうと思います。〜 清澄庭園・涼亭にて〜

都電が走っていた頃 。Ｓ４７廃止 ※

岡山 昭和４２年の高卒の月給が約２４，
０００円だったからね 。
まずローンなんて無理。金融機関も貸さないし。
豊田(昭) 私の場合、信用組合の融資をあっせんし、自分が買
主さんの連帯保証人になって購入物件に担保を設定するという
やり方だった。個人にはあまり金を貸さない時代だったけど、
深川にあった信用組合が私にだけは貸してくれてね（笑）
。

出席者 （ 敬称略 ）
豊 田 昭 吉
岡 山 紘一郎
山 村 正 雄
三 川 廣 志
潮 来
廣
嶋 田 清 和
豊 田 芳 博
菅
正 記
大 竹 哲 夫

㈲ 豊田寿商事（ 大島４）
㈲ 岡山不動産（ 白河１）
丸正商事 ㈱（ 東陽３）
㈲ みのる不動産（ 亀戸７）
㈱ ワールドハウス（ 森下４）
㈲ 東進商事（ 常盤２）
日本ハウジング ㈱（ 亀戸６）
㈲ 三陽不動産（ 北砂２）
㈲ 大竹商事（ 亀戸３）

司 会
岩 﨑 健 恭

江東区支部長（ 第９代 ）

上段左から 潮来・菅・大竹・星野・三川・嶋田・豊田（芳） 編 集
星 野 育 子
下段左から 山村・岡山・岩﨑・豊田（昭）

司会 建売り住宅を買うお客さんはどのように資金手当てをし
ていたんですか？

※ 資料提供：江東区広報広聴課

山村 正雄 氏

岡山 私は高校を出て証券会社に入ったが、大卒より給料が安いの
がイヤで、昭和４０年に親父の不動産屋に入った。その頃、東京へは、
地方から出稼ぎの人達がどんどんやってきていてね。飛び込みのお
客がたくさん訪ねて来た。賃貸物件は、炊事場・便所が共同の貸間
が主流で、３帖１間が約３，
５００円、４帖半が５，
０００円ぐらいだった
な。広い部屋でも６帖。お客さんには「どこに勤めているのか」だけ
聞いて、保証人も無し。礼金だけは家賃の４〜５ヶ月いただいた。
だから、木造アパートを建てると、次から次へと入居が決まって、３、
４年で元がとれてましたよ。
司会 いい時代だったのですね。お客さんはお店をどうやって探し
て来たのですか？ 電話帳かなにかで？

三川 廣志 氏

司会 岩 﨑 健 恭 支部長

価格が１０年前の１０倍になったんですか！

岡山 業者の数も増えてきて、宅建業界としてもルール作りが必要
となった。「物件説明書」が登場したのが昭和４８年だったね。最初
はペラ１枚の紙でしたが。

昭和４０年代 〜日本経済の高度成長期〜

豊田(昭) 昭和３７年に大島３丁目で開業しました。申告すれば誰
だって開業できた。昭和４０年に取引主任者の国家試験が始まった
けど、これも簡単で、江東区で落ちたのは３人だけだったな（ 笑 ）。
建築だって申請すれば建てられた。私は建売りをやっていたが、
１棟
３５万円で、うち１０万円が儲け。建てるのが間に合わないほど売れた
時代だった。

三川 私が父の会社に入ったのが昭和４５年。大工さん達が建売り
をやるので、土地の仕入れや販売を手伝っていました。高度成長期
における狂乱物価と地価高騰で、昭和４８年に、土地１２坪付建売住宅
が３８０万円になっていました。住宅ローンの金利が１２％！
司会

広報小委員長

司会 まずは大御所の豊田さん、岡山さんからお話を。江東区支部
がスタートした半世紀前は、どんな時代でしたか？

司会 山村さんは、ご開業の前は金融関係のお仕事をされてい
たそうですが。
山村 ええ、不動産や電話の金融を扱う仕事をしていました。当時
は、貸金業を兼ねている不動産業者が多かったですよ。金利も、質屋
さん並みに高くとることができた。担保にとって、少しの未払いで
差し押さえて物件を取り上げるという強引な業者もいましたね。

Ｓ４２東西線（東陽町〜大手町）開通 ※

豊田(昭) まだ頭に「重要」という文言
はなかったよ（笑）。

昭和５０年代 〜 安定成長期・民活の時代〜
司会 地価高騰への対策や２度のオイルショックなどで、昭和５０年代
に入ると、大手開発業者が不況で苦しんだとか。一方で、短期商売の
できる町場の不動産業者はこの時代も元気がよかったと聞いています。

豊田 芳博 氏

豊田(芳) 私は昭和５２年に独立して、父に仕事を教わりながら建
売りを始めましたが、住宅需要は旺盛で、よく売れました。
豊田 昭吉 氏

岡 山 紘一郎 氏

菅 サラリーマンをやめて昭和５６年に妻の実家の不動産屋に入り
ました。ノウハウもなかったから、深く考えずに、賃貸も売買も、
とにかく一生懸命にやった。景気の良し悪しなんて関係なかった
ですよ。当時、三川さんや地元の先輩方は、すでに今風の仕事っぷり
で大活躍されてましたね（笑）。
嶋田 私の場合、昭和５４年に養子に入った先が保険代理業と不動産
業をやっており、損保会社勤務を経て不動産への道に入った。
「江東
区宅建青年会に入りませんか」と三川さんが勧誘に来てくださって、
江東区内の業者さんと馴染みができました。

菅 正記 氏

嶋田 清和 氏

司会

司会

江東区支部に昭和５６年に青年会ができましたね。

三川 青年会ができる前は、深川は深川、城東は城東と
いう感じで、壁がありましたね。行き来もないし、お互い
怖かった。青年会ができて一緒に旅行に行ったり交流が
始まって、青年会活動が江東区内の物件流通に果たした
役割は大きいと思います。
司会

潮来 廣 氏

昭和６０年代 〜 バブル経済と崩壊〜

司会 そうして時代はバブル期に突入。平成になったピーク
の頃、豊田（芳）さんは札束の上で寝ていたとの噂を聞きまし
たが？（笑）
豊田(芳) １，
０００万円の仲介手数料をゲットしたのが昭和５６
年。それから地価高騰とバブル経済で爆発的な取引が始まり、
本当に、ハワイと亀戸を往復して、国際電話で取引なんてこと
が有りました。ミニ国土法の届出制が始まったけど、いい値段
で許可も出た。
豊田(昭)
転売。

建売りなんて面倒なことやらずに、土地を買っては転売、

菅 バブル期はまだ３０代でしたが、仲介で三川社長から１，
３５０万
円の手数料をいただき、足を向けて寝られなくなりました（笑）
。調子
に乗ってましたね。
山村 私の場合、昭和６０年頃に開業したので、まだ、東陽町界隈の
地元の古い先輩業者さんの縄張りに入り込む余地などなかった。新
参者にはいい話も廻ってこなかったし、力もなかったから、ただ信用
を得るための地道な努力をしていましたね。東陽町駅界隈は、大手
不動産会社のマンション開発が盛んで、零細不動産屋の出る幕は
なかった。

ハワイと亀戸を往復したり。

２１世紀 〜 時代の変革とＩＴ化〜
司会 その後再開発なども始まり、大江戸線や半蔵門線の新しい地下
鉄の駅が区内に誕生しました。平成１２年に新駅ができた清澄白河
界隈は人気エリアとなっていますね。
岡山 必ずしもいいことばかりではない。駅ができて古き良き風情
はなくなってきたし、若者や観光客が増えたけど商売には直結して
ない。古い街にあって新しい物件を提供できているのは大手企業の
マンションで、お客も大企業の法人契約。１Ｋ２５㎡ で賃料１０万は
一般の都民の生活からかけ離れている。街の不動産屋はオーナーも
客も取れなくなった。昔は、大手は賃貸に進出しちゃいけないという
不文律があったのにね。都宅協や東政連に頑張ってもらわないと。

「 都宅協・東政連は努力して」

「 皆様の理解と ご協力を」

岡山 努力されているのはわかるけど、零細不動産業を
守るため、もっと活動して欲しい。
三川 会員の皆様には、東政連への理解とご協力をお願い
したい。
司会

「 絶好調 ! でした」

「いい思いもしました」

で、バブル崩壊。

潮来 日銀の総量規制で、銀行が融資しなくなり、業者が物件を買え
なくなり、急激に取引件数が減っていった。
三川 ハシゴをはずされた感じでしたね。地価もだんだん下がって
いって金融機関がおかしくなり、結果こちらも痛い目に。バブルが
はじけた後は、エンドユーザー向けの建売りに切り替え、平成１１年
頃まではこれでしのぎました。

「 過渡期的な流れが続いている」

山村 食っていくには賃貸をきちんとやって、たまに売買
をやれば何とかなるが、来たお客さんがいいお客かといえ
ば、波がある。大家さんにも迷惑かけたかもしれない。地
域密着型の地元の営業エリアに大手企業も参入してきて、
共存共栄できればいいが、難しい。業界の過渡期的な流れ
が、バブル崩壊から現在も続いている感じがします。

三川 平成１１年頃に、銀行や郵便局の窓口に不動産仲介
の受け付けを作る話が出たときは、都宅協・東政連で大反
対して、銀行法を改正し、計画を白紙にしましたよ。

岡山 良かったよね、深川は土地も高かったから。売主から手数料
１，
０００万円もらって、その方に億単位の物件買ってもらって、また
手数料いただいて。税金対策が大変。築地の土地を坪単価２，
７００
万円で売買したよ。

司会

豊田(芳) まず、家賃滞納者が増えましたよね。だから入
居審査も厳しくなっていった。

潮来さんもこのころ開業されてますよね。

潮来 信用金庫で不動産担保評価の仕事をしていました
が、不況で融資が焦げ付き、破たんする金融機関も出て
創立以来 続く 街頭相談（現 不動産フェア ）
きて、かたや不動産業は元気がよかったから、一念発起して
不動産会社に転職。２年間修行した後、自宅の近くで昭和５９年に
独立しました。地元の中学時代の先輩からマンション１棟の管理を
まかされたのがスタートです。木場が新木場に移転した後の材木
商跡地の仲介や、不良債権処理などで、うまく時流に乗れました。

取引上のトラブルも増えたでしょ？

「ハシゴをはずされて・
・
・」

同じく清澄白河駅に近い、嶋田さんはどうですか？

嶋田 森下駅しかなかった頃は、清澄・白河方面から人が
ゾロゾロ歩いてきて、飛び込み客だけで商売ができたけど、
清澄白河駅ができてからはダメになりました。一方で、イン
ターネットでの集客が急速に増えた。うちは早くからパソ
コン通信（アットホーム）を取り入れたが、ＯＡ化について
いけない方は仕事がやりづらくなったでしょう。都宅協
臨海部への五輪招致も現実に 。
の情報通信委員を務めていた頃「自分たちの首を絞める
からネットなんて推進するな」とのお怒りをいただいたこともあったが、時代の流は止められない。
司会 インターネットの出現と大手企業の参入が街の不動産屋に転換を余儀なくさせられてます
ね。ＯＡの専門家、大竹さんに質問します。インターネットが不動産業界に登場したのはいつ頃
からですか？
大竹 平成９年にウインドウズ９５が登場して本格化したと思います。
宅建業界のＯＡ化としては業者間の物件流通を図る「レインズ」が平成
元年にスタートしました。私自身はその頃沖電気に勤務していて、シス
テムの開発側の立場で不動産業者さんに話を聞きにいったのを覚えて
います。うちは、父親がオイルショックで痛い思いをしまして、バブル
期に業界に入った私に、父は「賃貸をやれ」と。平成５年頃からパソ
コン通信が始まり、平成９年に賃貸物件のポータルサイトのホームズ
がサービスを開始。ネットに載せれば決まることを実感しました。

三川 ホームページ等で、お客に選ばれる不動産屋にならなければ
ならない。スマートフォンによる来客率は、江東区で３０％、東京都
全体で５０％にのぼっている。

「まずはネット。自己啓発も」

「 管理は大手との戦いだ」

司会 インターネットを使った集客も、来るところまで来た感があり
ます。街の不動産屋としては独自のサービスを展開していかないと大
手に太刀打ちできませんね。息子さん達はなんとおっしゃってますか？
山村 賃貸も売買も、まずはネット。フランチャイズで行儀の悪い
業者も増えてきてやりにくい。私達も自己啓発して、大家からは信用
を勝ち取り、エンドさんの要望をよく聞いてあげる業者にならなけれ
ばならない。
潮来 駅近の新しいマンションの管理委託はだいたい大手がもって
いくから、大手との戦いだ 。うちの息子も「ネットにかかる経費は
惜しまずに」と言う。
菅 うちは北砂で、当初から地域密着型。大家さんが亡くなればお
線香をあげにいったり、大手にはできない地元の結びつきを大事に
営業していきたい。

町の不動産屋の将来は？
「 地元の強味を生かして」

司会 昨年、資格が「宅地建物取引
士 」となり、宅建業者のコンプライアンスへの責任が鮮明に
なってきました。
岡山 重説や契約書ばかり分厚くなって、うかつに売買すると
莫大な賠償責任を負わされる時代になった。なぜ零細業者に
そこまでの責任を負わせるのか。宅建試験の合格者に司法試験
レベルの知識と責任を求められて、これを容認していては、不
動産業界の若い人はやっていけなくなる。
嶋田

研修内容も 多種多様化

豊田(芳) 売買の契約は高度で複雑になって契約書作成も難
しい。レインズをうまくつかって、業者に買ってもらうか、大
手に客付してもらうようにしています。エンドユーザー相手
の取引はこれから大変だ。
司会 ５０年の時を経て、住宅不足の時代から空き家で困る
時代になりました。
岡山 日本の発展の結果です。５０年前は皆、豊かではなかっ
た。皆が努力して育てた子供たちは大人になり、貧乏という
言葉も聞かなくなり、快適な住まいを望むようになった。そう
いう世代が結婚して部屋を借りるニーズに、応えられてない
のが現状だと思う。古い物件の大家と不動産屋が結託してリ
フォームして、ニーズに応えなくちゃいけない。人工衛星が
回っている時代、今を生活している人が何を求めているのか、
不動産業者は真剣に考えなくてはいけないね。

ません。
最後に豊田（昭）さん、大先輩として、若い会員さんや協会・支部へ、
ご指導を賜りたいのですが。

ハイ、承りました！！
いったい業界はこれからどうなって行くのでしょう。

大竹 平成２０年代に入って、どこの業者もネット上に写真を
高度な知識と責任が求められる
たくさん載せるのが当たり前になり、逆に大手は客付力も落ちて
きています。私の考える勝機ポイントは４つです。
１．地元の業者なりの会社と人物を売る
１．管理を大手にもっていかれないように方策をたてる
１．重説や契約に関して責任が大きいので自分を守るための容認事
項などを研究
１．震災等に備えて、会社の書類の保管・バックアップ体制を整える
「 業界の今後は？」
司会 来年、レインズが変わるそう
ですね。

大竹 大手の物件抱え込み防止が主
目的の改正です。売主もレインズを
見ることができ、
「話が入ってます」
という、両手志向のやり方はできなく
なる。

社会貢献活動も大事

三川 昨年、空き家対策等特別措置法が施行しました。不 燃
化特区となった北砂３・４・５丁目辺りの古い木造の空き家の
親身のサービスを
オーナーに売却の声掛けをして、商売に結び付けるべく努力
しています。
司会 時代のニーズに合わせて、やり方を工夫していかないといけ

民法が改正されたらもっと大変になる。

岡山 街の業者の権利を守るべく、国土交通省や東京都住宅
局に対し、協会からもの申さないと。何とか身を守るように
するのが都宅協の仕事だ！
司会

嶋田 ネット先進国のアメリカでは、不動産業者が半数に減った
そうですよ。マッチングはネットで行い、業者は契約コンサル
タントで手数料を稼ぐという方向。何にでも相談に乗れる、地
元で信用のある業者しか生き残れないのではないか。

「レインズも 進化します」

「いつの世も、人と人 」

豊田(昭) 法律、法律っていうけど、法律は抜け穴だらけなんだよ。
例えばアスベストだって、昔は鉄骨にアスベストを使用してないと
消防で許可もらえず、１５０万円もする自火報をつけなきゃならなかっ
たのに、今は健康に悪いからアスベストはダメで、３，
０００円の報知
器をつければＯＫになった。法律ばかり考えているとおかしく
なって、業界はパンクしちゃうと思うよ。それに機械化が進
んでも、いつの世も人と人とのつながりが大事だと思うなあ。
やれ「契約書に書いてある」とか、
「メールで返事をよこせ」だ
とか、人が介在しないでも商売ができるようになるとしたら、
恐ろしいことだと思う。

「 生き残りをかけ、頑張りましょう」

司会 時代が進んでも人と人とのつながりを大事にすること、
大手企業にできないことを模索していくことが、街の不動産屋
の生きる道ということでしょうか。皆さんの貴重なご意見を
参考にさせていただき、協会も次の１００周年に向けて頑張って
いかねばなりません。本日はどうもありがとうございました。

創立

周年記念行事のご報告

〇５０周年記念映像「ハッピーバースデー」に参加して合唱
都宅協創立５０周年記念講演（ 平成２７年１２
月２日（水）
・国際フォーラム）の冒頭、都内３２
支部の合同制作による記念映像が流されました。
「ハッピーバースデー」の替え歌を各支部ごとに
歌い、パートを繋げて編集されたものです。江東
区支部は、岩﨑支部長以下１２名が参加して１１月
６日に収録が行われました。映像会社のスタッフ
の注文を受けながら、皆、大きな声で、少々照れ
１１月６日、支部事務所正面にて
ながらも無事撮影を終えました。完成映像を見る
と、わずか２秒の出演でしたが、いい思い出となりました。映像は 都宅協ホームページ
にアップされています。

〇 江東区役所庁舎内におけるコミュニティビジョンに広告を行います。
江東区役所本庁舎２階ロビーやエレベーターホール、
各出張所の待合ロビーにある映像モニターに江東区支部
のＣＭを流して、来庁者に支部の活動をピーアールし、
ハトマーク会員の店へご来店いただくよう、営業促進
する目的です。１回１５秒、１日に５０回以上放映され
ます（画像のみ・音声なし）。新たに不動産業を始めよう
とする方に、都宅協への加入をご検討いただくきっかけに
なればとも考えております。ＣＭの開始時期は順番待ち
のため、まだ未定ですが、決まり次第ご報告申し上げます。

区民にハトマークを宣伝
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平成２８年
江東区支部

新年会 開催
１月１９日（火）アンフェリシオンにて
厚生小委員長

庄司 明由

平成２８年１月１９日、亀戸「 アンフェリシオン
カーサ」の間に於いて、江東区支部新年会が開催
されました 。御来賓の方々をはじめ、６９名のご
出席を頂き、ありがとうございました。
第１部は 嶋田幹事長が司会を務め、潮来副支部
長の開会の辞、岩﨑支部長が新年のご挨拶を行い、
ご来賓を代表して、公益社団法人 東京都宅地建物
取引業協会の副会長・小早川勝一様よりご祝辞を
賜りました 。当支部の顧問であり、前都宅協本部副会長の杉浦富夫様の乾杯により祝宴
開始になりました。

そうっと握手。山村氏 柳川氏
大黒マキ

美 空 ヒバリ

坂 本 フユミ

第２部のアトラクションは、５年ぶりに前回 、好評
だった『 翔子』さんに出演してもらいました。テレビ
等のモノマネ番組では、抜群の歌唱力でお馴染みです
が、演歌バージョンからポップス系のバージョンまで
幅広く、色々の年代の方に楽しんでいただきました。 「 美人だねェ〜」 松田氏 庄司氏
続いて恒例のお楽しみ抽選会。今年は、
１９型デジタル
テレビ（ＤＶＤプレイヤー内臓 ）
・ランチクルーズコース
料理ペアクルーズ・下関とらふぐ刺身セット・但馬牛
しゃぶしゃぶ肉・防水お風呂テレビ他全２３点、協賛
いただいたアットホームさんからは、タブレットを頂戴
し、会場全体に明るい声が広がりました。
関口氏はコーヒーメーカー大当り

岩﨑支部長の新春挨拶

総勢 ６９名 がご出席

都宅協副会長 小早川氏

「春から縁起が」江川氏

支部顧問 杉浦氏

一年の繁栄を祈願「 乾杯！」

衆院議員 秋元氏

衆院議員 柿沢氏

アンフェリシオン自慢の料理
とお酒と共にしばし楽しみながら
の歓談 、またこの時期 お忙しい
江東区に関係の深い議員の方々
も挨拶にかけつけられました 。
途中、山﨑孝明江東区長に対し、
岩﨑支部長より社会福祉協議会
への義捐金が渡されました。
都議会議員 山﨑氏

「いただきました！」栗竹氏

加藤氏にアットホーム賞

最後に三川薫相談役の音頭で景気よく中締めをして頂き、梶田副支部長の閉会の辞で
お開きとなりました。出席の皆様のご協力に感謝し、今年１年すばらしい年になるよう
に、ご健康とご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

社会貢献委員会・自主規制小委員会
社会貢献委員長・自主規制小委員長

中村 義和

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
当委員会では、昨年秋に行政機関との合同違反屋外広告
物除却を行いました。
日
時 平成２７年１０月１５日（木）
午前１０時 〜１２時
除去地域 丸八通り、明治通り、番所橋通り、その路地等
参 加 者 江東区土木課、全日会員、当支部より４名
除去枚数 ２６枚（うち不動産関係１６枚 ）

総務委員会
総務委員長

森山 政巳

総務委員会では、本年度も、公益事業、人材育成を柱とした事業を実施してまいりました。
恒例のカレンダーや業務手帳の作成と交付、チャリティ−ゴルフ大会の実施等、各行事も無事
終えることができました。経費削減と入会の促進が進み、協会本部の収支も改善に向かっております。また、
１月２１日（木）には協会５０周年記念祝賀会が京王プラザ ホテルで開催されました。
来年度は、当支部も役員改選期となり、新しい役員を選出して支部運営をますます活発化させ、会員相互
の親睦を一層深めたいと思っております。都宅協江東区支部の各委員としての仕事に興味のある方、若しく
はそうした人材をご存じの方は、是非ともお申し出いただきたいと願っております。
協会の発展のため、総務委員会では、様々な対策を検討し実施致します。今後とも、ご理解とご協力をお
願い致します。

総務委員会・厚生小委員会
厚生小委員長

庄司 明由

新年明けましておめでとうございます。
昨年は、秋の支部レクリエーション（日帰りバス旅行・特集１８頁 ）と、４地区合同旅行
（石和温泉一泊）をお手伝いさせていただきました。今年は５０周年記念として、９月１１日・１２日（予定）
に北陸または関西方面への一泊旅行を検討しています。多くの会員の皆様に参加していただけるような
楽しい企画を委員会メンバー全員で考えてお届けしますので、よろしくお願い致します。

本年は 、９月に恒例の会員点検調査を８社ほど予定して
おり、違反屋外広告物除却も各地区ごとに数回行う予定です。
ご協力の程、よろしくお願い致します。

違反広告物を除却しました。

消費者保護推進委員会・相談小委員会
消費者保護推進委員長・相談小委員長
江東区役所における出向相談の結果
報告は下記の通りです。
◆期間：平成２７年１月６日
〜平成２７年１２月１５日
◆場所：江東区役所区民相談コーナー
（ 第１火曜日・第３火曜日）
◆相談件数総数：６２件

①借地等に関する相談１２件
②地代、家賃、売買価格の相場等に関する相談 ６件
③賃貸借契約等に関する相談 ７件 ④ 売買契約等に関する相談１９件
⑤相続、後見等に関する相談 ８件
⑥不動産業者に対する苦情等に関する相談１件
⑦建築基準法その他の法律に関する相談 ０件 ⑧ その他 ９件

ご多忙の最中、出向されました役員の皆様方には、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました 。
なお私は月１回、飯田橋の不動産相談所に出向しておりますが、最も多かった苦情は「原状回復費用が
高い」というものでした。皆様の業務の参考にしていただければ幸いと存じます。

情報委員会・情報流通小委員会
情報委員長・情報流通小委員長

組織委員会

荒井 眞二

大竹 哲夫

◎レインズ「ステータス管理 」
「課金制度」等導入への対応のお願い

組織委員長

豊田 芳博

日頃より組織委員会活動及び入会促進事業にご協力頂きありがとうございます。
今年度は創立５０周年キャンペーンとして、入会金の減額（２０万円の減額 ）
・会員向けに
新入会員紹介キャンペーン（ 紹介者に２万円の商品券贈呈 ）を実施いたしましたが、新規入会者数は他
団体と比べ厳しい状況が続いております。キャンペーンは今後も継続される予定です。お知り合いに宅建
業開業をお考えの方がいらっしゃいましたらぜひご紹介下さい。また、来年度は当支部の会員電話速見
表の作成がございますので、皆様のご協力を宜しくお願いいたします。

財務委員会
財務委員長

鈴木 英明

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
財務委員会では、平成２８年度の予算書（案）を作成、昨年１２月１０日の常任幹事会を経て、
本年１月１４日に行われた役員会において承認を頂き、期日までに、本部に同書（案）を提出致しました 。
本年度に行った支部事務所移転が功を奏し、来年度は一般管理費支出を削減できそうです。移転にご協力
頂いた皆様に御礼申し上げます。また、来年度は支部としての５０周年記念事業を予定しておりますので、
その費用を計上させて頂きました。
会費の納入状況につきましては、一部の会員に未納はあるものの、例年通りの入金状況となっております。
未納会員に対しては早期の入金をお願いして参ります。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

日頃より支部活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
２０１６年１月４日より、レインズに売買物件の「ステータス（取引状況）管理」機能等が導入され、同年
４月１日には「利用課金制度」が導入されます。都度ご案内をさせていただきますので、宜しくご対応を
お願い申し上げます。
１．売買の「専任」または「専属専任」媒介物件の場合、
「取引状況」の入力が必須となりました。「取引状況」
は次の３種類です
① 公開中 ← 客付業者から案内等が受けられる
② 書面による購入申込みあり ← 客付業者等から書面による購入申込みを受けた
③ 売主都合で一時紹介停止中 ← 売主事情により一時的に物件を紹介できない
※取引状況の変更は、事由が生じてから２営業日以内に変更が必要です。
２．売買物件の「所在地３（番地、号）」「 部屋番号」項目の入力が必須となりました。
なお物件情報詳細画面に表示させないことも選択によって可能です。
３．売買の「専任」または「専属専任」媒介物件について、売主が自ら直接、レインズへの登録状況をインター
ネットで確認できます。売主が閲覧できるのは、売却依頼物件の「物件情報・取引状況・図面」の３点
です。レインズから発行される「登録証明書」に、物件毎に専用ＩＤとパスワードが記載され、レインズ
タワーのページから閲覧します。
４．レインズの利用課金制度が２０１６年４月１日から導入されます。詳細についてはレインズＩＰ型ページ
にて確認できますが、詳細は改めてご案内申し上げます。なお４月までに支払いに関する口座振替依頼
書が送付される予定ですが、自社の利用が課金対象となることが判明してからの手続きでも大丈夫です。
想定では９５％の会員様は課金対象にはなりません。

情報委員会・地価調査小委員会
地価調査小委員長

松田 宗秀

日頃は、地価調査小委員会の業務にご協力を頂き、誠に有難う御座います。
地価調査小委員会では、毎年３月１日時点の行政区別の地価調査（ポイント数３８７ヵ所 ）
を行ってまいりましたが、平成２７年度の地価調査については、
「最高地点価格」のみの調査となりました。
調査結果は、東京都宅建協会ホームページの会員専用ページにて公開を予定しておりますので、宜しく
お願い申し上げます。

情報委員会・広報小委員会
広報小委員長

星野 育子

創立５０周年企画で、支部の先輩諸氏の座談会が開催され、ためになるお話を拝聴でき
ました（ 特集３頁〜８頁 ）。本協会が個々の会員を守るため、あるいは街の不動産屋全体の
繁栄のために行っている種々の活動を、これからもお伝えしていこうと思います。会員間の情報交換の
場になれるよう、企画も考えて参りますので、よろしくお願い致します。

研修委員会
研修委員長
柴田龍太郎弁護士

三川 勝己

平成２７年度支部研修を下記の通り開催しました。
日時 平成２７年１０月２０日（火）ティアラこうとうにて
講師 深沢綜合法律事務所 柴田龍太郎弁護士
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

テーマ１「知らなきゃ危ない！ 民法（債権法）改正と同改正が不動産取引
に与えるＱ＆Ａ」
･･･ＴＰＰ、ＦＴＡ等を踏まえ日本の国際競争力を保持するため民法（ 債権
法）の改正が不可欠であり、それにより売買及び賃貸の不動産契約に
も様々な影響が出る、それに対してどのように対処すべきかをＱ＆Ａ
形式で具体的にご講義を頂きました。改正時期などは明確にはなって
いないようですが、すでに平成２７年３月には国会へ民法改正案、整備
法案が提出されているとのことで、不動産取引の専門家として既に準備をしておかなくてはならない
時期にあるようです。
テーマ２「 空き家対策特措法の概念」
･･･平成２７年５月に全面施行されたばかりの「空き家対策特別措置法」について、対象となる空き家の
具体例や地方自治体の権限、データーベース化の重要性などのご説明を頂きました。
テーマ３「マイナンバー制度について」
･･･制度の目的、民間事業者における取扱事務や注意点などについて説明頂き、その対策等に関してご
講義頂きました。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

以上の３つのテーマは既にブロック別研修等で扱われた内容でしたが、私たちの仕事や生活に直結する
非常に重要なテーマであり、繰り返し学習する必要性を感じました。皆さんの関心も高く、今回の研修で
は一般の方を含め５１名のご参加を頂いております。
今後も皆さんにご興味を持って頂けるような研修を
続けて参りたいと存じますので、是非積極的にご参加
頂けますよう、お願い申し上げます。
なお、本部主催研修につきましては、本年度まで都
内６ブロックごとのブロック研修会として開催されて
参りましたが、経費削減と会場の都合から、平成２８年
度からはブロック割りがなくなり、都内３会場での
開催を予定しています。ご不便をお掛け致しますが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

江東 区支 部ニュース
○ 役員会が開催され 、各委員会・小委員会からの報告・議案決議等が行われました。
第４回：９月１７日（木）

第５回：１１月１９日（木）

第６回：１月１４日（木）

○ 平成２７年度不動産フェアが開催されました。
・・・・嶋田幹事長
平成２７年９月２５日（金）１０時 〜１６時

アリオ亀有にて
H
飾 区支部主催
街頭相談件数７件（ 税務１件、建築１件、他５件）
献血者数：申込３０名、献血者数２４名
当支部 より４名（岩﨑・嶋田・鈴木・荒井 ）が 従事しました。
○ 平成２７年度宅地建物取引士資格試験が開催されました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・嶋田幹事長
平成２７年１０月１８日（日） 担当会場：華学園（ 登録講習修了者会場）
申込者数６４０名 受験者数５８６名 欠席者数５４名 受験率９１．
６％
当支部 より、事務補佐２名 本部員１０名 監督員２０名が従事しました。
○ 平成２７年度本部ゴルフ大会（チャリティ）が開催されました。・・・・厚生小委員会 庄司委員長
平成２７年１０月７日（水） グリッサンド ゴルフクラブ にて
当支部 より５名（岩﨑・杉浦・豊田・森山・渡邉 ）が参加しました。
○ 危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る協定書締結・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岩﨑支部長
警視庁深川警察署・城東警察署・東京湾岸警察署と標題の協定を締結しました。支部の会員
は危険薬物及び特殊詐欺に関する情報を入手したときは、個人情報及び事業活動情報に配慮
して、通報につとめて努めてください。契約の解除事由に定めるなどしてください。
○ 江東区支部コンプライアンス・マニュアル作成の件・・・・・・・嶋田コンプライアンスオフィサー
江東区支部のコンプライアンス・マニュアル案を作成し、役員会で承認されました。
○ 江東区支部選挙管理委員会設置及び選挙管理委員委嘱の件・・・・・・・・・・・・・・・・森山総務委員長
平成２８年度社員選挙に伴い、江東区支部選挙管理委員会を１月２９日に設置しました。
選挙管理委員長 三 川 廣 志 氏 、同副委員長 福 原 章 人 氏
○ 当支部会員の動向（７月〜１２月 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・組織委員会 豊田委員長
[ 新入会員 ]７名 → 本誌２０頁でご紹介
㈱ アド・テック ㈱ＨＴエステート サンズリアルティ㈱ アスモホーム ㈱
㈱ サジタリアス･リアルエステート 住友林業ホームサービス ㈱ 豊洲店
㈱ケイズワン 豊洲店
[ 移籍会員 ]タンデム㈱（深川第二）千代田中央支部より移籍
正友地所 ㈱（深川第一）千代田中央支部へ移籍
㈱日本住宅 森下店（深川第二）墨田区支部へ移籍
㈱ブラッシュウッド（深川第一）
[退

会 ]第一倉庫 ㈱（深川第一）業の廃止
大木建設 ㈱（亀戸）業の廃止
㈱イシカワ東京店（大島地区）支店の廃止
㈱トーエス（深川第一）業の廃止

なお、都宅協全体の１２月末 会員数は１５，
３０１名です（ 全日は９，
４６６名 ）。

【 深川第ニ地区 】 地区長 荒 井 眞 ニ

地区会報告
【 亀戸・大島地区 】 地区長 庄 司 明 由
平成２７年１２月１５日（火）午後６時３０分より、ＪＲ亀戸、明治通り『 イタ
リアン食堂 トルッキオ 』にて亀戸・大島地区会を開催しました。岩﨑支部長
を含む総勢２７名の方々にご参加いただき、日頃からの親睦を締めくくる
楽しい忘年会となりました。岩﨑支部長より、来年から区役所、他各出張所
にて江東区支部のハトさん広告が、大型モニターにて放映される説明があり、場の雰囲気が
盛り上がりました。各テーブルにおいても、情報交換を交え、今年１年の反省と、来年の抱負
等、各テーブルで話題は尽きないようで大変有意義な会となり、三川顧問の中締めにて散会
となりました。

平成２７年１２月１５日（火）午後６時３０日より、扇橋１丁目「肉の田島」にて
忘年会を開催させて頂きました。年末のご多忙の中、１２名の方々が参加して
くださいました。レインズのシステム変更の件や景気、先行きの見えない状況
等に話題は尽きませんでした。楽しいひとときを過ごすことができ、皆様に
感謝申し上げます。ありがとうございました。
なお、１１月１１日（水）の４地区合同地区会・石和温泉
旅行には、当地区より５名が参加しました。久しぶり
の一泊旅行で、砂町の三川地区長に大変お世話になり、
「ぶどうジャムの手作り」など貴重な体験をさせていた
だきました。普段何気なく食べているジャムもつくって
みると意外に大変で、これからはありがたくジャムを
食べようと思いました。
ありがとうございました。
ブドウを潰し、種をとり、鍋で煮て。

【 砂町地区 】 地区長 三 川 勝 己

岩﨑支部長 ご挨拶

１２/１５ 忘年会

参加 ２７名

「一年、お疲れ様でした」

１２/１７ 忘年会

【 深川第一地区 】 地区長 門 戸 暢
平成２７年１２月２１日（月）午後６時４５分から門前仲町「東天紅」にて地区
会を開催いたしました。１７名の方にご参加いただき、副支部長の梶田様の
開会の挨拶を皮切りに、アットホーム㈱ 城東営業所長のご挨拶、４月１日以降
の新会員８社のご紹介、レインズ「ステータス管理」機能等の導入への対応、
来年度以降の新理事の推薦等々、雑談をしながら和んだ雰囲気で一時を過ごしました。中締め
を山村様、司会を私が担当し、無事に午後９時終了いたしました。
今回参加出来なかった深川第一地区会員様もお互いの親睦により、仕事に結び付ければと
思いますので積極的な参加を期待しております。なお１月２３日（土）に、監査役を含め新理事
を推薦決定するための会議を開催いたしました。

アットホーム城東 中島所長

１２/２１ 忘年会

参加１７名

梶田副支部長「乾杯」

参加１５名

杉浦氏 ご挨拶

平成２７年１２月１７日
（火）午後６時３０分より、
藍屋・南砂店で忘年会を
開催しました。新入会員
様１名を含む１４社・１５名の会員に参加
いただき、皆それぞれに今年１年の出来事
を振り返ると同時に、新しい年へ向かって
英気を養い、意見を交換し、和気あいあい
と語り合って親睦を深めました。

４地区合同旅行会開催報告

砂町地区長 三 川 勝 己

石和温泉に一泊。地区の交流を図りました。
江東区支部初の試みとして、亀戸・大島、
深川第一、深川第二、砂町の４地区による
合同旅行会を平成２７年１１月１１日（水）〜
１２日（木）に開催 致しました。宿泊先は
山梨県石和温泉の老舗「石和名湯館 糸柳」
で、総勢２２名にご参加いただきました。
日常から離れた所で時間を共有し、一同、
和んだ 雰囲気のなか親睦を深めて参りま
した。
合同旅行会を企画するにあたり、４地区
の地区長が集まって会議を開催したことで、
地区長会議の重要性、他地区との交流の必
要性を改めて感じました。今回は平日の開催ゆえか、参加者の数が予想をかなり下回りました
が、これからも、地区長同士が情報を交換し、研修・親睦などの行事を通じて、江東区全域の
会員間交流が出来ればと思っております。

江東宅建青年会活動報告
江 東 宅 建 青 年 会 会長 相 沢 宏 幸
新年明けましておめでとうございます
日頃より、江東宅建青年会の活動にご理解とご協力をいただき、心より御礼を申し上げます。
昨年は、２０１５年の今年の漢字一字「 安 」という漢字に表されるように、安倍晋三内閣のもと
議論された安全保障関連法案が成立し、テロや異常気象による社会不安も多発、また、大ブレイク
した芸人 "とにかく明るい安村さん" のネタ「安心して下さい、穿いてますよ」など、"安"が付く
出来事が多かったような気がします。
一方、不動産の方では、企業の業績回復や円安による海外からの訪日客の増加などを受けて、
人やモノの集まる都市部では地価の上昇が続いておりますが、それらがないところでは下落の
方向に進んでおり、今後の行方をしっかりと見据えていかないといけないように感じております。
江東宅建青年会の方向性としましては、会員の皆様に、役に立つ研修
会や懇親会、他地区との交流
の充実を目指しており、昨年
は、８地区の青年会の皆様に
声をお掛けし、合同の研修会
を行いましたところ、多くの
会員にご参加いただきました。
今後も８地区全体の交流の場
を広げていきたいと思ってお
１１／１５ ８地区対抗 卓球大会
ります。
今年も、多くの皆様の青年会へ
の参加をお願い申し上げます。不
動産関連業者の皆様との親交を
さらに深め、他地区とのおつきあ
いを通じて、青年会活動の意義を
充実させて、当青年会が会員の皆
様のお仕事に役に立てるよう、
ここ
から強く願っております。
１１／２７ ８地区青年会 会長会議

今年の活動予定
１月 新年会

役員一同、一層の努力をして参り
ますので､本年も皆様のご協力を賜り
ますよう、心よりお願い申し上げます。 １１／１０・１１ 京都旅行

２月 研修会
３月 ボーリング大会
６月 ８地区対抗ゴルフ大会
11月 ８地区対抗スポ−ツ大会
その他 研修会・懇親会

１／２６ Ｈ２８新年会

ビンゴ 大会で白熱！

株式会社 アド・テック

コン ドウ

代表者

トヨ

シ

近藤 豊嗣

東京都江東区東砂 7‑16 ‑1 近藤第 3 ビル 201
TEL 03‑ 6666‑ 0191 FAX 03‑ 6666‑ 0192
136
00 74

昨年よりスタート致しました。今後とも宜しくお願い致します。

株式会社 ＨＴ エステート

テラ

代表者

シマ

サトシ

寺 島

哲

東京都江東区大島 5‑43‑8 第一本部 ビル 2 F
TEL 03‑ 5858‑ 6960 FAX 03‑ 5609‑ 0 815
136
00 72

事業用物件をメインに、業務を行う予定です。これから宜しくお願い致します。

サンズリアルティ株式会社 深川店

シバ

代表者

タ

コウ

ジ

柴田 光治

東京都江東区深川 2‑29‑5 高橋 ビル 1F
TEL 03‑ 5875‑ 8997 FAX 03‑ 5875‑ 8998
リフォーム不動産 深川 ｓｔｕｄｉｏ という店名で、リフォームと売買仲介・買取
135
0033

再販を行っています。今後共、宜しくお願いします。

アスモ ホーム 株式会社

ワタ ナベ ミ

代表者

エ

コ

渡辺 美枝子

東京都江東区猿江 2‑12‑3 高橋 ビル 1F
TEL 03‑ 3846‑ 5521 FAX 03‑ 3846‑ 5522
135
0003

株式会社 サジタリアス・リアルエステート

ホ

代表者

ダ

ケイ ジュ

補陀 慶樹

東京都江東区亀戸 1‑31‑8 タツ ミ ヤ ビル 2 F
TEL 03‑ 5875‑ 3568 FAX 03‑ 5875‑ 3569
136
0071

当社は賃貸仲介をメインとした業務を行っています。永く地域に根付いていける
ようなお店を目指してスタッフ一同頑張っていきますのでご指導の程宜しくお願い
致します。

住友林業ホームサービス株式会社 豊洲店

クロ

代表者

キ

カズ トシ

黒木 和利

東京都江東区豊洲 3‑2‑20 豊洲フロント 1F
TEL 03‑ 6228‑ 2803 FAX 03‑ 6228‑ 2807
135
0061

株式会社 ケイズ ワン 豊洲店

ヤマ ウラ

代表者

ヒデ カズ

山浦 秀和

東京都江東区豊洲 5‑5‑1 豊洲シェルタワー 1F
TEL 03‑ 3520‑ 9993 FAX 03‑ 3520‑ 9994
135
0061

湾岸エリアのマンション情報を、ショールーム「 湾岸マンションギャラリー」にて
提供しております。豊富な経験と、多様な資格を持つメンバーが、お客様のニーズ
に合うマンションをコンサルティングしています。どうぞ宜しくお願い致します。

会員

風景

さ ん の

中 村 義 和 さん
㈲ 住豊堂不動産 代表取締役
「親の代から床屋で、昨年までハサミを握っていました。
平成２年から不動産屋と兼業。カラオケ店もね。何でも
やりたくて、１５歳の時に小遣いをためてバイオリンを
買い、描いた油絵１００枚は売れちゃいました 。７０歳を
過ぎてバイクにはまり、夏の北海道を一人旅します。７５
歳になった今は世のため人のために奉仕活動がしたい。
皆さん、肝炎ウイルス発見のため、血液検査をしましょうね！」

何でもござれ

社会奉仕が今後の目標

クリスマスは 忙しい

これにハマってます

支 部事務局だより
会員の皆様には、いつも支部事務所の運営にご協力頂きありがとうございます。事務
局より下記の２点についてご協力をお願い申し上げます。
○ 変更事項の届出のお願い
以下の事項に変更が生じた場合は行政への届出とともに、支部への届出が必要です。
「 事務所所在地 」「商号」「代表者」「専任取引主任者」「電話・ＦＡＸ番号」
支部への届出様式（ 変更等 ）は宅建協会ＨＰよりダウンロードできます。
添付書類等も 必要です。変更のある会員様は、まずは支部事務所へご
一報下さい。
○ 年会費の口座振替のお願い
宅建協会・保証協会年会費のお支払に関し、口座振替のお手続きを
いただいていない会員の方にぜひ口座振替手続きへのご協力をお願い
致します。平成２８年度分より手続していただける方は支部事務所まで
ご一報ください。「口座振替申込書 」をご送付いたします。
江東区支部事務所

３６３６ ‑ ５８９３

事務局 白 井 し づ 子

快晴の１月１日
澄みきった青空に一段と美しいゲートブリッジの雄姿。遠くに、あっ、富士山が･･･。

編 集 後 記
５０周年記念号ですから、元旦に早起きして
「初日の出」を撮影してきました。薄暗い夜明け
前、水平線がオレンジ色のグラデーションとなり、
やがて少しずつ、金色の輪が輝きを増して･･･。
何とも神々しい光景に感動しました。わが地球は
自転しているから朝が来て、昼となり、夜が来て

発

また朝が来る。当たり前のことも思い出しました。

発行者

行

なぜ今日が１月１日なのか、いつ、誰がそれを
決めたのか？ 暦の起源は深奥ですが、とにかく

編集者

元旦から１年かけて地球は太陽を一回りします。
江東区支部も春夏秋冬、日々回転しつつ、時代と
ともに５０回、太陽の周りを回ったわけで、感慨
深いものですね。

発行所

平成２８年２月４日
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
江東区支部長

岩

﨑

健

恭

広報小委員長

星

野

育

子

広 報 小 委 員

大

山

基

旭

東京都江東区亀戸１−３０−２ 新井ビル１Ｆ
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
江東区支部
電話０３
（３６３６）
５８９３番

広報小委員長

星野 育子

印刷所 （有）片柳印章堂

電話（３６８１）
０６１５番

