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謹啓　早春の砌、皆々様には、
益々ご盛栄のことゝお慶び申
し上げます。
　さて、来たる４月１日、い
よいよ『宅地建物取引士』が
スタートします。
　皆様には、どうか準備怠り
なく、業務遂行上、支障なく
スムーズに移行されますよう、
ご留意ください。
　新しい証明書の交付申請手続と共に、契約書、重説
等の各種書式ひながた、名刺、或いはＷＥＢ上の表示
に至るまで、名称の改訂をお忘れなく！
　又、近々、当支部のホームページを全面リニューア
ル致します。
　会員の皆様からの「支部は、今、何をやっとんね
ん？」とのお問い掛けに、予算の都合上、即応できな
かった「広報」を補完するかたちで、タイムリーな情
報、有益なデータ等を発信させて頂き、併せて、会員
の皆様へのサービス、業務支援の一翼を担えるよう、
鋭意、改善を進めて参りますので、会員各位には、
何卒、ご支援・ご協力の程、よろしくお願い申し
上げます。

謹白　

神戸中央支部  　　　　
支部長　西口　寿雄

新 入 会 員 ・ 支 店 入 会

ご  挨  拶

訃　　報

御 見 舞

慶　　弔

御　　祝
〈受賞者コメント〉
この度は、素晴らしい賞を頂き誠にありがとうございました。
これもひとえに皆様方のご支援とご厚意のおかげと感謝いたします。
これからも精進を重ねてまいりたいと思いますので、皆様方のご指導ご鞭撻を
賜わりますようお願いを申し上げまして、お礼の挨拶とさせていただきます。
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㈲五代興産　 伊藤　隆啓　様　 平成27年１月28日　 兵庫県自治賞

イザック㈱　 馬田　正則　様　 和田興産㈱　 高島　武郎　様
㈱日本ネットワークサービス　松井　照男　様　 ㈲明煌興産　 小林　義明　様
㈱ノブ 清水　欣也　様

㈱ミドリホームズ　 端山　順一　様　 平成26年　５月１日　 ご本人
神戸産業㈱　 寺西　初子　様　 平成26年　５月15日　 ご令室
㈲アイ・ピー・エフ　 田渕　英機　様　 平成26年　５月23日　 ご本人
㈱Ｋ.Ｆ.Ｓ.　 森田　時雄　様　 平成26年　７月16日　 ご尊父
阪上不動産　 阪上　一夫　様　 平成26年　７月20日　 ご本人
㈱山本幸次郎商店　 山本　和子　様　 平成26年　７月29日　 ご母堂
北神戸ハウス　 谷　　文夫　様　 平成26年　９月８日　 ご尊父
七福不動産　 正木　敬人　様　 平成26年　10月３日　 ご本人
日綿住研産業㈱ 桑田しず子　様 平成26年　11月10日　 ご令室
神戸土地㈱ 元井　哲夫　様 平成26年　11月19日　 ご本人

平成26年２月１日～平成27年１月31日（敬称略）
新　入　会　員
　　　　 会社名 代表者名 　　　　 会社名 代表者名
イグチ産業㈱ 青山　淳一 高井商事㈱ 高井　政典
㈱北神不動産 藤田　一郎 ㈱アトラスマネジメント 濵田　修一
誠和興産㈱ 南　　雅雄 ㈱ナラヤマ 奈良山貴士
㈱神戸Harbor Living 香西　成訓 ㈱ＧＧＭ 小川　昌樹
ディアイプランニング㈱ 酒井　幸輝 ②堀口　孝司 ㈲兼正エンジニアリング 兼田　和典
㈱ケントイケオ 稲垣　和昌 ラフィネ㈱ 本木　実貴
㈱ネクスト 福井　健太 ②高橋　愛子 ㈱リヴウェル 仁科　　誠
アップエージェント㈱ 丸投　伸明 ②佐々木栄治 ㈱須貝工務店 須貝　静雄
林木材㈱ 中村　伸弥  
支店・支社入会
　　　　 会社名 支店・支社名 支店・支社長 　　　　 会社名 支店・支社名 支店・支社長
㈱リブライフ HDC神戸支店 野﨑　稔三 IBIインターナショナル㈱ 神戸支社 伊藤　一樹
㈲常榮ハウジング 神戸支店 鶴谷　範朗 アサヒ興産㈱ 神戸元町店 山﨑　誠造
㈱オリエンタル・ホーム 神戸営業所 鬼塚　知範

御 寄 贈御 寄 贈 和田興産㈱　代表取締役会長　和田　憲昌　様より神戸中央支部宛に御寄贈いただきました

広報・流通対策部会



行　　事
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９月23日（火）

夕食

平成27年１月16日（金）
生田神社・生田神社会館

新 年 交 歓 会

９月24日（水）

（観 光 組）

（ゴルフ組）

（参加者数 175名）

湊川神社
７：45発 <山陽道・しまなみ海道>

しまなみ海の駅（昼食：海鮮バーベキュー）・
11：30～12：50

（潮流観光船乗船）
13：00～13：50

四国八十八ヵ所霊場：石手寺
15：10～15：45～

松山・道後温泉
16：00着

松山・道後温泉
６：30発

エリエールゴルフクラブ松山
7：35スタート　15：00発

<松山・高松・神戸淡路鳴門道> 車中表彰式
湊川神社
19：30着

松山・道後温泉
8：45発

伊予かすり会館
9：00～9：25

内子町見学（木蝋資料館・内子座等）
10：10～11：30

今治タオル美術館ICHIHIRO（昼食：中華、見学）
12：40～14：10

湊川神社
18：45着

優勝者：峯　　榮二 様（㈱峰工務店）

優勝者：青木　英雄 様（㈱シティーコーポレーション）

平成26年９月17日（水）
平成26年10月１日（水）
WADAホール

宅建直前ゼミ 市民救命士講習会および
防災講習会

神戸地区協議会主催
平成26年10月16日（木）
兵庫県不動産会館７Ｆ研修ホール

神戸地区協議会主催
平成26年11月11日（火）
兵庫県不動産会館７Ｆ研修ホール

会員交流会

神戸地区協議会主催
平成27年１月27日（火）
神戸文化ホール２階「あじさい」

平成26年11月27日（木）
ＷＡＤＡホール

神戸中央支部よりお知らせ
◎宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ
　平成27年４月１日より施行されます。
　現宅地建物取引主任者証は次回更新時まで有効です。

◎支部のホームページがリニューアル
　神戸中央支部公式サイトをフルリニューアル製作中です。
　正式オープンは平成27年４月中旬の予定です。

平成26年９月23日（火）・24日（水）
松山・道後温泉親 睦 旅 行

第31回支部懇親ゴルフコンペ
平成26年３月26日（水）
三木ゴルフ倶楽部

第32回支部懇親ゴルフコンペ
平成26年７月９日（水）
センチュリー三木ゴルフ倶楽部

第33回支部懇親ゴルフコンペ
平成26年11月26日（水）
吉川カントリー倶楽部
優勝者：峯　　榮二 様（㈱峰工務店）

＜優勝者コメント＞
今回のコンペでは、雨予報が曇り空となり、同伴者様とは初め
て廻り、緊張感の中のラウンドで、良いスコアが出て、優勝す
ることができました。
同伴者様やコース管理に感謝です。
ありがとうございました。

不当要求防止
責任者講習会

和田興産会長実務者講習
名刺・情報交換会 研　修　会

本部主催・神戸地区協議会主催
平成26年９月22日（月）
神戸文化ホール「大ホール」

平成27年１月27日（火）
神戸文化ホール「中ホール」

新入会員


