議案第１号 平成２２年度事業報告及び収支決算承認について

平成２２年度事業報告書
平成２２年
あ４／１１ 辞令交付式
山形県不動産会館
〃 会員指導実施
〃
あああ２５ 宅地建物取引主任者資格試験「試験会場」に関する打ち合わせ開催
ああああああああああああああああああああああああああああああああ山形市・山形大学
４／ ７ 相 談 日（小野相談員）
山形県不動産会館
９ 新入社員研修会出席ああああああああああ寒河江市・寒河江市文化センター
（原田職員）
ああ １４ 相 談 日（田所相談員）ああああああああああああああ山形県不動産会館
あああ１９ 財務委員会開催ああああああああああああああああああああああ〃
ああ １〃 平成２１年度第４・四半期会計、業務監査実施ああああああああ〃
あああ２０ 総務委員会開催ああああああああああああああああああああああ〃
あああ１〃 県協会第１回常務理事会、保証協会第１回常任幹事会合同会議開催
ああああああああああああああああああああああああああああああああ山形県不動産会館
１０／ 〃 第１回公益法人制度特別委員会小委員会開催あああああああああ〃
あああ２１ 相 談 日（鈴木昇相談員）ああああああああああああああああ〃
２２ 東根支部総会出席ああああああああああああああああああ東根市・あづまや
（日向会長）
０／ ２３ 第１回公益法人制度特別委員会開催ああああああああああ山形県不動産会館
あああ２〃 県協会第１回理事会、保証協会第１回幹事会合同会議開催
０／ ２３ 第１回公益法人制度特別委員会開催ああああああああああ山形県不動産会館
あああ２〃 宅地建物取引主任者資格試験「試験会場」に関する打ち合わせ開催
ああああああああああああああああああああああああああああああああ山形市・山形大学
あああ２６ 長井支部総会出席
長井市・中央会館
（日向会長）
あ
２７ 鶴岡支部総会出席
鶴岡市・グランドエル・サン
（会田副会長）
あああ 〃 新庄支部総会出席
新庄市・大地会館
（日向会長）
あああ２８ 相 談 日（森相談員）あああああああああああああああ山形県不動産会館
２〃 南陽支部総会出席あああああああああああああああああ南陽市・森の湯旅館
（会田副会長）
２〃 酒田支部総会出席
酒田市・ガーデンパレスみずほ
ああああああ（日向会長）

あ５／あ７ 第２回公益法人制度特別委員会小委員会開催ああああああ山形県不動産会館
あああ１１ 山形支部総会出席
山形市・山形グランドホテル
ああああああ（日向会長）
あ
１２ 相 談 日（鈴木昇相談員、庄司相談員）ああああああああ山形県不動産会館
あ５／ 〃 寒河江支部総会出席
寒河江市・吉本旅館
ああああああ（日向会長）
５／１４ 天童支部総会出席
天童市・ほほえみの宿滝の湯
（日向会長）
あああ１７ 全国宅地建物取引業厚生年金基金資産検討委員会出席あ東京都・全宅連会館
（日向会長）
５／あ 〃 米沢支部総会出席
米沢市・ホテルサンルート米沢
（日向会長）
５／ １８ 村山支部総会出席
あああ
天童市・湯坊いちらく
（日向会長）
ああ １９ 相 談 日（本間相談員）ああああああああああああああ山形県不動産会館
ｑｑｑ２０ 県協会通常総会打ち合わせ会議開催あああああああああああああ〃
あああ２２ 山形県行政書士会設立５０周年記念式典・祝賀会出席
ああああああ（日向会長）あああああああああああああああああ山形市・山形国際ホテル
あああ２４ 県協会第４４回通常総会開催
山形市・ホテルメトロポリタン山形
あああ２〃 県協会第２回理事会開催あああああああああああああああ〃
あ５／２６ 相 談 日（芳賀相談員）
山形県不動産会館
あああ２７ 山形県土地家屋調査士会第６１回定時総会出席
ああああああ（日向会長）ああああああああああああ あ寒河江市・ホテルサンチェリー
ああ ２８ 県協会第３回理事会、保証協会第２回幹事会合同会議開催
ああああああああああああああああああああああああああああああああ山形県不動産会館
あ６／３１ 全宅連第１回理事会出席
東京都・第一ホテル東京
ああああああ（日向会長）
あああ 〃 全宅連賃貸不動産管理業協会第１回理事会出席
〃
ああああああ（日向会長）
あああ 〃 全宅連東日本地区指定流通機構協議会平成２２年度第１回幹事会出席
ああああああ（日向会長、鈴木職員）
東京都・第一ホテル東京
あ６／あ２ 全国宅地建物取引業厚生年金基金第６４回理事会出席 東京都・全宅連会館
（日向会長）
あああ 〃 相 談 日（西村相談員）ああああああああああああああ山形県不動産会館
あ６／ ３ 東北地区不動産公正取引協議会第１回理事会出席
ああああああ（日向会長、石川理事）
宮城県・メルパルク仙台
あああ 〃 村山支部会員 ㈲丸共大石田製材所／代表取締役 福島則吉氏へ
あああああ 見舞金をおくる

あ６／ ４ 北海道・東北・甲信越地区連絡会出席
東京都・全宅連会館
（日向会長）
ああ １９ 相 談 日（佐藤栄相談員）あああああああああああああ山形県不動産会館
あああ１１ 県協会第２回常務理事会開催あああああああああああああ山形県〃
あ６／ 〃 県内就職者懇談会出席
山形市・山形市立商業高等学校
（原田職員）
あ５／１６ 相 談 日（押野相談員）
山形県不動産会館
６／ １７ 東北地区不動産公正取引協議会第３３回通常総会出席
ああああああ（日向会長、庄司副会長、高橋専務理事、石川理事、
あああああああ大谷事務局長、鈴木・今野職員）
山形市・ホテルメトロポリタン山形
あああ１８ 東北地区不動産公正取引協議会事務引継ぎ出席
山形県不動産会館
ああああああ（日向会長、高橋専務理事、石川理事他）
ああ２１ 宅地建物取引主任者資格試験事務説明会出席
東京都・ＫＤＤＩＨＡＬＬ
（石川副会長、大谷事務局長、鈴木職員）
ああ ２３ 相 談 日（渋谷相談員）ああああああああああああああ山形県不動産会館
ああああ〃 公益法人制度特別委員会に関する打合せ会議開催あああああああ〃
あああ１〃 相談委員会開催ああああああああああああああああああああああ〃
あああ２４ 業務委員会開催ああああああああああああああああああああああ〃
あ６／２〃 （財）不動産流通近代化センター平成２２年度第１回評議員会出席
ああああああ（日向会長）ああああああああああああああああああああ東京都・法曹会館
あ６／２〃 山形県暴力団排除条例（仮称）の制定に関する有識者会議出席
ああああああ（青柳副会長）
山形市・山形県警察本部
あ６／２８ 全宅連第４４回通常総会出席
東京都・ホテルニューオータニ
（日向会長、青柳・小林・庄司副会長、高橋専務理事、大谷事務局長）
あ６／２〃 全宅連第２回理事会出席
東京都・ホテルニューオータニ
（日向会長）
ああああ〃 東根支部会員 丸広不動産／代表 故 関廣雄氏へ
あああああ 弔慰金及び花輪をおくる
あああ３０ 財務委員会開催
あああああああああああああああああ山形県不動産会館
あああ 〃 相 談 日（園部相談員）あああああああああああああああああ〃
あああ 〃 （財）山形県暴力追放運動推進センター臨時評議員会出席
（日向会長）
山形市・
（財）山形県暴力追放運動推進センター
あ 7/1～8/2 あ平成２２年度宅地建物取引主任者資格試験申込受付
山形県不動産会館
ああああああ（申込１，０８０名）
１７／ １ 公益法人移行に係る打ち合わせ開催 あああああああああ山形市・山形県庁
あ７／ ２ 平成２２年度第１回宅地建物取引主任者法定講習会開催
ああ（受講者１６６名）
山形市・山形国際交流プラザ
あ７／ ６ 山形銀行との打ち合わせ開催
山形県不動産会館
ああ
７ 総務委員会開催
〃

１７／ ７２相 談 日（芳賀相談員）
山形県不動産会館
あ７／８～９あ不動産公正取引協議会連合会幹事会出席
福岡県・ホテルオークラ福岡
（大谷事務局長、鈴木職員）
あああ１３あ第２回公益法人制度特別委員会開催
山形県不動産会館
あああ１４ 相 談 日（押野相談員）
〃
ああ２～〃 北海道・東北・甲信越地区連絡会出席 北海道・ホテルニューオータニ札幌
（日向会長）
あ７／１５ 新規免許取得者研修会開催（１４会員１７名出席）
山形県不動産会館
あ８／１６ 全国宅地建物取引業厚生年金基金第４３回代議員会出席
ああああああ（日向会長） ああああああああああああああああああ東京都・全宅連会館
８／ ２１ 相 談 日（庄司相談員）
山形県不動産会館
８／ ２３ 県協会常務理事打ち合わせ会議開催あああああああああああああ〃
ああ ～〃 県協会第４回理事会、保証協会第３回幹事会合同会議開催
８／ ２１ 相 談 日（庄司相談員）
山形県不動産会館
ああ ～〃 専任相談員研修会開催あああああああああああああああああああ〃
あああ２６ 平成２２年国勢調査山形県協力者会議出席
山形市・山形県庁
ああああああ（青柳副会長）
あああ２７ 平成２２年山形県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議出席
ああああああ（日向会長）ああああああああああああああああああ山形市・村山総合支庁
ああ ２８ 相 談 日（阿部俊相談員）あああああああああああああ山形県不動産会館
ああ２９ 全宅連第３回理事会出席
ああああ東京都・第一ホテル東京
ああああああ（日向会長）
あああ 〃 全宅連賃貸不動産管理業協会第２回理事会出席あああああああ〃
ああああああ（高橋専務理事）
ああああ〃 公益法人移行認定セミナ―出席
山形市・山形県生涯学習センター
ああああああ（西村常務理事、渡辺職員）
／８／あ４ 相 談 日（石川相談員）
あ
山形県不動産会館
／８／あ５あ山形県暴力団排除に関する有識者会議出席
ああああああ（日向会長）あああああああああああああ山形市・山形県総合研修センター
あ８／あ６ 総務委員会開催
山形県不動産会館
ああ 10～11 東北地区宅建協議会出席
宮城県・江陽グランドホテル
（日向会長、青柳副会長）
／８／１１ 相 談 日（鈴木相談員）
あああ
山形県不動産会館
あああ 〃あ新公益法人制度への移行申請手続きに関する説明会出席あ山形市・山形県庁
ああああああ（高橋専務理事、鈴木職員）
あああ１８ 相 談 日（渋谷相談員）
ああああああああああ 山形県不動産会館
あああ 〃 全宅連・全宅保証組織整備特別委員会出席
東京都・全宅連会館
ああああああ（日向会長）

／８／２３ 村山秀幸公認会計士との公益法人移行に係るミーティング開催
ああああああああああああああああああああああああああああああああ山形県不動産会館
／８／２５ 相 談 日（佐藤栄相談員）ああああああああああああ 童市・〃
ああああ〃 全宅連東日本地区指定流通機構協議会平成２２年度評議員会出席
ああああ あ（日向会長、青柳・小林副会長、鈴木職員）あああ神奈川県・ホテル河鹿荘
６／２６ 都道府県協会長・全宅保証地方本部長合同会議出席
（日向会長）あああああああああああああああああ大阪府・帝国ホテル大阪
あああ２７ 業務委員会開催あああああ
天童市・天童ホテル
あああ２〃 役職員研修会開催あああああ
童市・〃
あ８／３０ 村山秀幸公認会計士との公益法人移行に係るミーティング開催
ああああああああああああああああああああああああああああああああ山形県不動産会館
あ８／２〃 全国宅地建物取引業厚生年金基金資産検討委員会出席あ東京都・全宅連会館
ああああああ（日向会長）
あ９／ １ 相 談 日（会田相談員）
山形県不動産会館
あ９／ ３ 宅地建物取引主任者資格試験事務説明会（北海道・東北ブロック）出席
（石川副会長、大谷事務局長、鈴木職員）
宮城県・宮城県不動産会館
あああ２７ 相談委員会開催あああああ
山形県不動産会館
８ 県協会第１回研修会開催（置賜会場６８名出席）
あああああああああああああああああああああああああああ南陽市・ハイジアパーク南陽
ああああ〃 相 談 日（早坂相談員）
山形県不動産会館
ああああ〃 全宅連専務理事・総務財務正副委員長合同会議出席
東京都・全宅連会館
ああああああ（日向会長）
あああ２〃 県協会第１回研修会開催（村山会場２０７名出席）
あああああああああああああああああああああああああああ山形市・山形国際交流プラザ
あああ２〃 村山秀幸公認会計士との公益法人移行に係るミーティング開催
あああああああああああああああああああああああああああ山形市・山形国際交流プラザ
あああ ９ 山形県建築行政マネジメント推進協議会第２専門部会出席
ああああああ（高橋専務理事）ああああああああああああああああああ山形市・山形県庁
〃 県協会第１回研修会開催（庄内会場１０３名出席）
三川町・いろり火の里文化館なの花ホール
あ９／１０ 公益法人制度特別委員会打ち合わせ会議開催ああああああ山形県不動産会館
８／３１３ 第１・四半期会計、業務監査実施ああああああああああああああ〃
あああ１５ 県協会第３回常務理事会、保証協会第３回常任幹事会合同会議開催
ああああああああああああああああああああああああああああああああ山形県不動産会館
ああ １〃 県協会第５回理事会、保証協会第４回幹事会合同会議開催
ああああああああああああああああああああああああああああああああ山形県不動産会館
ああ １〃 相 談 日（田中・庄司・芳賀相談員）あああああああああああ〃
ああああ〃 鶴岡支部会員 こすも不動産／代表 故 佐藤智三氏へ弔慰金をおくる

あ９／１６ 全国宅地建物取引業厚生年金基金第４４回代議員会・第６５回理事会出席
ああああああ（日向会長）
東京都・全宅連会館
９／17～18 あ北海道・東北・甲信越地区連絡会出席
ああ北海道・登別温泉第一滝本館
（日向会長、青柳副会長）
あああ２１ 第３回公益法人制度特別委員会開催ああああああ あああ山形県不動産会館
１０／２２ 平成２２年度第２回宅地建物取引主任者法定講習会開催
ああ（受講者１７６名）
山形市・山形国際交流プラザ
ｑｑｑ 〃 相 談 日（高橋相談員）
山形県不動産会館
あああ２３ 第２７回不動産フェア２０１０開催（酒田会場）
ああああああああああああああああああああああああ酒田市・酒田市勤労者体育センター
あああ２６ 第２７回不動産フェア２０１０開催（山形会場）
あああああああああああああああああああああああ山形市・山形県不動産会館及び千歳山
あああ 〃 第２７回不動産フェア２０１０開催（置賜三支部合同）
（南陽会場）
ああああああああああああああああああああああああああああ 南陽市・ヤマザワ南陽店
あ９／２８ 東根支部研修会出席
あ
東根市・石亭小松
（鈴木職員）
ｑｑｑ２９ 相 談 日（本間相談員）
山形県不動産会館
ああああ〃 山形支部会員 ㈲六華宅建センター／代表取締役 設樂要氏へ
あああああ 見舞金をおくる
あああ３０あ山形県暴力団排除に関する有識者会議出席
ああああああ（日向会長）あ
山形市・山形県総合研修センター
１０／ １ 相 談 日（田所相談員）
山形県不動産会館
１０／ ２ （社）福井県宅建協会前会長 加藤清の和氏黄綬褒章受章祝賀会出席
（日向会長）
あああああ
あ福井県・ユアーズホテルフクイ
１０／ ５ 業務アドバイス（寒河江支部）
あああ 〃 業務アドバイス（新庄支部）
あああ 〃 業務アドバイス（山形支部）
あああ ６ 業務アドバイス（天童支部）
あああ１〃 相 談 日（西村相談員）
山形県不動産会館
ああああ７ 全宅連組織整備特別委員会出席
東京都・全宅連会館
（日向会長）
あああ１〃 東北地区宅建協議会出席
福島県・会津若松ワシントンホテル
（庄司副会長）
あああ１〃 第２回山形県建築行政マネジメント推進協議会第２専門部会出席
（高橋専務理事）
山形市・山形県庁
１０／ ８ 公益法人移行に係る打ち合わせ開催 山形市・山形県庁、山形県不動産会館
ああああ〃あ宅地建物取引主任者資格試験監督員説明会開催 ああ
山形県不動産会館
ああああ〃 （社）福島県宅建協会副会長 齋藤斗志郎氏黄綬褒章受章祝賀会出席
（日向会長）
あああああ
あ
福島県・ホテル東鳳

１０／ ８ 相 談 日（庄司相談員）
山形県不動産会館
10／10～11 あ第２７回不動産フェア２０１０開催（新庄会場）
ああああああああああああああああああああああああああ新庄市・最上広域交流センター
あああ１３ 相 談 日（芳賀相談員）
山形県不動産会館
あああ１５ 相 談 日（小林相談員）
〃
ああああ〃 新公益法人制度に係る打ち合わせ会議開催
〃
あああ１７ 第２７回不動産フェア２０１０開催（鶴岡会場）
あああああああああああああああああああああああああああ鶴岡市・小真木原運動公園内
ああ１あ〃 平成２２年度宅地建物取引主任者資格試験実施
山形市・山形大学
ああああああ（受験者９０１名）
あああ２０ 相 談 日（青柳相談員）
山形県不動産会館
あああ２１ 公益法人移行に係る業務支援研修会開催
〃
あああ２２ 相 談 日（伊藤相談員）
〃
ああああ〃 北海道・東北・甲信越地区連絡会出席
東京都・全宅連会館
（高橋専務理事、鈴木常務理事、鈴木職員）
あああ２５ 第２７回不動産フェア２０１０開催（天童会場）
天童市・天童市役所
あああ２７ 相 談 日（鈴木相談員）
山形県不動産会館
あああ２９ 相 談 日（石川相談員）
〃
ああああ〃 県協会第２回研修会（不動産取引セミナー）開催
ああああああ（２８３名出席）
山形市・山形国際交流プラザ
１１／ ２ 平成２２年度山形県暴力追放県民大会出席
〃
ああああああ（日向会長）
ああああ４ 不動産公正取引協議会連合会幹事会出席
ああああああ（大谷事務局長、鈴木職員）
富山県・ＡＮＡクラウンプラザホテル富山
あああ１５ 相 談 日（阿部俊相談員）あああああああああああああ山形県不動産会館
ああああ〃 不動産公正取引協議会連合会理事会並びに通常総会出席
ああああああ（石川理事、大谷事務局長、鈴木職員）
あああああああああああああああああああああ富山県・ＡＮＡクラウンプラザホテル富山
１１／ ９ 全宅連第２回監査会出席
東京都・全宅連会館
ああああああ（日向会長）
あああ１０ 相 談 日（押野相談員）
山形県不動産会館
あ６／２〃 （財）不動産流通近代化センター理事会出席
東京都・法曹会館
ああああああ（日向会長）ああああああああああああああああああああああ
１１／１２ 相 談 日（渋谷相談員）
山形県不動産会館
１１／１５ 公益法人制度移行に係る打ち合わせ会議開催
山形市・山形県庁
あああ２〃 第４回公益法人制度特別委員会開催
山形県不動産会館
あああ１６ 第２・四半期会計、業務監査実施
山形県〃
あああ１７ 相 談 日（高橋相談員）あああああああああああああああああ〃

１１／１７ 全宅連専務理事・総務財務正副委員長合同会議出席
東京都・全宅連会館
ああああああ（日向会長）
１１／１８ 東北地区不動産公正取引協議会構成団体調査員・規約担当事務局職員・
賛助会員に対する研修会出席
宮城県・伝承千年の宿佐勘
（日向会長、小林副会長、渋谷常務理事、園部・石川・伊藤理事、
あああああああ大谷事務局長、鈴木・今野職員）
あああ１９ 相 談 日（石川相談員）
山形県不動産会館
あああ 〃 全宅連賃貸不動産管理業協会第３回理事会出席
ああああああ（高橋専務理事）
東京都・トラストシティカンファレンス・丸の内
あああ２０ 第５回公益法人制度特別委員会開催
山形県不動産会館
あああ２４ 相 談 日（庄司相談員）
山形県〃
あああ２５ 県協会第４回常務理事会、保証協会第４回常任幹事会合同会議開催
ああああああああああああああああああああああああああああああああ山形県不動産会館
ああああ〃 山形県暴力団排除の条例説明会開催あああああああああああああ〃
ああ １〃 県協会第６回理事会、保証協会第５回幹事会合同会議開催
ああああああああああああああああああああああああああああああああ山形県不動産会館
ああ １〃 山形県議会への要望活動及び山形県宅地建物等対策議員連盟との懇談会開催
（日向会長、青柳・小林・庄司副会長）
山形市・山形県庁、丸喜多
ああああ〃 鶴岡支部会員 ㈱荘内ハウジング／代表取締役 故 風間眞一氏へ
あああああ 弔慰金及び花輪をおくる
あああ２６ 相 談 日（園部相談員）ああああああああああああああ山形県不動産会館
１１／２９あ全国宅地建物取引業厚生年金基金資産検討委員会出席 東京都・全宅連会館
ああああああ（日向会長）
ああ３０ 全宅連第４回理事会出席
東京都・第一ホテル東京
（日向会長）
ああ １〃 特例民法法人の定期検査出席
山形県不動産会館
（高橋専務理事他）
１２／ １ 平成２２年度宅地建物取引主任者資格試験合格者発表 山形県不動産会館他
ああああああ（合格者１４１名）
１２／ 〃 相 談 日（鈴木相談員）
山形県不動産会館
あああ１２ 東北地区不動産公正取引協議会第２回本部調査指導委員会出席
（日向会長、石川理事、大谷事務局長、鈴木職員）宮城県・メルパルク仙台
１２／ ３ 相 談 日（渋谷相談員）
山形県不動産会館
ああ
７ 県協会支部長会議開催あああああああああああああああああああ〃
１２／ ８ 相 談 日（会田相談員）あああああああああああああああああ〃
７
１０ 相 談 日（佐藤栄相談員）ああああああああああああああああ〃
ああ 〃 全宅連第２回総務財務委員会出席
東京都・全宅連会館
（日向会長）

１２／１１ 新庄支部研修会出席
最上町・保養センターもがみ
（日向会長）
１２／１３ 宅地建物取引主任者資格試験事務に係る総括会議出席
（北海道・東北ブロック）
東京都・
（財）不動産適正取引推進機構
（石川副会長、大谷事務局長、鈴木職員）
ああああ〃 山形支部会員 ㈲ケイランド／代表取締役 故 川名三郎氏へ
あああああ 弔慰金及び花輪をおくる
あああ１５ 相 談 日（阿部俊相談員）
あああ山形県不動産会館
１２／１６ 全宅連第４回組織整備特別委員会出席
東京都・全宅連会館
（日向会長）
１２／ 〃 相談案件打ち合わせ会議開催
山形県不動産会館
１０／ 〃 公益法人制度特別委員会事前ミーティング開催
〃
１２／１７ 全国宅地建物取引業厚生年金基金第６６回理事会出席 東京都・全宅連会館
ああああああ（日向会長）
１０／ 〃 相 談 日（早坂相談員）
山形県不動産会館
あああ２１ 第６回公益法人制度特別委員会開催
〃
１０／２２ 相談委員会開催
〃
あああ 〃 相 談 日（芳賀相談員）
〃
あああ 〃 全宅連・全宅保証正副会長・委員長合同会議出席
東京都・全宅連会館
（日向会長）
あああ２４ 相 談 日（石川相談員）
山形県不動産会館
平成２３年
１／あ５ 相 談 日（庄司相談員）
山形県不動産会館
１／あ６ 新年挨拶まわり
山形市・山形県庁他
ああああああ（日向会長、青柳・庄司副会長、高橋専務理事、大谷事務局長）
１／あ７ 相 談 日（田中相談員）
山形県不動産会館
あ１／あ８ 山形支部新年会出席
山形市・ホテルキャッスル
ああああああ（青柳副会長）
あおな１１ 業務委員会開催あああああああああああああああああああ山形県不動産会館
ああああ〃 不動産公正取引委員会開催あああああああああああああああああ〃
１２ 相 談 日（高橋相談員）ああああああああああああああ山形県〃
ああああ〃あ全宅連・全宅保証新年賀詞交歓会出席
ああああああ（日向会長）あああああああああああ東京都・グランドプリンスホテル赤坂
ああああ〃 平成２２年度地方公共団体及び公正取引協議会とのブロック連絡会議
ああああああ（東北地区）出席ああああああああああああああ宮城県・ＫＫＲホテル仙台
ああああああ（石川理事、鈴木職員）
１〃 東根支部研修会・新年会出席
ああ東根市・さくら湯
ああああああ（日向会長）

あ１／１４ 総務委員会開催あああああああああああああああああああ山形県不動産会館
１〃 相 談 日（本間相談員）ああああああああああああああ山形県〃
１〃 （財）山形県暴力追放運動推進センター臨時評議員会出席
（日向会長）
山形市・パレスグランデール
ああああ〃 山形プレハブ住宅協会賀詞交換会出席 山形市・ホテルメトロポリタン山形
（庄司副会長）
あああ１８ 県協会第５回常務理事会、保証協会第５回常任幹事会合同会議開催
ああああああああああああああああああああああああああああああああ山形県不動産会館
ああ １〃 県協会第７回理事会、保証協会第６回幹事会合同会議開催
ああああああああああああああああああああああああああああああああ山形県不動産会館
ああ １〃 東根支部会員 大本不動産／代表 故 本木吉太郎氏へ
あああああ 弔慰金及び花輪をおくる
ああああ〃 南陽支部会員 置賜ツバメ石油㈱／代表取締役 故 青木録郎氏へ
あああああ 弔慰金及び花輪をおくる
１９ 相 談 日（西村相談員）ああああああああああああああ山形県不動産会館
２１ 相 談 日（田中相談員）ああああああああああああああああ山〃
ああああ〃 （社）宮城県宅建協会新会館落成祝賀会出席
ああああああ（日向会長）ああああああああああああ宮城県・ホテルメトロポリタン仙台
あああ２２ 県協会理事 故 会田邦夫氏へ弔慰金及び記念品及び花輪をおくる
ああ２４ 米沢支部新年会出席
あああああああ米沢市・志ん柳
（日向会長）
あ１／２５ 公益法人制度移行に係る打ち合わせ会議開催
山形県不動産会館
２６ 相 談 日（渡邊相談員）ああああああああああああああ山形県〃
ああああ〃 総務委員会開催ああああああああああああああああああああああ〃
あああ２〃 全宅連２３年度各委員会事業計画・予算（案）に基づくヒアリング及び
ああああああ事業・予算調整会議出席ああああああああああああああ東京都・全宅連会館
ああああああ（日向会長）
２８ 相 談 日（須藤相談員）ああああああああああああああ山形県不動産会館
ああああ〃 相談委員会開催ああああああああああああああああああああああ〃
１２／２〃 全国宅地建物取引業厚生年金基金資産検討委員会出席 東京都・全宅連会館
ああああああ（日向会長）
あ２／あ２ 相 談 日（田所相談員）
山形県不動産会館
１２／２〃 全宅連賃貸不動産管理業協会第４回理事会出席
ああああああ（高橋専務理事）
東京都・トラストシティカンファレンス・丸の内
ああああ３ 賃料減額確認調停に関する打ち合わせ開催
山形市・半田稔法律事務所
あ２／あ４ 相 談 日（西村相談員）ああああああああああああああ山形県不動産会館
ああああ７あ全宅連公益法人制度改革に関する地区ブロック別研修・意見交換会
ああああああ（北海道・東北・甲信越地区）出席ああああああああ 東京都・全宅連会館
ああああああ（西村常務理事、鈴木職員）

あ２／あ８ 第７回公益法人制度特別委員会開催
山形県不動産会館
あ２／あ〃 寒河江支部研修会・新年会出席
あ寒河江市・ホテルシンフォニー
（日向会長）
ああああ９ 相 談 日（伊藤相談員）
山形県不動産会館
あ２／１２ 県協会第６回常務理事会、保証協会第６回常任幹事会合同会議開催
ああああああああああああああああああああああああああああああ酒田市・割烹さわぐち
あああ１６ 相 談 日（庄司相談員）
山形県不動産会館
あ ああ〃 全宅連第５回組織整備特別委員会出席ああああああああ東京都・全宅連会館
（日向会長）
あああ１７あ全宅連国土交通省による業務及び財産状況等の検査出席
（日向会長）あああああああああああああああああああ東京都・全宅連会館
／
あ〃 財務委員会開催
山形県不動産会館
あああ１８ 相 談 日（佐藤栄相談員）ああああああああああああああああ〃動産会館
あ２／あ〃 全国宅地建物取引業厚生年金基金第４５回代議員会・第６７回理事会出席
ああああああ（日向会長）
東京都・全宅連会館
ああああ〃あ全宅連第３回監査会出席ああ
京都・〃
ああああああ（日向会長）
あああ１９あ全宅連第３回総務財務委員会出席ああ
・〃
ああああああ（日向会長）
２１ 第３・四半期会計、業務監査実施
山形県不動産会館
１あああ〃 荘内銀行との打ち合わせ出席
ああああああああ鶴岡市・暫忻亭
ああああああ（日向会長、青柳・小林副会長、渋谷常務理事、鈴木職員）
あああ２３ 相 談 日（吉田相談員）
山形県不動産会館
あ１〃 （財）不動産流通近代化センター平成２２年度第４回評議員会出席
ああああああ（日向会長）
東京都・法曹会館
あああ２４ 県協会第７回常務理事会、保証協会第７回常任幹事会合同会議開催
ああああああああああああああああああああああああああああああああ山形県不動産会館
ああ １〃 県協会第８回理事会、保証協会第７回幹事会合同会議開催
ああああああああああああああああああああああああああああああああ山形県不動産会館
あああ２５ 相 談 日（本間相談員）
山形県〃動産会館
あ２／２８ 酒田支部研修会出席
酒田市・酒田市総合文化センター
（鈴木職員）
あ３／あ１ 都道府県協会長・全宅保証地方本部長合同会議出席
ああああああ（日向会長）
広島県・ホテルグランヴィア広島
あ３／あ２ 全宅連第４回正副会長会議出席
広島県・ホテル〃
ああああああ（日向会長）
あ３／２２ 相 談 日（渋谷相談員）
山形県不動産会館
あ３／２４ 相 談 日（田中相談員）
山形県〃

あ３／あ８ 平成２２年度第３回宅地建物取引主任者法定講習会開催
ああ（受講者１１７名）
山形市・山形国際交流プラザ
あ３／あ９ 相 談 日（須藤相談員）
山形県不動産会館
１／１〃 寒河江支部会員 ㈱公平工務店／代表取締役 公平正典氏
あああああ 妻 故 公平節子氏へ弔慰金及び花輪をおくる
１／１〃 長井支部会員 ㈲塚田道子不動産／代表取締役 安城博氏
あああああ 妻 故 安城ちよ氏へ弔慰金及び花輪をおくる
あああ１１ 山形銀行との提携住宅ローン調印式開催ああああああああ山形県不動産会館
３／ あ〃 相 談 日（野村相談員）あああああああああああああああああ〃
３／ あ〃 不動産公正競争規約研修会開催
山形市・山形国際交流プラザ
あああ１２ （社）徳島県宅建協会会長 出口建夫氏黄綬褒章受章祝賀会出席
ああああああ（日向会長） あああああああああああああ徳島県・ホテルクレメント徳島
あ３／１６ 相 談 日（田所相談員）
山形県不動産会館
あ３／１８ 相 談 日（石川相談員）
山形県〃
あああ２２ 県協会緊急常務理事会開催）
山形県〃
あ １２４ （財）山形県暴力追放運動推進センター評議員会出席
（日向会長）
山形市・パレスグランデール
あ３／２８ 全宅連第５回理事会出席
東京都・第一ホテル東京
（日向会長）
２〃 全宅連東日本地区指定流通機構協議会平成２２年度第２回幹事会出席
（日向会長）
東京都・第一ホテル東京
３０ 天童・東根・村山支部長との打ち合わせ開催
山形県不動産会館

平成２２年度の執行事業を以上の如く報告致します。
あ平成２３年５月２６日
社団法人 山形県宅地建物取引業協会
会 長

日 向 孝 吉

