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ハトマークについて

皆川 正幸（みなかわ まさゆき）
昭和 38 年 2 月 12 日生まれ 岩手県岩泉町在住
㈱学生援護会 an（アルバイトニュース）のイラ
ストレーター、漫画家あだち充氏のアシスタント
を経験したほか、講談社コミックボンボン「カッ
ピー」を 4 年間連載。
平成 19 年岩泉町に帰郷。
現在は専門学校の非常勤講師も務めている。

このハトマークは、全宅連系 47 都道
府県協会のシンボルマークです。2 羽の
鳩は、「会員業者と一般消費者の信頼と
繁栄」を意味しています。また、使用さ
れている色については、
赤色は「太陽」を、
緑色は「大地」を、そして白色は「取引
の公正」を表わしています。

タイトル「イーハトーヴ」の由来

イーハトーヴとは、
「岩手」
（歴史的仮名遣で「いはて」
）をもじって作られた
宮沢賢治による造語で、賢治の心象世界中にある理想郷を指す言葉。
（フリー百科事典「ウィキペディア（wikipedia）
」より）
全国に「岩手」をアピールできる「イーハトーヴ」をこの情報誌のタイトルと
しました。
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盛岡西地区防犯協会連合会長・
盛岡西警察署長から感謝状が贈呈されました
令和 3 年 7 月 16 日に盛岡西警察署において、防犯意
識の普及啓発や地域における安全活動の推進と支援に
功労があった個人や団体に対する防犯功労者等表彰授
与式及び感謝状贈呈式が開催され、地域の防犯活動に
貢献した功績により、当協会に盛岡西地区防犯協会連
合会長・盛岡西警察署長連名感謝状が贈呈されました。
感謝状贈呈式には多田会長が出席し、引き続き、
「子
供 110 番の家」に関する協力をはじめ、犯罪のない安
全で安心なまちづくりに向けた活動を推進していくこ
ととして決意を新たにしました。

令和 3 年度消費生活相談員スキルアップセミナーに講師を派遣
苦情相談委員会（委員長 下河原 勝）は令和 3 年 7
月 21 日（水）、岩手県立県民生活センターにおいて、

談員より複数の質問と意見をいただき、充実したセミ
ナーとなりました。

令和 3 年度消費生活相談員スキルアップセミナーが開
催され、2 名の委員を講師として派遣し、「最近の不動
産トラブルの概要」に関する講義を行いました。この
セミナーは、消費生活相談窓口で日常的に受ける消費
者からの相談が多岐にわたるものが多いため、他機関
が所管する業務及び制度について幅広く学習し、消費
生活相談員の資質の向上や相談対応の充実を図る事を
目的に開催されています。
約 90 分にわたる講義の中で下河原苦情相談委員長
より「当協会で運営している不動産無料相談所に年間
350 件前後の相談が寄せられており、消費生活センター
より紹介され相談に応じた件数も含まれています。本
セミナーで 1 つでも多く習得いただき、お互いにスキ
ルアップできれば幸いです。
」と挨拶。受講された相

令和 3 年度

第 3 回宅建業者等研修会を開催

令和 3 年 8 月 23 日（月）
、「コロナ禍とカスハラに
負けない新しいクレームリスクマネジメント」をテー
マに、株式会社エンゴシステム代表取締役の援川聡氏
を講師としてウェブセミナーを開催しました。
援川氏は、大阪府警を退職後、大手流通会社に転職
して多くのトラブルや悪質クレームを解決してきた実

績があり、元警察官としての経験やノウハウに裏打ち
された解決方法に関する説明がありました。
事前に申し込みをいただいた 107 名が参加
（視聴）し、
受講者からは「分かりやすく勉強になった。早速、社
内研修に活かしたい」などといった声が寄せられ、充
実した研修となりました。
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トラブルから学ぶこと ̶̶̶̶ 不動産取引の紛争事例 51

築後 57 年を経過した木造平屋戸建て住宅の
貸主からの解約告知に、正当事由は
認められないとされた事例
（東京地判 令元. 12. 12 ウエストロー・ジャパン）笹谷直生
明郵便をもって、本件賃貸借契約を平成 30 年 1 月 6

築後 57 年を経過した木造平屋
建て戸建住宅に係る、賃貸人の賃
貸借契約終了・建物明渡請求につ

日限り、解約する旨の本件解約告知をした。
X は、Y らがこれに応じないことから、本件建物の
明渡しと、平成 30 年 1 月 7 日から明渡し済まで賃料
相当額の支払いを求め、本件を提訴した。

いて、賃借人には自己使用の必要

なお、X は口頭弁論期日において、立退料として

性があり、老朽化による建替の必

840 万円又はこれと各段相異のない範囲において裁判

要性も認め難いとして、正当事由

所が認定する相当額の金員を提供する旨を述べた。

が認められなかった事例

（X の主張）
⑴

本件建物は、築後 57 年を経過した木造平家建て
建物であり、耐用年数（22 年）を優に超過して老

（東京地裁

令和元年 12 月 12 日 判決
ウエストロー・ジャパン）

朽化が著しく、評価額は 29 万余円である。また、
旧耐震基準の建物であるため、近く発生するといわ
れている首都直下型大地震の際には倒壊の危険性も
あり、これを地震に耐え得る強度にすることは急務
かつ極めて重要な事情である。それには相当大規模
な修繕が必要となり、多額の費用がかかって不合理

1. 事案の概要
亡 A は、所有していた木造平屋建て戸建住宅（本

であるから、建替えの必要性がある。
⑵

Y らが 8 〜 10 万円の家賃で居住し得る物件は、

件建物）
について、昭和 37 年 7 月 16 日亡 B との間で、

周辺にも複数あるし、X には代替物件を提示する用

使用目的を居住用、賃貸期間を 2 年間、賃料を 23 千

意もある。
また、Y らは、Y1 の疾病を挙げるが、Y1 は、喫

円と定めて本件賃貸借契約を締結し、貸し渡した。
本件賃貸借契約は、昭和 39 年 7 月 30 日、亡 A 及

煙したり従前と同じ様子で出歩くなど、転居困難と

び亡 B の合意により、昭和 43 年 7 月 15 日まで延長

いうまでの重篤な疾病にあるとはいえず、転居が取

され、その後法定更新により、少なくとも平成 30 年

り返しのつかない事態に至るとの主張は、過剰評価

1 月 6 日までは継続された。この間賃料は、平成 15

と言わざるを得ない。また、本件建物から通院先へ

年 2 月分から 92 千円に増額された。

のアクセスが特段良いわけでも、その通院先でなけ
れば加療困難なものでもない。

また、賃貸人の地位は、昭和 53 年 9 月 8 日亡 A の
死亡により長男亡 C に承継され、昭和 55 年 11 月 24
日亡 C の死亡により、亡 C の妻 X（原告）に承継さ

（Y らの主張）
⑴

本件建物は、経年による陳腐化は否定できないも

れた。賃借人の地位は、平成 24 年 10 月 12 日亡 B の

のの、東日本大震災の際にも、取り立てて大きな被

死亡により、亡 B の妻 Y1 及び長女 Y2（被告ら）に

害はなかったし、D 一級建築士の意見書によれば、

承継された。

早急に耐震補強工事や建替工事を要する状況にな

X は、平成 29 年 7 月 6 日に Y らに到達した内容証

く、比較的平易かつ安価の補強が可能である。
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⑵ Y1 は、昭和 9 年生まれの高齢である上、79 歳時

自力で出歩くことができ、周囲の制止にかかわらず

に心臓カテーテル手術を受け、心臓の動脈瘤のほか、

喫煙も止めない状況にあるものの、医師から風邪で

重度の肺気腫、肺腫瘍等の影響により呼吸器に問題

も生命に関わる事態になるとの注意喚起がされる状

があり、健康面で様々な大きな不安を抱えており、

況にある。そして、Y1 が、既に平均寿命に相応す

転居は大きな精神的・身体的な負担を課すことにな

る老齢にあることをも考慮すると、長年住み慣れた

りかねず、取り返しのつかない事態を招きかねない。

本件建物からの転居が生命・身体に関わる事態を引
き起こすのではないかという懸念には、社会通念上
客観的にみて合理的な根拠があるということができ

2. 判決の要旨

る。Y1 には、客観的にみて、本件建物につき、極
めて高い自己使用の必要性があるというべきである。

裁判所は、次のとおり判示し、X の請求を全て棄却
した。
（正当事由の有無の検討）
⑴

我が国の木造建物には旧耐震基準の建物が多数あ
ると考えられ、その全てが現在直ちに建て替える必
要があるといえるものではない。そして、D 意見書
によれば、本件建物は、①昭和 34 年の新築当時、
建築確認及び完了検査を受けた建物で、②その基礎

一方、X の建替計画は、X 自身が直接使用すると
いうものでもない。
（結論）
Y らを、直ちに退去させ、本件建物を建て替える必
要性をうかがわせるような事情は、見当たらず、立退
料による正当事由の補完を検討するまでもなく、本件
解約告知に正当事由があると認めるのは困難である。

は、現在でも一般に採用されている鉄筋コンクリー
ト造の布基礎で、全体として矩形のそれほど複雑で

3. まとめ

ない平面をした瓦葺き平家の建物である上、③全体
的に壁量が多いことから平成 12 年改正後の壁量に
関する基準に準じている可能性が高く、④仮に適合
しない場合にも、同基準に示された補強は比較的平
易に行い得、⑤土台等に白蟻による被害も見当たら

本件は、戸建て住宅の貸主からの解約告知に正当事
由が認められなかった事例である。その判断には、借
地借家法第 28 条に基づき、貸主及び借主が建物を必

ず、東日本大震災を含む地震等による損傷の跡は殆

要とする事情や建物の老朽化等の現況、補完的事由と

ど見当たらないとされ、これらのことから、現況の

しての立退料の提供などが要因となる点で実務上にお

ままで、ある程度の規模の地震には対応することが

いて参考となるものである。
なお、倒壊の危険があるなどの事情による家屋解体

えないとされている。同意見は、専門家である一級

の必要性は、建物賃貸借契約の解約申入について正当

建築士によるものであり、その内容に不合理なとこ

事由に該当するとした最高裁判例（最二判 昭 29・7・

ろは見当たらない。

9 判例タイムズ 42‑25）もあり、あわせて参考にされ

⑵

でき、早急な耐震補強工事や建替工事が必要とはい

Y1 の疾病のうち、特に肺気腫の進行は著しく、
外見上、本件建物から 5 分程度の駅までは休みつつ

たい。
（調査研究部調査役）
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“ コロナに負けるな ”
＼ 広報委員がおすすめする ／

大盛り店
特集

名物グルメ
盛岡で愛されている安くて、うまくて、
ボリューム満点のお店をご紹介します。

不動産に詳しい私たち
は飲食店にも詳しい？
このコーナーでは広報
委員おすすめのお店を
紹介します。

手作りにこだわるお食事処のニューフェイス

お食事処こがね
料理のボリュームが評判だったキッチンアベの店舗
にて昨年 12 月に開業した「お食事処こがね」。店名は
高松競馬場こがねパークがあった頃の昔ながらの地名
を店名に込めたいというご主人の思いから命名されま
した。キッチンアベ店舗での開業であることから前店
の人気メニューだったカツカレーをメニューに採用す
ることに。カツカレー用のお皿もキッチンアベから引
き継がれています。お食事処こがね独自のカツカレー
を提供したい思いから生まれた鶏と豚の 2 種類のカツ
が味わえるミックスカツカレーは幅広い年代のお客様
に喜ばれています。
ミックスカツカレー（750 円）

取材にあたり注文したメニューはお店の一押しミッ
クスカツカレー。注文が入ってから丁寧に揚げられる
カツに風味豊かなカレーの調和はお店の看板にふさわ
しい一品。お店は手打ちそばにもこだわり、1 日限定
10 食の手打ちそばをカレー南蛮でいただくことに。
丁寧な出汁とカレーの風味を味わいながら手繰る蕎麦
もお奨めです。料理に添えられただし巻き卵に漬物も
手作り。出汁の美味しさからも手作りにこだわるお店
の真伨な気持ちが伝わる見事なお食事処です。お店の
人気メニューのカレー、鶏カツカレー、豚カツカレー、
ミックスカツカレーもテイクアウトが可能です。
カレー南蛮そば（650 円）

Data
住 所
岩手県盛岡市高松 2‑2‑40
電話番号 019‑907‑5271
営業時間 11：00~15：00
定休日
毎週土・日曜日
Google map
駐車場
なし
※新型コロナウイルス感染症対策のため、営業時間や定休日
が記載と異なる場合があります。
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地域に愛される名物ジャンボ鶏唐揚げ

盛岡食堂高松店
地域に愛される人気店盛岡食堂高松店は名物唐揚げ
定食を始め、盛岡名物じゃじゃめん、中華料理の一品
料理から定食類など多岐に渡るメニューが満載。幅広
いメニューは家族連れやグループ客にも好評で幅広い
選択肢が魅力。名物ジャンボ唐揚げが提供されたきっ
かけは、これからの時代を担う学生たちにたくさん食
べて欲しいという思いから生まれ、そのサイズは子供
の拳と言ってもいい位ダイナミックな唐揚げが 5 つお
皿に並びます。この唐揚げは衣も独特の食感があり、
この味に魅了され大学生時代から通われるお客様も多
いそうです。なお、唐揚げ定食は食べやすい量も用意
されています。
唐揚げ定食（800 円）

令和 3 年 12 月で開業 40 周年を迎える盛岡食堂高松
店。お店の入口に味自慢たんたんめん、ちゃんぽん等
が書かれたプレートがあり興味をそそられますが、店
内に入るとカウンター上部に貼られたメニューの品数
にさらに圧倒されます。今回鶏唐揚げつけそばを注文。
食べやすくカットされた唐揚げに海苔のトッピング。
冷たい中華麺を熱いピリ辛のつけだれで頂きます。香
ばしい唐揚げに海苔の風味が加わり、つけだれで味の
変化を楽しめるもう一つの名物です。唐揚げ定食はテ
イクアウトも対応しており（汁物は除く）、こちらも
人気のメニューとなっています。
鶏唐揚げつけそば（750 円）

Data
住 所
岩手県盛岡市高松 1‑12‑5
電話番号 019‑661‑2576
営業時間 11：30~20：00
定休日
毎週木曜日
Google map
駐車場
あり
※新型コロナウイルス感染症対策のため、営業時間や定休日
が記載と異なる場合があります。
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名物グルメ

盛商サッカー部が愛したカツカレー

とんかつ熊さん
ご主人の愛称から名づけられたとんかつ熊さんは数
回の移転を経て平成 16 年に現在の場所での営業を開
始。お店の人気メニューは、スタミナ味噌ラーメン、
カツカレー（上）、Ｂとんかつ定食（ロースカツ）です。
スタミナ味噌ラーメンはラーメンの上にカツがトッピ
ングされた豪快なメニューで大蒜が効いた甘辛のスー
プとカツの競演が楽しめます。そして幾度となくテレ
ビでも放映され盛岡商業高校サッカー部が愛したカツ
カレー
（上）
。横長のお皿に盛りつけられたカツカレー
（上）は 1.2 キロの重さを誇ります。サッカーの試合
で岩手にやってきた多くの強豪名門校サッカー部も注
文したお店の看板メニューです。
スタミナ味噌ラーメン（1,050 円）
カツカレー（上）
（1,050 円）

昭和 48 年の開業から人とのつながりを大切にし
てきたご主人は地域の運動部合宿にも食事を提供し
てきた経験があり、来店するお客様に沢山食べて頂
きたい思いから定食類のご飯の盛りはサービスに溢
れています。B とんかつ定食に添えられた納豆もご
飯が進む工夫が現れています。現役の盛岡商業サッ
カー部員のほか、卒業生も社会人になって来店する
などお付き合いは続いているとのこと。お店の中に
飾られた有名サッカー選手のサインの数々に、店舗
外観に掲げられたグルージャ盛岡の応援ボード。ま

B とんかつ定食
（ロースカツ）
（1,250 円）

さに高校サッカー、サッカーファンの聖地とも言え
るお店です。

Data
住

所

岩手県盛岡市本宮 5‑1‑11

電話番号

019‑659‑3313

営業時間

11：00~22：00

定休日

毎週月曜日

駐車場

あり

Google map

※新型コロナウイルス感染症対策のため、営業時間や定休日が記載と異なる場合があります。
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きわこさんと学ぶ

文：高橋稀環子

北上山地 の暮らし と文化

第 17 回

岩手県のおよそ 3 分の 2 もの面積を占める北上山地。そのほぼ中央に位置する、
宮古市川井地域に受け継がれてきた民俗資料を展示する「北上山地民俗資料館」の
学芸員・高橋稀環子（たかはし・きわこ）さんが、北上山地に伝わる暮らしと文化を紹介します。

早池峰神楽のこと

〔Proﬁle〕北上山地民俗資
料館 主査兼学芸員。北海
道 出 身。1993 年、 岩 手 大
学人文社会科学部進学を機
に 岩 手 に 住 み 着 く。1999
年より北上山地民俗資料館
に勤務。

を払う神楽は、「ありがたい」ものであるとともに、
伝統行事を大切にする地域の人たちの心をつなぐ存在

新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年に続いて

でもあると思います。

開催をあきらめた行事に「小国分館神楽共演会」があ

民俗芸能の宝庫といわれる岩手県。神楽のほかにも

ります。民俗資料の調査事務所として当館小国分館が

鹿踊、剣舞など、多くの民俗芸能が神仏に関わって伝

オープンした平成 30 年、地元の江 繋早池峰神楽と

承されてきました。練習もままならない状況のなか、

末 角 神 楽 の 両 保 存 会 か ら 施 設 運 営 の無 事 を 祈 り、

伝統を守り、伝承を続けていこうと、どの保存会も努

権現舞で祝っていただいたのがきっかけで始まったイ

力なさっていることと思います。大勢が集まって地域

ベントです。2 つの神楽の、あわせて 8 つの演目を 3

の祭りを楽しんだり、遠慮せずに亡き人をしのんだり

時間ほどかけてじっくり鑑賞する内容です。これまで

できる、そのような日常が早く戻ってほしいと思いま

2 回開催し、市内外から多くの皆さんにお越しいただ

す。私も神楽共演会を再開することができたら、他市

きました。今年こそは、と考えていたので残念な気持

町村に伝わる早池峰山ゆかりの民俗芸能同士の交流の

ちでいっぱいです。

場を持ちたいと計画しています。

北上山地の最高峰・早池峰山は、古くから人々の信
仰を集めてきました。その信仰圏は広く、「早池峰山
供養碑」が県内はもとより、宮城県気仙沼付近にも存
在しています（※）。また、ゆかりの民俗芸能も伝承さ
れています。
「早池峰神楽」はユネスコの無形文化遺
産に登録された大償神楽と岳神楽の総称とされていま
す。このほかにも県内には「早池峰」と名の付く、あ
るいはその名前は付かなくてもゆかりがある神楽が多
数存在しています。
冒頭で紹介した江繋早池峰神楽は、早池峰山の東側
登山口がある江繋地区に伝承されています。早池峰山

「庭雀」江繋早池峰神楽保存会（令和元年 6 月 23 日
第 2 回小国分館神楽共演会）

のふもとを流れる薬師川沿いに走る県道で、岳神楽や
大償神楽が伝承される花巻市へ行き来することができ
ます。かつては、早池峰山の北側登山口にあたる門馬
にも早池峰神楽が伝えられていました。
同じく末角神楽は、山伏神楽の早池峰神楽に対し、
神職の家に伝えられた神楽です。早池峰の名こそつい
てはいませんが、早池峰神社の氏子の願いを受けて伝
授されるにいたったゆかりのある神楽です。
昔は土坂峠を越え、三陸沿岸の民家での門打ちも
行ったそうですが、現在、江繋早池峰神楽、末角神楽
のどちらの保存会も、神社の祭りや火防祭での奉納な

「舞い込み」末角神楽保存会（平成 30 年 6 月 24 日
小国分館開所式ならびに第 1 回神楽共演会）

ど地域に密着した活動を続けています。権現様をいた
だき、五穀豊穣、家内安全、無病息災などを祈り、悪

※『霊峰への誘い』（昭和 61 年

芳門申麓

著）p.45 〜 p.67
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本で
知る、
いわて
盆土産と十七の短篇
三浦哲郎 著
中公文庫

2020 年 6 月発行

第

表題作「盆土産」をはじめ、中学校・高校の国語教科書で親しまれ
た作品を中心に、自作について綴った随筆 3 篇を収録。短編名人と称
された作家のオリジナル短篇集は、東北の匂いがしました。
著者は青森県八戸市生まれですが、父は二戸市出身。のちに両親と

回

15

姉が一戸町に移住したことから一戸を「郷里」と呼び、自身も一時、
暮らしたことがありました。町内を流れる馬淵川に架かる岩瀬橋のそ
ばには、芥川賞受賞作『忍ぶ川』の文学碑が建立されています。
さて、表題作は、東京へ出稼ぎに行っていた父が、えびフライを土
産に帰省してきたという物語。小学生の主人公と家族は、初めての味
を堪能して……。時代を感じつつ、ほのぼのとした気分になる作品は、
教科書で読む年代より、大人になってこそ楽しめる気がします。

本から、連想ゲーム

縄文の風を感じて
7 月末、嬉しいニュースが届きました。一戸
町の「御所野遺跡」など、17 カ所で構成する「北
海道・北東北の縄文遺跡群」が世界遺産に登録。
世界文化遺産として、国内最古とのことです。
御所野遺跡は、縄文時代中期後半（5000 年〜
4200 年前）の拠点集落跡。ムラの人々は近くを
流れる馬渕川の支流や周辺の森で狩猟や採集、
漁労を中心とした生活を営んでいたそうです。
駐車場から「きききのつりはし」という木製
の歩道橋を渡っていく
「御所野縄文公園」。ここ
で竪穴住居や盛土遺構、ストーンサークル、公
園内の博物館では出土品などが見学できます。
四季折々の自然を体感できる「縄文の森」を散策
し、太古の昔に想いを馳せてみたいものです。
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芥川賞作家・直木賞作家を輩出するとともに、岩手を舞台にした作品が
出版されるなど、本にまつわる話題の尽きない岩手。「文学の国」と呼ん

文：内澤 稲子 プロフィール

にゃー

盛岡市在住のライターで編集者。新聞記者

でもいいほどの豊かな土壌があるのだと思います。そこで、こんなページ

を経てフリーに。大人のための北東北エリ

をつくってみました。

アマガジン『rakra（ラ・クラ）
』創刊に編

岩手出身やゆかりの作家の本、岩手にまつわる内容が含まれる本、あん
な本こんな本……を通じて、どんな「いわて」が見えてくるでしょうか。

集長として参加し、現在も関わっている。
猫好き。

本から、連想ゲーム

中世が今に残る地
遺跡つながりで紹介するのは「骨寺村荘園遺
跡」。一関市厳美町の本寺地区は、かつて骨寺村
と呼ばれた荘園でした。中尊寺の僧である自在
房蓮光が「紺紙金銀字交書一切経」の完成に伴い、
藤原清衡から与えられたということです。
ここは、中世の荘園絵図の景観が今も残る貴
重な遺跡です。自然の地形に沿った土地利用の
特徴が保存されていて、曲がりくねった水路や
小さな水田、イグネと呼ばれる屋敷林に囲まれ
て点在する家々などを見ることができます。絵
図から特定できる 9 区域が国史跡「骨寺村荘園
遺跡」に指定、一帯は国の重要文化的景観「一
関本寺の農村景観」に選定されています。
こうした景観を守っていくために、地域では
都市農村交流なども含めた、さまざまな取り組
みを行っています。心を寄せて行動することが、
歴史的な遺産を守る力になるのでしょう。

主人公は、出版社の営業部に勤める馬締光也。「言葉に対する鋭い
感覚」を買われて辞書編集部に引き抜かれ、定年の日が迫る上司の荒
木公平や仲間とともに、新しい辞書『大渡海』の完成を目指します。
本書には「大槻文彦の『言海』」が出てきます。大槻は江戸で生ま
れましたが、祖父が西磐井中里村（現在の一関市）出身で日本初の蘭
学入門書を著した大槻玄沢。父は漢学者の大槻磐渓。日本で初めての
国語辞書『言海』は四分冊で出版されました。最終巻が刊行されたの

舟を編む
三浦しをん 著
光文社文庫

2015 年 3 月発行

は明治 24 年（1891）
、辞書編纂を命じられてから 16 年が経っていた
そう。どれほどの困難があったのか想像もつきません。
読み進めているとき「辞書は、言葉の海を渡る舟だ」という言葉に、
はっとしました。舟を編む人々の熱意を感じながら読みたい 1 冊です。
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あなたの町の宅建協会レポート

支部活動報告

●─── 盛岡支部

令和 3 年度

第 1 回研修会を開催

指導研修委員会（委員長 藤村和広）は令和 3 年 6 月
21 日（月）、県本部研修委員会（委員長 鈴木寛隆）との
共催により「重要事項説明書 法令制限のツボ！」と題し
株式会社ときそうの不動産鑑定士吉野荘平氏を講師に
ウェブセミナーを開催しました。
吉野講師より「重説における法令制限の紛争を未然に
防ぐには正確な物件調査が必要であり、『地域・物件を
限定して調査項目を絞り込むこと』
『最新の法令改正に
アンテナを張り日頃から法令の仕組みを知っておくこと』がポイント」とご講義いただきました。
事前に申し込みをいただいた 129 名が参加（視聴）し、アンケートには「分かりやすく勉強になりました」
「法
令制限の大切さを実感しました」など関心の高さを感じた研修となりました。

●─── 花巻支部

空家等無料相談会が開催
令和 3 年 8 月 6 日と 7 日の両日、花巻市空き家対策協議会主催
による空家等無料相談会が花巻市文化会館において開催されまし
た。
当日は、新型コロナウイルス感染防止対策を講じるとともに、
協議会の構成員である岩手県司法書士会、岩手県土地家屋調査士
会、岩手県建築士会花巻支部、花巻市定住推進課、当協会花巻支
部からそれぞれ相談員を派遣し、専門知識や取引事例等を踏まえ
ながら空き家の管理や処分方法に関する相談に対応しました。
新型コロナウイルスの影響もあり、例年と比べて相談者数は減となりましたが、空き家の処分に困っている方
は多いことから、花巻支部におきましては、引き続き、不動産取引に係る専門家として空き家問題に取り組んで
参ります。

●─── 二戸支部

令和 3 年度暴力団追放二戸地区民会議総会に出席
令和 3 年度暴力団追放二戸地区民会議の総会が令和 3 年 7 月 2 日に
二戸パークホテルで開催されました。当日は、
「暴力団の資金源の根絶」
と題した研修会も開催され、講師の二戸警察署刑事課長様より、近年
の反社会勢力の資金獲得の手法に関する説明があった他、県北地域に
おいて実際に発生した犯罪の様子についても紹介がありました。
毎年反社会勢力の認定数は減少しているものの、コロナ禍の中でも
日夜資金獲得のために策を講じている団体の存在を再認識させられた
研修会でした。
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こめんと
バトンタッチ
Vol.141 のラストコメンテーター
㈲アールアンドデー不動産 藤根 秀平さんから、
㈱北日本土地 高橋智也さんへ
バトンタッチ！

「 最近読んだ本について 」
高橋

智也さん（384 人目）

㈱北日本土地（花巻支部）
花巻市西大通り 1 丁目 6‑20
TEL 0198‑22‑3045

原稿を考えている 8 月の休日に読んだ「ハグとナガラ」

当たり前だった日常を改めて幸せに感じられる内容でし
た。旅行で出会える景色やグルメや人を通じ見聞を広げる
ことができるのも貴重に思います。
今はコロナによって、仕事上でも対面でコミュニケー
ションを取る機会や場が減ったり、社内行事もなくなった
りと残念な事が多いですが、早く終息して元通りの生活に
なりいろんな所を旅したいと感じました。

という本は二人の季節ごとに気ままに日本全国に旅に出る
物語の内容ですが、こんな時だからこそ旅ができる幸せや

「 盛岡散歩 」
颯田

結衣さん（385 人目）

ッチ！

んにバトンタ

の颯田結衣さ

ウス
次は、㈱シリ

では紅白帽子の小学生達が、この建物が明治時代に建てら
れたと知り驚きの声をあげているのが聞こえました。そこ
から肴町アーケードを端まで歩き、南に向かうと、大慈清

㈱シリウス 北上店（北上支部）
北上市さくら通り 1 丁目 6‑23
TEL 0197‑61‑3670

水ではこの日も数人が水を汲みながらおしゃべりしていま
した。大慈寺小学校の前を通り、鉈屋町の町屋風情を感じ
て、知らない住宅街をジグザグ歩き、ついに 21 体の石仏

予定のない休日にはよく、盛岡の街を散歩します。先日

が堂々と並ぶ十六羅漢公園が現れました。公園で石仏を眺

の休みの日は、子供の頃に行った記憶がある十六羅漢公園

めながら休憩したら、盛岡八幡宮を参拝し、八幡通りのレ

を目指すことにしました。出発地点は盛岡城跡公園です。

トロな建築を楽しみながら盛岡城跡公園へと戻りました。

盛岡城のお堀、鶴ケ池の万緑を眺めながら岩手銀行赤レン

日々変化する街並みの今を、その時々で楽しんでいきたい

ガ館方面へ向かいます。中の橋を渡ると、赤レンガ館の前

です。

「 ドクダミとスギナ 」
吉田

統一さん（386 人目）

㈲中央不動産（盛岡支部）
盛岡市内丸 6-5
TEL 019‑652‑2839

！

バトンタッチ

田統一さんに

不動産の吉
次は、㈲中央

想定以上に手強い。仕事柄、草取りは身近な作業だが自
分でやるとなると話は別。
先ずはご近所様の手前、1 項 1 号道路に面した砕石敷き
に生えているところからアタック。我ながらキレイに抜き
取り、ドヤ顔で「しばらくは大丈夫」なんて思っていたの
も束の間、お仲間の草たちと共に逆襲。恐るべし地下茎。

一軒家に住みながら、これまでほったらかしにしてきた

押さえ込むことを想定していたのに、最近は「ドクダミの

家の周りに、お約束のドクダミとスギナを筆頭に名も知ら

花も綺麗だねぇ」「スギナを食す地方もあるらしい」等、

ない野草たちが繁茂している。そこに来てこのコロナ禍。

勝手に共生の道を探っている。茎を折る前に、気持ちが折

週末の予定を埋めていた息子の部活観戦も予想通りに 6
月で終了し、ただでさえ出不精の私に野草達と対決する時

れそう…。
おあとがよろしいようで。

間ができた。

チ！

んにバトンタッ

わ㈱の石川晃さ

いしか
次は、不動産の

13

023424-01[1-24].indd 13

2021/10/11 8:28

不動産に関する各種無料相談のご案内
当協会、ハトマークグループでは不動産に関する各種無料相談を実施しています。
【相談員による不動産専門相談について】
当協会では、不動産に関する様々な問題等について、実務経験が豊富な相談員
（宅地建物取引士）
による専門相談を実施しています。
当面の間、新型コロナウイルス感染症予防のため、面談による相談を中止し、電話による相談の
み受付していますのでご了承ください。
≪相談員（宅地建物取引士）による不動産専門相談窓口≫

☎ 019‑646‑1111

13：00 〜 15：00
火曜日・木曜日（祝日・年末年始を除く）

【
「不動産契約書」及び「重要事項説明書」に関する電話相談について】
ハトマークグループでは、実務に精通した相談員による「不動産契約書」及び「重要事項説明書」
の内容等に関する電話相談を実施しています。
相談時間は 15 分以内となります。
なお、この窓口は「不動産契約書」及び「重要事項説明書」に関する内容に限定しているため、
取引上のトラブル等については対応いたしませんのでご注意ください。
≪「不動産契約書」及び「重要事項説明書」に関する電話相談窓口≫

☎ 03‑5821‑8118
受付時間

【（公社）全国宅地建物取引業協会連合会】

13：00 〜 16：30
月・火・木・金（祝日・年末年始を除く）

弁護士による宅地建物取引に関する電話相談について
ハトマークグループでは、不動産法務に造詣の深い弁護士による「宅地建物取引及びそれに付随
する法律事項」に関する電話相談を実施しています。

in f or mation

受付時間

【（一社）岩手県宅地建物取引業協会】

相談時間は 15 分以内で、1 回の相談につき 1 つの案件に限ります。
相談は宅地建物取引業協会会員限定で、相談にあたり事前の予約が必要です。
相談を希望する際は、全宅連 HP 内の会員限定業務支援サイト「ハトサポ」にアクセスして相談
日程を確認し、サイト内の「電話法律相談予約票」をダウンロードのうえ必要事項を記載して、全
国宅地建物取引業協会連合会（FAX：03‑5821‑8101）宛てに FAX により申込みを行ってください。
申込みが多数の場合、先着順により相談者を決定します。
なお、この相談においては、契約書等の確認（リーガルチェック等）、宅地建物取引以外の内容、
裁判中または調停中の内容、すでに弁護士等に依頼・相談をされている内容等については対応いた
しませんのでご注意ください。
【会員限定業務支援サイト「ハトサポ」】

https：//www.zentaku.or.jp/hatosapo/
または

全宅連

ハトサポ

検索
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Web 研修のご案内
ハトマークグループでは、宅地建物取引業に関する専門的知識の習得及び能力の向上を図るとともに
消費者保護を目的として、Web 研修を実施しています。
研修メニューは、
「法令改正」
、「判例解説」
、「トピックス、シンポジウム」
、「実務セミナー」の 4 項目
から構成されており、Web 上に研修動画を公開していますので、パソコンやタブレット、スマートフォ
ンにより、いつでも、どこでも、何回でも視聴することができます。
当協会の会員は無料で視聴することができます。
視聴の際は、全宅連 HP 内の会員限定業務支援サイト「ハトサポ」にアクセスのうえ、ご利用ください。
【会員限定業務支援サイト「ハトサポ」】

https://www.zentaku.or.jp/hatosapo/
全宅連

または

ハトサポ

検索

改正民法対応「特約・容認事項文例集」について
ハトマークグループでは、会員限定業務支援サイト「ハトサポ」において、2020 年 4 月施行の改正民
法に対応した売買契約書や賃貸借契約書、重要事項説明書等の様式を掲載しているほか、画面の案内に
従って項目を入力・選択して契約書を作成する「ハトマーク Web 書式作成システム」を提供しています。
また、不動産取引の際に当事者間で合意した内容について、トラブル防止の観点から、契約にあたり
文書化することが重要となっていることを踏まえ、ハトマークグループオリジナルの「特約・容認事項
文例集」を作成し、実務に役立つ多数の文例を会員限定で公開しています。
「特約・容認事項文例集」は、「売買編」、「賃貸編」、「借地権編」から構成され、事例・項目毎に体系
的に整理されていますので、取引内容に応じた必要な文例を簡単に検索し、利用することができます。
契約書作成の際は、全宅連 HP 内の会員限定業務支援サイト「ハトサポ」にアクセスのうえ、ご利用
ください。
【会員限定業務支援サイト「ハトサポ」】

https://www.zentaku.or.jp/hatosapo/
または

全宅連

ハトサポ

検索

専任の宅地建物取引士の就任・退任の際に必要な手続について
専任の宅地建物取引士が就任または退任した場合は、「宅地建物取引業者」が専任の宅地建物取引士の
変更に関する『名簿登載事項変更届出書』を、
「宅地建物取引士」本人が勤務先の変更に関する『変更登
録申請書』をそれぞれ登録先に提出する必要があります（宅地建物取引業者が名簿登載事項変更届出書
を提出することにより、宅地建物取引士の登録内容が自動的に変更することはありませんのでご注意く
ださい）。
なお、「宅地建物取引業者」による手続は事由発生から 30 日以内に、「宅地建物取引士」による手続は
事由発生後、速やかに行ってください。
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協会の動き

6. 1

第 4 回正副会長会

6. 4

令和 3 年春の褒章伝達式（ホテルメトロポリタン盛岡本館

6. 8 ［全宅保証］第 3 回弁済業務委員会（東班）（Web 会議

中嶋副会長）

多田本部長）

6. 9 ［不動産流通推進センター］第 1 回通常理事会（Web 会議
6.21

第 2 回宅建業者等研修会

6.24

会計指導（財務委員会）

受講者 91 社 129 名（Web 配信）

6.29 ［全宅連］
［全宅保証］令和 3 年度定時総会（東京
7. 1

多田会長）

多田会長）

第 5 回正副会長会

7. 5 ［東北地区不動産公正取引協議会］第 1 回理事会（Web 会議

令和

7.15 ［全宅保証］第 4 回弁済業務委員会（西班）（Web 会議

多田会長、下河原副会長）

多田本部長）

年

7.16 ［盛岡西地区防犯協会連合会］防犯功労者等表彰授与式・感謝状贈呈式（盛岡西警察署 多田会長）

3

月

6

日〜令和

1

7.16

会計指導（財務委員会）

7.21 ［岩手県立県民生活センター］令和 3 年度消費生活相談員スキルアップセミナー
（県民生活センター

下河原苦情相談委員長、藤村苦情相談副委員長、中村職員）

7.26 ［東北地区不動産公正取引協議会］第 44 回通常総会（Web 会議

多田会長、中嶋副会長、

年

下河原副会長、髙橋副会長）

3

月

8. 2

日

8. 3 ［全宅連 北海道・東北・甲信越地区連絡会］第 2 回運営協議会（Web 会議

8

31

第 6 回正副会長会

8. 4 ［全宅連］新流通システム意見交換会（Web 会議
8. 5

多田会長）

小田島広報流通委員長、中村職員）

第 2 回広報流通委員会

8. 6 ［花巻市］空家等無料相談会（花巻市文化会館

花巻支部）

〜7
8.19

会計指導（財務委員会）

8.23

第 3 回宅建業者等研修会 （web 配信

受講者 68 社 107 名 )

8.25 ［全宅連］
［全宅保証］第 2 回理事会（Web 会議

多田会長）

8.26 ［全宅保証］第 5 回弁済業務委員会（東班）（Web 会議

多田本部長）

苦情相談委員対応による不動産無料相談を毎週火曜日と木曜日（祝日を除く）に開催してい
ます。
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ニューフェイス ★★

新入会員紹介

令和 3 年 6 月 1 日〜令和 3 年 8 月 31 日

㈱ミライカ

㈱東北不動産 Labo

免許証番号／
岩手県知事免許（1）第 2677 号
代表者／齋藤 貴将
専任宅地建物取引士／齋藤 貴将
所在地／岩手県北上市飯豊 17‑40‑3
TEL：050‑8881‑8937
FAX：050‑8881‑8938

免許証番号／
岩手県知事（1）2681 号
代表者／菅野 龍介
専任宅地建物取引士／菅野 龍介
所在地／岩手県陸前高田市米崎町字
樋の口 12‑6
TEL：0192‑22‑7930
FAX：0192‑22‑7931

Q&A

新入会員紹介

Q&A

Q1. 代表者の出身地はどこですか。⇒北上市

Q1. 代表者の出身地はどこですか。⇒陸前高田市

Q2. 趣味または特技は何ですか。⇒距離と面積を目測で当

Q2. 趣味または特技は何ですか。⇒釣り、ソロキャンプ

てること

Q3. 開業したきっかけを教えてください。⇒震災後岩手を

Q3. 開業したきっかけを教えてください。⇒自社物件の拡
充に伴い、宅建事業を充実させるため
Q4. 協会に期待することは何ですか。⇒地域特性に併せた
研修会等の開催を期待しています。
Q5. これからの意気込みをお願いします。⇒次の世代に胸
を張れるような仕事を積み重ねていきたいと思います。

離れておりましたが、結婚を機に地元で仕事を始めよ
うと思い開業しました。
Q4. 協会に期待することは何ですか。⇒最新の法改正の周
知と、業界のトレンドの共有を期待します。
Q5. これからの意気込みをお願いします。⇒同業他社様と
共存共栄し、不動産業界を盛り上げて参ります。

㈱カガヤ不動産

小野寺不動産企画

免許証番号／
岩手県知事（1）第 2559 号

免許証番号／
岩手県知事（1）第 2674 号

代表者／加賀谷 輝雄
専任宅地建物取引士／鷹橋 康一
所在地／盛岡市肴町 4‑5‑4 階
TEL：019‑601‑9522
FAX：019‑613‑7752

代表者／小野寺 幸作
専任宅地建物取引士／小野寺 幸作
所在地／奥州市水沢真城字大檀 76‑1
TEL：0197‑25‑7782
FAX：0197‑25‑7782
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第 16 回

アンダーエイジ

住んでます !

〈左：熊谷由輔

右：結城多聞〉

吉本興業「あなたの街に住みますプロジェクト」で、岩

いわて

手県担当芸人となり、2011 年から岩手に住んでいるアン
ダーエイジのお二人。県内各地を行脚しているアンダー
エイジならではの視点で岩手県の魅力をご紹介します。

熊谷由輔 ›››› 今回は我が地元花巻市。
花巻は、宮沢賢治先生の出身地。そのため、小さい頃から宮沢賢治先生尽くめでし
た。
その中でも 1 番記憶に残っているのが、小学校の時に自転車で 10 ㎞ 以上離れてい
る宮沢賢治記念館まで自転車で行くというチャリンコ遠足！小学生が 10 ㎞ を自転車
で行くだけでも大変なのに、宮沢賢治記念館は山の頂上にあるので最後に山を登らな
いといけないんですよ。TBS オールスター感謝祭の赤坂 5 丁目ミニマラソンの心臓破
りの坂と比べ物にならないですよ！坂じゃないですもん！山ですもん！そのような辛
い記憶のせいか熊谷少年は宮沢賢治先生から少し距離をとっていました。
そんな中、僕が中 2 の時に、Mr.Children の歌の歌詞の中に宮沢賢治が出てくると
いう、大事件が起きるのです！（※曲名「タイムマシーンに乗って」
）そして、僕の
中で、" あの桜井和寿が宮沢賢治を認めている " って思ったのです。今考えたらおか
しいですよ。桜井さんが認めるも何も、それ以上に世界的にファンも多く、今年で生
誕 125 年を迎える大偉人ですから。
しかし当時の僕からしたら、大きなねじれ現象が起きたのです。
そして、改めて調べてみると、銀河鉄道の夜はジョバンニとカムパネルラが出てく
るので、ヨーロッパの話しかと思ったら花巻の話で、そのオシャレさシュールさ独特
な感性に引き込まれ一気にファンになり、その他の作品についてもいろいろと調べて
その奥深さに魅了されました。賢治先生が自分と同じ花巻出身であることが誇らしく 花巻駅 近くにある銀河鉄 道の夜の壁
画、高校生の時毎日のように通ってい
なりました。
皆様も改めて、賢治先生の本を手に取ってみてはいかがでしょうか？

た時は何も感じなかったのですが、今
は大好きな場所になっています。

結城多聞 ›››› 絶世の美女 !!
仕事で宮古市に宿泊した。コロナ禍以前であれば、団体で居酒
屋を予約し「明日もありますんで軽めに」とか言いながら気付け
ば「アバンチュールしてぇっすねえ」と訪れた街の夜を満喫しよ
うと頑張るのが大体のパターンであった。しかし、コロナ禍真っ
只中の現在においては「食事は各自でお願いします」とドライに
言われる。寂しいものである。
しかし、下を向いていても仕方がない。こういう状況だからこ
そ一人で楽しもうと切り替える。要は切り替えである。そして僕
はふと何かを思い出す。
「そうだ。たしか宮古といえば、あの有名
姉妹をも超えるゴージャスさとセクシーさを兼ね備えた絶世の美女がいるという噂を耳にしたことがある」
。
僕は一人夜の街へ出掛けた。クチコミを頼りに一件のお店に飛び込んだ。心臓の鼓動が自然に高まる。緊張。僕は一杯引っ
掛けてから来るべきだったと後悔した。僕は意を決して御目当ての女性を指名した。
「お待たせしました」
。僕が顔を上げると彼女と目が合った。身体中に電気が走る。生唾ゴクリ。美しい。
「瓶ドンと申し
ます」
。ガタガタと自我の崩壊する音が聞こえた。僕は無我夢中で彼女を味わい尽くしたのだった。

【プロフィール】岩手県花巻市出
身の熊谷由輔と、山形県出身の結
城多聞。よしもと唯一の東北出身
者同士のコンビ。2011 年より岩手
県住みます芸人に就任、テレビ・
ラジオなど日本で一番大きな県
「岩手」を縦横無尽に活動中。

【レギュラー番組】
岩手朝日テレビ 「Go!Go! いわて」 毎週土曜日 9：30 〜
テレビ岩手

「うまのわ」 毎週土曜日 16：55 〜

IBC ラジオ

「アンダーエイジの気分は爽快シャキッとラジオ DX」 毎週土曜日 22：00 〜

FM 岩手

「花金ラジオ★ HYPER」 毎週金曜日 19：00 〜

えふえむ花巻

「フラワープラス」 毎週火曜日 11：30 〜
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業界の変動 令和3年6月1日〜令和3年8月31日
変更等
支部

商号又は名称

変更事項

変更前

変更後

盛岡

㈱遠忠

代表者

遠藤

忠志

遠藤

盛岡

グレース住宅販売㈱

所在地

〒 020‑0024
盛岡市菜園 1‑11‑3

〒 020‑0024
盛岡市菜園 1‑11‑3
カガヤ菜園ビル 1 階

盛岡

橘建設㈱

代表者

橘

橘

盛岡

セキスイハイム東北㈱
北東北支社

事業所
名称

セキスイハイム東北㈱

北上

㈲平和ハウス

所在地

〒 024‑0061
北上市大通り二丁目 8‑11

〒 024‑0031
北上市青柳町二丁目 6‑38

奥州

㈱アルム不動産運輸

代表者

光野

茂樹

髙橋

千夏

一関

㈲清水建築

代表者

佐藤

剛志

佐藤

英之

二戸

㈱旭商事

商号
代表者
所在地

㈲旭商事
秋山 照明
〒 028‑5311
一戸町高善寺字野田 110‑1

㈱旭商事
秋山 真広
〒 028‑5311
一戸町高善寺字野田 9‑1

気仙

大船渡市農業協同組合

代表者

菊池

猪股

冨雄
岩手支店

忠臣

伸也

セキスイハイム東北㈱

司

北東北支社

岩夫

レインズ利用実績データ

会員数状況
令和３年５月 31 日現在会員数
入

会

者

数

4（正会員

4、準会員 0）

退

会

者

数

8（正会員

6、準会員 2）

令和３年８月 31 日現在会員数

月

6

7

8

累計

録

282

309

231

822

買

201

212

150

563

売

主

59

58

22

139

代

理

3

3

0

6

専

属

7

7

5

19

専

任

59

81

54

194

一

般

73

63

69

205

貸

81

97

81

259

成 約 件 数

73

63

56

192

検 索 件 数

3,638

3,445

3,069

10,152

図面検索件数

1,465

1,994

1,663

5,122

589（正会員 500、準会員 89）

登
売

585（正会員 498、準会員 87）

廃業
支部

商号又は名称

盛岡

㈱カガヤ

盛岡

㈱カガヤ 肴町事務所

北上

笠松不動産

北上

㈲丸安工務店

北上

㈲若葉エステート

一関

㈱日本ハウスホールディングス

二戸

㈲ディーアイオー企画

沿岸

㈲木村不動産

賃

一関支店
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チョット一息
空いた時間に試して見てください。
頭の体操で気分をリフレッシュ！

わかるかな！≪言葉クイズ≫
（例）
例題を参考に熟語 2 文字
の真ん中 1 文字をお答えく

（問題）

路
↑

硬 水 分
→

→

↑

↑

ださい。

→
補→?
成
↑

軟

正解者の中から抽選で巻末の賞品
を 3 名様にプレゼント。みなさまの
応募をお待ちしています！

全

表紙‼

トは裏

☆ヒン

未

読 者 の 窓
■■■■■■■■■■■■■■■
○

いつも充実した内容で素晴らしいです。いつか編集

○

新型コロナウイルスの影響で、多くの行事が中止と

なり、また、開催に至っても感染防止の観点から規模

います。

が縮小されるなど寂しい限りです。それでも、皆さま

○

部の特集をして皆さまをご紹介していただけたらと思
（匿名希望）

94 歳、91 歳、70 歳、66 歳の家族一同でワクチンを打っ
てきて思うこと。このまま何事もなく、コロナ禍がす

が長引くコロナ禍を乗り切ろうとアイデアや工夫を重
ねている姿に頭が下がります。

（匿名希望）

ぎ去り、また元のように老親と温泉に出掛け、おいし

○

いものを食べに行きたいです。こんなささやかなお願

○ 「北上山地の暮らしと文化」を毎号欠かさずに読んで

いを神様は聞いてくれますよね（笑）
○

（髙橋

敦子）

いつも楽しく読ませていただいております。雫石の
ロープウェーは、昨年友人が乗車して星空に感動した！
と言っていました。

○

（平賀

美香）

表紙のイラストが可愛らしいですね。 （アマビエ君）

います。北上山地民俗資料館に行ってみたいと思いな
がらも、なかなか実行に移せていませんが、コロナが
収束したときに行ってみようと思っています。
（タイマグラ）

初めてこの情報誌を見ました。とても勉強になりま
した。

（匿名希望）

編 集 の 窓
■■■■■■■■■■■■■■■
今号では、新しい企画として、長引く新型コロナウイルス感
染症の影響により、厳しい経営環境が続いている飲食業界を応
援しようということで、コロナ禍に負けず、
「大盛りメニュー」
を提供する飲食店について特集しました。
どのお店もボリュームは勿論のこと、味も値段も大満足‼紹
介したメニュー以外にもコスパ抜群の大満足メニューが取り揃

えられています。
新型コロナウイルス感染症対策を万全にして、皆様もぜひお
楽しみくださいね。
末筆となりましたが、今回ご協力いただきました店舗の皆様
に心より感謝申し上げます。
（事務局 佐々木）
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プレゼントクイズの賞品

◆◆◆

イーハトーヴ

◆◆◆

今回のクイズの賞品は

完熟ミニトマトジュース
（190 g×15 本）セットを
3 名様にプレゼント !!
岩手県二戸市浄法寺産の完熟したミニトマ
トを 100％ 使用した糖度と酸味のバランスが
とれた濃厚な味わいのジュース。
県内有数のミニトマトの産地である浄法寺
の太陽の恵みをたっぷり受けながら大切に育
てられたミニトマトを贅沢に使用しています。

住所：〒 028‑6908
岩手県二戸市浄法寺町野黒沢 133‑1
日帰り入浴：10：00 〜 20：00（受付時間）
チェックイン：15：00／チェックアウト：10：00
定休日：毎月第 4 水曜日
お問合せ先：TEL 0195‑38‑3222
FAX 0195‑38‑3225
ホームページ：
QR コード

正解者の中から抽選で賞品をお送りいたします。

［応募要項］
ハガキまたは E メール（koho@i‑tk.or.jp）
に必要事項を明記してご応募ください。
● クイズの答え

● 情報誌イーハトーヴのご感想
（紙上で紹介することがありますので、匿名希望・ペンネームの方は必ずお書き添え下さい）

vol.141 プレゼントクイズ 正解と当選者発表
【正解】
「銀」 【プレゼント賞品】『雫石銀河ロープウェーペア乗車券』
●当選者……髙橋 省子 様 他２名様

023424-01[1-24].indd 24

\ おめでとうございます！ /

印刷所 山口北州印刷㈱

● 郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号

● 締切 ─── ●令和 3 年 10 月 29 日（金曜日）当日消印有効
● 宛先 ─── 〒 020‑0127 盛岡市前九年一丁目９番 30 号
岩手県不動産会館
（一社）
岩手県宅地建物取引業協会 事務局
● 当選者 ── 当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせ
ていただきます。

ＴＥＬ ０１９
︵６４６︶
１１１１

23 ページのクイズを解いて、ぜひ応募してください！

発行所 一般社団法人 岩手県宅地建物取引業協会

稲庭交流センター 天台の湯

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会岩手本部

〜天台寺名誉住職 「瀬戸内寂聴さん」
命名の名湯もぜひご利用ください〜

https：//tendainoyu.co.jp/

10

〒０２０ ０
㽎１２７ 盛岡市前九年一丁目９番３０号 岩手県不動産会館

食塩や糖類、着色料、保存料無添加なので、
塩分や健康が気になる方にも安心してお飲み
いただけます。素材のおいしさをそのまま詰
め込んだこだわりの逸品をお楽しみください。

宅建いわて vol.142 発行人 会長 多田幸司
２０２１年 月
編集人 広報流通委員長 小田島行伸

“ 稲庭交流センター 天台の湯 ” 様よりご提供の
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