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7 月　8 日（土）13:30 ～ 不動産業開業セミナー
岡山国際交流センター B1F

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 月 11 日（火）13:30 ～ 無料相談会 事務局
14:00 ～ 流通推進委員会 事務局
13:30 ～ 不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ協議会役員会
15:00 ～ サブセンター運営協議会

（岡山宅建協会）岡山県不動産会館
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 月 14 日（金）  9:30 ～ 宅地建物取引士法定講習
（受付：9:00 ～）　岡山商工会議所

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 月 18 日（火）13:30 ～ 入会資格審査会 事務局
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 月 25 日（火）13:30 ～ 無料相談会 事務局
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 月  8 日（火）13:30 ～ 無料相談会 事務局
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 月  21 日（月）13:30 ～ 入会資格審査会 事務局
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 月  22 日（火）13:30 ～ 無料相談会 事務局
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

不動産業開業支援セミナー
【日程】　7/8（土）　13:30 － 15:30　（受付：13:00 －）
【会場】　岡山国際交流センター B1F レセプションホール
　　　　　　（岡山市北区奉還町 2 丁目 2-1）
　　　＊近隣駐車場のご利用をお願いいたします。

　 宅地建物取引士　法定講習
宅地建物取引業法第 22 の２第 2 項の規定により、下記日
程で開催いたします。受講が必要な街頭の方には、当協会
より案内・申込書を発送いたします。

【日程】　7/14（金）　9:30 － （受付：9:00 ～）
【会場】　岡山商工会議所（岡山市北区厚生町 3 丁目 1-15）
【申込受付期間】　6/14 日（水）～ 6/30（金）
【申込に必要なもの】
　　・宅地建物取引士証交付申請書
　　・カラー写真（縦 3㎝×横 2.4㎝）
　　・申込書兼管理カード
　　・受講料￥12,000.-
　　・交付申請手数料￥4,500.-
　　・認印

----------------------------------------------------------------------------------
受付期間が過ぎた場合でも、可能な限り受付いたします。
不明な点は、事務局までお問い合わせください。

該当の方には、ご案内済みです。

　　宅地建物取引士　資格試験
【試験日】　　10/15（日）　　【受講料】　　￥7,000.-　
【申込受付期間】　
＜インターネット受付＞
　　　　　　　7/3（月）9:30 － 7/15（土）21:59
＜郵送受付＞　7/3（月）－ 7/31（月）当日消印有効

【受験案内配布期間】7/3（月）－ 7/31（月）
・7 月通達分にて配布（1 部）予定です。
・複数枚、希望の方は事務局までおしらせください。

　　　第 2 回既存住宅状況調査技術者講習
【岡山建築士会】
-----------------（移行講習）-------------------------------------------------
                             13:45 ～ 18:30（予定）受付：13:15 ～　
           【受講料】　￥17,280.-　（WEB 申込　￥16,740.-）
　　　　　　税込、テキスト・登録料を含む

-----------------（新規講習）-------------------------------------------------
                             9:30 ～ 17:00　（予定）受付：9:10 ～　

           【受講料】　￥21,600.-　（WEB 申込　￥21,060.-）
　　　　　　税込、テキスト・登録料を含む
-------------------------------------------------------------------------------------

           【会場】　コンベックス岡山 2 階バンケットホール
　　　　　　　※いずれの講習も、同じ会場です。

（笠岡市農業委員会から）

露店施設を目的とした農地転用申請についての
取扱要綱の周知について

この度標題について制定され、これにより露店施設への転
用のうち、長期的な使用が確実と認められるもの以外につ
いて、まずは 3 年以内の一時転用の取り扱いとなります。
その後は期限までの原形復旧か恒久転用申請となります。
詳細は、下記協会 HP よりご覧ください。

　＜協会 HP ＞お知らせ事項 ･ 講習会のご案内　へ掲載
　　　※取扱要綱および農業委員会開催日程表等詳細は 
　　　　HP よりご覧ください。

おかやま移住下見ツアー
（岡山市・備前市・瀬戸内市）

岡山県外にお住いの子育て世帯の方を対象に、「日常に海
が臨める風景がある暮らし」が実現 !? する岡山市・備前市・
瀬戸内市での生活を体験できるお得なツアーです。

☆募集期間　　7/10（月）－ 7/24（月）
☆定員　　　　先着順　20 名
☆宿泊　　　　岡山いこいの村
☆参加費　　　１人　￥2,000.-　
　　（中学生以下　無料）
　♫託児サービスもあります♫

詳細は、WEB サイト ” おかやま生活 ”

　【次回】10/14（土）‐ 15（日）　
　～　山のある生活編　～
　　「岡山市」「吉備中央町」

土 日

岡山県外にお住まいの 

子育て世帯の方                   

7/10（月）～7/24（月） 20名（先着順）  

岡山いこいの村 

おかやまへの移住を検討されている方へ 

一人 2,000円  

（中学生以下は無料） 

岡山市 

【主催】岡山市・備前市・瀬戸内市 【旅行企画実施】株式会社シモデンツーリスト 

想い描いていた 
「日常に海が臨める風景がある暮らし」が実現?! 

岡山市・備前市・瀬戸内市での 
生活を体験できるお得なツアーです。 
どうぞお気軽にご参加ください。 

募集 
対象 

募集 
定員 

宿 泊 

参加費 

募集 
期間 

移住下見ツアー 
おかやま合同（岡山市・備前市・瀬戸内市） 

各行程で適宜 

託児サービスを 

行いますので、 
安心してご参加ください。 

～海のある生活編～ 

瀬戸内市 

備前市 

・自宅からJR岡山駅までの往復交通費は参加者負担。 
・宿泊費（1泊2日朝食付）を含む。 
・食費（1日目の昼食･夕食、2日目の昼食）を含む。 
・行程内の体験費及び交通費を含む。 

（一社）岡山県不動産協会　事務局　〒 700-0901　岡山市北区本町 4-18　（コア本町３F）　
TEL　（086）231-3208 ／ FAX　（086）225-1904　Mail　　okaf@okayama-fk.jp

≪　事務局より、夏季休暇のおしらせ　≫
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