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第３号 ２０２０年１月１日
ヽ(≧௰≦)ﾉ 明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になり誠に有難
うございました。本年も宜しくお願い申し上げます。皆様の最高の幸せ・豊かさ・
健康を心からお祈り申し上げます m(__)m!(^^)!
一般社団法人 日本間取り協会

代表理事

２０１９年 MVP は、久保田講師になりました！
地道に開講し、結果、多くのかたがたに間取り学

間取り先生(≧▽≦)

久保田友里恵講師

をお伝えくださいました！ 間取り学を広める
ことは、すなわち、９５％の方々を救うことです。
ご活動に対し、厚く敬意を表します m(__)m!(^^)!
ｸﾎﾞﾀｻﾝ､ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ ｱｰﾝﾄﾞ ﾊﾅﾀｶ!! (๑˃̵ᴗ˂̵)و

講師が増え、開講数が倍増しました！！
現在、講師が１３人になりました。北海道１、栃木１、群馬１、東京２、静岡３、愛知２、滋
賀１、大阪１、徳島１＝１３人。上記以外の県にはまだ講師がいないため、開講できないため、
その地域の方々は、家づくりで後悔することになってしまいます。講師業にご興味あるかたは、
ぜひ講師になり、地元で開講し、９５％の方々を救ってください。 当然、収入も！

「間取りプランナー交流会」を開催しました

(*^▽^*)

11/17、東京で開催しました！！
≪ご感想をいただきました≫

「間取り先生、本日はお忙しい中、貴重な場を設けていただき誠にありがとうございました。
美味しい食事を楽しめました。そして、他県の間取りプランナー様方との和やかな語らいは、
とても心地よい時間でした。その後の先生の講演会と、H 先生の講座に参加させていただきま
したことは、今後の私自身の活動に直結する、本当に貴重な機会でした。心から感謝申し上げ
ます。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします」
・・・・・・
参加できなかった方々は、次回ぜひご参加くださいね!(^^)!

人事
間取り先生補佐（間取り先生を補佐する業務）―市川めぐみ様
事務局補佐（事務局を補佐する業務）―勝亦なお様

٩( 'ω' ) و楽しいぞい

講師になったご感想
講師になられた方から、ご感想をいただきました！

「私はただ間取り図を見る事が好きという理由だけで間取りプランナー初級講座に参加した
のをきっかけにトントン拍子に進み講師になりました。自分の知らないことばかりだったので
とても新鮮でもっと学びたいと思っていたら、気づいたら講師になっていました。先生に恵ま
れ、初級・２級・１級ととても楽しく受講することができました。親切で相談に乗ってくれる
先生に出会えて本当に良かったと思います。講師講座で初めてお会いした間取り先生はユーモ
アたっぷり、ギャグたっぷりの方でいつも笑わせてもらっています。一緒に講師になった仲間
も話しやすく、素敵な方々と出会うことができ、講師になった以上に得るものがとても多かっ
たです。講師になってからは講座を開講することが楽しく、空いた時間に自分のペースで働け
ることは主婦にはとても魅力的です。初級講座に参加してくださった人が、２級・１級に進ん
でくれることが嬉しくやりがいも感じることができます。間取りプランナー講座に参加したこ
とをきっかけに素敵な人との出会いが増え、自分の視野も広がり、楽しく講師業をやれること
に感謝し、これからも頑張ろうと思います。」女性、３０才代、専業主婦
・・・・・・
間取り講師は９５％の方々を救う素晴らしい仕事ができます！ ٩( 'ω' ) وﾔﾙｿﾞｰ! ｵｰ!

老後２０００万円問題
政府によると、老後に 2000 万円必要だそうです。そこで、早いうちに講師業を開始して、
2000 万円を貯めよう！

例；２５才開始で６５才に終了（４０年間）。年に５０万円貯め

れば、2000 万円になります！

「老後に 2000 万円、突破ー！」（日テレ・ｳｯﾁｬﾝ）

標語

詩吟

間取り学、使って、

「吟じます！」

いい家、つくろうよ！

間取りをおしえてエ～エ～エ、頑張っていけばア～アア～、大学

ﾎﾟﾝﾎﾟﾝﾎﾟｰﾝ!

教授になれそうな気がするウ～～

「あると思います！！」

ﾎﾟﾝ

クイズ
◎「玄関」とは、誰が作った言葉？
◎「城」を「しろ」と読む理由は？
◎「神社」のことを「みや（宮）」と言う理由は？
◎初詣（はつもうで）で、日本人が祈っている相手は誰？
◎国家「君が代」という言葉の意味は？
◎テレビ業界人が年末よく使う言葉は、「年末（
◎花粉症の本当の原因は？

）」？
答えは２／１６WEB セミナーで

子ども間取り工作教室
昨夏、「子ども間取り工作教室」を開始し
ました。講師（認定･准･ｱｼｽﾀﾝﾄのいずれか）
が、ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰなどで開講します。
右写真は、北海道・成田認定講師が北海道
北見市で開催したものです。
＊初級と 2 級資格者は、ｱｼｽﾀﾝﾄ講師受講
資格があり、本教室を開講できます。
＊下写真は、間取り先生が、福井県敦賀市
で開催したものです（福井新聞様記事）

２／１６WEB セミナー「豊かになれる人、なれない人の違い」
豊かになれた人がいる一方で、豊かになれていない人がいます。仕事・結婚・健康・人間関係が
うまくいく人がいる一方で、うまくいかない人がいます。いったい何が違うのでしょうか？
間取り先生がその実体験を元に、その理論を分かりやすく解説します。 ＊皆様が知らないこと
ばかり、目からウロコの驚くことばかり話します。

聞けば、人生感､変わりますﾖ(*´▽｀*)

豊か・幸せ・健康になりたい人、必見！
セミナー当日 2/16（日）現在において、会員である方は無料です。非会員は(税込)2200 円です。
1 月 10 日（金）15 時までのお申込みお振込みで、早割が適用され、(税込)1100 円になります。
申込は、氏名・TEL・MP 資格級・最終受講年月日・受講地、
（紹介者がいる場合、紹介者氏名）、
を協会にメールし、協会口座に期日までにお振込み下さい！
最終の申込み期限は 2/9（日）、振込み期限は 2/10（月）です。
豊かになれてないなんて、ダメよ～ダメダメ！！（日本ｴﾚｷﾃﾙ連合）

お願い
間取りを作るとき、あるいは修正するときは、以下事項を必ず実施してから、間取りをつくり、
あるいは修正してください。義務事項をひとつでも怠れば、問題になることが多いです。
例１、 法令調査は窓口に行かず HP と電話だけで行った

→

間取りを作り販売した

→

施主

がハウスメーカー・工務店で契約した後、その間取りが法令に反していることが分かり、
建築不可となった

→

例２、 構造判定をしなかった

当該 MP への損害賠償問題に！
→

施主が持ってきた間取りを修正した

→

施主がハウスメー

カー・工務店で本契約する後、その間取りが構造判定に反していることが分かり、建築不
可となった

→

当該 MP への損害賠償問題に！

例３、 現地調査をしなかった
グに入り、うるさかった
傷がついた

→

→

家が完成し住んでみると、隣家の屋外洗濯機の騒音がリビン
→

当該 MP の信用が一気に失墜し、同時に、協会の信用にも

MP 資格そのものへの信用が失墜し、全 MP への依頼数が減少！

【間取りプランナー資格者義務事項】

←は必ずお守りください。

１、 法令調査をするため行政庁に行くこと。
＊電話を使った調査や、行政庁 HP を使った調査では、間違いが多いです。かならず行政庁に行って、
担当者から直接、正しい見解を聴取してください。
（２級、上級で学びます）
２、 現地調査をするため、現地に最低２度行くこと。
＊現地に行かないで、間取りを作ることは厳禁です。（２級、上級で学びます）
３、 施主ヒアリングを行うこと。
＊電話は厳禁です。かならず対面（WEB 対面通話含む）で行ってください。（２級で学びます）
４、 施主生活スタイルの聴取をすること。
＊これは、対面・電話・メール、いずれでも可です。（２級で学びます）
５、 間取り学にのっとって間取りをつくること。
＊間取り学に、適正にのっとって、間取りをつくって下さい。（初級～上級で学びます）
６、 建築構造にくわしい建築士に構造判定を行ってもらうこと。
＊構造判定ができない建築士は多いです。かならず、建築構造に詳しい建築士を雇ってください。（上
級で学びます）
＊上記１～６のいずれかを省略し作った、あるいは修正した間取りを販売した場合は、間取りプランナー資格者
の登録は抹消されますので、ご注意ください。

２０２０年１月～３月の講座（決定済みのもの）
☆2/16（日)WEB

前項参照

間取り先生

2/8（土）福岡県

会場・初級

成田 BL 長

1/12（日）東京都

会場・2 級

日神山講師

2/9（日）大分県

会場・初級

成田 BL 長

1/15（水）WEB

WEB・初級

間取り先生

2/9（日）静岡県

会場・2 級

久保田講師

1/19（日）東京都

会場・1 級

日神山講師

2/12（水）WEB

WEB1 級（後半）

間取り先生

1/18（土）静岡県

会場・1 級

市川講師

2/15（土）静岡県

会場・２級

市川講師

1/19（日）東京都

会場・2 級

濱田講師

2/23（日）静岡県

会場・１級

久保田講師

WEB2 級（前半）

間取り先生

2/29（土）静岡県

会場・1 級

市川講師

1/26（日）東京都

会場・1 級

濱田講師

3/7（土）徳島県

会場・2 級

近藤講師

1/25（土）静岡県

会場・初級

久保田講師

3/14（土）徳島県

会場・1 級

近藤講師

1/25（土）静岡県

会場・初級

市川講師

3/14（土）愛知県

会場・2 級

1/26（日）三重県

会場・初級

成田 BL 長

3/15（日）兵庫県

会場・初級

1/29（水）WEB

WEB2 級（後半）

間取り先生

3/20（金・祝）愛知県

会場・1 級

☆2/2（日）WEB

TV 出演セミナー

間取り先生

3/26（木）三重県

会場・初級

成田 BL 長

2/5（水）WEB

WEB1 級（前半）

間取り先生

春・関東

講師講座

間取り先生

1/22（水）WEB

間取り先生＋
成田 BL 長
間取り先生
間取り先生＋
武山講師

編集後ツッコミ講座
１、（ボケ）
「シンナー覚せい剤はご遠慮ください」→（ツッコミ）「さ（

）エ（

）か！」 (≧▽≦)

２、（ボケ）
「シンナー覚せい剤はご遠慮ください」→（ツッコミ）「ピ（

）た（

）か！」 (≧▽≦)

３、下の「 」にツッコミを入れなさい。
ということで、これにて、「ボケツッコミ通信」を終わります

→ 「

！」

(*´▽｀*)
答えは２／１６WEB セミナーで

