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２０周年記念祝辞

品川区支部青年会創立２０周年を迎え、心よりお祝い申し上げ

ます。青年会会員の皆様には発足当時より活発なボランティア活

動をはじめ、地域社会へ貢献をされておりますことに深く敬意を

表すとともに、改めて感謝をいたします。

我々宅建協会も平成２４年に公益社団法人に衣替えをなし、業

界団体の社会的信用が高まるよう、一般消費者の保護、社会貢献

事業に特に力を入れ、会務運営に取り組んでおります。新しい時

代にふさわしい宅建協会をめざし、支部事業活動を進めて参りま

すので、引きつづき青年会会員の皆様には、ご協力をお願い申し

上げます。

さてここ数年、住宅、不動産市場は刻々と変化しています。変

化に応じて、制度や消費者の方々の意識も変わっていきます。こ

うした点を踏まえつつ、〝地域の資産の活用によって、地域の活

性化に貢献できる高度な不動産人材を育成することを目的に、５年先１０年先の住宅市場

と不動産業界を予測しながら、中小宅地建物取引業者として進むべき方向について共に考

えていきたいと思いますので今後も様々なご意見をお寄せくださるようお願いします。

末筆ながら、品川区支部青年会の益々の発展を祈念いたしましてお祝いの言葉とさせて

いただきます。

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

品川区支部 支部長

飯野郁男

品川区支部青年会が創立２０周年を迎えられたことを、心から

お祝い申し上げます。２０年の間、途中で投げだすこともなく、

青年会の歴代会長並びに役員の皆さんの責任感のもとに活動はご

苦労を重ねられたことと思います。

青年会は、私が支部長就任２年目の１９９９年の１月に誕生し

ました。この年は宅地建物取引主任者賠償制度が導入された年で

した。急速に進む不動産業界の環境変化に、常日頃たゆまぬ尽力

に対して、青年会の斬新な英知がこれから益々重要になっていく

ものと思います。

青年会が日々行っている活動は、不動産業界の健全な発展のた

めに必要不可欠であります。現在、城南ブロックのなかに青年会

が結成されている支部があると聞いています。これからも、隣接支部の青年会同士の交流

も大事なことだと思考します。

結びに、今後も支部との連携を密にし、さらに発展されますことをご期待申し上げます

とともに、青年会の皆様のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。

２０周年記念祝辞
公益社団法人 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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２０１９年、皆様のお力をお借りいたしまして、宅建品川区

支部青年会は設立２０周年を迎えることができました。これま

で支えていただきました皆々様に、心より御礼申し上げます。

２０年前、設立に向け諸先輩方は相当ご苦労されたことと思い

ます。逆風も強かったことでしょう。そして今、私共青年会の

運営ができるのは、こうした皆様の情熱が注ぎ込まれたレール

を敷いていただいたお陰だと実感しております。

また、設立時には８地区青年会の皆様に、基盤となる会則や

運営等のアドバイスを頂戴したことも歴代会長よりお聞きして

おります。現在も会長会議やレクレーション、ゴルフ大会等で

親睦を深め交流を図らせていただいており大変感謝いたしてい

る次第です。最近では大田区支部、目黒区支部、世田谷区支部

の皆様も青年会を設立され、情報交換等も活発に行われるよう

になりました。

そんな中で、現在の品川区支部青年会はとてもバランスが良く、適材適所といったとこ

ろでしょう。これから数年はこのまま敷かれたレールをたどっていけば難なく運営できる

と思います。ただ、そのレールにしがみ付き過ぎてしまうことを私は懸念しております。

「青年会らしく、支部とは違った新しい発想を・・・」歴代会長が口々にしてきた言葉で

はありますが、はたして達成できているのか、また会員の皆様にそれを感じ取ってもらえ

ているのか、会長に就任させていただいてから考える日々が続いております。

会員数も減少し年齢層も上昇、事業もマンネリ化していく・・・・いえ、そんなことは

ありません。まだまだ青年会には発展していく活力があります。当青年会では年齢制限を

設けておりません。これは、諸先輩方は若い方々のアイデアを吸収して、若い方々は諸先

輩方の知恵や経験を吸収できる実務に繋がるメリットがあるからだと考えております。こ

れらを更に活かして、勉強会や交流会、情報交換会や意見交換会等々で地位や年齢を越え

た交流ができる場を、新しい形で皆様にご提供できるよう努めてまいりたいと思います。

そして１０年後には更にパワーアップした青年会が３０周年を迎えていることでしょう。

当会第７代会長を務められた新井肇さんが天国に召されて、間もなく２年が経ちます。

彼は青年会を愛し、青年会の成長を望み、そしてみんなに可愛がられ、愛されていました。

彼から「大変だね、おめでとう！！」と言葉をかけてもらえないのは無念でなりません。

しかしどこかで一緒に祝ってくれていると信じています。

結びとなりますが、今年は平成最後の年となります。また、消費税増税や来年は東京オ

リンピック・パラリンピックも控えております。とても大きな節目となることと思います。

青年会はこの節目を新たな一歩と位置付け、青年会の発展のために奮起してまいります。

今後も皆様よりご支援とご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせて

いただきます。

２０周年記念誌
発刊に寄せて

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 会長

川東大二郎
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２０周年記念誌
発刊に寄せて

青年会創立２０周年、誠におめでとうございます！

今日まで会の発展に尽くして頂いた歴代の役員・委員さんに敬意を表します。

さて、ここでひとつだけ言っておきたいことがあります。それは、“対話”を忘れ

ないで！ということです。今や仕事でも家族でもどんな組織でも対話が少なくなり

つつあると感じています。それがつまらぬ誤解、紛争を招いたりする。

まして、我々の仕事は“対話”が命、これを鍛える場所がまさに青年会だと思って

います。会議の中で真剣に議論する、懇親会では活発に対話をする姿勢を常に持っ

て欲しい、それが後々、仕事でも何でも生きて来ます。

今後の青年会に期待しています、常に青年会しか出来ないことを考えてください。

２０周年記念誌
発刊に寄せて

公益社団法人 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

２０周年記念誌
発刊に寄せて

青年会２０周年おめでとうございます。

青年会は当時の宮野支部長がこれからの支部を支えてくれる人を育てたい、人材の

育成を行いたいという思いから、支部に青年会設立委員会を設置して各地区の地区

長（当時は6地区あった）に設立委員の推薦をお願いして各地区より各一名選ばれ

たメンバーで青年会を作る事となった。我々の業界は小さな会社が多く新入社員や

同僚もいないし、新人研修を一緒に受ける機会も無い。若い方々が集まる場所を作

り、切磋琢磨出来る場所がこれからも必要な事と私は思います。これからも青年会

は自分の会社では出来ない事の挑戦の場であり、仲間と共に活発に活動を行える場

であり続けて欲しいと思います。

青年会２０周年おめでとうございます。

設立当初よりメンバーだった私が田中会長の後、何故か３代目会長に就任して貴重

な２年間を過ごさせていただきました。当時は飲んでは議論、飲んでは喧嘩、そん

な会だったと思います。予算のない中での青年会活動は有意義で私を成長させてく

れました。余計な事かもしれませんがこれからの青年会について一言、もう少し遊

びが多い会でもよいと思います。勉強会等も大事ですがそういう行事は支部・地区

に任せて親睦目的の行事をふやしていく事が大事と考えます。これからも青年会を

応援していきます。

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 二代会長

田中敏昭

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 三代会長

浅野 実
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２０周年記念誌
発刊に寄せて

２０周年記念誌
発刊に寄せて

２０周年記念誌
発刊に寄せて

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 五代会長

平森昭久

公益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２０周年、誠におめ

でとうございます。支部の青年層の会員、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皆様方の協力と

御助力により現在多数の会員を擁し、このたびめでたく２０周年を迎えられました

事を心からお祝い申し上げます。

現在私自身は、宅地建物取引業から身を引いておりますが私の会長任期中には青年

会員並びに支部会員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。

今後も、宅建品川区支部青年会が益々の発展飛躍し続ける事を祈念致しまして、ご

祝辞とさせて頂きます。

車にはバックミラーが付いてます。運転中は前方を常に注視しなければ危険ですが、

私たちは時折バックミラーを確認します。アクセルをふかし加速するときは前方に

神経を集中させますが、ブレーキを踏んで減速するときは、バックミラーでの後方

確認が欠かせないのです。私たち青年会は設立当初１０年のアクセル全開時代と違

い、この１０年は定速走行の時代。クルーズコントロールはありません。気づかぬ

うちにスピードが上がってないか？或いは下がってないか？微妙なアクセル＆ブレー

キワークが必要です。居眠り運転はもってのほか。そして何より危険が迫ったとき

は躊躇なくブレーキを踏む必要があります。その時こそ、素早くバックミラーを確

認して下さい。それがこの２０周年記念誌です。すぐ手に取れるよう冊子としたの

はその為です。青年会の次の１０年も安全かつメリハリある運転を期待しています。

《 青年会の歌 》～非公式～ 作詞：船山浩明 作曲：平森昭久

〔１番〕はじめは右も左も分からなかった あなたの顔も名前も分からなかった

もちろん自分がここで役立つなんて だけどそこにはただ仲間がいた １９９９

（ナインティーンナインティナイン）ここで集まった １９９９ ここで始まった

◇宅建品川区支部青年会◇ 伝統を守りながら ◇宅建品川区支部青年会◇ 伝説

を創って行く

〔２番〕ときにはののしり愛 なじり愛ながら あなたと傷つけ愛 ぶつかり愛な

がら 何度か辞めようと思ったこともあるさぁ But Don't worry 全て愛だから

１９９９ ここでまた逢おう １９９９ ここでまた飲もう ◇宅建品川区支部青

年会◇ just stand by me ◇宅建品川区支部青年会◇ so another family

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 四代会長

吉中章恭

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 六代会長

船山浩明
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公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 七代会長
２０周年記念誌
発刊に寄せて

２０周年記念誌
発刊に寄せて

２０周年記念誌
発刊に寄せて

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 九代会長

北野光司

新井肇（故人）代筆／弟 新井康之

２０周年おめでとうございます。

兄 肇に代わりましてお祝い申し上げます。兄にとって青年会とは、自分自身を成

長させて頂ける場所だったのではないかと思います。色々な行事に参加することで、

多くの方と知り合うことができたこと。諸先輩方のご指導を頂きながら、委員や役

員を務めることで貴重な経験ができたこと。さらには７代目会長を担ったことは、

自信となり、それが実務の向上にも繋がってきているように見えました。今後も、

兄が会長就任時に述べていた、『青年会の目的は、親睦と向上。多くの方に参加し

て頂ける事業を考え、その活動を通じて仲間を増やし、共に切磋琢磨して生涯かけ

がえのない仲間を作っていける環境にして行きたい』。この思いを、少しでも引き

継いで頂けると非常に嬉しいです。

青年会２０周年おめでとうございます。

前会長が３０代と若返ったにも関わらず、５０代での会長就任となりました。当時、

会員数の減少や事業の参加者も少なくなってる状態で、何をすれば活気ある青年会

になるか頭を悩ませていました。私は人数ばかり気にしてもしょうがない、青年会

らしい事業を続けていけば今後も青年会は安泰だと思っています。最近は新しい役

員、事務連メンバーが入ってきているようなので、これからも青年会だからこそ出

来る事を続けていって欲しいと思います。

青年会２０周年おめでとうございます。

記念誌等の準備が大変な時の会長ではないので、川東会長より少し楽に第９代会長

をやることができました。この２０年間いろいろありましたが、２０周年の会長と

しての経験は１人しかできません。ずっと記憶に残る２年間・・いや何年でも会長

を続けてください。ここのところ会員の減少が多くなり運営も大変ですが、新たな

役員・委員と協力しながら、支部ではなかなかできない事業（イベント）などを行っ

ていってください。歴代会長は微力ながらいつでもお手伝いしてくれるはずです。

私もですが・・・・。

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

品川区支部青年会 八代会長

濱野 淳
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青年会の歩み

2009年(平成21年)度～2018年(平成30年)度



勉強委員会 平成２１年４月２８日（火）第１回勉強会

中小企業センター２階大講習室 ４３名 家主参加型勉強会

～「カリスマ家主」による賃貸住宅経営術～

平成２１年１１月１２日（木）第２回勉強会

中小企業センター２階大講習室 ３５名 ～不動産販売におけるメール営業～

厚生委員会（レク） 平成２１年１０月２３日（金）レクレーション会

六本木 インボイス劇場 ３５名 ～「ブルーマン」鑑賞会及び懇親会～

厚生委員会（体育） 平成２１年７月２４日（金）体育会 品川区立戸越体育館 ３９名

～特殊ボールを使用したドッジボール大会～

ボランティア委員会 平成２１年１１月２４日（火）第５回駅前清掃

東京急行電鉄 戸越銀座駅周辺及び戸越銀座商店街 １７名

～戸越銀座商店街タイアップ 駅前清掃 緑化推進～

ボランティア委員会 平成２１年１２月１５日（火）第６回駅前清掃

ＪＲ 大井町駅周辺 １２名

～駅前清掃 携帯灰皿配布 違反広告物除却～

忘年会 平成２１年１２月１９日（土）平成２１年度忘年会～クリスマスパーティー2009～

品川 ビーナスカフェ ７３名

～大道芸人・ベリーダンサー出演・賞品抽選会・ダンスタイム～

渉外部 平成２１年６月３日（水）８地区青年会 親睦体育会

八千代ゴルフクラブ 品川から６名参加 平森・川東・奥村・白井・友永・大友

～親睦ゴルフ大会（台東区支部青年会幹事）～

平成２２年３月２０日（土）支部理事・青年会 親睦スポーツ大会

品川プリンスホテル ボウリング場 ３２名

～親睦ボウリング大会～

その他の事業 平成２２年２月４日（木）臨時ＩＴ研修会

中小企業センター２階大講習室 ３１名

～（株）リクルートによる賃貸市場最新データ分析 他～

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

この年度では、ブルーマンのパフォーマンスアート、変ったボールを使用したドッジ

ボール大会、８地区青年会親睦スポーツ大会では、惜しくも準優勝で残念でした。年

末の忘年会にて平森会長が扮したブルーマン会長の挨拶等、笑いの多い年でした。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

副会長 初谷佳則

( ８ )

青年会の歩み



( ９ )

2009年(平成21年)度



勉強委員会 平成２２年７月８日（木）第１回勉強会 中小企業センター２階大講習室 ７２名

～更新料裁判の最新動向と貸主の対応策とは？～他

平成２２年１１月１１日（木）第２回勉強会 中小企業センター２階大講習室５７名

～賃貸住宅管理業登録制度の内容と現状～他

厚生委員会（レク） 平成２２年５月９日（日）第１回レクレーション会

しながわ区民公園デイキャンプ場 ４３名 ～バーベキュー大会～

厚生委員会（体育） 平成２２年１０月２４日（日）第１回体育会 千葉県野田市清水公園 ２９名

～フィールドアスレチック＆マス釣りツアー～

電子広報委員会 平成２２年９月１６日（木）第１回ＩＴ情報交換会

中小企業センター３階大講習室 ４５名

～注目！今知っておきたい最新モバイル情報とその利用法～

ボランティア委員会 平成２２年８月２９日（日）第３回駅前清掃 とごしぎんざまつり

戸越銀座駅周辺（有坂不動産駅前店事務所前） ２５名

～駅前清掃・違反広告物除却・ミニ縁日～

忘年会 平成２２年１２月１８日（土）平成２２年度忘年会～クリスマスパーティー2010～

品川 ＴＵＬＩＰＡＮＯ ７６名

～賞品抽選会・ヒゲダンス・宝くじ争奪じゃんけん・ミニダンスタイム～

渉外部 平成２２年６月２日（水）８地区青年会親睦体育会

東千葉カントリー倶楽部 ３２名（うち品川４名 平森・白井・友永・倉本）

～親睦ゴルフ大会～

平成２２年１１月７日（日）８地区親睦レクレーション会

スポルト池袋 ４８名（うち品川６名 船山・平森・北野・天達・片柳・川東）

～親睦ボウリング大会（荒川区支部青年会幹事）～

平成２３年３月４日（金）支部理事・青年会親睦スポーツ大会

品川プリンスホテルボウリング場 ３２名

～親睦ボウリング大会～

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

この年は、ＢＢＱ大会やフィールドアスレチック・マス釣り大会で家族連れが多く

参加いただきました。また、８地区ゴルフと８地区ボウリングでダブル優勝させ

ていただきました！！

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

会長 川東大二郎

( １０ )

青年会の歩み



( １１ )

2010年(平成22年)度



勉強委員会 平成２３年６月１８日（土）第１回勉強会 中小企業センター２階大講習室 ３６名

～不動産鑑定士によるためになる賃料講座～

平成２３年１１月１８日（金）第２回勉強会 中小企業センター２階大講習室５７名

～Ｔｈｅ借地・借家～

厚生委員会（レク） 平成２３年９月２１日（水）第１回レクレーション会

両国国技館 大相撲観戦ツアー １８名

厚生委員会（体育） 平成２３年６月５日（日）第１回体育会

しながわ区民公園 ラン＆ウォーク駅伝大会 ２６名

電子広報委員会 平成２３年９月２９日（木）第１回ＩＴ情報交換会

中小企業センター２階大講習室 １２８名

～ハトマーク不動産「ハトさん」機能説明会～

ボランティア委員会 平成２３年６月１４日（火）第１回駅前清掃 立会川駅周辺 １１名

駅前清掃・違反広告物除却

忘年会 平成２３年１２月１７日（土）平成２３年度忘年会～クリスマスパーティー2011～

品川 ＴＵＬＩＰＡＮＯ ６９名

～人名ビンゴゲーム・ハトさんクイズ・宝くじ争奪じゃんけん～

渉外部 平成２３年６月８日（水）８地区青年会親睦体育会

石岡ゴルフ倶楽部 ４６名（うち品川６名 平森・川東・市川・中村・友永・倉本）

～親睦ゴルフ大会（江東宅建青年会幹事）～

平成２３年１１月２０日（日）８地区親睦レクレーション会

北千住マルアイボウリング ４８名

（うち品川６名 船山・山沢・新井・川東・片柳・田中）

～親睦ボウリング大会（葛飾区支部青年会幹事）～

平成２４年３月１０日（土）支部理事・青年会親睦スポーツ大会

品川プリンスホテルボウリング場 ３０名

～親睦ボウリング大会～

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

この年のレクレーションの大相撲は、台風で電車が動かなくなり帰りが大変でした！

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

幹事 北野光司

( １２ )

青年会の歩み



( １３ )

2011年(平成23年)度



情報研修委員会 平成２４年４月２７日（金）This is 青年会 ～ディスカッション１～

品川区支部事務所 ２２名 ～賃貸から売買営業へのシフトチェンジ術～

平成２４年６月２８日（木）第１回勉強会 中小企業センター３階大会議室 ３７名

～震災・災害に対する不動産業者の責任・対応と賃貸借契約における注意点～

平成２４年１０月２６日（金）第２回勉強会 中小企業センター３階大会議室２３名

～ソーシャルネットワークを不動産営業に繋げるには？～

厚生委員会（レク） 平成２４年１１月４日（日）第１回レクレーション会

富士サファリパーク、富士宮焼きそば学会、小坂みかん協同農場、他 ２８名

～バスで行く「富士サファリパーク 富士宮焼きそば喰い みかん狩り」～

厚生委員会（体育） 平成２４年５月２８日（月）第１回体育会 品川区立小中一貫校品川学園 ２４名

～バレーボール大会～

厚生委員会（ボラ） 平成２４年６月１２日（火）第１回駅前清掃 五反田駅周辺 １７名

～駅前清掃・違反広告物除却～

忘年会 平成２４年１２月１５日（土）平成２４年度忘年会～クリスマスパーティ2012～

大崎 ザ ファルチ ガーデンテラス ７２名

～チーム対抗戦クイズ・賞品抽選タイム～

渉外部 平成２４年６月６日（水）８地区青年会 親睦体育会

栃木県／東武藤が丘カントリー倶楽部 ４８名

（うち品川６名 白井・川東・友永・倉本・星・平森）

～親睦ボウリング大会（北区支部青年会幹事・品川区支部青年会第４位）～

平成２５年３月９日（土）支部理事・青年会 親睦スポーツ大会

カフェバー ラフ ２９名

～親睦ダーツ大会～

その他の事業 平成２５年２月２４日（日）東京マラソン２０１３ボランティア

品川ブロック／三田駅前 ９名

～１７ｋｍ給水所にて給水ボランティア活動～

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

今年度はディスカッションも駅前清掃もそれぞれ３回、バス旅行にマラソンボラン

ティアにバレーボール大会に忘年会！とイベント盛り沢山でした。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

幹事 渡部高明

( １４ )

青年会の歩み



( １５ )

2012年(平成24年)度



情報研修委員会 平成２５年６月２１日（金）第１回勉強会 中小企業センター２階大講習室 ２７名

～近づく民法改正！不動産取引実務に与える影響は？～

平成２５年９月１３日（金）This is 青年会 特番 支部事務所 ２５名

～本人が語る！破産から復権に至る手続きのすべて～

平成２５年１０月２２日（火）第２回勉強会 支部事務所 ２１名

～不動産業務に役立つスマホ・デジカメの撮影テクニック～

平成２６年３月１４日（金）第３回勉強会 中小企業センター２階大講習室 ２８名

～消費税増税における事業用賃貸借への影響と対策

厚生委員会（体育） 平成２５年５月２５日（土）第１回体育会 戸越体育館 ２９名

～世界卓球に追いつけ！（追いつけないけど）卓球大会！～

厚生委員会（レク） 平成２６年３月６日（木）第１回レクレーション会 大田区総合体育館 ３２名

～闘いのワンダーランド！新日本プロレス観戦ツアー～

厚生委員会（ボラ） 平成２５年７月１１日（木）第１回駅前清掃 五反田駅周辺 ２６名

駅前清掃・違反広告物除去

忘年会 平成２５年１２月２１日（土）平成２５年度忘年会～クリスマスパーティー2013～

恵比寿 イーストギャラリー ６６名

～テーブル対抗推理クイズ～

渉外部 平成２５年９月２８日（土）大田区支部青年会親睦スポーツ会

五反田 カフェバーラフ３２名（うち品川１３名）

～親睦ダーツ大会（大田区支部幹事）～

平成２６年３月１日（土）支部幹事・青年会親睦スポーツ大会

五反田 カフェバーラフ ２４名 ～親睦ダーツ大会～

その他の事業 平成２６年２月２３日（日）東京マラソン２０１４ボランティア

品川ブロック／札の辻交差点 ９名

～１７km給水所付近でコース整理ボランティア活動～

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

この年を振り返ってみると、講師を呼ばずに青年会会員が講師を務めた勉強会が

２回ありました。スポーツ大会では定番のボウリングではなくダーツ大会を行い、

プロレス観戦ツアー、忘年会では役員が役者になりドラマ仕立ての映像を撮って

おいて推理クイズを行ったりとマンネリ化しないように企画していて、青年会ら

しい年だなと思いました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

総務 山沢英樹

( １６ )

青年会の歩み



( １７ )

2013年(平成25年)度



情報研修委員会 平成２６年６月２７日（金）第１回勉強会 中小企業センター２階 中講習室２４名

～内装リフォームＤＩＹ～

平成２６年９月２６日（金）第２回勉強会 支部事務所 ２６名

～知ってますか？使えますか？エクセル２０１３～

平成２７年３月６日（金）第３回勉強会 中小企業センター２階 中講習室 ２４名

～接客マナー徹底チェック講習会～

ｔｈｉｓ ｉｓ 青年会 平成２６年８月２３日（土）（番外編）コヤマドライビングスクール １９名

～夏だ！ビールだ！花火大会だ！～

Ｔｈｉｓ ｉｓ 青年会 平成２７年２月１３日（金）（ディスカッション） 支部事務所 ２１名

～本当に大丈夫？管理契約よろず討論会～

厚生委員会（体育） 平成２６年５月３０日（金）第１回体育会 スクエア荏原 ２６名

～羽（シャトル）を打ち込んではね伸ばせ！バドミントン大会！～

厚生委員会（レク） 平成２６年１０月１３日（月） ベリーパークｉｎフィシュオン！鹿留 ３９名

～釣って満足！食べて満腹！！バスで行くニジマス釣り大会＆バーベキュー～

厚生委員会（ボラ） 平成２６年７月１０日（木）第１回駅前清掃 大崎駅周辺 １５名

～駅前清掃・違反広告物除去～

平成２６年１０月９日（木）第２回駅前清掃 荏原駅周辺 ２６名

～駅前清掃・違反広告物除去～

平成２６年１２月１１日（木）第３回駅前清掃 大井町駅周辺 １０名

～駅前清掃・違反広告物除去～

忘年会 平成２６年１２月２０日（土）平成２６年度忘年会～クリスマスパーティー2014～

大崎 トレスカリーニ ７２名 ～テーブル対抗クイズ・賞品抽選タイム～

渉外部 平成２６年６月４日（水）８地区青年会親睦体育会 宍戸ヒルズカントリークラブ

４６名（うち品川６名 白井･川東･平森･北野･鈴木･友永） ～親睦ゴルフ大会～

平成２６年１０月２７日（月）品川区・大田区支部青年会親睦スポーツ会

スクエア荏原 ３６名（うち品川１８名）～親睦バドミントン大会～

平成２６年１１月１６日（日）８地区青年会親睦レクレーション会 アイビーボウル

４８名（うち品川６名 田中（利）･田中（景）･白井･濱野･北野･田井）

～親睦ボウリング大会～

その他の事業 平成２７年２月２２日（日）東京マラソン２０１５ボランティア

品川ブロック／７名 ～ＪＲ品川駅１５km付近で給水活動～

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

実はThis is 青年会の「Ｔ」が大文字の時は研修、小文字の時はレクレーション

なのです！

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

副会長 天野倫男

( １８ )

青年会の歩み



( １９ )

2014年(平成26年)度



情報研修委員会 平成２７年０７月２７日（月）第１回勉強会 支部事務所 ２４名

～金融業界から見た不動産市場の今～

平成２７年１０月２７日（火）第２回勉強会 中小企業センター２階中講習室３０名

～２０１５年相続税改正ポイント＆空き家対策特別措置法について～

平成２８年２月１６日（火）Ｔｈｉｓ ｉｓ 青年会ディスカッション

支部事務所 １６名

～賃貸空室対策あれこれ検討座談会～

厚生委員会（レク） 平成２７年１０月１７日（土）第１回レクレーション会

ＪＲ東日本アートセンター四季劇場「春」 ２９名

～劇団四季 ライオンキング～

厚生委員会（体育） 平成２７年０５月２５日（月）第１回体育会

品川プリンスホテル高輪テニスセンター ２５名

～錦織圭に続け！品プリで優雅にテニス大会！～

厚生委員会（ボラ） 平成２７年６月１５日（月）第１回ボランティア 支部事務所 ２４名

～ＡＥＤ講習会～

平成２７年１２月２２日（火）第１回駅前清掃 大井町駅周辺 １９名

～スポーツゴミ拾い～

忘年会 平成２７年１２月１９日（土）平成２７年度忘年会～クリスマスパーティー2015～

大崎 バル・リリオ ７３名

～テーブル対抗クイズ・賞品抽選タイム～

平成２７年６月１０日（水）８地区青年会親睦体育会

東急セブンハンドレッドクラブ ４８名

（うち品川６名 白井・川東・平森・北野・杉山・友永）

～親睦ゴルフ大会～ 品川区支部青年会優勝

平成２８年０３月０５日（土）支部幹事・青年会親睦スポーツ大会

五反田 カフェバー ラフ ２４名

～親睦ダーツ大会～

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

この年は、斬新なスポーツゴミ拾い、ダーツ大会などを行いました。また８地区

ゴルフ大会は品川区支部青年会が優勝をしました！

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

監査 白井大介

( ２０ )

青年会の歩み



( ２１ )

2015年(平成27年)度



情報研修委員会 平成２８年６月２７日（月）第１回勉強会 中小企業センター３階大会議室 ２９名

～景品法に関する宅建業務の規制への対応～

平成２８年１０月２８日（金）第２回勉強会 中小企業センター２階中講習室２６名

～消防署から学ぶ正しい建物管理講座～

平成２８年９月２６日（月）Ｔｈｉｓ ｉｓ 青年会ディスカッション

支部事務所 ２２名 ～管理委託契約の重要性～

厚生委員会（レク） 平成２８年６月９日（木）第１回レクレーション会

大井競馬場ダイアモンドターン ４６名 ～競馬観戦とブッフェ式ディナー～

厚生委員会（体育） 平成２８年１１月７日（月）第１回体育会 ウェルカムセンター原 ２６名

～純粋ドッチボール大会～

厚生委員会（ボラ） 平成２９年３月９日（木）第１回ボランティア清掃

支部事務所からＪＲ大井町駅の範囲 ※幹事・新井肇様急逝による服喪・中止

～２０１６年度マイタウンクリーンアップ大作戦～

忘年会 平成２８年１２月１７日（土）平成２８年度忘年会～クリスマスパーティー2016～

恵比寿 イーストギャラリー ７７名

～テーブル対抗クイズ・賞品抽選タイム～

渉外部 平成２８年６月１日（水）８地区青年会親睦体育会

ゴールド栃木プレジデントＣＣ ４８名

（うち品川６名 白井・川東・平森・北野・鈴木・友永）

～親睦ゴルフ大会～

平成２８年９月２４日（土）大田区・品川区支部青年会親睦スポーツ会

品川プリンスボウル ４４名（うち品川２２名）

～親睦ボウリング大会～

平成２８年１１月２７日（日）８地区青年会親睦レクレーション会

有明スポーツセンター 品川６名 北野・船山・平森・濱野・鈴木・川東）

～親睦卓球大会～

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

この年のクリスマスパーティーは、ピコ太郎・トランプ大統領・獣神サンダーライ

ガーとコスプレに力が入っていましたね！

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

財務 新井康之

( ２２ )

青年会の歩み



( ２３ )

2016年(平成28年)度



情報研修委員会 平成２９年４月１１日（火）This is 青年会ディスカッション

品川区支部事務所 １１名 ～今年の繁忙期を語り合う＆よろず相談会～

平成２９年６月１３日（火）第1回勉強会 きゅりあん５階第４講習室 ４６名

～借地業務の受託と処理の実践的講座（その１）～

平成２９年９月２６日（火）第2回勉強会 中小企業センター２階大講習室 ２６名

～借地業務の受託と処理の実践的講座（その２）～

厚生委員会（ボラ） 平成２９年５月２５日（木）第１回ボランティア清掃

品川区支部事務所からＪＲ大井町駅前まで ２１名

～マイタウンクリーンアップ大作戦～ 清掃と違法広告除却をしながら

ナイトウォーキング

厚生委員会（レク） 平成２９年７月１１日（火）第１回レクレーション会

原宿「ヒミツキチ オブ スクラップ」 ２３名

リアル脱出ゲーム ～名探偵コナン・ロンドン警視庁からの脱出～

厚生委員会（体育） 平成２９年１１月２５日（土）第１回体育会 キャノンボール・大森店 ２２名

～卓球大会～

忘年会 平成２９年１２月１６日（土）平成２８年度忘年会～クリスマスパーティ2017～

恵比寿 イーストギャラリー ７５名

～テーブル対抗クイズ・犯人捜しゲーム～

渉外部 平成２９年１０月２８日（土）品川・大田・目黒 支部青年会親睦スポーツ大会

品川プリンスボウル 品川区支部１６名

～親睦ボウリング大会（大田区支部幹事）～

平成２９年１１月１９日 ８地区青年会親睦レクレーション会

門前仲町 深川スポーツセンター 品川区支部６名

～親睦卓球大会（江東区支部幹事）～

平成３０年３月１７日（土） 支部幹事・青年会親睦スポーツ大会

品川プリンスボウル 支部１３名 青年会１５名 計２８名

～親睦ボウリング大会～

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

支部との親睦ボーリング大会では、予め申告したポイントで上がった人が

「勝ち」というルールでしたので、思いがけない方が優勝しました！！

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

監査 古田幸江

( ２４ )

青年会の歩み



( ２５ )

2017年(平成29年)度



情報研修委員会 平成３０年０６月２６日（火）第１回勉強会 中小企業センター２階大講習室３３名

立川・及川法律事務所 立川正雄弁護士による講演

～インスペクションへの対応とトラブル回避法～

平成３０年１０月２５日（木）This is 青年会

有限会社ILE 進藤平太氏による講演 ２９名

～弁護士さんが絶対に話してくれない不動産関連裁判～調停に勝つためのあるある～

平成３０年１１月２９日（木）第２回勉強会 中小企業センター２階中講習室２３名

品川区防災課長 古巻祐介氏による講演

～不動産業務に役立つ品川区の防災情報マルわかり講座～

厚生委員会（ボラ） 平成３０年０５月２４日（木）マイクリーンアップ大作戦 大井町駅周辺 １４名

～駅前清掃及び違法広告物除却～

厚生委員会（体育） 平成３０年０７月３１日（火）第１回体育会 品川区立旗の台小学校体育館 ２７名

～ソフトバレーボール大会～

厚生委員会（レク） 平成３０年０６月１５日（日）第１回レクレーション会

京浜工業地帯、横浜中華街 ２３名

インスタ映えすること間違いなし！チャータークルーズで行く！！

～工場夜景クルーズと横浜中華（龍翔記）食べ放題～

渉外部 平成３０年０６月０６日（水）８地区青年会親睦体育会

千葉県 東千葉カントリークラブ ４８名

（うち品川６名 白井・川東・平森・北野・鈴木・友永）

～親睦ゴルフ大会～

平成３０年１１月２７日（火）品川・大田・目黒 支部青年会親睦スポーツ大会

スクエア荏原 ４６名（大田区１４名、目黒区１５名、品川区１７名）＋応援３名

～力を合わせて優勝だ！秋の大運動会！～

忘年会 平成３０年度忘年会～クリスマスパーティ2018～は２０周年記念式典開催の為お休み

記念式典 平成３１年０２月２３日（土）青年会創立２０周年記念式典

天王洲 第一ホテルシーフォート ３階ハーバーサーカス

～２０周年記念パーティー・抽選会＆生バンド演奏～

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

初めての役員となり、担当した事業が大田区・目黒区・品川区青年会親睦スポーツ

大会でした。目黒区が優勝し、悔しい思いをしましたが、とても良い思い出となり

ました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

副会長 雲野隆善

( ２６ )

青年会の歩み



( ２７ )

2018年(平成30年)度



( ２８ )

青 年 会 の コ ス プ



( ２９ )

レ 大 賞 は 誰 だ ？



( ３０ )
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品川区支部青年会２０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２０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

２０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、製作行程の少ないＣＤないしＤＶＤメ

ディアによる発行を考えていました。しかし役員会で他支部青年会の記念誌サンプルを拝見して感銘を受け、

今回も１０年前に倣い、記念誌を製作することを満場一致で決定いたしました。

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。幸いあれから１０年が経ち、印刷費用は当時の４

分の１程度に下がっていた為、何とか予算の範囲内で収まりました。もちろん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、今回も前

回同様写真・原稿の入稿から編集作業までをすべて青年会側で行い、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。

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。

今
回の記念誌製作は、その点に於いて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て厚く御礼申し上げます。

宅建品川区支部青年会 ２０周年記念誌製作委員会

編集後記
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