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１０周年記念祝辞

品川区支部青年会創立１０周年を迎えるにあたり謹んでお

礼とご挨拶を申し上げます。又、記念事業の一環として「創

立１０周年記念誌」を発刊されますことを心よりお祝い申し

上げます。

１０年前と言えば品川区の人口が３１万人、会員数が４４

１名でした。現在は人口３４万人、会員数４８３名となり、

１０％程度、増加しています。青年会会員は現在１００余名

であり、発足時と比較して激増しています。勉強会、体育会、

レクリエーション委員会、電子広報委員会、渉外部などで活

発な活動をされ、青年会会員の知識向上と安全な不動産取引

への啓蒙、そして活発なボランティア活動により地域社会へ
貢献されておりますことに対し、深く敬意を表すとともに感

謝いたします。

わが国の経済は米国経済の減速、資源価格の高騰などを受

け、企業収益の減少、個人消費の低迷等景気後退局面にあります。米サブプライムローン

問題に端を発した金融不安は、当初の予想を超えて深刻化しています。

不動産市況は冷え込み、新設住宅戸数は減少し、地価上昇傾向の鈍化が顕著になってい

ます。特に不動産、建設に対する金融引締めで、厳しい環境下にあります。ゼネコンとディ

ベロッパーとの関係が悪化し、大手が賃貸市場へ参加してくることも想定されます。こう

した情勢の中で会員が団結し、会員間の情報交換を活性化し、地域に密着した営業活動が

強く求められます。

当支部では各種研修会の開催を初め幅広く情報を提供し、日常業務のサポートをし、会

員の競争力強化と、業務支援に積極的に取り組んでいます。引き続き青年会の皆様のご協

力をお願いします。

都宅協本部では認定公益法人に向けて準備作業を進めており、平成２３年度に申請予定

です。認定公益法人となることで、宅建協会の社会的信用が高まり、税制上も有利になる

可能性があります。そして社会的、政治的発言力も強くなり、我々はその会員として取引

上の信頼が得られることになります。従来に増して公益の増進に寄与しなければなりませ

ん。

会員は専門業者としての知識を身につけ、業法を遵守し、信義を重んじ、誠実に取引を

行い、区民に対し、より信頼できる業者となるよう品位の保持と資質の向上を図らなけれ

ばなりません。品川区支部の将来は、かかって青年会の繁栄にあると思っています。青年

会は目標と目的を明確にし、会長とともに行動されることを切に望みます。末筆ながら、

青年会並びに会員の益々の発展を祈念いたしましてお祝いの言葉といたします。

社団法人東京都宅地建物取引業協会

品川区支部 支部長

金山恭二郎
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宅建品川区支部青年会が創立１０周年を迎えられたことを

心よりお祝い申し上げます。

会員の皆様をはじめ、歴代会長、役員のご尽力により、勉

強会やスポーツ会さらにＩＴ情報交換会などの事業を立派に

やってこられ、また他支部青年会とも交流をもち活動されて

きた功績に敬意を表する次第です。

顧みますと、２１世紀に向けて品川区支部に青年会をつくっ

てみたいというのは、平成９年４月に私が支部長就任したと

きの公約でした。

支部長２年目の平成１０年６月に、４地区の五味勝弘氏を

はじめ、各地区１名の若手（？）の皆さんに出席していただ
き、青年会設立意見交換会を開催致しました。その中の主な

意見は、「仕事にも繋がるので早く創って欲しい」「支部に

若い人の声が届かない」「若い人の交流は是非必要」などの

意見がでました。

その後、最初６人のメンバーで発起人委員会を発足させ、会の規約や組織などの研究と

具体的な準備にはいりました。支部におきましても常務理事会及び理事会等で青年会創設

の協議を重ね、少し時間がかかりましたが承認されました。

平成１１年１月に青年会の設立総会が開催され「宅建品川青年会」が誕生しました。心

配していた創立時の会員数は、８０余名の入会希望者があると聞いて喜んだことを覚えて

います。初代会長中村星児氏のほか、青年会の設立準備実行委員会の皆さんのご努力とご

協力にあらためて感謝申し上げます。

１０周年を契機として充実した活動を願うとともに、支部と青年会は車の両輪として更

なる飛躍されることを祈っています。

最後に「宅建品川青年会」会員の皆様のご健勝とご発展を祈念するとともに、２１世紀

に入り、不動産業界を取り巻く環境は依然厳しいものがありますが、青年会の皆さんの叡

智と行動力で邁進して下さい。

社団法人東京都宅地建物取引業協会

品川区支部 相談役

宮野嘉徳
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この度、青年会がめでたく創立１０周年を迎えられました

ことを心よりお慶び申し上げます。既にご承知の通り、青年

会は現在支部相談役である宮野氏が、平成９年に初めて支部

長選挙へ立候補したときの選挙公約として設立されました。

当時、私は総務委員長でしたので青年会の設立に直接関わ

りました。当初、青年会の設立は問題なく進むと思っていま

したが、当時の青年会役員の皆様は、支部の干渉を出来るだ

け受けない独自性ある青年会組織としたい意向であったこと

や、又、支部内部でも青年会を積極的に支援しようとする考

えの方と、そうでない方の意見もあって、青年会設立は必ず

しもスムーズでなく、産みの苦しみがあったように記憶して
います。それから早１０年が経過し、その間青年会会員の皆

様の努力により城南ブロック唯一の青年会として今日のよう

な立派な組織に成長されたことに、あらためて敬意を表した

いと思います。

しかしながら、青年会の次世代を担う若者達にとって、不動産業を取り巻く環境は年々

厳しいものになって来たと思います。

たとえば、少子高齢化の進行に伴い、あきらかな供給過剰によるワンルーム・１ＤＫタ

イプの部屋の空室対策に苦慮していること。又、主要駅周辺には賃貸仲介専門の業者が多

数参入し業者間競争が以前にも増して激しくなったこと。さらに、インターネット等によ

る物件情報の発信・ホームページの管理および図面の作成、その他賃貸契約に係る事務量

の増大は我々のような少人数で営業している業者にとっては大きな負担となっています。

このような現状の中で、次代を担う若い人達は前記のさまざまな問題にどのように対応

し生き延びようと考えているのか、又、我々不動産業界（仲介を主たる業務とする）の将

来をどの様に予想しているのか、そうした問題を協議する場として、青年会を大いに利用

していただき、活発な意見交換を行い、将来に向けた建設的な意見を青年会から積極的に

発信してもらいたいと期待しているところです。

最後に、青年会のさらなる発展と会員の皆様のご健勝を心よりご祈念申し上げます。

社団法人東京都宅地建物取引業協会

品川区支部 副支部長 兼 活性化委員長

天野庄吉
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宅
建品川支部青年会創立１０周年、誠におめでと

うございます。以前、城東中央ブロックが中心

での青年会で７地区青年会を形成しておりましたが、

１０年前に品川さんがご加入されて以来８地区青年

会となり現在に至ります。下町エリア中心で運営さ

れていた青年会にも、新たな仲間が増えて益々賑や

かになりました。

この１０年、ゼロからの組織作りはさぞかしご苦

労の連続だったかと思います。何事もゼロからの立

ち上げは、生半可な熱意では成し遂げられるもので

はありません。さらに大変なことは、それを維持継

続させることに尽きると思います。組織でも会社で

も作るだけは簡単なのですが、実際そこに血を注ぎ、

続けることがいかに大変なのかは、この１０年で本

当に実感されたのではないでしょうか？これもひと

えに、会員さんや役員さん達のたゆまぬ努力と熱意

のたまものだったと思います。

どうかこれからも、諸先輩方が築いてこられた道

筋のまま、共に宅建業を通

して社会に貢献し、青年ら

しく宅建業者としての自ら

を研鑽して参りましょう。

荒川の会員や役員がお邪魔

した際には、どうか今まで

以上に可愛がってやってく

ださい。末筆ではございま

すが、記念誌発行スタッフ

の皆様のご尽力、大変ご苦

労様です。貴青年会ますますのご発展、平森会長を

はじめ会員の皆様のご健康を祈念しましてお祝いの

言葉とさせて頂きます。

社団法人東京都宅地建物取引業協会

荒川区支部青年会 会長

国府田鉄也

社団法人東京都宅地建物取引業協会

葛飾区支部青年会 会長１０周年記念祝辞

品
川区支部青年会創立１０周年おめでとう御座い

ます。平森会長をはじめ歴代会長、役員、会員

の皆様の結束により１０年という歴史を重ね、これ

からも益々のご発展されることとお喜び申し上げま

す。当青年会は城東ブロックの外れの地区なので、

品川区支部青年会様が一緒に地区合同行事を行う事

を聞いた時「距離的に遠いので本当！」なのかと思

いました。しかし、品川区支部青年会様が入会して

から、毎年担当の行事を受け持って頂き、８地区合

同行事も円滑に楽しく行うことが出来ました。

また、品川区支部青年会様の事業を拝見致しまし

て、ボランティア活動が活発に行われていることに

感奮を受けました。この様な、他地区の事業等を拝

見することにより、各地区青年会が本業以外の部分

でも向上心を持つことと思います。

これからも、８地区交流・合同行事により、各地

区の刺激を受けながら互いに良い関係を継続する事

と信じております。最後に、品川区支部青年会の益々

のご隆盛ご健勝を祈念申

し上げ、私の祝辞とさせ

て頂きます。

青木博之
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１
０周年おめでとう御座います。発足当初から多

大なる苦労があったかと思われますが、１０年

の節目を向かえ順調に会を活動されているかと思い

ます。

私たち北区支部青年会も発足15年の月日が流れま

した。始めは昭和５８年に初代会長である田村重光

さんたちが２代目の経営者の会を作る目的で発足し、

名を青友会として活動していたと聞いております。

平成５年には支部より活動が認められ北区支部青年

会となりました。

私も、この業界に昭和63年に入り、右も左もわか

らない不安の中、初代会長である田村さんから誘い

を受け、青友会という若い人たちの集まりがあるか

ら一度遊びに来ないか言う声がかかり、それをきっ

かけで入会いたしました。

この会に入会し、さまざまな人たちとめぐり会え、

次第に支部の役員さん達とも会を通し交流が出来、

さまざまな不安がとりのぞかれていった記憶があり

ます。

将来、私みたいな初めて

開業する若い経営者の方が

いれば、是非、この会に誘

い仕事に遊びにと誘って行

きたいと思います。又、８

地区青年会の交流も歴代の

諸先輩方から受け継がれソ

フトボール・ボーリング・

ゴルフをやりながら親睦を

深め、会議等では他の地区での青年会の活動を聞き

情報交換をし、よいと思ったことはすぐ取り入れた

りします。今後将来に向け、互いの青年会が発展し

ていく様、努力していきたいと思います。

社団法人東京都宅地建物取引業協会

北区支部青年会 会長

猪俣充弘

社団法人東京都宅地建物取引業協会

文京区支部青年会 会長１０周年記念祝辞

品
川区青年会１０周年おめでとうございます。私

の文京区での会長の任期は、今年の５月の総会

までと残りわずかですが、任期中は、平森会長をは

じめ、吉中前会長など、とても楽しくお付き合いさ

せていただきました。実は私も青年会に入会して、

今年で１０年目であり、私の青年会の歴史は、その

まま品川区青年会の歴史にリンクしてるんですよ。

私の中での品川区青年会の一番の思い出といえば、

品川区が秋のリクリエーションの幹事を担当したと

き、確かテニス大会をひらきたいのでどうでしょう

か！と連絡が入ったときです。これには、正直困惑

しました。青年会のみんなに「誰かテニスできる人

いる？」と呼びかけたところ、文京区では、当時の

会長であった生川氏たった一人でした。「生川会長、

一人で行って来てください。」ともさすがに言えな

いしねぇ～。テニスを提案する品川さんは、やっぱ、

ちがうなぁ～、わたしら文京区の不動産屋には、そ

んなセレブな趣味している人いないし…などなど。

そうこうしているうちに

ボーリング大会に変更し

ますって連絡が入り、ほっ

とした記憶があります。

品川区青年会は、城南

地区から唯一８地区青年

会にエントリーというこ

ともあり、この１０年間

のその功績は、大いに意

義があるものと思います。

同じ世代でともに年をとる仲間として、積み上げて

きた「よこ」のつながりをお互い大事にしていきた

いですね。

本日は、１０周年おめでとうございます。今後と

もお付き合いよろしくお願いします。

上野拓哉
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こ
の度、社団法人東京都宅地建物取引業協会品川

区支部青年会が１０周年を迎えられました事に

心よりお祝い申し上げます。品川区支部青年会とは、

１０年前に他地区青年会との交流にてお会いした事

が、つい最近の様な気が致します。私も会長になる

前の役員時代に、品川区支部青年会の年末パーティー

に招かれた事を思い出し、当時から会員皆様方の統

率力には感心させられた次第であります。前会長の

吉中氏とは、他地区親睦会や会長会議の席で色々と

お尋ねした事を思い出します。毎年の事業計画等を

実行され、特にボランティア等にて社会貢献されて

いるお姿には頭の下がる思いです。昨年は、葛飾区

支部青年会が設立３０周年を迎えられ、他地区青年

会も長きにわたり歴史を積み上げております。これ

も各地区、諸先輩方の努力により立派に受け継がれ

た証であり、感謝と尊敬を表するものであります。

現在、本部では青年部会の発足で今まで以上に色々

なお付き合い等が増すと思われますが、今後とも交

流の輪を広げお互いに切磋

琢磨して業界の活性化の礎

になるように努力して参り

たいと存じます。当青年会

も、平成２３年に設立５０

周年を迎える次第でありま

す。これからも私共、墨田

区支部青年会も含めまして

他地区青年会の皆様方と末

永くお付き合いさせて頂き

たくお願い申し上げますと同時に、平森会長の下、

役員の皆様方のご尽力をお願いし青年会の益々のご

発展と会員皆様方のご健勝、ご多幸を祈願し、２０

周年、３０周年と躍進する事をお祈り申し上げまし

て、お祝いの辞といたします。

社団法人東京都宅地建物取引業協会

墨田区支部青年会 会長

佐藤俊介

社団法人東京都宅地建物取引業協会

台東区支部青年会 会長１０周年記念祝辞

新
年あけましておめでとうございます。社団法人

東京都宅地建物取引業協会品川区支部青年会に

おかれましては、このたび創立10周年を迎えられ、

誠におめでたく、心からお祝い申し上げます。また、

品川区支部青年会の皆様方には、８地区青年会の数々

の行事を通して親睦させて頂いています。８地区の

青年会と、より一層の親睦のほど、よろしくお願い

申し上げます。さて、ここで、品川区支部青年会様

が永続されるのに、少しでも役立てればと思い、50

数年続いている私ども台東区支部青年会の特徴を申

し上げます。台東区支部青年会は、①青年会員の年

齢制限がなく青年会で活躍されたOBの皆様が支援会

員みたいな形で会員として応援をしてくださってい

ます。②年５回の勉強会とタウンタウンと言う情報

誌を通して、商売に役立つ知識と情報を提供してい

ます。③同好会を設立し、趣味の合う者同士で一緒

になって懇親を深めています。④同好会・勉強会の

行事を含め、会員の皆様が様々な（全部で約30の）

行事に参加してくださるよ

うご案内をし、実践して、

懇親を深めています。品川

区支部青年会の今の会員の

皆様が１０年後も３０年後

もそれ以上先も品川区支部

青年会をずっとご支援くだ

さるよう品川区支部青年会

でのたくさんの行事を通し

て、品川区支部青年会員の

皆様同士の親睦がより深まり、会員の皆様方のご発

展ご繁栄を心からお祈り申し上げるとともに、今後

のご活躍を期待いたしております。このたびの創立

１０周年を機に、新たな歴史の創造に向けて、さら

に一層充実発展されますとともに、会員の皆様方が

ますますご活躍されますことを、心からご祈念申し

上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

藤田政吉
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１０周年記念祝辞

宅
建品川区支部青年会の皆様、創立１０周年記念

おめでとうございます。輝かしい発展を遂げら

れた皆様の情熱に敬意を表し、更なる飛躍を期待し

ております。合わせて皆様のご健勝を祈念致します。

本当に月日の経つのは早いもので、平森会長から

創立１０周年記念事業を行うと伺った時には、もう、

１０周年ですかと驚きました。思い返してみれば、

品川区に青年会ができると聞いたのは私が会計部を

担当している時で、その年の忘年会に出席させて頂

きました。その際、「これから色々教えてください

ね。」と言われたのですが、現状をみれば、貴青年

会の会員数、事業規模、ボランティア活動を始めと

する事業内容は目を見張るものばかりで、また、見

習うべきものであります。後から生まれた出来の良

い弟という感じで、焦りと嫉妬すら覚えます。

他の７地区青年会と違い、場所も隣接していない、

土地柄も下町というより山の手という品川区の青年

会と長く関わって行けるのかと思っていましたが、

８地区対抗リクリエーション、年末年始の事業を通

し、絆が太くなって来ているなと実感しております。

個人的にも品川区というエリアが、取っ付き易い存

在になりました。

かつて江東、墨田地区も亀戸・錦糸町副都心構想

というものがありましたが、

鳴かず飛ばずで終わってし

まいました。しかし、貴青

年会がある品川区は現在、

品川、大崎、五反田地区の

再開発をはじめ、更なる魅

力のある街に変貌を遂げよ

うとしており、貴青年会な

らびに会員の皆様が益々パ

ワーアップしていくものと

確信しております。

江東・墨田地区も２０１１年「東京スカイツリー」

に伴う再開発でのリベンジを果たすべく、当青年会

も力を蓄え、活動して参ります。仕事だけではなく、

再開発により刻々と変わるプレイスポット、グルメ

スポット等の地元だから分かる本当の旬な情報の交

換をしたいと考えておりますので、その節にはご協

力よろしくお願い致します。

最後に、今後更なる貴青年会と、あるいは会員相互

の交流が増え、仕事でのお付合い、人と人としての

親交が増えていくことをお願いして、江東宅建青年

会の祝辞とさせて頂きます。

社団法人東京都宅地建物取引業協会

江東区支部青年会 会長

鈴木英明

青年会Ｑ＆Ａ

Ｑ：青年会って他支部にもあるの？

Ａ：はい。今回ご祝辞を頂戴した青年会の皆様は、

私たち宅建品川区支部青年会が発足するとき

に、既に歴史ある青年会として活動中であり、

設立準備の段階から大変お世話になりました。

Ｑ：城南ブロックにはまだないの？

Ａ：はい。残念ながら城南ブロックでは、私たち

品川区支部青年会のみとなっております。し

かし近年続々と各地で自主的に新しい青年会

がその産声を上げております。
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１０周年記念誌発刊に寄せて

２
００９年（平成２１年）１月、私たち宅建品

川区支部青年会は、お陰様をもちまして創立

１０周年を迎えることが出来ました。この良き日に、

宅建品川区支部青年会を支えて下さった全ての皆様

に厚く御礼申し上げるとともに、その喜びを共に分

かち合い、ここに謹んでご挨拶を申し上げる次第で

ございます。

宅
建品川区支部青年会の受胎は、１９９７年

（平成９年）４月に青年会設立を公約に掲げ

て選出れた宮野支部長の発案に遡ります。翌１９９

８年（平成１０年）６月に満を持して青年会設立意

見交換会を開催。宅建品川区支部にあるべき青年会

の理想像を熱く語り合りあいました。

しかし青年会設立には、支部の将来を思えばこそ

好ましくない、と判断をされる方もおられ、必ずし

も順風満帆の船出ではありませんでした。こうした

状況の下、宮野支部長をはじめとする支部執行部の

皆様の粘り強いご説得、各地区１名づつ選出された

青年会設立準備委員会の皆様のご努力、そして既に

歴史ある青年会をお作りになっている他支部青年会

の皆様の快いご協力が実を結び、１９９９年（平成

１１年）１月、宅建品川区支部において青年会が元

気良く産声を上げる事ができたのです。

設
立総会が無事終わったあと、初代中村会長よ

り勉強委員を仰せつかった私は、第１回事務

連絡会に参加いたしました。はじめは右も左も分か

らず、顔も名前も一致しない状況でしたが、青年会

には私とさほど年齢の変わらない仲間が多くいまし

た。そうした仲間とは、ほぼ月１回ぺースで開催さ

れる青年会事業や、その準備のための事務連絡会・

委員会活動を通じて、徐々に打ち解け、程なく強い

絆で結ばれるようになりました。兎にも角にも初代

中村会長を中心として全会員が無我夢中で走り続け

た創成期でありました。

設立から２年が経った二代目田中会長の時代には、

過去２年で蓄積した経験を生かし、各委員会が青年

会らしい斬新で自由な企画を次々に実現していくこ

とができました。それにより、当初青年会設立を好

ましく思わなかった方からも青年会活動に対して一

定の評価を得る事が出来たように聞き及んでます。

設立から４年が経った三代目浅野会長の時代には、

青年会活動がより広く認知され、引き続き活発な事

業が行われました。中には

８０名もの参加者が集った

事業もあるほどです。また

この時期、支部と会期が違

う事による予算面での不安

を改善すべく、これらの一

致と、それに伴う会則改正

を行い、また委員長制度の

導入等、青年会の成長に即

した改革が行われました。

会期変更を伴ったこの時期、青年会役員は通常２年

の所、３年半に及ぶ任期を全うしました。

設立７年が経って四代目吉中会長の時代には、会

則改正・組織改革等を経て、従来にも増して青年会

は支部との緊密な関係を構築し、それは青年会事業

と支部事業の合同開催という形で実を結びました。

また予算面でも、青年会発足時の不安定な状況を思

い起こせば、実に安定した配分を賜り、感慨深いも

のがあります。

そして設立９年が経った２００８年（平成２０年）

５月の第９回通常総会にて、私が五代目会長を拝命

し、この度創立１０周年を迎え、現在に至っており

ます。

さ
て昨今の不動産市況は、昨年来の米国サブプ

ライムローン問題を発端とする世界的な景気

悪化が実体経済にも及び、引き続き予断を許さない

状況ではあります。しかし、こうした嵐の時期こそ

我々青年会は一丸となって、先人たちが青年会を創

立された崇高な理想と目的を忘れず、この１０年間

で培ってきた経験・人脈を生かし、我々青年会会員

こそが実務の最前線を担っているという誇りを持っ

て、有益な情報の共有と発信を続ける事で、この難

局を乗り切って行きたいと思います。

宅建品川区支部青年会は、今後とも青年会の存在

意義を深く自覚し、前例に囚われない自由な発想、

失敗を恐れぬ勇気ある行動、恥じらいを忘れぬ気高

い心をもって、皆様に「これこそが青年会！」と感

じて頂けるよう奮闘努力して参りたいと存じますの

で、引き続きのご指導ご鞭撻、そしてご支援（＾＾）

をお願い申し上げまして、私からのご挨拶にかえさ

せて頂きます。

社団法人東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 会長

平森昭久
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１０周年記念誌発刊に寄せて

宅
建品川区支部青年会が創立10周年を迎える由、

本当に早いものです。それだけ私も歳をとっ

たということですね。あれから10年が経過したとは

到底思えません。

想
えば11年前の私38歳の時に、時の宮野支部長

の命を受け、設立準備委員会にて「青年会」

設立受託を頂き、各地区より選抜された委員6人（1

地区：市川さん、2地区：私、3地区：大崎さん、4

地区：五味さん、5地区：藤沢さん、6地区：田中さ

ん）総がかりで丸一年をかけ、設立のための研究準

備に没頭した事を今でも鮮明に憶えております。当

時、あの6人は純粋にゼロから会を創ってやろうと

いう気概に満ち溢れておりました。「青年会」設立

のために、縦から横から研究、勉強した結果、何と

か事業、予算等々形を作り、設立総会に持ち込んだ

という記憶があります。又そのためには、他支部青

年会（特に台東支部様）有志の方々には会運営のノ

ウハウを密かに？伝授して頂きました。

そ
れと併行して思い出深いのが、支部理事会に

て設立を認めて頂く事に尽力した経験です。

当時は「青年会」について良いイメージを持たない

支部会員が多く（と言いますのは品川支部同好会と

して以前よりいわゆる飲み会だけの「青年会」が存

在していた）、私は設立準備委員を代表して理事会

に出席、会の設立趣旨、及び事業内容、計画、予算

等を報告提案し、その目的の正当性、それが必ず支

部のためになる事を純粋に訴え続けました。その結

果、会の設立提案を審議するための最終理事会では、

やっと賛成過半数に届き設立が承認可決された訳で

すが、私は実のところ、正に薄氷を踏む想いであり

ました。

そ
の後、支部事務所にて「設立総会」を開き、

漸く「青年会」の船出までたどり着きました。

「青年会」としてスタートしてからは、設立委員会

の6人がそのまま役員となりましたが、我々はこの

会を何とか、何処に出しても恥ずかしくないような

内容、青年会会員だけでなく、引いては支部会員の

ためになるにはどうあるべきかを毎日終日真剣に考

えておりました。私は前の理事会の事が忘れられず、

これはもう実績作り結果を出すしか道がないと思い

ました。その間、時の支部所轄責任者である津島さ

ん（後、小笠原さん）、専務の天野さん、にはこち

らの純粋な要望を度々ぶつ

けましたが、暖かく受け止

めて頂きました。

青
年会の目的はその規

約趣旨にある様に、

純粋に“親睦と研鑽”（人

間的な親睦を深め引いては

仕事にもつなげる、そして

勉強、研究）にあり、その

目的達成のために具体的に

何をするか、を役員、委員等全員にて喧々諤々議論

して基礎を作ったつもりです。「青年会」の特徴は

当然の事ながら会員が若く、かつ第一線で商売、仕

事の現場についている会員が主に占められているの

で、何の事業をするのにも斬新な発想で臨め、前例

に囚われる事の無い事業運営が出来ます。逆に言え

ばそれが無いと「青年会」が存在する意義が無いと

言え、今後肝に銘じるべきです。（支部と同じ事を

やってはいけない）

青
年会がここまで発展したのは私達の後を引き

受けてくれた役員、委員さん達のたゆまぬ努

力の賜と思いますが、今後とも忘れて欲しくないの

は、設立時のあの精神“親睦と研鑽”の純粋な追及

であります。「青年会」が今後決して華美派手に陥

らず、今回ちょうど節目の年、設立時の原点の精神

に立ち戻り、今後を見つめてみたら如何かと思いま

す。この度は本当におめでとうございます。今後の

「青年会」に期待します。

社団法人東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 初代会長

中村星児
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１
０周年記念にあたり青年会らしく自由な感じ

で私の気持ちを書きたいと思います。

この１０年は長い様でもあり短い様でもある大変貴

重で有意義な時間でした。

新しい組織青年会ができるという話の中で、支部

行事に参加したことすら無い私が何も分からない状

態のまま設立総会に参加しました。

初
めて出席した委員会では予算取り・事業報告・

収支報告など全てが新鮮そのもので、私の体

験したことの無いことばかりでした。

委員会が終った後に飲みに行く回数も増えていき、

そのお陰か気が置けない仲間たちに恵まれました。

１年目の忘年会は予算が無く満席立ち飲み状態の居

酒屋で開催した事も良い思い出です。

私
が３代目会長の時代には、３年半に渡り委員

会での深夜までの討論、支部執行部との意見

の衝突等、激動の日々が思い出されます。

勉強会・ボランティア・

旅行・スポーツ会・ＩＴ情

報交換会等々、青年会に入っ

ていなければできない貴重

な経験も数多くありました。

青
年会は私を大きく成

長させてくれました。

ここで学んできた事や人と

の出会いは私にとって心の

糧となり、大きな財産とな

り得た事を感謝します。青年会ありがとう！！

これからも２０年、３０年と青年会が多くの若者の

育成の場となる事を願い、私のご挨拶とさせていた

だきます。

１０周年記念誌発刊に寄せて
社団法人東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 ２代目会長

田中利明

１
０周年おめでとうございます 青年会は当時

の宮野支部長の元、各地区の地区長に推薦を

受けた理事（１地区 市川勉 氏・２地区 中村星児

氏・３地区 大崎賢 氏・４地区 五味勝弘 氏・５地

区 藤沢秀雄 氏・６地区 田中利明 ）が実行委員と

なり１年間の検討の末、設立されました。

そ
れまで支部では主に支部会員（会社代表）の

為の運営がなされていたので、青年会では支

部会員の２世や従業員、家族にいたる誰もが参加で

きる事業を企画したいと考えました。青年会の活動

が始まると委員として参加された方々は、自由に企

画を出して同世代の方々と意見を交しながら事業の

成功をおさめられて優秀で素晴らしいと思いました。

こ
れからの不動産業界は高齢化が進み後継者の

問題や賃貸業務の低迷が予想されます。我々

が勝ち抜くためには会員間の親睦をはかり連携を強

め人材の育成を行い次世代の不動産業界や社会を支

える人を育てる事が大切

であり青年会の充実が必

要な事と思います。これ

からも青年会が新たらし

い事に挑戦できる場であ

り、失敗や成功を繰り返

しながら人材が育成され

る会として年齢、役職に

関係なく平等で公平で対

等な立場で楽しく参加で

きる場であることを願います。

１０周年記念誌発刊に寄せて
浅野実

社団法人東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 ３代目会長
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吉中章恭

社団法人東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 ４代目会長１０周年記念誌発刊に寄せて

社
団法人東京都宅地建物取引業協会品川区支部

青年会 創立10周年誠におめでとうございま

す。支部の青年層の会員、会員代表者及び会員に勤

務する従業員の方々の支援業務及び親睦と資質の向

上を図るという目的で平成11年に発足設立された本

会が会員の皆様方のご協力と御助力により現在100

余名の会員を擁し、このたびめでたく10周年を迎え

られました事を心からお祝い申し上げます。

ま
た、私の会長任期中には青年会員並びに支部

会員の皆様、そして歴代会長をはじめ新旧役

員等関係者の皆様には数多くの御助言、御進言を頂

戴し幾度ともなく親身に相談に乗って頂いたことを

この場をお借り致しまして改めて御礼申し上げます。

加
えて、日頃親しくお付き合い頂いている8地区

青年会の皆様におかれましても、発足準備か

ら今日に至るまで会則の提供や組織の構築方法、企

画事業の選定などに、ご指導、ご鞭撻頂きました事

篤く御礼申し上げます。

さ
て、話は唐突に変わりますが、思いがけない

事や意外な事を『ひょんなこと』と言います。

語源については色々あるようですが、ある木に何か

の拍子で、別の木がくっついて一部分だけ成長し別

の色の花が咲いたりするいわゆる「宿り木」のこと

を江戸時代『ひょん』と呼んで現在に至っていると

いう説があります。

御
存知の方も多いのですが、私は本会の創設メ

ンバーではなく本当に『ひょんなこと』から

青年会の仲間に出会い、会

員の皆様にご助力と温かい

御見守りを頂戴し、この5

月までなんとか2年間の会

長職を務めさせていただき

ました。私にとって青年会

との『ひょんな』出会いは

「思いがけない」ことでは

なく「有意義な」出会いだっ

たと思っております。

今
後も、青年会に新しい会員、従業員の方々に

数多く入会していただき、様々な出会いや人

脈作りを通して交流の輪を広げて、会員の皆様の充

実した活動や実務の発展及び成長に少しでも寄与出

来ましたら青年会の存在意義は益々大きなものにな

ると確信しております。

そ
して、『ひょんなこと』の語源の「宿り木」

の様に青年会という幹に新しい花をぜひ咲か

せていただきたいと思います。 ちょうど、品川区

支部に青年会という新たな花が咲いた様に・・・・・・・。

私自身も、一会員として微力ながらも今後の青年会

の活動にお力添えさせて頂ければ光栄に存じます。

最
後に宅建品川区支部青年会の益々のご発展と

飛躍を祈念しご祝辞とさせて頂きます。

青年会Ｑ＆Ａ

Ｑ：宅建品川区支部と青年会って、どんな関係なの？

Ａ：青年会は、正式には、宅建品川区支部の特別委員会で

ある「活性化委員会」に属しています。活性化委員会

は、その名の通り宅建品川区支部の活性化を目的にし

て活動している委員会です。

Ｑ：宅建品川区支部会員と青年会会員の違いは？

Ａ：品川区支部会員は法人会員であるのに対し、青年会は

個人会員となっています。青年会は、個人会員の皆様

からの会費と、支部からの補助金で運営されています。
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青年会Ｑ＆Ａ

Ｑ：宅建品川区支部青年会にはホームページはないの？

Ａ：あります。青年会ホームページは電子広報委員会主催、２００２年

１１月２２日のＩＴ情報交換会においてお披露目されました。

Ｑ：ホームページアドレスは？

Ａ：下記記載の通りです。

Ｑ：アドレスの「ｔｓｓ１９９９」ってどういう意味なの？

Ａ：宅建の「ｔ」、品川区支部の「ｓ」、青年会の「ｓ」の頭文字から

決めました。「１９９９」は青年会設立時の西暦からとっています。

Ｑ：ホームページはどんな内容なの？

Ａ：青年会会員の皆様へ各種最新情報をお知らせしたり、青年会事業で

撮影した写真や動画を公開したり、青年会ご入会の為の書類を公開

しています。また仕事に直結する情報交換の場として、会員同士の

交流の場として掲示板を設けています。右から始まる「青年会の歩

み」コーナーもあります。是非一度ご覧になって下さい。

青年会ホームページアドレス

http://tss1999.jp
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１９９９年（平成１１年）

☆☆☆☆☆祝設立１９９９年１月「宅建品川区支部青年会」☆☆☆☆☆

◇◇◇勉強委員会◇◇◇

０２月２４日（水）第１回勉強会 支部事務所 参加４２名

中島会計事務所の山本眞氏による講演会

「営業に役立つ平成１１年税制改正のポイント」

「キャッシュフロー会計の概論」

０７月２２日（木）第２回勉強会 支部事務所 参加３９名

「地区別調査研究発表会」

１地区・・・・・家賃滞納者・夜逃げ対策

２地区・・・・・エイブル、ミニミニ等業者への対策

３・５地区・・・広告費・更新事務手数料・管理料等について

４地区・・・・・原状回復、敷金清算等のトラブル対策

６地区・・・・・売買関連問題、捨看問題、重説トラブル等

１１月１７日（水）第３回勉強会 支部事務所 参加２１名

「会員相互の情報交換会」

業務内容、個人情報等についてのディスカッション

◇◇◇体育委員会◇◇◇

０５月１８日（火）第１回スポーツ会 ゴルフ大会 足利城ＧＣ 参加２３名

１０月２４日（日）第２回スポーツ会 体力番付 区立大原小学校 参加４０名

◇◇レクレーション委員会◇◇

０３月２４日（水）ボウリング大会 五反田ボウリングセンター 参加３２名

１１月２８日（日）はとバス日帰り旅行 伊香保温泉「福一」参加２８名

☆☆☆☆忘年会☆☆☆☆

１２月２１日（火）第１回忘年会 仏蘭西屋一丁 参加６３名
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２０００年（平成１２年）

◇◇◇勉強委員会◇◇◇

０４月２０日（木）第４回勉強会 支部事務所 参加４７名

神部健一弁護士・公認会計士による講演会

「定期借家法の概要と最新動向」

０７月１０日（月）第５回勉強会 支部事務所 参加５３名

（株）住通の浅井氏による講演会

「インターネットとこれからの不動産仲介業」

１１月２７日（月）第６回勉強会 支部事務所 参加５３名

神部健一弁護士・公認会計士による講演会

「賃貸管理の基礎とトラブルＱ＆Ａ」

◇◇◇体育委員会◇◇◇

０５月１１日（木）第３回スポーツ会 ボウリング大会

五反田ボウリングセンター 参加３９名

１０月１５日（日）第４回スポーツ会 体力番付

区立品川小学校 参加３７名

◇◇レクレーション委員会◇◇

０９月０９日（土）親睦旅行 温泉カサゴ釣り

～１０日（日）熱海「翠光園ホテル」参加２２名

◇◇◇◇渉外部◇◇◇◇

０３月１０日（金）スキ－スノボ－ツア－ 塩沢 スポ－ツ振興大和スキ－場

～１２日（日）スポ－ツ同好会 参加２２名

０６月０７日（水）８地区対抗ゴルフコンペ参加

プレステ－ジカントリ－クラブ

☆☆☆☆忘年会☆☆☆☆

１２月２０日（水）第２回忘年会 こだま屋 参加６１名
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２００１年（平成１３年）

◇◇◇勉強委員会◇◇◇

０４月１９日（木）第７回勉強会 支部事務所 参加４１名

ハートシステム（株）代表取締役 坂内氏による講演会

「日本における金融の仕組みと金融再編後の見通し」

０７月１６日（月）第８回勉強会 支部事務所 参加３５名

神部健一弁護士・公認会計士による講演会

「消費者契約法で失敗しない営業トーク」

１２月０５日（水）第９回勉強会 支部事務所 参加２１名

（株）住通チェーン本部専務取締役 山田芳郎氏による講演会

「不況・デフレ時代を勝抜く仲介戦略と手法」

◇◇◇体育委員会◇◇◇

０５月１７日（木）第５回スポーツ会 ボウリング大会

五反田ボウリングセンター 参加２８名

１０月１４日（日）第６回スポーツ会 ソフトボール大会

区立八潮公園 参加２５名

◇◇レクレーション委員会◇◇

０９月１０日（月）親睦納涼会「トゥインクルレース」観戦納涼ツアー

東京シティー競馬場内競馬観戦型アメリカンレストラン

「ダイヤモンドターン」参加４５名

◇◇◇電子広報委員会◇◇◇

１１月１５日（木）ＩＴ情報交換会「ITフェスタ２００１」

「来て、見て、触って、仕事に役立てよう！」

支部事務所 参加６２名

◇◇◇◇渉外部◇◇◇◇

０６月０６日（水）８地区対抗ゴルフコンペ参加

カレドニアンゴルフクラブ

１１月０８日（木）支部理事ＶＳ青年会ソフトボ－ル大会

八潮北グランド 参加２５名
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☆☆☆☆忘年会☆☆☆☆

１２月０３日（火）第３回忘年会

ゆうぽうと 末広の間 参加５４名

２００２年（平成１４年）

◇◇◇勉強委員会◇◇◇

０４月１９日（金）第１０回勉強会 区立中小企業センター 参加４１名

契約関連書類等の最新情報交換会

「会員各社で使用している契約関連書類及びノウハウの比較検討」

０７月１９日（金）第１１回勉強会 区立中小企業センター 参加５０名

青年会関係者による、売買入門編の演劇公演会

「サルでもわかる売買の手順（売却依頼から決済まで）」

１１月１５日（金）第１２回勉強会 区立中小企業センター 参加４３名

最新の賃貸管理支援システムを２つ学ぶ「どうする？賃貸管理」

①“賃貸不動産管理業協会”が提唱する賃貸管理支援システム

講演者：宅建品川区支部 副支部長天野庄吉氏

②スターツ㈱が提唱する“リアルジョブ（ＲＪ－１）”

◇◇◇体育委員会◇◇◇

０５月１７日（金）第７回スポーツ会 ボウリング大会

五反田ボウリングセンター 参加３０名

１０月０８日（火）第８回スポーツ会 ゴルフ大会

房総カントリー房総ゴルフ場 参加１７名

◇◇レクレーション委員会◇◇

０９月０８日（日）親睦旅行 木更津すだて、温泉スパ、日帰りバスツアー

富津海岸、ホテル三日月龍宮城スパ 参加３２名（内子供９名）

◇◇◇電子広報委員会◇◇◇

０６月１５日（土）ＩＴ情報交換会

「ワ－ド・一太郎＆エクセルでこれできますか？」

支部事務所 参加３０名
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１１月２２日（金）ＩＴ情報交換会

「青年会のホームページができました！」

支部事務所 参加３５名

◇◇◇◇渉外部◇◇◇◇

０６月１２日（水）８地区対抗ゴルフ大会 筑波カントリークラブ

１１月０３日（日）８地区対抗ボウリング大会 東京ドームシティ

☆☆☆☆忘年会☆☆☆☆

１２月１２日（木）東興ホテル２階 オーキッドホール 参加６５名（うち子供５名）

２００３年（平成１５年）

◇◇◇勉強委員会◇◇◇

０６月２０日（金）第１３回勉強会 区立中小企業センター 参加３７名

品川配布センター船山清氏による質疑応答形式の説明会

「そこが知りたい！まいそく配布Ｑ＆Ａ」

作図・配布依頼にあたっての疑問点・注意事項

０９月１２日（金）第１４回勉強会 区立中小企業センター 参加６７名

深沢綜合法律事務所 大川隆之弁護士による講演会

「賃貸トラブル“なんでだろう？”勉強会で対処法を“ゲッツ！”」

◇◇◇体育委員会◇◇◇

０４月２０日（日）第９回スポーツ会 ピンポン大会

大崎総合体育館 参加２５名

１０月１５日（水）第１０回スポーツ会 テニス大会

品川プリンス高輪テニスセンター 参加２７名

◇◇レクレーション委員会◇◇

０７月２０日（日）親睦旅行 大阪ユニバーサルスタジオジャパンツアー

～２１日（月）ＵＳＪ、なにわグランド花月、くいだおれ（宴会）

参加３４名（内子供８名）
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◇◇◇電子広報委員会◇◇◇

０５月２３日（金）ＩＴ情報交換会

「サルでもわかるインターネット活用法」

支部事務所 参加４７名

１１月２１日（金）ＩＴ情報交換会

「秋のＩＴフェスタ２００３」

支部事務所 参加５６名

◇◇ボランティア委員会◇◇

《第１回募金活動（赤い羽根共同募金）》

１０月０１日から赤い羽根共同募金開始。協力店に設置し集金、送金

《マイタウンクリーンアップ大作戦２００３》

０９月１７日（水）青物横丁駅周辺の清掃 参加１１名

１０月０９日（木）五反田駅周辺の清掃 参加１６名

１０月２１日（火）武蔵小山駅周辺の清掃 参加１４名

１１月１２日（水）旗の台駅周辺の清掃 参加１６名

１１月１８日（火）戸越公園駅周辺の清掃 参加１５名

１２月０５日（金）大井町駅周辺の清掃 参加１８名

◇◇◇◇渉外部◇◇◇◇

０６月０４日（日）８地区対抗ゴルフ大会 美浦ゴルフ倶楽部

１１月０９日（日）８地区対抗ボウリング大会 王子駅前 サンスクエアボウル

☆☆☆☆忘年会☆☆☆☆

１２月２０日（土）東興ホテル２階 オーキッドホール 参加５６名

２００４年（平成１６年）

◇◇◇勉強委員会◇◇◇

０５月２０日（木）第１５回勉強会 区立中小企業センター 参加７７名

賃貸不動産管理士講習会講師 佐藤貴美弁護士による講演会

『今が旬！「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

これも旬！！東京都新条例案（予定）「東京ルール」

確かに旬！！！「短期賃借権保護制度の廃止」の概要』
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０９月１０日（金）第１６回勉強会 区立中小企業センター 参加５６名

深沢綜合法律事務所 大川隆之弁護士を招いてのディスカッション

「『ＴＨＥ売買』オールタイム“質疑応答”デー」

◇◇◇体育委員会◇◇◇

０４月１８日（日）第１１回スポーツ会 ドッヂボール大会

品川区立立会小学校 参加３２名

１１月０７日（日）第１２回スポーツ会 テニス大会Ⅱ

品川プリンス高輪テニスセンター 参加３７名

◇◇レクレーション委員会◇◇

０７月２５日（日）川遊び＆バーベキュー大会 あきる野市十里木ランド

参加４９名（子供・幼児１２名含む）

◇◇◇電子広報委員会◇◇◇

０６月１８日（金）ＩＴ情報交換会「インターネット営業を考える」

区立中小企業センター 参加４６名

１１月２６日（金）ＩＴ情報交換会「秋のＩＴフェスタ２００４」

支部事務所 参加４９名

◇◇ボランティア委員会◇◇

《フリーマーケット事業》

０４月２５日（日）いすゞベルポート広場にて開催

出品数約２４０点 販売員約６名、売上金５２，３４０円

売上金全額を品川区消費者センターへ全額寄付

《マイタウンクリーンアップ大作戦２００４》及び違法看板除却

０９月２８日（火）青物横丁駅周辺の清掃 参加１１名

１０月１５日（金）五反田駅周辺の清掃 参加１３名

１０月２７日（火）武蔵小山駅周辺の清掃 参加１０名

１１月１８日（水）旗の台駅周辺の清掃 参加１１名

１１月２４日（火）戸越公園駅周辺の清掃 参加１０名

１２月１７日（金）大井町駅周辺の清掃 参加１５名

《募金事業（赤い羽根共同募金）》

集金、送金
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◇◇◇◇渉外部◇◇◇◇

０６月０９日（水）８地区ゴルフ大会 富士カントリー出島倶楽部

１１月０３日（水）８地区対抗ボウリング大会 会場：品川プリンスホテル

エグゼクティブタワー２階 プリンスボウル

☆☆☆☆忘年会☆☆☆☆

１２月１８日（土）ビアステーション恵比寿 参加６９名

２００５年（平成１７年）

◇◇◇勉強委員会◇◇◇

０５月１２日（木）第１７回勉強会「家主さん参加型勉強会」

区立中小企業センター 参加７４名（業者６１名：家主１３名）

～家主さんを誘って、いっしょに賃貸トラブルを防止しましょう～

濱田法律事務所 熊谷則一弁護士による講演会

０９月１６日（金）第１８回勉強会『エッ！？有限会社がなくなる？』

～いまさら聞けない会社のＡＢＣから“新会社法”のあらまし～

区立中小企業センター 参加７４名

宅建品川区支部顧問弁護士 齋藤誠弁護士による講演会

◇◇◇◇体育委員会◇◇◇

０４月１９日（火）第１３回スポーツ会 ソフトボール大会

天王洲公園野球場 参加２２名

１０月２０日（木）第１４回スポーツ会 ミニ運動会

区立中延小学校体育館 参加２８名

◇◇レクレーション委員会◇◇

０９月１０日（土）【２度目の夏休みｉｎ岩地】

西伊豆松崎町岩地 民宿（海光苑）参加１９名

～１１日（日）（内、小学生以下子供４名含む）

◇◇ボランティア委員会◇◇

《フリーマーケット事業》

０４月２４日（日）フリーマーケット開催 いすゞベルポート広場にて

２１
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出品数：約４８０点 販売員：１３名 売上金：４０，０００円

売上代金は、品川区消費者センターへ全額寄付

１０月３０日（日）フリーマーケット開催 いすゞベルポート広場にて

出品数：約５００点 販売員：１４名 売上金：２７，０００円

売上代金は、品川区消費者センターへ全額寄付致。

《マイタウンクリーンアップ大作戦２００５》及び違法看板除却

１０月１２日（水）西大井駅周辺の清掃 参加１１名

１０月２５日（火）戸越公園駅周辺の清掃 参加１４名

１１月０８日（火）荏原中延駅周辺の清掃 参加１１名

１１月２２日（火）西小山駅周辺の清掃 参加１０名

１２月０６日（火）大崎駅周辺の清掃 参加１５名

１２月２１日（水）大井町駅周辺の清掃 参加１２名（取材者２名）

２００５年延べ参加者人数：約８０名 回収したゴミ：４５Ｌ袋で３４個

《募金事業（赤い羽根共同募金）》

集金、送金、一回目当社扱いのみ ８１３円 １／１０（２００６年）送金分

古切手・使用済みテレカの回収、発送、一回目当社扱いのみ

動物愛護団体へ発送済み

◇◇◇◇渉外部◇◇◇◇

０６月０８日（水）８地区対抗ゴルフ大会 潮来カントリークラブ

１１月０６日（日）８地区対抗ボウリング大会 東京ドームボウリングセンター

☆☆☆☆忘年会☆☆☆☆

１２月１５日（木）クリスマスパーティー２００５

恵比寿「ＺＥＳＴ」にて 参加６６名

２００６年（平成１８年）

◇◇◇勉強委員会◇◇◇

０３月２３日（木）第１９回勉強会 区立中小企業センター 参加８０名

「もう大手なんて恐くない！賃貸不動産業界・勝ち残りの法則！」

～２１世紀に勝ち残る賃貸仲介・管理会社 地域一番店確立のポイント～

㈱船井総合研究所 経営コンサルタント 松井哲也氏による講演会
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０６月２２日（木）第２０回勉強会 区立中小企業センター 参加７７名

深沢綜合法律事務所 大川隆之弁護士による講演会

「お待たせしました、知っているつもりの借地のあれこれ！」

～都内プチバブルで土地が動く今、借地問題を解決して土地を商品化しよう～

付録：アスベスト・耐震診断結果の調査、説明について

１０月１８日（水）第２１回勉強会 区立中小企業センター 参加５４名

㈱船井総合研究所 経営コンサルタント 松井哲也氏による講演会

「稼げるお店、時流を見極める営業戦略を学ぶ」

～大手業者の集客手法・インターネット活用など、生き残り術を伝授～

◇◇◇体育委員会◇◇◇

０５月１１日（木）第１５回スポーツ会 ソフトバレーボール大会

区立中延小学校体育館 参加２６名

１１月１９日（日）第１６回スポーツ会 フットサル大会

銀座deフットサル大崎スタジアム 参加２５名

◇◇レクレーション委員会◇◇

０６月１８日（日）八景島シーパラダイス日帰りツアー

八景島シーパラダイス 参加３６名

０９月１０日（日）栃木日帰りバスツアー

佐野プレミアムアウトレット・佐野ラーメン（おぐら屋）

宇都宮餃子（正詞）・那須芦野温泉 参加２３名

◇◇◇電子広報委員会◇◇◇

０２月２１日（火）ＩＴ情報交換会

「ついに発売！不動産統合ソフト『アイ・キャン賃貸』」

区立中小企業センター 参加３４名

０３月１３日（月）ＩＴ情報交換会

「ついに発売！不動産統合ソフト『アイ・キャン賃貸』」

区立中小企業センター 参加２４名

１１月２１日（火）ＩＴ情報交換会

「青年会ＨＰリニューアル記念！帰ってきたＩＴフェスタ２００６」

支部事務所 参加３２名
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◇◇ボランティア委員会◇◇

《マイタウンクリーンアップ大作戦２００６》及び違法看板除却

０６月１７日（土）青物横丁駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１２名

０７月１５日（土）五反田駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１９名

０９月１６日（土）不動前駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１１名

１０月１４日（土）中延駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１５名

１１月１１日（土）戸越銀座駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１０名

１２月 ９日（土）大井町駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１４名

２００６年延べ参加者人数：８１名 回収ゴミ：４０Ｌ袋２４袋

除去看板数：５６５枚 配布携帯灰皿８００個

◇◇◇◇渉外部◇◇◇◇

０６月０７日（水）８地区対抗ゴルフ大会 やさと国際ゴルフ倶楽部

１１月１２日（日）８地区対抗ボウリング大会 楽天地ボウリング場

☆☆☆☆忘年会☆☆☆☆

１２月１６日（土）クリスマスパーティー２００６

アトレ品川（品川駅ビル）４階「トライベッカ」参加７０名

２００７年（平成１９年）

◇◇◇勉強委員会◇◇◇

０６月１５日（金）第２２回勉強会 区立中小企業センター 参加５４名

（株）リクルートフォレントインシュア

代表取締役 宗 健氏による講演会

「必聴！今話題の賃貸保証会社のシステムと保証内容を比較！」

～賃貸保証会社システムを商品化して集客と成約に結びつけよう！～

１１月０８日（木）第２３回勉強会 品川健康センター 参加４１名

（株）船井総合研究所 経営コンサルタント 松井哲也氏による講演会

「賃貸管理物件でまだまだできる増収術」

～管理物件で増収できるおいしい部分見逃していませんか？～

◇◇◇体育委員会◇◇◇

０５月２２日（火）第１７回スポーツ会 バスケットボール大会

ダンクシティ大崎 参加２７名
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１０月２７日（土）第１８回スポーツ会 バドミントン大会

品川区立平塚小学校 参加２４名

◇◇レクレーション委員会◇◇

０９月１５日（土）バスで行く東北の玄関口いわきの旅

～１６日（日）１日目スパリゾートハワイアンズ～いわき湯本温泉新つた旅館

２日目いわき・ら・ら・ミュウ 参加１８名

◇◇◇電子広報委員会◇◇◇

０２月２２日（木）ＩＴ情報交換会

「聞けば納得！今なぜホームページが必要なのかお教えします」

区立中小企業センター 参加４７名

１１月２２日（木）ＩＴ情報交換会

「ＰＤＦで他社とは一味違う図面作りに挑戦！」

支部事務所 参加３０名

◇◇ボランティア委員会◇◇

《マイタウンクリーンアップ大作戦２００７》及び違法看板除却

０６月１６日（土）青物横丁駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１０名

０７月２１日（土）五反田駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１２名

０９月０８日（土）不動前駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１０名

１０月１３日（土）中延駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１６名

１１月２７日（土）戸越銀座駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加 ５名

１２月 ８日（土）大井町駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１４名

２００７年延べ参加者人数：６７名 回収ゴミ：４０Ｌ袋２２袋

除去看板数：２５４枚 配布携帯灰皿３０００個

◇◇◇◇渉外部◇◇◇◇

０６月０６日（水）８地区対抗ゴルフ大会 宍戸ヒルズＣＣ

１１月１１日（日）８地区対抗ボウリング大会 東京ドームボウリングセンター

☆☆☆☆忘年会☆☆☆☆

１２月１５日（土）クリスマスパーティー２００７

浜松町「ＮＯ ＮＡＭＥ」（３階ディスコ）参加６９名
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２００８年（平成２０年）

◇◇◇勉強委員会◇◇◇

０６月２０日（金）第２４回勉強会 「ザ・実務！【売買編】

区立中小企業センター 参加５５名

重要事項説明における宅建業者の実務上の留意点を学ぶ」

立川・及川法律事務所 立川正雄弁護士による講演会

１１月２１日（金）第２５回勉強会 「賃貸実務エキスパート～賃貸業務で役立つ虎の巻～」

区立中小企業センター 参加７５名

立川・及川法律事務所 立川正雄弁護士による講演会

◇◇◇厚生委員会◇◇◇※レクレーション委員会と体育委員会を統合して厚生委員会になる

０５月２７日（火）「蹴って、蹴って、蹴りまくれ！キックベース大会」

品川南埠頭公園野球場 参加２８名

０６月１５日（日）天ぷら船 海釣大会 木更津・富津沖 参加２１名

０９月１４日（日）バスで行く～うどん作り体験・ＢＢＱ・川下りツアー～

長瀞「古沢園」他 参加２４名

１０月２２日（水）「打って、走って、笑いをとってソフトボール大会」

天王洲公園野球場 参加２７名

◇◇◇電子広報委員会◇◇◇

０２月２２日（木）ＩＴ情報交換会 アワーズイン阪急 ３Ｆ会議室 参加３５名

「必聴！目から鱗のインターネット賃貸物件情報掲載術」

◇◇ボランティア委員会◇◇

《マイタウンクリーンアップ大作戦２００８》及び違法看板除却

０６月１４日（土）青物横丁駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加 ９名

０７月１２日（土）五反田駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１５名

０９月２３日（火）大井町駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１４名

１０月１８日（土）中延駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１０名

１１月０８日（土）戸越銀座駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加１３名

１２月１３日（土）不動前駅周辺の清掃及び携帯灰皿配布 参加 ７名

◇◇◇渉外部◇◇◇

０３月２２日（土）青年会×支部理事親睦ボウリング大会

品川プリンスボウリング場 参加３３名

０６月０４日（水）８地区対抗ゴルフ大会 プレジデントゴールドカントリー倶楽部

１１月０９日（日）８地区対抗ボウリング大会 お台場東京レジャーランド
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２７

１０周年
記念座談会
その１



本日はお忙しい所お集まりいただき、誠にありがと

うございます。今日は「青年会１０周年記念座談会」

と題しまして、青年会設立及び運営に大変ご尽力い

ただいた品川区支部の皆様を代表して５名の皆様に

お越し頂き、また青年会設立準備委員かつ青年会初

代役員（各地区１名）である６名の皆様にお越し頂

きました。甚だ粗宴ではございますが、懐かしいお

話を交えながら、主に青年会の「これまでの１０年」

と「これからの１０年」についてお伺いできれば幸

いに存じます。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

乾杯 金山支部長

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

《支部功労者にきく》

★支部長 金山さん

・青年会これまでの１０年

まず私たち宅建協会は公益法人として地域社会に貢

献しなければなりません。現在、品川区支部では品

川区役所における区民不動産無料相談や高齢者に対

する住宅斡旋協力等、公益を増進させる活動を進め

ておりますが、青年会におかれましては、ボランティ

ア委員会の駅前清掃＆携帯灰皿配布等の公益事業を

支部に代わってやってもらっており、大変感謝して

います。こうした公益活動のみならず、青年会はそ

の他にもとても内容の濃い活動をされておりますか

ら、支部の活性化という目的を充分達した１０年だっ

たと思います。

・青年会これからの１０年

青年会活動は大変順調に推移していると思われ、今

後１０年も、今まで通り支部の中心的存在となって

活動して頂きたい。例えば２００４年に開催された

城南ブロック「不動産フェア」のお手伝い、今年２

００８年９月にも開催されますが、暑い９月に着ぐ

るみを着て、楽しい企画を実施していただいており、

支部のみならず城南ブロックにも貢献してもらって

ます。青年会の活動が活性化することで品川区支部

に対する評価も高まりますので、これ以上どうして

欲しいと言うことはありません。また公益法人法施

行に伴い、青年会の活動ができなくなるということ

もありませんから安心して今まで通り支部活性化の

ために頑張って頂きたいと思います。

★設立時支部長（現相談役）宮野さん

・青年会これまでの１０年

私が支部の活性化のため、「青年会設立」を掲げて

支部長となった当時は、「青年会設立」が必ずや支

部会員のためになるとの確信を持っていたものの、

実際「青年会」がどういう団体に育ってくれるのか

は、多少の不安もありました。設立準備委員会の皆

さんに青年会の運営は一切お任せしましたが、高い

志をもって真摯に運営していただき、この１０年間

でここまで育ってくれるとは思いませんでした。他

支部にも青年会はあり、長い伝統を持つ所もあるよ
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青年会１０周年記念座談会 その１

青年会設立功労者を囲んで

開催日時：平成２０年０３月０６日 １９時～２１時 開催場所：大井町 怡香園

参 加 者：品川区支部より５名・青年会初代役員６名・青年会現役員８名）合計１９名（順不同）

支 部：宮野嘉徳元支部長・西脇貞雄前支部長・金山恭二郎支部長・小笠原正彦参与・天野庄吉副支部長

初代役員：１地区市川氏・２地区中村氏・３地区大崎氏・４地区五味氏・５地区藤沢氏・６地区田中氏

現 役 員：吉中・平森・船山・浅野・川東・濱野・奥村・渡辺（※平成１９年度青年会役員）



うですが、運営が上手くいっていない所もある中で、

品川区支部青年会は、設立後も自主的に改革を実行

し、この１０年間で素晴らしい会になってくれまし

た。もちろん設立時には反対意見もあり、すんなり

いったわけでは無かったものの、時間をかけて理事

会で説明し、青年会設立の趣旨にご賛同いただきま

した。私が蒔いた種が元気に育ってくれ、ここに１

０周年を迎えたことは、すごく感激しています。そ

れから今日の座談会は記念誌に掲載するという事で

すが、これはＣＤやＤＶＤではなく是非「印刷物」

で発刊し、支部会員全員に配布して欲しいですね。

・青年会これからの１０年

１０年前というと今ほどパソコンやインターネット

は発達してませんでした。その前の１０年はＦＡＸ

が主流で、その前は電話だけの時代です。従って今

後１０年たてば、業界そのものが大きく変わってい

くと思います。そうした環境の変化を青年会は敏感

に感じ取り、支部ではできないことを積極的にやっ

て欲しいと思います。あれはやっちゃダメこれはやっ

ちゃダメと言うことになったら青年会ではなくなっ

てしまいます。支部と青年会は車の両輪となり、こ

れからの１０年も時代の変化に対応し、お互い切磋

琢磨しながら、ともに不動産業界発展のために協力

して欲しいと思います。

★前支部長（現相談役）西脇さん

・青年会これまでの１０年

青年会組織は絶対必要です。私は青年会の役割は

「支部役員の後継者作り・育成の組織」「若者同士

のコミュニケーションの場、活性化の組織」である

と思っています。そういう意味ではこの１０年は、

その役割を充分果たす事ができたと思います。

・青年会これからの１０年

今後は公益法人法の施行に伴い、従来通りの予算で

活動する事は出来ないかも知れないが、青年会には

若さがあります。何か新しい事をするときは、予算

がないから出来ないと考えてすぐに諦めてしまわず、

お金がなければ知恵を使い、若者の組織力を使って

実現させて欲しい。例えば青年会会員になれば商売

に繋がるようなシステムを構築して欲しい。そうす

れば経営者も若者を積極的に青年会に参加させるよ

うになり、会員の数は増えるでしょう。会員が増え

れば協賛する業者も多く集まり、最終的には予算も

潤うはずです。公益法人法施行を機会に、支部では

行いにくいこうした活動については、青年会が行う

のが良いのではないかと思います。

★設立時活性化委員長（現参与）小笠原さん

・青年会これまでの１０年

あっと言う間の１０年間でしたね。設立時の苦労話

をすれば、青年会予算の件があります。当初、支部

から予算をもらうのは厚生委員会からではどうか？

という話もありましたが、常任委員会に所属すると

何かと面倒が多いだろうという事で、特別委員会

（活性化委員会）を設け、そこから出すことにしま

した。しかしそれでも反対勢力も多く、予算取りに

ついては苦労しました。

・青年会これからの１０年

青年会の予算を安定させるため、今後も会員数の増

加に向けた努力をして欲しいですね。例えば現在既

にインターネットで活動状況を掲載しているようで

すが、コンピューターを全員が扱える訳ではないの

で、紙ベースの情報も発信したらどうでしょう？支

部報のようにカッチリやらなくてもいいので、その
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月の活動を１枚の紙に収めるような形で。そうすれ

ば、いまより更に注目が上がり、会員数も増えてい

くでしょう。活動内容については、今後も「青年会

の色」を出していただき、原点に戻って、支部に縛

られずに自由活発な活動をして欲しいと思います。

★現副支部長（現活性化委員長）天野さん

・青年会これまでの１０年

青年会活動に対する様々な思いを持った人がいる中

では、順調な１０年だったのではないかと思います。

やはり歴代の支部長が青年会を育成しようと前向き

に努力をし、青年会活動に対する理解があったとい

う事、そしてもちろん青年会の皆さん自身もそれに

応えて頑張ってきたという事でしょう。支部と青年

会はこの１０年、車の前輪と後輪という感じでそれ

ぞれが活性化したと思います。車は両輪揃わないと

上手く走りませんからね。

・青年会これからの１０年

ひとついえるのは、今後の青年会が支部と変わらな

い組織になる可能性は大いにあるので注意しなくて

はならないということですね。初心忘れるべからず。

支部から予算をもらう以上は支部の方を向いている

事も必要ですが、青年会の活動自体について、要は

発想がどうか？独立性があるか？商売に結びつくか？

という事だと思います。これからの１０年で青年会

に期待するのは、支部と同じことは絶対やらない位

の気持ちでやって欲しいですね。

《青年会初代役員にきく》

★初代役員 １地区 市川さん

青年会１０才の誕生日がまもなくということで、お

めでとうございます。他支部の話を聞いたりして思っ

たのですが、最近ウチの青年会は行事がとても多く、

新しい会員の方がその活発な活動に魅力を感じてい

るかを心配しています。自分自身は、実際やってみ

て面白かったので良かったと思います。これからも、

みんなで協力して、他支部青年会が羨むような、飲

み会・遊びだけではない、内容ある青年会にしてく

ださいね。

★初代役員 ２地区・中村さん

支部と青年会の違いは、若さです。つまり会員が、

みな第一線で仕事をしている点。設立時は、支部と

違うことをやるというのが青年会の目的でした。他

支部青年会とはひと味違う独自の発想をもって行く

べきですね。設立当初は、何とか実績を上げなけれ

ばいけないという事で、毎行事の度に提案書・報告

書等を持って支部執行部に出向いていました。今は

少なくなっているようですが、支部とのコミニケー

ションは年２・３回は必要でしょうね。それから支

部から予算は頂いてますが、支部と違う事をやるか

らこそ、ユニークな若者の発想ができるからこそ、

予算を頂けるという意識を持って欲しいです。そし

て青年会の特徴でもある、会員の家族や従業員の方

を大切に思う気持ちを忘れてはいけないと思います。

３０

青年会１０周年記念座談会 その１

青年会設立功労者を囲んで



そのためには一般会員の意見をくみ取り、一般会員・

新入会員が気楽に参加できる様な組織作りを、役員

全員で気を配っていくのが重要ですね。支部は家族

で参加できないですが、青年会は家族で参加できま

す。奥さんや子供を連れて来られる開かれた組織を

作ってください。最後に今の青年会の予算と活動に

ついて言えば、設立時の支部からの予算は５０万円

程であったことを考えれば、現状の予算は少し多く、

活動が派手になっている様な気がしています。常に

改革、親睦、研鑽の心を忘れず、華美に走ることな

く、質素な青年会であって欲しいと思います。

★初代役員 ３地区 大崎さん

僕なんか、知らないうちに青年会

に入ってましたよ。そして青年会

の楽しい飲み会に休みなく参加し

ていたら、こんな体になってしまっ

た～（笑）

★初代役員 ４地区 五味さん

青年会設立初期の頃で、特に印象に残っているのは

毎回の役員会での議論かな。役員会をやれば必ず様々

な意見が出て来て、青年会をどの方向にもって行け

ばいいのか？という議論が尽きる事はなかったです

ね。支部事務所だけの議論では収まらず、その後の

飲み屋でも継続して大変だった記憶があります。そ

れだけみんな真剣に取り組んでいたという事でしょ

う。そうした議論の延長線上に規約改正等があり、

今があるんです。その当時の３・４代目会長は、青

年会をどの方向へもって行くのかを模索してました。

例えば事業報告・予算書・銀行の融資証明等、どこ

まで突き詰めてやれば良いのか大変だったと思いま

すよ。まあ今となっては結果オーライ。浅野・吉中

両会長は良く頑張ったと思います。これは今の青年

会の実になってますね。私自身は新しい役員の中で

引き続き幹事をやっていましたが、一番気を使った

のが、自分がどこまで口を出して良いかを見極める

事でした。言いたい事を自由に言えるのが青年会の

良いところでしたからね。最後に平森ちゃんにひと

こと、もっと飲んで下さい。

★初代役員 ５地区 藤沢さん

青年会の発足は、宮野元支部長の肝いりで立ち上げ

たものですが、設立委員会の中でも五味さんなくし

ては今の青年会はなかったと思います。五味さんの

功績を肝に銘じて、引き継いでいって欲しいですね。

発足当時は、青年会がどうなるか分からなかったで

すが、２・３・４代目会長の時代に方向性が見えて

きて、立派な青年会に成長したと思います。立ち上

げた者としては大変感謝しているし、将来も楽しみ

です。飲み会中心の青年会にならなかったのは真面

目過ぎるくらい真面目な初代中村会長のおかげです

ね。当初は一番年長の私が会長に、という事でした

が、私がなると飲み会になってしまうので（笑）中

村さんを推薦しました。今の青年会に注文はないで

すが、ちょっと張り切りすぎかなとも思います。あ

まり張り切りすぎて、息切れしないかというのが心

配ですね。新入会者にとっても行事が大変多いので、
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それがもし本業に差し障りがあるようでは、良くな

いと思いますし、経営者側からすると、従業員を入

れて本業に影響がないか心配な面もあります。

★初代役員 ６地区 田中さん

青年会ができる前の設立準備委員会の時から、中村

さんと「何をどう作るか」という何も分からない所

から組織を作っていきました。最初の２年は、とに

かく実績を残さなくてはならないというプレッシャー

がありましたね。自分が会長の２年目はある程度、

道筋が出来ていたので、色々な展開が出来ました。

その時に感じた事は、若い人達・会社の２代目の人

達が青年会に来てくれて、色々なクリエイティブな

発想が生まれたということです。すごく進歩的な考

えをもっており、会社にいて認められないことも青

年会なら認められる、そういう場が青年会だと思い

ます。初代中村さんから２代目私までは、会を広げ

て進めていくことに注力してましたが、３代目浅野

さんからは様々な事業が充実し、それを継続する力

をつけてきました。４代目吉中さんからは、よく考

えられた組織運営ができたように思います。しかし、

これから先は守りに入って組織作りばかりを優先す

るようになると、当初の、新しい発想・自由な発想・

新しい事への挑戦、という本来の姿から掛け離れて

行くと思います。従来の良い点は残しつつも自由で

斬新な発想を忘れないで下さい。いかに会員がいま

求めているものをキャッチしていくかが大事です。

色々な所に目を向けていないとそういうものはキャッ

チできません。そして何より参加している人が楽し

くなくてはいけません。もちろん単に楽しければ良

いというのでもダメです。全てにおいて「バランス

感覚」を身につけて欲しいということです。その為

には、今迄の役員ばかりと相談するのではなく、新

しいメンバーをどんどん増やし、新しい意見を取り

入れて下さい。予算が無くても何とかやっていた時

代もあるのだから、予算がある今、更に色々な新し

い発想をきっと出せるはずです。そうした冒険は是

非若い人達にやらせてみて、万一失敗した時は会長

なり役員がそれらを充分フォローし、新しい事への

挑戦をしやすい環境作りをして欲しいと思います。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

皆様から多くの貴重なご意見を頂戴し、誠にありが

とうございました。役員一同、今後の青年会運営に

おいて、充分留意して臨みたいと存じます。また、

今回は諸般の事情により全ての青年会設立功労者を

お呼びする事が出来なかった点を深くお詫びいたし

ます。本日はご多忙の所お集まり頂きありがとうご

ざいました。
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司会：本日お集まり頂きました皆様には、青年会１０年の活動を振り返っていただき、委員会毎の懐かしい

思い出話に花を咲かせて頂ければと思います。それでは皆さん、宜しくお願いいたします。

一同：宜しくお願いします。

勉強委員会
司会：勉強委員というとまず思い浮かぶのは平森さんです

が、何か思い出に残ることはありますか。

平森：私が勉強委員になったきっかけは、青年会初代会長

の中村さん直々に依頼があり、初年度から４年間携

わってきました。４年間もやるとテーマも煮詰まっ

てきて、マンネリ化してきたこともありましたが、

起死回生のテーマで息を吹きかえしましたね。

司会：それって、もしかしてサル？

平森：そう、今となっては伝説の(？) 寸劇、※注１｢サル

でもわかる売買契約の手順｣。あれは印象的で、今で

も記憶に残ってますね。

司会：勉強委員長経験者の船山さんはどうですか。

船山：自分は最初、伊藤さんから勉強委員をやれと言われて･･･。勉強委員に入る前は１地区の班長をやっ

てましたけど、本格的に青年会に携わってきたのはこの頃からでしたね。初めて事務連絡会に出たと

き、他の勉強委員の平森さん、綾木さんを紹介されて、なんて個性的な人達でキャラが濃いのかなと

思いましたね。(笑)

司会：確かに、今考えるとすごい３人が集まったね。(笑)

船山：翌年からはその平森さん、綾木さんが抜け自分が勉強委員長となって初谷さん、新井さんが入ってき

ました。

司会：そこから船山時代の到来だね。(笑) 綾木さんはどうです。

綾木：自分が勉強委員になってやろうと思ったことは、支部が出来ないこと、青年会だから出来ることをや

ろうと。そう言った意味では、それぞれの業者が自分の会社で使っている契約書類を持ち寄って、内

容を公開し情報交換した｢契約関連書類の情報交換｣と「サルでもわかる売買契約の手順」は斬新でし

たね。｢サルでもわかる｣では、普段あまり売買に携わっていない業者の方にも一通りの流れを分かっ

てもらおうという意図からすると、大変だったけど良かったね。僕がこれからの勉強委員に望むこと

は、支部の研修会ではやらないような、実務で身近に直面することを会員の方に普及して、不動産屋

から不動産業者へステップアップするよう意識改革出来るようなお手伝いをしていって欲しいですね。

司会：竹村さんは｢サルでもわかる｣はどうでした。

竹村：あの時は大変だったけど、自分のセリフはマーカーで引き、すべて暗記しました。自分のセリフだけ

だと流れが分からないので、前後のセリフも大体頭に入ってました。
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綾木：そうだ、あの時、台本見ないでセリフ暗記していたのは、竹村さんだけだったよ。

一同：ええ、スゴイ。

竹村：お陰様で今だにあの時の台本は、私にとってのバイブルです。売買の契約がある時は今でも引っ張り

出してきて見直しますね。

司会：それでは、そろそろ時間も押してきましたので五味さんに勉強会の総括

をお願いします。

五味：第１回の勉強会から幹事として見てきたけど、講師を呼んで講演しても

らう勉強会は間違いも少なく無難だけど、そうじゃなくて基本的に青年

会としては、大変だけど初期の頃やっていた様な手作りの勉強会がいい

かな。

船山：そういえば五味さん、「サル」では何の役やってたんでしたっけ？

五味：何かやってたな。一言二言で終わっちゃう奴な。

※注１ 不動産売買の実務について勉強会史上初の｢寸劇｣を上演。勉強委員、

役員を中心に｢寸劇プロジェクトチーム｣を結成し、設定･シナリオ･演

出･舞台設備等すべてオリジナルで一から作成しました。出席者数は

当時の最高レベルで、再演の要望もあったほど好評でした。

レクレーション委員会
司会：それではレクレーションに移ります。吉中さんどうですか。

吉中：レクといえばやっぱり大阪のＵＳＪですね。あの企画は２年掛かりで伊藤さんと市川さんに実現して

もらって。あの旅行で思い出すのはハプニングですね。荷物を忘れるわ、チケットがなくなるわ、東

京の不動産業者一行が団体で大阪の街で迷子になるわ、大変だったね。

濱野：綾木さんが持っていると思った荷物を網棚の上に置き忘れちゃって。あれ、竹村さんの荷物だよね。

綾木：あれは確かヴィトンのボストンで中身より鞄の方が心配だったな。

濱野：それで電車を乗り換えた時には、今度は奥村さんが奥さんの荷物を忘れてきちゃってね。

奥村：荷物載せたまま車庫まで行っちゃったんだよね。

濱野：あのとき初めて、奥村家は奥さんの方が強いんだと思ったよ。

吉中：あと今はなき、食いだおれ太郎の店でたこ焼き食べて。その後どこに行ったんだっけ。

綾木：うどん食べに行って、志賀さん夫婦がどて焼き食べたいって言うんでタクシーで通天閣まで行ったけ

ど、何が入っているか分からないので大阪人でも食べないってタクシーの運転手さんが言うので、串

揚げ食べに行って、行く先々で酒飲んでるからもうベロベロになっちゃってね。

濱野：綾木さん、酔っぱらって帰りの新幹線の通路で横に

なって寝ちゃうしなー。

司会：他のレクの思い出はどうでしょう？

伊藤：※注２｢大井競馬場のトゥインクル｣もおもしろかっ

たね。

綾木：あれは吉中さんのデビュー作だもんね。トゥインク

ルやりたいって言い出してな。ギャンブルなんて今

だかつてやったことなかったけど、五味さんがケツ

持ってやるからって言ってくれてね。

吉中：渡部さんの社長さんなんか、一人で早く来て、第１
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レースから勝負してたしね。

平森：うちの次男はあれから競馬好きになっちゃって。もちろん馬券は買えな

いけど、今だに競馬好きですよ。

吉中：天達さんは間違えて高知競馬の競馬新聞見ながら馬券買って、当たっちゃ

うしなぁ。

濱野：あの時は、実は３万円位儲かったんだよね。皆に言ったらたかられると

思って黙ってたけど。

綾木：いるんだよな、そういう奴が。そんな泡銭ぱっと使っちゃえよ(笑)

司会：じゃあそろそろ、レクの総括を誰かお願いします。

綾木：そうだな、レクレーションは、日帰り行事や一泊旅行を通じて参加した

各家族と仲良くなり、親睦を深められるのがいいかな。

濱野：でも、綾木さん参加してくれたお子さんを何人泣かしたんですか(笑)

※注２ 競馬観戦型レストラン｢ダイヤモンドターン｣のパーティルームを貸し

切っての東京シティ競馬トゥインクルレースの観戦。当日は台風が首

都圏を直撃寸前という悪天候ながら４５名もの参加があり好評の企画だった。

電子広報委員会
司会：続いて電子広報いきます。

平森：そもそも電子広報の前身に青年会かわら版があったんだよね。確か天野さんが担当していたやつ。

濱野：実は最初、俺がかわら版の担当だったんですよ。

平森：えー、そうなの。

濱野：青年会発足１年目は、渉外担当だったんですけど、その当時やることがなくて、何かやろうというこ

とで、中村さんと田中さんと１年目の終わりにかわら版を作った覚えがあります。

綾木：電子広報って１年目にはなかったよね。２、３年目に作ったんだよね。

平森：そう、最初に電子広報を作ったのは伊藤さんだからね。

綾木：その後、かわら版を天野さんが担当したときに、かわら版だから支部でいう「広報」、電子に関して

は「情報流通」で、一緒にしちゃおうということで電子広報になったのかな。

平森：電子広報の初期メンバーって誰でしたっけ。

綾木：伊藤さん、俺、竹村さん、天野さん、田井さんで、最初の１年目は、週１ペースで計４０回くらい委

員会開催して大変だった記憶があるな。その都度、伊藤さんから宿題出されてさ。

伊藤：最初はまだ電子広報って名前はついてなかったんだよ。仮称ＩＴ委員会って言ったっけな。

綾木：それで、最初の年に何かでかいことやろうって、※注３ 第１回ＩＴフェスタをやったんですよね。

伊藤：第１回ＩＴフェスタのテーマは、「来て、見て、触って」だもんな。ＯＳはウィンドウズ９８を使っ

ている人が一番多かったし。でもよくやったよね。

天野：僕が最初に買ったパソコンはメモリーが１２８ＭＢしかなくて１６万円もしたんですよ。

平森：ありえないね。(笑)

伊藤：それで第２回目から名前決めようってことになって電子広報委員会という正式名称になったんだな。

綾木：そう、今ある程度ＩＴ語れるのは、ほんと伊藤さんのお陰ですよ。

天野：僕も会社のホームページは、ホームページビルダーをベースに作っていますが、やっぱり青年会のホー

ムページ作成に携わってきたから、今があるって感じですね。

伊藤：この頃からだよね、連絡事項で本格的にメール活用しだしたのは。そういえば委員会の時は、竹村さ
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んが毎回レジメを作ってきてくれて、おまけに１回毎に委員会報告書を作ってくれてね。

平森：竹村さん、家に帰ってから作ってたの。

竹村：そうです。

綾木：一太郎で作ってたんですよね。送ってもらうと文字化けしちゃうんだよな。

伊藤：でも今や不動産の仕事はパソコンなしでは考えられないよね。あの当時はこんなにまでなるとは思わ

なかったけどな。

平森：ところで吉中さん、電子広報では？

吉中：俺、何もやってなかった。最初と最後の挨拶はよくやってたけど(笑)

綾木：それが今や支部の情報流通委員長だからな。

一同：ははははは(笑)

伊藤：大丈夫、これから鍛えますから、たっぷり勉強して

もらうからな。(笑)

※注３ 不動産業界も２１世紀のＩＴ革命に乗り遅れない

ため、支部のご支援のもとＩＴ関連の情報交換会

を開催。各ブースを設けての手作りフェアはまさ

に青年会事業の真髄であった。 第１回の参加者は

６２名を数え以後１０回開催し、会員のＩＴ普及

が広まったため平成１９年度でフェアを一時休止

し、現在は青年会ＨＰ運営専属となる。

ボランティア委員会
司会：それでは、時間もおしてきたので次の話題いきます。

ボランティアお願いします。

綾木：ボラは最初、僕が作ったんですよ。

平森：何でボラを作ろうと思ったんですか。

綾木：まず支部にない委員会だからということと、品川区

で商売している不動産業者として、品川区の街を綺

麗にしてお客様にご来店頂き、街の治安改善にも役

立てればということかな。

平森：ボラの初期メンバーって誰でしたっけ。

濱野：綾木さん、奥村さん、志賀さんだったな。その後、

綾木さんと志賀さんが抜けて俺が入ったんだよね。

綾木：あの頃は、ボランティアについて俺と奥村さんで確執があったんだよね。

一同：ははははは(笑)

濱野：フリーマーケットの時は、売上金を品川区の消費者センターに寄付したら喜ばれてね。

お礼にエコバックを頂いて、戸越銀座の商店街で配ったんだよね。

伊藤：前から言ってたことなんだけど、フリーマーケットだと規模も大きくなり大変なので、支部事務所を

借りて、チャリティーオークションを開いてみたらいいんじゃないかな。

濱野：チャリティーオークションいいですね。

司会：そう言えば、※４ 駅前清掃の話題が出てませんが何かありますか。

伊藤：駅前清掃、最初は何処でやったっけ。
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綾木：青物横丁駅周辺です。最初は駅の駅長さんや商店街の会長さんや交番に挨拶に行ってね。

天野：基本的に何処に了解取るんですか。

奥村：了解は取らないよ。でも最初は、何か言われても困らないようボランティア委員の名刺を作ってたね。

綾木：不動前駅や大井町のアトレ側なんかでは、駅構内に入ると駅員さんに注意されるよね。でも、清掃し

ていて通行人の人たちから「ご苦労様」の一言を掛けられると癒されるね。あと、青年会の会員以外

の思わぬ人の参加も嬉しいですね。

濱野：○○ちゃんはチンピラみたいなかっこで、タバコ吸いながらゴミ拾いして、灰皿も若い女の人にしか

配ってないしな。

○○：してねーよ。ちゃんと真面目にやってるよ。

伊藤：でも今後の公益法人化を踏まえてボランティア活動は青年会のみならず各地区横の繋がりが必要だね。

司会：時間もなくなってきたので最後に何かありますか。

綾木：ボランティアの底辺を広げるということでは、ボランティアのディスカッションを是非やりたいなと。

濱野：世界のボランティアね。(笑) 総会の事業報告を楽しみにしているよ。

※注４ マイタウンクリーンアップ大作戦と綯うって品川区支部６地区の主要駅前清掃及び携帯灰配布によ

るタバコのポイ捨て撲滅運動を行い、平成２０年末まで計３６回実施済み。毎年ケーブルテレビや

住宅新報社等の取材を受けるほどの注目を集めている。

体育委員会
司会：それでは、体育の話題に移ります。

船山：体育といえば川東さんだろ。

川東：僕もそうですけど、僕より前にやっていたのは、奥

村さんと綾木さんと。

五味：上田商事の上田さんも初期メンバーだよな。

川東：最初は青年会でゴルフコンペをやったんですね。

綾木：そう、それでこのままではゴルフやボウリングの会

になってしまうので、体力年齢を診断する意味で、

※注５「体力番付」をやったんだよね。

濱野：体力番付は、確か２回くらいやったよね。

綾木：我々の業界は１社では運動会規模の催しは出来ないので、品川区の業者を集めて、ゆくゆくは運動会

まで発展させたいなと思って始めたんだよね。

奥村：体力番付の競技の際は、品川区の指導員の方に来てもらったりして本格的だったね。

綾木：当初は大弾幕を作る費用がなくて徹夜で作ったり、景品を出すのに協賛を募ってハミングバードや地

元の信用金庫や日動火災などがノベルティーグッズ出してくれてね。当初は体育に限らず、手作りイ

ベントで凝った内容になってましたね。

平森：いやぁー、凝ってますよ。体力番付のプログラム内容なんてすごいもん。

五味：体力年齢が実際よりかなり上に出ちゃって、随分とショックを受けてたヒトもいたな。

伊藤：綾木さんの後は、誰が体育委員やったんだっけ。

五味：奥村さん。それで、自分が運動会やりたくないので、その後運動会がなくなったんだよ。

司会：体育では球技もたくさんやりましたよね。

伊藤：やってるね、ドッチボールがおもしろかったかな。俺が体育委員でやったのは卓球、バドミントン、

ソフトボール、バスケ、テニス、フットサル･･･なんでこんなに係ってるんだ。
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綾木：伊藤さん、自分がやりたい種目があるからってやってるんでしょ(笑)

船山：ドッチボールでは、竹村さんボーっとしてたら顔に当たっちゃったんですよね。

竹村：違うわよ。内野で最後の一人になっちゃって、まともに後ろから当てられたのよ。

川東：田中さんの娘さんですよね、痛そうだったよな。それも２回も当てられてましたよね。

吉中：参加頂いた奥さまの中で、どんな球でもキャッチできてた方もいたね。キャッチするとバスッて音が

するんだよね。

川東：その時は、「ドッチボール＋α」でバスケのフリースロー、縄跳びの耐久レース、キックターゲ

ットをやって、全て会員のお子さんが優勝しちゃったんだよね。

渡辺：僕はその時の縄跳びで、膝に水が溜まっちゃったんですよ。

一同：ははははは（笑）

濱野：そういえばアバラ折った人いませんでしたっけ。

綾木：オレ。

五味：そうだそうだ、確か騎馬戦やったときだよな。

綾木：田井さんの頭がドーンとわき腹に入ってアバラにヒ

ビが入っちゃったんだよ。

濱野：その時、誰か血流してなかったっけ。

竹村：だから田井さんよ、んもぅ。

※注５ 当時の人気ＴＶ番組｢筋肉番付｣を文字ってネーミ

ングした体力測定。青年会創設時の名物体育事業

であった。老若男女の方が参加し、２回実施で延

べ参加人数７７名を数える。自分の体力年齢を測

定できて好評であった。

渉外部
司会：それでは次、渉外お願いします。

吉中：渉外では８地区対抗ゴルフの仕切りが、大変だったですね。

綾木：俺、生まれて初めてだったよ、ゴルフ場行ってプレイしなかったのは。

五味：ははははは、何処だっけ。そう、潮来、潮来、うなぎだよな。

吉中：役員では平森さんだけプレイしたんだよね。

綾木：その間に、平森さん以外の役員で潮来のうなぎ屋の座敷で宴会始めちゃってね。

吉中：そうそうそう、いいじゃんいいじゃんって感じでね。

五味：ラウンド終わるまで待ってるの長いし、風呂もまだ沸いてないしな。

平森：また２年後にゴルフの幹事が回ってきますから。

司会：支部との交流会では何かありますか。

綾木：ソフトボール大会をやった時、３塁ランナーの中村さんがホームに突っ込んできて、キャッチャーを

やっていた栗山さんに激突して栗山さんが失神しちゃったことがあったなあ。

五味：あの時は一生懸命走っている中村さんの足がホーム５メートル位前からもつれだして、倒れ込みのチョー

パン喰らわせたかっこになっちゃってね。

濱野：確か救急車が来て、そのまま運ばれて行ったんだよね。その後、ソフトボールを続けたんだけど、み

んな暗くなっちゃってね。

伊藤：その時は、事情が分からず遅れて参加したけど、何か場がシーンとして暗かったよね。

３９

青年会１０周年記念座談会 その２

青年会１０年の活動を振り返って



五味：後にも先にも救急車が来たのはあの時だけだよな。

司会：忘年会関係では何かありますか。

吉中：忘年会といえばやっぱ※注６ タナカイでしょ。

五味：あぁ、タナカイな。

竹村：最初の頃は予算がなくて五反田の洋風居酒屋でやってたのよね。

五味：キツキツで狭くって、身動きできなくてな。

渡辺：綾木さんは、座るとこなくて、カウンター中でグラス洗ってましたよね。

綾木：何やってんだろな、俺は。

司会：その後３回目位からですよね、ホテル等で忘年会やれるようになったのは。

濱野：そう、それが今じゃディスコだもんね。平森さんが幹事だと、ムードある薄暗い場所が多いよね。

伊藤：でも初期の頃の忘年会は、それはそれで楽しかったよね。

平森：そうですね。

伊藤：そういえば五味さん今年の渉外何かやりましたっけ。

五味：うっ－、やってないな。

伊藤：１０周年パーティーのお手伝いしましょう。

五味：おっ。（了解の意）

※注６ 青年会２代目会長の田中氏が愛して止まないトナカイの被り物。当時会長であるにもかかわらず自

ら進んで仮装し,ビンゴのプレゼンターを努める。昨年のハロウィン前に天王洲方面で目撃したと

の情報が多数あった。

今後の青年会について
司会：それでは最後に、総括という意味で、今後の青年会

について、要望というか方向性について、前役員で、

創設時から青年会を支えてくださった４名の皆さん

にお一人ずつお願いします。まず、竹村さんお願い

します。

竹村：役割っていうのは、それぞれ向き不向きもあるでしょ

うし、自分のポジションもあるでしょうからそのポ

ジションで、集合体で何を役割として担っていけば

役立っていくのか、会に対して、会員に対していい

のかを考えて活動していって欲しいです。組織を形

作るのが目的ではなくて、会の活動そのものが活発

化して活きたのもにするのが目的なので、形式を整

えることよりも何が大事なのか、何のためにその役

割を担っているのかを考えて活動していってもらい

たいです。

司会：ありがとうございます。続きまして五味さんお願い

します。
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五味：今の役員や委員長が大変だ、大変だと言っていると次にやる人の頭にそれがインプットされてしまう

ので、出来る限り楽しいよ、楽しいよという方向にもっていって欲しいかな。そして次の若い世代の

人たちにああいう役員や委員長みたいになりたいと思われるような、逆に今の役員や委員長たちには

支部に出てきてもらって、青年会だけ良くなっていってもしょうがないので、できる人がどんどん支

部に出てきてもらって支部をよくしていって、青年会と支部の両方が活性化していくようにして欲し

いかな。

司会：ありがとうございます。綾木さんいかがですか。

綾木：自由とそれについてくる責任を認識して自分が楽し

んで下さい。自分が楽しめないと他の人が楽しめな

いじゃないですか。それと今では会員が約１００名

いる青年会を率いる会長は、会をどういうふうに持っ

て行くのかを明確にしてもらいたいですね。青年会

は皆のための会なのだから、皆が楽しめる会にして

下さい。僕は楽しみます。

司会：ありがとうございます。それでは最後に伊藤さんお

願いします。

伊藤：青年会の役員・委員・班長はボランティアなんです

よ。ですけれど、やってよかったと思えるように自

由にやって欲しいし、自分の意見を自由に発言して

欲しいですね。話の揚げ足を取るのではなく、反対

意見はちゃんと言う、人の意見はちゃんと聞く、話

の腰を折らないっていうのは、若い人たちにドンド

ン参加してもらうことに於いては、時にはけんかに

なりそうな位話し合ってもいいと思うんですよね。

でも、何にも話が出なくて時間が過ぎて終わってしまう役員会や事務連絡会だったら、折角の自由に

発言できるチャンスを潰してしまうっていうか、本当に皆さんのためにも、会員の方のためにも損な

ことだと思うので、自由に意見を出し合える雰囲気を作ってもらいたいですね。

司会：貴重なご意見ありがとうございました。それでは、これで座談会を終わらせてもらいます。

４１

青年会１０周年記念座談会 その２

青年会１０年の活動を振り返って



４２

青年会
アンケート



青年会設立１０周年記念アンケート集計結果

青年会設立１０周年を記念してアンケートを実施させて頂きました。青年会会員の皆様の声を真摯に受け止

め、今後の運営に役立てたいと存じます。ご回答頂きました皆様にはこの場を借りて厚く御礼申し上げます。

会員数１０１人 返信人数４４人 有効回収率４３．５６％

１．会員の皆様の性別・年齢・所属地区をお答えください。

□男性３４人

□女性１０人・・・・・・表１ 【表１】 【表２】

□２０代 １人 ※無記入２名

□３０代 ６人

□４０代 １６人

□５０代 １０人

□６０代 ８人

□７０代 １人

□８０代 ０人・・・表２

□１地区 ８人 ※無記入５人

□２地区 ８人

□３地区 ６人

□４地区 ６人 【表３】 【表４】

□５地区 ４人

□６地区 ５人・・・表３

２．会員の皆様の青年会入会期間は

おおよそ何年くらいですか。

□創立から ２０人

□８年以上 ５人

□６年以上 ８人

□４年以上 ３人

□２年以上 ６人

□２年未満 ２人・・・表４

３．日頃の青年会の活動についての印象をお聞かせください。

□とても好感が持てる ２３人 ※無記入２名

□まあまあ好感が持てる １４人

□ふつう ５人

□あまり感心しない ０人

□印象が悪い ０人

４３

青年会
アンケート



４．青年会の存在をどちらでお知りになりましたか。

□支部入会時 ３人

□知人・支部会員の口コミ ２５人

□マイソク(配布センター) ０人

□支部報 ０人

□インターネット（青年会ホームページ）０人

□その他（ 理事会 ３人 ・ 会社からのすすめ ３人 ・ 引き継ぎ １人 ）

５．青年会のイベントにおおよそ何回くらい参加されましたか。

□一度もない ３人 □１回 ３人 □２回以上 ７人 □５回以上 １１人 □１０回以上 ２２人

６．青年会の各委員会が行ってきた主な事業で、印象に残っているものはどれですか。（複数回答可）

①勉強委員会：□勉強会（□講師を呼んでの講習会形式 ３５人 ・ □講師を呼ばない座談会形式 ４人）

②ボランティア委員会：□駅前清掃 １７人・□フリーマーケット ３人

③レクレーション委員会：□日帰り旅行（川遊び・栃木等） １２人

□一泊旅行（ＵＳＪ＆吉本新喜劇・いわき等） １３人

④体育委員会：□スポーツ会（体力番付 ３人 ・ ミニ運動会・球技大会等全般 １０人）

⑤電子広報委員会：□ホームページ運営 ５人 □ＩＴ情報交換会（ＩＴフェスタ等） １３人

⑥忘年会：１９人

⑦その他： １人

７．前項に記載のイベントの中で、参加されて特に印象に残っているイベントとその感想をご記入下さい。

（出来る限り具体的にお願いします）

・体育委員会やレクレーション委員会(会員間の家族との交流)

・１８年度忘年会(品川トライベッカ)・１９年度忘年会(浜松町ディスコ)

・１９年度の忘年会（ディスコ)

・不動産フェア

・家主参加型勉強会・・・青年会だからこそ出来る斬新な企画

・船井総研の講師を招いての勉強会・・・参加人数80人と講師の熱弁に圧倒!

・実務にかかわる内容が良かった。

・１９年度の忘年会（ディスコ）・・・参加者が一体感になれた。

特にＤＪ役の船山氏と小島よしお役の平森氏に爆笑

・奥多摩のＢＢＱ、情報交換会

・１９年度の忘年会（ディスコ）。全員でダンスフロアで踊ったとき。

・勉強会、駅前清掃、ITフェスタ

・新しい事、聞いたことのない事、見た事、やってない事が出来た事。

・イベントでのハプニング
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・勉強会

・新しい法律が制定されてすぐに勉強会で取り上げて実務に生かせた

・船井総研講師による勉強会(全日の話が聞けてためになった)

・岩地、いわき、栃木、長瀞・・・等レクすべてが楽しかった

・体力番付は毎年やって欲しい

・大阪ＵＳＪツアー・吉本新喜劇の観劇、とにかく楽しかった

・朝からの清掃活動は清々しい気分になりました

・大阪ＵＳＪツアーが最高でした

・勉強会のレジメはとても参考になりました

・座談会形式の勉強会が楽しかった

・体力番付という企画が大変ユニークだった

・忘年会のモノマネ

・矢沢のモノマネ

・忘年会が楽しかった

・暑い日の駅前清掃は汗をいっぱいかきながら頑張った

・勉強会はいつも勉強になります

・ネット関係でいろいろ議論させて頂き、非常に有意義な会でした

・忘年会でこんなに馬鹿騒ぎできる会は見たことが無かった

・釣り大会、日帰り遠足

・旅行。いずれもハプニングに見舞われたが、大阪の暑さも西伊豆の海の色も楽しかったです

８．会員の皆様が今後参加してみたいと思う青年会事業はどれですか。（複数回答可）

□勉強会 ３６人 □体育会 １５人 □レクレーション会 １９人 □青年会ホームページ ７人

□ボランティア活動 ７人 □忘年会など １７人 □その他（特になし）

９．会員の皆様が今後の青年会に望むものは何ですか。（複数回答可）

・青年会も発足して１０年になり会員構成の年齢も幅広くなっているので各年齢に合った催しを望みます

・自由で斬新な発想と失敗を恐れぬ前向きな行動力

・１０年後の青年会を担う若手の発掘と育成

・女性会員が参加しやすいイベント企画が出来れば又違った一面が見つけられるのでは？

・支部ができない事をやる

・新しいことへの挑戦

・今まで以上の活発な活動を望みます

・仕事に役立つネットワーク、情報交換等

・ワード、エクセルの勉強会

・会の均等化を望む。話によると特定の会員だけで事業が行われているとの意見を聞いた。

・ミニ研修会、勉強会

・このまま存続させ、ますます充実させていくこと

・若手の育成
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・若手の入会

・もう少し勉強会を重視して、青年会らしく派手にならず確実に!! お金を使わずに手作りの企画を!!

・連帯感・一体感をより作り出す活動と事業発展の為の情報交換。

・会の存在を広告してみたらどうですか

・勉強会の寸劇をやってください。今度は表現力を勉強しますので出演させて下さいおねがいします

１０．青年会に対してのご意見、感想などございましたら、ご自由にご記入ください。

・支部には入会しないと業を営むことができませんが青年会には入会しなくても業を営むことができます。

ただ青年会会員でなければできない体験が沢山あります。親睦、情報交換、相互扶助、喜び、感動、刺激、

絆・・・まさにもう一つの家族です。大げさかもしれませんが青年会がなければ今の自分はなかったです。

１０年間ありがとう青年会、そしてこれからもよろしく!!

・一般会員が継続して参加できる雰囲気作りをしてあげてほしい

・役員、委員の方ご苦労様です

・青年会らしい青年会を

・寛容で柔軟な組織であって欲しい

・同業種、他業種に係わらず交友関係を広げてほしい

・青年会は楽しいです。役員、委員の方々ご苦労様です

・いろいろな勉強ができて感謝しています

・よく頑張っていますね!!御苦労さま。

・いろいろなイベントで役員、委員の方ご苦労様です

・仲間と共に学び、遊ぶ楽しさをもっと沢山の方に伝えたいです。

・一般会員が気軽に参加できるイベントを考えてほしい

・従業員だとイベントに参加しづらい。

・支部と同じことをやるべきではない。形式にとらわれずもっと自由で良い支部的でもっと青年会の周知宣

伝を(地区内でも)存在をPRするべき。政治色には利用されないこと。

・前例にとらわれない企画をやってほしい

・もっと多くの会員に参加してもらえるような取り組みを検討しましょう。

平成２０年１１月０１日集計

平成２０年１１月０８日編集

無記名方式でのアンケート
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青 年 会 会 則

社団法人 東京都宅地建物取引業協会

品 川 区 支 部 青 年 会

第１章 総 則

（名 称）

第１条 本会は、社団法人東京都宅地建物取引業協会品川区支部青年会（略称、宅建品川区支部青年会）とする。

（目 的）

第２条 本会は、会員相互の親睦と向上を図ることを目的とする。

（事務所）

第３条 本会の主たる事務所を、社団法人東京都宅地建物取引業協会品川区支部（以下支部という）支部事務所

におく。

（事 業）

第４条 本会は、第２条の目的を達成するために、下記の事業を行う。

１．会員相互の親睦を図り、研究会及び懇談会を開催する。

２．会員相互の体位向上を図り、各種の運動競技会及び旅行会を催す。

３．その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第２章 会 員

（資 格）

第５条 本会は、社団法人東京都宅地建物取引業協会品川区支部会員及びその会員の従業員、並びに役員会で承

認した者を以て組織する。

（入 会）

第６条 本会に入会する者は、入会申込書に所定の記入をなし、役員会の承認を得なければならない。

（退 会）

第７条 本会を退会する者は、予め本会に通知した上で退会することができる。

（会 費）

第８条 本会の会員は、会費を前期、後期に分け各期を前納しなければならない。但し、期間途中にて入会した

者に対しては入会月からの会費納入とし、退会者については、その会費は返還しないものとする。

第３章 役 員

（役員の種類）

第９条 本会は、下記の役員をおく、但し補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の

在任期間とする。

会長１名、副会長２名以内、幹事若干名、監査役２名以内、総務２名以内、財務２名以内

（会長任務）

第１０条 会長は、本会を代表し会業務を総理する。

（副会長任務）

第１１条 副会長は、会長を補佐し会長が本会業務を総理することができない時は、会長の任務を代行する。また、

副会長が２名の場合は、双方協議の上、そのうち１名が会長の任務を代行する。

（幹事の任務）

第１２条 幹事は、会長の重要事項を審議し、本会の業務を統轄する。

（総務の任務）

第１３条 総務は、本会の業務を執行する。

（財務の任務）

第１４条 財務は、本会の財務を掌握する。
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（監査役の任務）

第１５条 監査役は、常時行事及び会計を監査し、通常総会に於いて監査内容について報告する。

（役員の選出・任期）

第１６条 １．役員の選出は総会で定め、任期は下記のとおりとする。

会長・副会長・幹事・監査役・総務・財務 ２年

２．会長は、役員の互選により選出する。

３．本会に補欠または増員する役員は総会の委任により役員会において承認をし次の総会に報告をする。

第４章 会 議

（会議の種類）

第１７条 会議は、総会及び役員会とする。

（総会の種類）

第１８条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

（総会の召集及び成立）

第１９条 総会は、会長がこれを召集する。総会召集には、少なくとも７日以前に、その会議の目的事項を会員に

通知しなければならない。総会は、会員の過半数を以て成立するものとする。

（総会の議決）

第２０条 総会の議決は、出席者会員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長にこれを一任する。但し規約

を変更するには、出席会員の３分の２以上の同意を必要とする。

（会員の議決権）

第２１条 会員は各１個の議決権を有するも、出席不可能な場合は、他出席会員に議決権を委任することが出来る。

この委任は出席とみなす。

（議案の提出）

第２２条 会員は、会員総数の３分の１以上の賛成があれば、総会に議案を提出することが出来る。

（通常総会）

第２３条 通常総会は、毎年１回、会計年度終了後３カ月以内にこれを開く。

（臨時総会）

第２４条 臨時総会は、必要のある時、役員会の議決による場合、または会員の３分の１以上の請求のあった時、

会長がこれを召集する。

（総会の議決事項）

第２５条 １．本会の事業計画及び収支予算案の承認

２．本会の事業報告及び収支報告の承認

３．本会役員の選任

４．本会則の改正

５．その他、本会運営上重要な事項

（役員の召集及び成立）

第２６条 １．役員会は、必要な場合に会長がこれを召集する。役員（議決権を有する者）の過半数の出席がなけ

れば、会議を開くことが出来ない。

２．監査役は、役員会に出席し意見を述べることが出来るが、議決権を有しない。

（役員会の議決事項）

第２７条 １．事業の執行に関すること。

２．財産管理に関すること。

３．総会より委任された事項。

４．その他、会務運営上必要なこと。

第５章 資産及び会計
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（会計年度）

第２８条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり３月３１日に終わる。

（収入及び経費）

第２９条 本会の収入及び経費は、会費・寄付金・拠出金・その他による諸収入により経費を賄い、運営する。

（予算及び決算）

第３０条 本会の収支決算は、年度終了後３カ月以内にその年度末の財産目録と共に監査を経て、収支予算と共に

総会の承認を得なければならない。また、総会後すみやかに「事業報告と決算書」及び「事業計画と予

算書」を支部理事会に報告するものとする。

（暫定予算）

第３１条 年度開始時より総会の開催日までの収支支出は暫定予算として前年度の予算に準じて施行する。

細 則

（細則および支部規定の準用）

第１条 本会運営に就いては、会則に基づくものの他はこの細則による。また、会則およびこの細則に定めのな

い事項については支部規定並びに支部内規に準ずるものとする。

（役務分担）

第２条 本会の事業活動を円滑にならしめるため、下記の部をおく。

１．事務局 ２．企画部 ３．会計部 ４．渉外部

（会 費）

第３条 会費は、月額８００円とする。

（旅 費）

第４条 役員及び会員が任務により出張する時は、その旅費、交通宿泊費は実費を支給する。

（表 彰）

第５条 表彰は、下記候補者を役員会に諮り、議決のうえ感謝状並びに記念品を贈呈する。

１．会員にして社会公共福祉のために善行をなし、衆の模範と認められる者。

２．本会に特別の功労のあった者。

（追 加）

第６条 各行事には、会員以外の者も参加することが出来る。

（附 則）

第７条 本会の改廃は、総会の議決による。

付 則

この会則は平成１０年９月２５日より施行する。

平成１０年１２月１５日 改正（第２８条・細則第４条）

平成１２年 １月２０日 改正（第８条）

平成１６年 １月２４日 改正（第１条）（第３条）（第６条）（第９条）（第１０条）（第１１条）（第１２条）

（第１３条文新設）（第１４条文新設）（現行第１３条は第１５条、以下２条ずつ繰り下げ）

（改正後第１６条）（改正後第２２条）（改正後第２３条）（改正後第２５条）（改正後第２７条）（第５章追加）

（改正後第２８条）（改正後第３０条）（細則第１条）（付則）

平成１７年 ６月１１日 改正（付則第２項新設）

１．平成１６年度の会計年度は第２８条の定めに拘わらず平成１６年１月１日から平成１７年３月３１日まで

とする。

２．平成１６年度選出の役員である者の任期は第１６条第１項の定めに拘わらず平成１８年度最初に開催される

通常総会の日までとする。
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青年会文書
スクラップ集



５８

平成１１年度事業計画書（案）



５９

平成１１年度収支予算書（案）

平成１１年度第１回勉強会お知らせ



６０

平成１２年不動産フェア報告書 平成１２年青年会有志スキーツアー

平成１１年度青年会かわら版



６１

サルでも解かる売買の手順台本平成１２年体力番付報告書

ＩＴフェスタおみやげＣＤ＆８地区会長会議資料
※上記ＵＲＬは現在使用されておりません



６２

平成１５年度第２回ＩＴ情報交換会お知らせ

懐かしい青年会文書スクラップ集、如何でしたでしょうか？今回は紙面の都

合により、主に１９９９年の青年会設立時の紙ベースの資料を中心に２０
０３年までの配布物を掲載いたしました。変色しかかったＦＡＸ用紙やコピー

用紙からの画像データ化であり、これを更に縮小して掲載しております関係で

読みにくい部分がある点は、何卒ご容赦下さい。

これらの資料をいま改めて眺めますと「粗削り」で「洗練されてない」と感

じる部分も見られます。しかし、そこには確かに「設立当時の熱い思い」

が読み取れます。青年会設立１０周年記念誌の製作をきっかけとして、初めは

必要に迫られ、こうした懐かしい資料の数々を探索し発見する中で、この「設

立当時の熱い思い」に再会することが出来たことは、大きな収穫でした。



品川宅建管理センターについて（広告）

当社は社団法人東京都宅地建物取引業協会品川区支部の会員約４８０名を構成員と

して、その組織力と行動力による管理体制をとっています。現在、品川区民住宅及

び区営住宅の管理を行っています。

業務内容
（１）建物維持管理（２４時間対応）
（２）原状回復工事査定
（３）原状回復工事
（４）入居者管理
（５）集金業務
（６）不動産取引相談

区民住宅・区営管理住宅 区民住宅

㈱品川宅建管理センター 随時募集中！

TEL０３（５７４９）８６６１ 随時募集中 住宅一覧は
ホームページをご覧下さい。

区営住宅、区民住宅の管理専門の指定管理業者

株式会社品川宅建管理センター
本店所在地 東京都品川区東中延１－４－５－１０１号

電 話 ０３－５７４９－８６６１

ＦＡＸ ０３－５７４９－８６６２
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発行日 平成２１年１月２４日

発行人 社団法人東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 会長 平森昭久

編集人 社団法人東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 記念誌製作委員会

発行所 社団法人東京都宅地建物取引業協会 品川区支部

〒１４２－００４１

東京都品川区戸越３－１１－１６ コアビル２０１号

印刷所 東京リスマチック株式会社 芝大門センター

〒１０５－００１２

東京都港区芝大門１－４－８ 浜松町清和ビルヂング１Ｆ

社団法人東京都宅地建物取引業協会
品川区支部青年会１０周年記念誌

宅
建品川区支部青年会はこの度多くの皆様に支えられながら、設立１０周年という大きな節目を迎える

事が出来ました。青年会役員会では、この喜びを、お世話になった皆様と分かち合えるよう、青年会

１０周年記念事業として「記念パーティー」・「記念品」・「記念誌」の３つの事業を企画いたしました。

当初は限られた予算の中での３事業でしたので、記念誌については、比較的安価で製作可能なＣＤないしＤ

ＶＤメディアによる発行を検討しておりましたが、この件を宮野支部相談役にご相談したところ、是非「印

刷物」として作成し、品川区支部会員全員に配布して欲しいとのご要望をいただきました。

確
かに記念ＣＤやＤＶＤではパソコンがなければ見る事が出来ず、「全ての会員とその喜びを分かち合

う」為には「印刷物」の方が良いと思われました。そこで支部報を発行している印刷会社を初め複数

の印刷会社を訪ねてお知恵を拝借し、何とか予算の範囲内で記念誌を作成する方法をご教授頂きました。通

常の記念誌製作は、印刷会社に写真や原稿といった素材を入稿し、編集作業から印刷・製本まで一括して依

頼するのですが、今回は写真・原稿の入稿から編集作業までを青年会側で行い、完成原稿をＰＤＦファイル

に変換したのち印刷・製本のみ印刷会社で行う、というものでした。Yes,We Can!

正
直私たちに編集に関する知識は全くありませんでしたので、完全に一から手探り状態での編集作業で

あり、本誌紙面への写真・文章のレイアウトが素人っぽいのはそのような理由であります。しかし思

えば私たち青年会は設立当初より、手間を惜しまず、より良いものを、なるべくお金をかけずに、多くの仲

間のご協力を得て、実現させてきました。Yes,We Can!

今
回の記念誌製作は、まさに青年会らしいものだったと思います。そして、改めて痛感するのは、青年

会の仲間の存在です。時に励まし、時に叱ってくれ、多くの記事作成作業とその編集作業を全員一丸

となって、暖かくご協力いただきました。お陰様をもちまして、ようやく本日ここに「記念誌」が完成しま

した。ご協力頂きました全ての皆様に、この場を借りまして厚く御礼申し上げます。Yes,We Can!

宅建品川区支部青年会 記念誌製作委員会

編集後記



Yes,we can!






