住まいサポ―トなごや



◆第１回
（６月 日）
◆
・事業
 説明：住まいサポー
トなごや
・勉強
 会テーマ：「賃貸借
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公益社団法人愛知共同住宅協会

公益社団法人愛知共同住 となった。

回定時総会開催

（議案第１号）

弁護士や住宅相談員から、法的視点や実情を学ぶ
契約の基本、高齢者や外 宅協会（梅村忠直会長）は
司会は長縄晃子理事。
令和４年度事業計画、収
国人、ひとり親世帯等の 令和 年 月 日（月）名
梅村忠直会長の挨拶に続 支予算報告
入居支援について」
古屋市東区上竪杉町のウイ き、鈴木晶博副会長が議長
公益社団法人愛知共同住
各議案について、事務局
宅協会（梅村忠直会長）と ・情報
の説明の後、審議し、すべ
 提供：「名古屋国際 ルあいちで第 回定時総会 として議事進行した。
センター」
を開催した。
て可決承認された。
社会福祉法人名古屋市社会

新型コロナウイルス感染 〈議事及び報告事項〉
福祉協議会が名古屋市の委 ・参加
 者 団体
（７月 日）
◆
拡大防止の観点から、多く
令和３年度事業報告、監
託で実施している「住まい ◆第２回
サポートなごや（名古屋市 ・事業
 説明：住まいサポー の会員は委任状による出席 査報告、収支決算承認の件
トなごや
居住支援コーディネートモ
デル事業）
」では、令和４ ・勉強
 会テーマ：「近隣ト
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《新役員》

代表理事



佐藤 純雄

回通常総代会開く

名古屋市共同住宅経営者協同組合

ラブル、修繕や退去（入
年度居住支援勉強会を開催

居者死亡等）について」
中である。
第１回は、令和４年 月 ・情報
 提供：「なごやかエ 名古屋市共同住宅経営者 第２号
ンディングサポート事 協同組合（佐藤純雄代表理
日（木）
、第 回は、同

令和
 ３年度会計監査報告
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事）は、 月 日（月）名
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年 月 日（水）に、いず
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国土交通大臣免許番号(5)第5338号
ＴＥＬ：052-249-3650
ＦＡＸ：052-249-3651

東海担当

ベターマーク
認 定 業 者

〒456-0032

団体

び一組合員に対する貸

借入
 金残高の最高限度及

付金残高の最高限度額
決定の件
役員改選

第６号

梅村忠直理事が議長に選出 （議案第 号）

名古屋店

れもオンラインにて開催し

・参加
 者

参加者からは「こんな現

収支決算報告の件

令和
ルあいちで第 回通常総代
た。第３回は、同年８月
 ４年度事業計画案、
収支予算案承認の件
「住まいサポートなごや」 会を開いた。
日（火）の予定である。
議長には梅村忠直氏が選 第４号
「よく相談をいただく住 では、このような企画を通
経費
まいの事例」をもとに、柴 じて、参加者が知識を整 ばれて、審議を行い、全議
 の賦課及び徴収方法
決定の件
田将人弁護士が法律の考え 理する機会を得ていただ 案が満場一致で可決され
第５号
方を解説した後、柴田弁護 き、オール名古屋で、より た。

８５９７）
。

士が主に「借りる側目線」 よい居住支援の輪を広げて
で、愛住協住宅相談員が主 いきましょう！と呼びかけ 〈議案〉
に「貸す側目線」で支援の ている（住まいサポートな 第１号

令和
実際について、掛け合いト ごや：０５２︲６８４︲
 ３年度事業報告及び
ークを繰り広げた。

続けることとなり、本人名 は「はじめて聞くこと」で

（公社）愛知共同住宅協

をテーマに開催予定。
会は、地域の実情にあっ

TEL 0532-53-1186

LP

「居住支援勉強会」
（３回連続講座）
開催

.E

D ‑2 TYPE
D ‑1 TYPE
D ‑1 TYPE
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福祉課）
、社会福祉協議会、



障害者委託相談支援事業所
「ど う し て 話 し 合 う 場 が
のメンバーが集まった。相談
必要なの？」

支援地域アドバイザー、愛

ＴＥＬ：052-249-3650
〒453-0015 名古屋市中区栄3-17-17
エイブルビル ２階
〒453-0015 ＦＡＸ：052-249-365
名古屋市中区栄3-17-17
エイブルビ

豊橋市前田町二丁目1-23

東海担当
ＴＥＬ：052-249-3650
ＦＡＸ：052-249-3651
ＴＥＬ：052-249-3650
ＦＡＸ：052-249-

〒440-0814
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全国
知共同住宅協会理事がアド
た「居住支援」の輪を広げ （公社）
 賃貸住宅経営者協会連合会定時総会
～大切に育てたい、
バイザーとして参加、オブ
ていく活動を応援していま
障害者の居住支援の芽～
ザーバーとして国土交通省
す。進め方のご相談、講師
〈報告事項〉
公益社団法人全国賃貸住 〈議案〉

中部地方整備局も参加した。
派遣など、お気軽に事務局 宅経営者協会連合会（ちん ・２０２１年度決算報告及 ・２０

 ２１年度事業報告
自己紹介と趣旨説明のあ き物件がある地域でもなか 制度の有無や、現実にでき にご連絡ください。
び承認の件
・２０
たい協会）は、令和４年
 ２２年度事業計画
月 日（火）
、第 回定時 ・２０
 ２１年度監査報告及 ・２０
 ２２年度収支予算
と、愛住協理事が「居住支 なか部屋が借りられない事 るできないに関係なく、「こ 愛住協事務局

一部の参加者にとって、 んなしくみがあれば」
など、

援協議会」について説明。 例をもとに、話し合った。 んな不動産屋があれば」「こ

続いて、グループワークで

名古屋市天白区元八事五丁目86番
TEL 052-833-2885 ／ FAX 052-836-3367

日本最大級！信頼のネットワーク
日本最大級！信頼のネットワーク
安心・快適で豊かな「くらし」をご提
安心・快適で豊かな「くらし」をご提案

勝彦

山田

4

電話 ０５２︲３２４︲ 総会を開催した。
び承認件
８４８８
審議の結果、全議案が可 ・役員

 改選の件
（
 平日午後１時～５時）。 決された。

株式会社エイブル
企画開発事業本部 企画開発事業本部
東海担当
株式会社エイブル
株式会社エイブル
企画開発事業本部
東海担当

豊 橋 店

〒453-0015 名古屋市中区栄3-17-17 エイブルビル

名古屋市守山区小幡南2−3−25
TEL（052）795−0709 (代表）
FAX（052）795−0710
0120−154−103

安心・快適で豊かな「くらし」をご提案
安心・快適で豊かな「くらし」をご提案

アイチ畳内装株式会社

企画開発事業本部

株式会社エイブル

愛知県知事（般24）第23444号

みよし市で、障害者の居 ①会社の寮を退職後も借り だが、他の参加者にとって くトークをした。

3
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国土交通大臣免許番号(5)第5338号

外壁・塗装・防水工事

住支援が芽吹いた。

5

5

一

5

5

2

は、
２グループに分かれて、 これらは「よくある事例」 自由で柔軟な発想で、楽し

53

正
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13
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愛知県知事許可
（般‑18）第33293号

日本最大級！信頼のネットワーク
日本最大級！信頼のネットワーク

内装工事一式

13

愛知県賃貸住宅経営者協会通常総会開催
みよし市障がい者自立支 義に変更しようとしたがう ある。そこで、
「はじめて 実があることをはじめて知
援協議会では、令和４年６ まくいかなかった事例、② があたりまえ」という視点 った」
「みんなに分かって
月 日、オンラインにて、 家族と同居しているが一人 に立って、障がい者が置か もらい、みよし市らしい支
令和 年度事業計画、収
愛知県賃貸住宅経営者協 され、議事進行した。
第１回「居住支援勉強会」 暮らしをすることになり、 れている現実を理解し、「み 援をしていきたい」との声 会（鈴木晶博会長）は 月
支予算報告
を開催、みよし市役所（都 身分証明書として精神障害 んなでどういった手だてが が聞かれた。
各議案について、事務局
日（月）名古屋市東区上 〈議事及び報告事項〉
市計画課、子育て支援課、 者手帳を示したところ、空 あると良いか」を考えた。 第２回は、 月に「話し 竪杉町のウイルあいちで通
令和 年度事業報告、監 の説明の後、審議し、すべ
合う場ってどんなところ」 常総会を開催した。
査報告、収支決算承認の件 て可決承認された。
23

24

田

岡

4

23

46

23

53

23

7

53

41

44

6

23

名古屋市共同住宅経営者協同組合
〒460-0016
名古屋市中区橘₁丁目26番18号
Ｄ-フラット東別院306号
TEL（052）324-8488
FAX（052）324-8388
発 行
編集室

共 同
住 宅
（公社）愛知共同住宅協会は、
あなたの経営の発展と、住
み良いまちづくりをめざす
県下唯一の、家主・地主に
よる、公益法人組織です。

28

公益社団法人 愛知共同住宅協会

第 138 号

第 138 号 （1）
共 同 住 宅 あ い ち
令和４年７月31日

国土交通大臣免許番号(5)第5338号
国土交通大臣免許番号(5)第5338号
〒453-0015
名古屋市中区栄3-17-17
エイブルビル ２階

名古屋市住宅確保要配慮者居住支援協議会
令和４年度定期総会 開く
東区生活支援
連絡会議

瑞穂区自立支援
連絡協議会

て、その情報を持っている

ないと感じた資源につい

きることを出しあい、足り

ついて、参加者それぞれで

合的な課題のあるケースに

て、障がい、孤立などの複

る質問にも答えていきまし ～７名のグループに分かれ
た。

できることもちより



令和４年５月 日、瑞穂

 ワークショップ

令和４年７月 日、名古 人を探しに行くなどしまし

区役所にて開催された瑞穂
区自立支援連絡協議会にお

令和４年度第１回の東区 いて、居住支援をテーマと



名古屋市内で繋がっています…
東区孤立死防止
地域支援ネットワーク
運営協議会


利用者向けの分かりやすい

○ 自主防犯パトロールに活躍！「マップ機能」

○ 女性･子供の安全アイテム！｢防犯ブザー等の防犯機能｣

地図上で「犯罪発生情報」・「不審者情報」・「交通重大事故情報」等が確

認できます。

列車やバス内で効果抜群！防犯ブザーや痴漢撃退の音や画面で近くの人

○ タイムリーな情報把握！「パトネットあいち閲覧機能」

に危険を知らせます。

○ 警察のつぶやき！「ツイッター等の閲覧機能」

警察署等から配信する「パトネットあいち（不審者情報、交通事故情報等
）」が閲覧できます。

「愛知県警察あんあん情報（@AP_seian）」、「交通（@AP_ｋoutuu）」、
「広報課（＠AP_KOUHOU）」
で配信される「イベント情報」、「交通取締情報」、「警察官採用情報」等の
ツイートが閲覧できます。



やふるさと納税、青色申告・専従者給与についてなど、横山先生が実話を例

えにわかりやすく、かつユーモラスにお話をしていただきました。内容が盛

月曜日～金曜日
（祝日・年末年始を除く）
９時～ 17時

相談時間

関係者専用電話：052－684－8597

名古屋市住宅確保要配慮 では、前年度に引き続き、 ナー、居住支援法人交流会 ネートモデル事業は、不動
者居住支援協議会
（会長：名 愛知共同住宅協会が選任さ について報告があった。ま 産事業者との居住支援ネッ
た、居住支援ガイドブック トワークづくりや孤独死保
古屋市住宅都市局住宅部 れた。

iOS 端末の方
（iPhone）

令和３年度の事業報告に
長）
は、令和４年５月 日
（金）
午前 時より、名古屋 ついて、居住支援コーデ
（住ま
市役所会議室にて、令和４ ィネートモデル事業

内容を取り上げられていました。また、知らないと損をする小規模企業共済

りだくさんで時間内では終わらず、次回持ち越しになった内容があるほどで

した。

今回は豊橋を本会場とし、名古屋支店にモニターを用意しオンラインでの

講演としました。またご自宅でもセミナーを聞けるようオンラインにも対応

しました。HANETグループでは、およそ2年ぶりに不動産に関するセミナ

東 警 察 署 か ら の お 知 ら せ

「防犯に役立つ！」スマートフォン用アプリ

につい
年度定期総会を開催し、（公 いサポートなごや）
社）
愛知共同住宅協会理事 て、令和３年度の相談実績

セミナーの内容は、確定申告書第一表の見方から税理士の裏事情まで様々な

問い合わせ先：東警察署 生活安全課
０５２・９３６・０１１０


愛知県警察本部
生活安全総務課

や傾向、事例からみる居住
が出席した。
役員
（副会長）
選任の議案 支援の実態、居住支援セミ

事務所の横山先生を講師にお招きしご講演を賜りました。

（名古屋市居住支援コーディネートモデル事業）

住まいサポートなごや

24

等の発行、入居促進・情報 険対象物件の受付等を開始
東区孤立死防止地域支援 生活支援連絡会議が令和４ した情報交換が行われ、当 屋国際センター別棟ホール た。意外と身近なところに
提供に関する専門部会の開 するなど一部変更して、令 ネットワーク運営協議会 年６月 日に高岳げんき館 協会理事も参加しました。 にて、草の根ささえあいプ 情報を持った人がいること
催、その他講師派遣などの 和４年 月から本格実施と は、新型コロナウイルス感 にて開催され、当協会理事 「住まいサポートなごや」
に ロジェクト主催
「できるこ を実感し、明日からの活動
取り組みについても報告が すること等について提案さ 染症の市内の感染状況を踏 が参加しました。会議では ついて説明し、入居者や支 ともちよりワークショップ に活かせるワークショップ
なされた。
まえ書面開催となりました 昨年度までの活動報告の 援者から寄せられる相談に ～地域の繋がり発掘編～」 でした。
れた。
令和４年度の事業計画に
いずれの議案も承認され が、できる限り有益な情報 後、思いやりサポーターひ ついて紹介しました。障害 が開催され、当協会理事も
ついて、居住支援コーディ た。
を集約・共有できるように がし養成講座の周知方法や 者が民間アパートを確保す 参加しました。
ワークショップでは、５
各事業所・団体等の活動状 講座内容についてグループ るにあたり、よく寄せられ
況の取りまとめがあり、当 ワークを行いました。

めの税務セミナーを開催しました。地主専門の税理士事務所である深代会計

セーフティネット住宅登録応援します！

～大家さんも相談できます～

18

「取扱い」マニュアル

愛知県警察ホームページに

掲載中！👉👉

便利な機能

Android端末の方

屋
６月９日（木）午後５時30分頃、鉄棒状の物を持った覆面姿の複数人が、名古
品を
市内の買取販売店に押し入り、ショーケース等を叩き壊し、陳列されていた商
。
強奪する強盗事件が発生しました。犯人は逃走し、現在まで捕まっていません
然
今後、同種事案が連続的、模倣的に発生するおそれがありますので、被害の未
防止に向け、以下の対策に努めてください。

アプリのダウンロードはこちら

「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて

令和４年７月１日

「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて

協会の見守り活動の取組み

㈱花田工務店 早川徹也


10

名古屋市居住支援ネットワーク連絡会 開催

「地
 主専門の税理士が語る
税理士も知らない技」
を受講しました

24

いでき、一緒に講演を聞くことができ私自身とても嬉しく感じました。

20

令和４年６月７日
（火）
午 住宅相談員が参加した。会 紹介と取り組み事例を紹介 績もまちまちである。各法 状況について報告を行いま
後１時 分より、名古屋市 では、新しく居住支援法人 した。
人が、風通しのよい関係 した。
役所において、名古屋市居 となり、連絡会の構成員と
居住支援法人の指定が広 で、できることを持ち寄っ

ーを開くことができました。全員ではありませんが、一部の方は対面でお会

10

30

地主さんのための税務セミナー

住支援ネットワーク連絡会 なった４法人が紹介され がっている。
て、支援の輪を広げていく
が開催され、愛住協理事と た。続いて、２法人が活動
各法人の得意分野も、実 ことが必要である。

令和4年7月2日にHANETグループ㈱財産ドックの主催で地主さんのた

第 138 号 （2）
共 同 住 宅 あ い ち
令和４年７月31日

『炭家』春日井市上条町

豊田市陣中町2-20-1

ホ ー メ ッ ク ス㈱

豊田市錦町1-95

32-3523

建築工事一式（アパートの新築・増改築・リフォーム）

33-2468 ㈹

アパート家賃集金・滞納保証・建物総合管理・廃棄物処理事業他

Tel.0532‑53‑2161
Tel.0532‑53‑2161
Tel.0532‑53‑2161

店店店
〒440‑0815
〒440‑0815
〒440‑0815
豊橋市中世古町121
豊橋市中世古町121
豊橋市中世古町121

〈物件紹介〉

松 井 建 設 工 業㈱

組 合 窓口ト ピックス

外壁・塗装・防水工事

（シリーズ）

052-795-0709 ㈹

豊田 市 ア パ ー ト 協 同 組 合

名古屋市守山区小幡南2-3-25

最後まで謎につつまれてたＰさん

千代田工業株式会社

市役所から電話が架かっ すめていた。日系ブラジル

アパート、マンションの新築（立退きから、企画、
設計、施工）
、リニューアル、耐震診断

 第 回通常総代会開催

0564-26-2771

てきた。
「○○アパートの 人ゆえに、アジア系の面立

岡崎市若宮町1-10

入居者Ｐさんと連絡がとれ ち。しかし、Ｐさんのお子

㈱花田工務店西三河営業所

なくなり、昨日訪問すると さんの雰囲気は違ってい

アパートの新築、建替、リフォーム、建設全般（一般
住宅、店舗、工場、事務所、マンション等）、増改築

ポストに不在票が一杯、水 た。事務員のおばさん的関

0564-55-4721

道局に聞くと、一か月半く 心からみるとこれも謎のひ

岡崎市竜美南1-1-29

らい前から水道が使われて とつであった。実は、Ｐさ

大和ハウス工業㈱岡崎支店

ないようだ。組合さん立ち んは再婚で、前夫との娘さ

建築一式（アパートの新築、増改築、リフォーム）

令和 年 月 日（木） 産目録、賃借対照表、損 ありました。
午後 時より、豊田市福祉
その後、理事長、理
益計算書、並びに剰余金
センター 会議室におい
事として永きに渡り
処分案
て、第 回通常総代会が開 第二号議案
組合運営にご尽力を
令和
 四年度事業計画及び 頂 い た 三 名 の 方、稲

45-5336

催されました。コロナが完

豊田市四郷町森前118-3

合いのもと中に入りたい。
」 んが訪問するときに使う駐

㈱とよしょう工務店

嶋 修 身 氏、西 川 正 敏

造園、管理

氏、水 野 勝 彌 氏 に 感

45-0032

収支予算案

豊田市青木町3-66

全に終息していない中、多

川

Ｐさんは日系ブラジル人の 車場の代金を本人に代わっ

浄化槽保守点検、浄化槽清掃、修理、工事一式

シングルマザー。市役所か て支払にきていたが、支払

45-0676

謝状の贈呈があった。

豊田市越戸町下能田219

本日の出席者の退任

㈲ 猿 投 衛 生 社

春日井市上条町に、㈱花田工務店が設計施
工で手掛けた木造２階建ての戸建賃貸住宅２棟
が、２０２２年９月末に完成する予定です。
当物件は、㈱花田工務店オリジナル商品の
『炭
家』
です。
『 炭家 』
は住む人も建物も健康で長く
過ごせるようにと想いを込めた商品です。
『炭家』
の天井裏には、炭八という調湿木炭が
敷き詰められています。この炭八は備長炭の２
倍以上の
「調湿」
力を誇るといわれています。
また、調湿効果だけではなく、吸着力
（空気
の清浄化）
、断熱力、防音力、半永久という合
計５つの機能を取り揃えています。
これらの効果により、快適な室温、湿度を保
とうとすることで光熱費の節約にもつながりま
すし、湿気の多い季節でもカビやダニの発生を
食い止めることができます。
その他にも多くの効果がありますので、気に
なる方は、インターネットで検索していただく
か、㈱花田工務店へお問合せしていただけると
幸いです。

衛生設備工事、改修工事、下水切替工事、排水つまり修繕、空調工事

らの依頼で、アパート組合 いが遅くなると申し訳なさ

21-0031

理事を代表して水野

豊田市上郷町4-3-3

―設計・施工―
㈱花田工務店

ユ タ カ ノ 工 業 ㈱

が管理する物件に入居した そうにしていた。日本語も

大工工事、建具、内装、水まわり、改装等各種工事

生活保護受給者。理事さん 堪能でないけれど、日本で

45-1413

勝彌氏に感謝状が渡

豊田市花本町青木25-4

数の総代の方に出席を頂き 第三号議案
ました。
令和
 四年度経費賦課金額
司会の理事児玉氏より議
及び徴収方法決定の件
長に永田元保氏が指名され 第四号議案
役員
 選挙について

後

すべての議案が滞りなく されました。

クロス貼り、クッションフロア―、カーペット、カーテン

出席者全員の賛同を得て議

89-6464

事に入った。

に駆け付けてもらい、中に シングルマザーとして頑張
入ると、冷蔵庫と、畳んだ っているという印象だった

豊田市美里1-7-12

ここで本日総代会

原案通り可決承認されまし

㈲ 安 装 室 内 装 飾

第一号議案

カーペットの上に黒いラン だけに、今回の失踪には、

襖、クロス、障子、内装工事、建具直し、ガラス取替

検検検
索索索

土地
土地
土地
・建物活用のコンサルタント
・建物活用のコンサルタント
・建物活用のコンサルタント
（相続、
（相続、
（相続、
法務、
法務、
法務、
税務相談）
税務相談）
税務相談）

花田工務店
花田工務店
0120‑875‑882
0120‑875‑882
0120‑875‑882 花田工務店

●●
株式会社財産ドック
●
株式会社財産ドック
株式会社財産ドック

Tel.052‑882‑0441
Tel.052‑882‑0441
Tel.052‑882‑0441

西三河営業所
西三河営業所
西三河営業所〒444‑0014
〒444‑0014
〒444‑0014
岡崎市若宮町
岡崎市若宮町
岡崎市若宮町
1 -10
1 -10
1 -10

Tel.0564‑26‑2771
Tel.0564‑26‑2771
Tel.0564‑26‑2771

建物賃貸事業に関するコンサルティングと仲介業務
建物賃貸事業に関するコンサルティングと仲介業務
建物賃貸事業に関するコンサルティングと仲介業務

名古屋支店
名古屋支店
名古屋支店
〒456‑0032
〒456‑0032
〒456‑0032
名古屋市熱田区三本松町
名古屋市熱田区三本松町
名古屋市熱田区三本松町
8 ‑13
8 ‑13
8 ‑13

●●
東海建物株式会社
●
東海建物株式会社
東海建物株式会社

本本本

建設事業に関わる提案と設計、
建設事業に関わる提案と設計、
建設事業に関わる提案と設計、
施工、
施工、
施工、
管理、
管理、
管理、
アフターサポート
アフターサポート
アフターサポート

令和
 三年度事業報告、財 た。今回は新しく理事に永 に出席頂いている来
田雅司氏、鈴木重 賓の方の紹介があっ

久氏、川崎敬次氏、 た。公益財団法人 愛知共
永きに渡り理事長として ドセルが残されていただけ あのＰさんが、黙っていな
加藤利幸氏の四名 同住宅協会 副会長 鈴木 稲嶋修身氏が豊田市アパー で、も抜けの殻。こっそり くなるなんて、という思い
の方が就任されま 晶博様、愛知火災共済協同 ト協同組合の運営に努めて と出て行ってしまった様 が強い。就職が決まったと
した。また、同日 組合 専務理事 岡田広鷹 まいりました。今年度から 子。ほんの一週間くらい前 いう連絡が入る前からすで
に開かれた第一回 様、ミッドランド税理士法 は新たな理事長と副理事長 に、同じく市役所から「Ｐ に住んでいない様子で謎は
の理事会で理事長 人 代 表 社 員 河 合 秀 俊 に替わりました。これまで さんは就職したから、生活 深まるばかり。退居に関し
に岡田正一氏、副 様、係長 藤本佳久様、安 以上に開かれた組合運営に 保護からはずれ、家賃の代 て何か困ったことがあれば
理事長に児玉孝司 城市アパート協同組合 代 努めて行きたいと理事長始 理納付も打ち切りとなりま 相談してくれれば良かった
氏 が 選 ば れ ま し 表理事 築山啓一様
と連絡があったばかり。 のに。ポツンと残されたラ
め理事、事務局一同考えて す」
た。その後改選役 出席者を代表して愛知共同 おります。組合員様の益々 いったいＰさん、どうして ンドセルがあまりにも悲し

けん命連絡をとりながらす

探しも、携帯で通訳と一生

のか謎であった。アパート

かかえ日本で暮らしている

なＰさんが、二人の子供を

んど日本語が話せず、そん

員を代表して新理 住宅協会 副会長鈴木晶博 のご支援とご協力をよろし しまったのか？
い。
事長の岡田正一氏 様氏より来賓のご挨拶を賜 くお願い致します。
Ｐさんは、来訪当初ほと
から就任の挨拶が りました。

代表理事就任のご挨拶

脱退者の出資証券の
取り扱いについて


32-2258

園

豊田市アパート協同組合
代表理事 岡田正一


豊田市神田町1-6-7

築

令和四年五月の豊田市ア 出があり、全ての出資証券
このたび豊田市アパート協 パート協同組合の理事会に の買い取りが終了しまし

だ る ま 堂 表 具 店

造

同組合の代表理事に就任いた おいて、組合を脱退された た。
しました岡田正一と申します。 組合員の方の出資証券の取
来年度も今回同様に脱退
どうぞ宜しくお願い申し上げ り扱いについて協議がなさ 者の出資証券の買い取りを
れました。組合員一人、上 行っていきたいと思ってお

畳製造販売、修理一式

村

ます。

32-0290

56

今回新型コロナウイルスの感染拡大、国際紛争等によ 限十口までを購入希望者に ります。
る物流の混乱等日常生活にまで様々な影響が出ておりま 買い取ってもらうという事

豊田市桜町2-65

26

す。この様な中で出来る事を誠実に実行し、困難を克服 になりました。決定事項を
できる様努めたいと思います。組合員の皆様方の益々の 理事さんを通じて組合員の

㈲ 伊 藤 畳 製 作 所

建

種
業
話
電
所

5

34

皆様にお知らせ致しまし
ご発展とご健康を心よりお祈りいたします。
最後になりましたが、愛知共同住宅協会会員皆様方の た。申し込み期限までに組
合員の皆様より購入の申し

住

4

2

56

益々のご盛業をお祈りいたします。

業者名

藤

組合維持管理指定業者
ご利用ください

第 138 号 （3）
共 同 住 宅 あ い ち
令和４年７月31日

●●
株式会社花田工務店
●
株式会社花田工務店
株式会社花田工務店

令和４年７月31日

共 同 住 宅 あ い ち

第 138 号 （4）

（公社）愛知共同住宅協会協力ネットワーク
（公社）愛知共同住宅協会

経 営 相 談

鈴木不動産

株式会社

会員
募集
中

ホームページ http://www.suzukifudousan.co.jp

■不動産賃貸業
■空きマンション、店舗、駐車場のご入居者募集
●賃貸料の請求書発行、集金
●オーナー様に対しての収支報告書作成
●解約時の立会い、
保証金の精算 他
■土地・建物売買・仲介
■不動産コンサルティング技能登録
■マンション管理士・管理業務主任者登録

株式会社

〒466‑0826
名古屋市昭和区滝川町47 1 ウッディプラザ八事3 F
電話 052‑861‑1787 FAX 052‑861‑1788
URL：http://www.morioka-est.co.jp/
Mail：info@morioka-est.co.jp

鈴木建物管理

名古屋市南区元桜田町三丁目11番地の1

ガス器具

TEL. 052‑824‑6600

■建築物環境衛生総合管理業
（愛知県17総第5号）
●清掃作業全般
●空調給排水全般
●空気環境測定全般
■電気工事
（業務登録／愛知県知事登録第090141号）
■警備保障業務
（業務登録／愛知県公安委員会第493号）
■消防設備法定点検
■貯水槽清掃
（愛知県60貯第9号）
■害虫駆除、
消毒
■水質検査

052-661-5849

株式会社

YKKap、トステム、和洋建具
造作家具製造、鍵ロック、硝子工事

有限会社

有限会社

株式会社ミカワ安全

春日井市南花長町13番地の42

排水管、トイレのつまり困ったら
───お気軽にお電話下さい！───

アカギ

赤木

刈谷市一ッ木町六丁目15番10
ＴＥＬ 0566−28−0851
ＦＡＸ 0566−28−0857

貯水槽清掃（愛知県1貯第1号）
排水管洗浄（愛知県15排第6‑2号）
浄化槽保守点検（愛知県第327号）

一英

名古屋市昭和区北山町１丁目3
TEL 052−731−0914
FAX 052−731−0771

T EL（0568）33−0727

番地

http://mimamori-oya.jp/

名古屋市港区船見町1−42

つ

杉本みさ紀



空室募集は
おはやめに

エイブル

豊田市アパート
協同組合

ＴＥＬ 〇五六五︱三二︱五〇〇六

豊田市西町１ ︱

FAX 〇五六五︱三二︱五〇〇八

中区大須三丁目九ー十八

４

（株）
熱田店

熱田区神宮四丁目1︱1

ＴＥＬ 六八三︱八二五一

︱

サービス

FAX 六八三︱八二五四

ＴＥＬ 二六一︱五一〇〇

1

賃貸住宅

FAX 二六一︱五一〇八

25

金山店

FAX 八八四︱四一四七

フリー
〇一二〇︱一一︱四一四六

ホームメイト

11

ＦＣ金山駅前店

㈲アクアネット
中区金山1︱ ︱
ＴＥＬ 三三九︱三九〇〇

FAX 三三九︱三九一一

16

ダイヤル

︱1

営業本部

10

ニッショー

（株）

（相談無料・原則予約制）

月４回（原則第１月曜、第２土曜、第３・第４金曜）午後１時～４時
栄地下街
「栄市民サービスコーナー住まいの窓口」
予約受付電話：０５２－２４２－４５５５

熱田区波寄町

北区城見通二丁目

ＴＥＬ 九一二︱一〇〇一㈹

FAX 九一二︱一六〇〇

ミニミニ ミニミニ

12

熱田店

ＴＥＬ 六八二︱三八二二

熱田区神宮三丁目９︱

︱9

14

金山店

中区金山一丁目

FAX 六八二︱〇四四〇

︱

ＴＥＬ 三二二︱六二九一

FAX 三二二︱六二九三

アパマンショップ

名古屋市共同住宅
経営者協同組合

ＴＥＬ 三二四︱八四八八

セントラルパーク店

FAX 三二四︱八三八八

東区東桜1︱3︱2桜ビル2Ｆ

ＴＥＬ 九六八︱一三〇〇

中区橘1︱

FAX 九六八︱一三〇一

本社

鈴木ビル1階

鈴木不動産

ＴＥＬ 九三一︱三〇〇〇

東区泉二丁目 ︱

FAX 九三一︱三〇〇六

18

民間賃貸住宅入居相談

岩崎征一

名古屋市中区丸の内一丁目14─2
ライオンズビル第二丸の内2F
TEL（052）231─8787

FAX（0565）77-3898

26

名古屋市×（公社）愛知共同住宅協会・名古屋市社会福祉協議会

岩崎設計事務所

代表取締役

〒471-0025 愛知県豊田市西町 1 丁目 4 番地 アパート組合ビル 2 階

20

おお や さん

（受付：平日午前10時～午後4時まで）

株式
会社

15

ぐ

0120-279-083

URL http://www.toakenso.co.jp

（株）

な

ヘルプライン：

TEL052−612−5916

TEL（0565）77-7052・6700

建設業許可 国土交通大臣（般-２） 第25250号

見守り大家さん

リニューアル…永く、美しく、柔らかく

▪弁 護 士

光クリーン工業

有限会社

（公社）
愛知共同住宅協会
グループ

保守点検

T EL（0568）36−1321
有限会社
興和防災

愛知県知事許可
（般−16）第102973号

住宅リフォーム全般

名古屋給湯器サービス

消火器
消防・消火設備

TEL. 052‑805‑5222

■一級建築士事務所
（愛知県知事登録
（い 2 ）
第11056号）
■一般建設業
（愛知県知事許可
（般 ４）
第102082号）
建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業
屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業、内装仕上工事業、
解体工事業

｝保守点検一式

バス・キッチンリフォーム

ガス・水まわり器具修理
・販売・施工

【業務内容】建築設計業務
畳・襖の修理、クロスの張替、ペンキ塗り、大工・左官等の営繕業務
一般建設業・解体業

〒468－0066
名古屋市天白区元八事₁－₁
TEL 052－832－3344
FAX 052－831－7016

水まわり設備

迅 速 対 応

鈴木営繕

名古屋市天白区平針南一丁目2114番地

久乗製作所有限会社

外装・防水・塗装

新築・リフォーム工事

TEL
（052）
931‑3000

名古屋市東区泉二丁目15番20号

本部事務局：052-324-8488
（平日 1時～ 5時）
豊 田 支 部：0565-32-5006
（平日 9時～ 5時、土・祝 9時～ 3時）
aijyu@dream.ocn.ne.jp

消防設備
消火器・消火設備

不動産管理・企画運営

