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　第３回（ブロック長を含む）
● 日　時：7月6日（火）13時30分〜15時

● 場　所：宅建協会4階会議室

● 出席者：溝口支部長、鮫島副支部長、日髙副支部長、

　　　　　大内ブロック長、見里ブロック長、

　　　　　山迫ブロック長、倉内ブロック長

● 報告事項①令和3年度　会務報告

　　　　　②月別会員数・入会・退会・変更

　　　　　③7・8月行事予定

● 協議事項①会費未納者について

　　　　　②令和3年度ブロック活動について

　　　　　③ブロック研修会のための打ち合わせ

　ブロック会を11月に開催する予定ですが、今後のコロ

ナ感染状況を注視し、開催時期を決定します。

　また、Ｗeb会議やＷeb研修が実施できるよう、パソコ

ンやスマホを用いてZoomの登録・参加、ホストとしての

操作方法などを確認しました。欠席されたブロック長も

事務所から参加し、Zoomでの打ち合わせを行いました。

　第４回
● 日　時：８月６日（金）13時30分〜15時

● 場　所：宅建協会4階会議室

● 出席者：溝口支部長、鮫島副支部長、

　　　　　日髙副支部長

● 報告事項①令和3年度　会務報告

　　　　　②月別会員数・入会・退会・変更

　　　　　③8・9月行事予定

● 協議事項①令和3年度ブロック活動について

　　　　　②おはら祭りについて

　　　　　③その他

　今年のおはら祭りについて、9月24日（金）鹿児島南支部と合同打合せを行いました。

　内容については、鹿児島南支部のページをご覧ください。

　第５回
● 日　時：９月７日（火）13時30分〜15時

● 場　所：宅建協会4階会議室

● 出席者：溝口支部長、鮫島副支部長、

　　　　　日髙副支部長

● 報告事項①令和3年度　会務報告

　　　　　②月別会員数・入会・退会・変更

　　　　　③9・10月行事予定

● 協議事項①合同ブロック会について

　　　　　②おはら祭りについて　③その他

支部担当理事会

鹿児島南支部・鹿児島北支部合同打合せ

支 部 だ よ り

鹿児島北
会員数435（正会員402　準会員33）　電話 099-253-2451

中島ブロック長と Zoomで打ち合わせ
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会員数465（正会員429　準会員36）　電話 099-259-2666

鹿児島南

支 部 だ よ り

　第３回
●日　時：７月13日（火）

　　　　　13時30分〜15時10分

●場　所：宅建協会4階小会議室

●出席者：桑鶴支部長、小齊平副支部長、

　　　　　川﨑副支部長

●協議事項①令和3年6月会員数、入会・退会・

　　　　　　変更について

　　　　　②宅建ニュース支部だよりについて

　　　　　③その他

　第４回
●日　時：８月20日（金）

　　　　　13時30分〜14時

●場　所：宅建協会4階小会議室

●出席者：桑鶴支部長、小齊平副支部長

●協議事項①令和３年７月会員数、入会・退会・

　　　　　　変更について

　　　　　②支部事業について　③その他

●日　時：９月24日（金）10時30分〜正午

●場　所：宅建協会4階会議室

●出席者：鹿児島北支部　溝口支部長、鮫島副支部長、日髙副支部長

　　　　　鹿児島南支部　桑鶴支部長、小齊平副支部長

●協議事項①おはら祭りについて

　今年のおはら祭りは、新型コロナウイルス感染症

の影響で、参加者の人数制限や踊り時間の短縮など

規模を縮小し、11月3日に開催される予定です。

　鹿児島北支部と鹿児島南支部は、事業計画に基づ

き合同で参加を申し込みました。

　これから参加者募集・練習など、本番に向けて準

備を進めて参ります。

支部担当理事会

鹿児島北支部・鹿児島南支部合同打合せ

　第５回
●日　時：9月16日（木）

　　　　　13時30分〜14時15分

●場　所：宅建協会4階小会議室

●出席者：桑鶴支部長、小齊平副支部長、

　　　　　川﨑副支部長、木浦専務

●協議事項①令和3年8月会員数、入会・退会・

　　　　　　変更について

　　　　　②支部事業について

　　　　　③その他

　今回は、本部の木浦専務も出席しました。

　毎月、支部担当理事会を開催し、ブロック会

などの支部事業を協議をしていますが、昨年に

引き続き新型コロナ感染症の影響で、計画どお

りに活動ができない状況が続いています。

　会員の皆様への感染防止を第一に、今後も支

部活動を検討してまいりますので、皆様のご理

解とご協力をお願い致します。
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支 部 だ よ り

北　薩
会員数129（正会員119　準会員10）　電話 099-253-2451

　第４回
●日　時：７月27日（火）13時〜

●場　所：宮之城ひまわり館

●出席者：久永支部長、西野副支部長、

　　　　　堂脇副支部長

●内　容：①班編成について

　　　　　②県及び国に対する要望について

　　　　　③その他

　第５回
●日　時：8月27日（金）13時〜

●場　所：宮之城ひまわり館

●出席者：久永支部長、西野副支部長、

　　　　　堂脇副支部長

●内　容：①班編成と廃業について

　　　　　②宅建試験監督員等の推薦について

　　　　　③県及び国に対する要望について

　　　　　④古い消火器の取り扱いについて

　　　　　⑤その他

　第５回
●日　時：９月21日（火）10時30分〜11時30分

●場　所：宅建協会4階小会議室

●出席者：有木支部長、上園副支部長、馬場副支部長

●内　容：①今後の支部活動

　　　　　②ＩＴ研修

　　　　　③その他

　新型コロナウイルス感染症の第4波・第5波、鹿児島県

のまん延防止等重点措置の指定など、コロナ禍の中で、

クラスターの懸念もあり、支部活動がなかなかできない

状況です。

　今後は、時代の流れもあり、ＬＩＮＥミーティング・

Ｚｏｏｍでの会議等オンラインが日常化するとの意見が

ありました。

　そこで、スマートフォンやパソコンを使用して、実際

にＬＩＮＥミーティング・Ｚｏｏｍの操作方法を確認し

ました。

　第６回
●日　時：９月27日（月）10時〜

●場　所：ジョイフル鹿児島宮之城店

●出席者：久永支部長、西野副支部長、

　　　　　堂脇副支部長

●内　容：①北薩支部会員数について

　　　　　②班編成について

　　　　　③今後の支部事業取り組みについて

　　　　　④班長会について

　　　　　⑤空家バンクについて

　　　　　⑥その他

支部担当理事会

南　薩
会員数102（正会員101　準会員1）　電話 099-259-2666

支部担当理事会
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　７月８日（木）久保薗支部長が鹿屋市役所を

訪問し、打ち合わせを行いました。

①　産業振興課とサテライトオフィスについて

打ち合わせ（13時30分〜）

②　地域活力推進室と町内会加入促進について

打ち合わせ（14時〜）

　7月27日（火）支部事務所移転の挨拶のた

め、鹿屋市役所を訪問しました。

鹿 屋 市：原口副市長、郷原市長公室長、

　　　　　鳥越地域活力推進課長

宅建協会：上野副会長、木浦専務理事、

　　　　　久保薗支部長、牧野副支部長

● 日　時：９月29日（水）10時30分〜正午

● 場　所：肝付町役場コミュニティセンター

● 出席者：有留ブロック長

※空き家対策協議会は肝付町長を会長とし、議員、弁

護士、警察、消防、不動産、建築、地域住民（２

名）の９名で構成されています。

● 協議事項

①肝付町空き家等対策計画の見直しについて

②特定空き家などの認定について　　③肝付町空き家等対策の取組状況について

　８月20日（金）10時25分から、支部事務所

において支部担当理事会を開催しました。

● 出席者：久保薗支部長、牧野副支部長、

　　　　　小窪ブロック長、笹井ブロック長、

　　　　　有留ブロック長、藤崎ブロック長、

　　　　　吉水ブロック長、西尾ブロック長、

　　　　　田實ブロック長

● 議　題：①事務所閉鎖の日程について

　　　　　②備品の入札と開札について

　　　　　③環境保全活動について

　　　　　④その他

支部担当理事会（ブロック長を含む）鹿屋市と打ち合わせ

鹿屋市に支部事務所移転の挨拶

大　隅
会員数132（正会員126　準会員6）　電話 099-821-5165

支 部 だ よ り

令和 3年度第 1回肝付町空き家対策協議会に出席
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霧島市居住支援協議会について協議

支部担当理事会

姶良伊佐
会員数168（正会員148　準会員20）　電話 099-821-5266

支 部 だ よ り

● 日　時：７月14日（水）10時〜

● 場　所：支部事務所

● 出席者：山下支部長、山元副支部長

　　　　　霧島市建築住宅課　課長　侍園氏

　　　　　霧島市長寿・障害福祉課　今村氏

　　　　　社会福祉法人たちばな会

　　　　　　　　住まいサポートセンター霧島　大嵩氏

● 内　容：①霧島市居住支援協議会の今後について

　　　　　②その他

● 日　時：7月26日（月）13時30分〜

● 場　所：支部事務所

● 出席者：山下支部長、山元副支部長

● 内　容：①報告事項（入会促進、支部備品入札）

　　　　　②今年度のボランティア活動について

　　　　　③令和４年度税制要望及び政策要望について

　　　　　④役員研修会事前質問事項について

　　　　　⑤その他

● 日　時：９月10日（金）10時〜

● 場　所：支部事務所

● 出席者：山下支部長、上野副会長

● 内　容：①支部備品について　②その他

● 日　時：９月21日（火）13時30分〜

● 場　所：支部事務所

● 出席者：山下支部長、山元副支部長、

　　　　　平川副支部長

● 内　容：①支部備品について

　　　　　②支部建物・駐車場管理について

　　　　　③情報ＦＡＸ、物件資料について

　　　　　④今後の役員報酬、旅費交通費の

　　　　　　支払いについて

　　　　　⑤その他

主 な 会 務 報 告 （７〜９月）

期　日 会　　務　　名 場　　所 出　席　者

7.	5 総務企画部会 宅建協会4階会議室 稲元部長他
7.	8 不動産流通部会 　　　　〃 西野部長他
7.16 宅地建物取引士証交付講習会 宅建協会6階研修ホール 受講者
7.20 常務理事会 宅建協会4階会議室 中馬会長他
7.27 研修部会 　　　　〃 西倉部長他
7.30 三役会 宅建協会5階応接室 中馬会長他
8.	3 支部長会 宅建協会4階会議室 　　〃
8.10 人事委員会 宅建協会5階応接室 　　〃
8.18 宅地建物取引士証交付講習会 宅建協会6階研修ホール 受講者
8.19 常務理事会 宅建協会4階会議室 中馬会長他
8.24 宅建試験管理委員会 　　　　〃 上園委員長他
8.25 不動産流通部会 　　　　〃 西野部長他
8.27 広報部会 　　　　〃 丸峯部長他
9.15 宅地建物取引士証交付講習会 宅建協会6階研修ホール 受講者
9.16 宅建試験管理委員会 宅建協会4階会議室 上園委員長他
9.21 常務理事会 　　　　〃 中馬会長他
9.24 広報部会 　　　　〃 丸峯部長他






