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所属支部 代理店名（敬称略）   代申会社 

東    住吉代理店吉川情報ｼｽﾃﾑ  ＳＪＮＫ 

京阪西 ﾜｲｽﾞﾒﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ     ＡＩＧ 

船場   大晋オート          東京海上日動 

阿倍野 リアルミッション   東京海上日動 

 

☆年間仲間づくり目標 ５０会員 

☆５月末累計     １０会員 

☆年間目標残     ４０会員 

引き続きお取組をよろしくお願いします。 

２０１９チャレンジ５０ 

５月度ご入会の会員の皆様です。 

どうぞ宜しくお願いします。 

   ６月の予定 

7日(金) 教育委員会 （大阪代協 会議室） 

12日(水) 無料法律相談 （大阪代協 会議室） 

19 日(水)   理事会 （大阪代協 会議室） 

22日(土)   阪神ﾌﾞﾛｯｸ協議会 （ＡＩＧ 京都支店） 

☆☆ 体制整備情報 ☆☆ 

「森の賢者 ふうたのワンポイントレッスン Part4」 

Vol.2 が配信されました。今月は「ロープレの効用」

がテーマです。実効性と顧客満足を高めましょう。 

是非事務所内の皆様でご一読下さい。 

☆☆ 今後のセミナー情報 ☆☆ 

みんなで勉強し、研鑽を積みましょう！！ 

◆6月21日(金)16:20～  賠責保険請求ﾍﾞｰｽと発生ﾍﾞｰｽ 

＠大阪代協会議室  問合先：北摂東支部 

 ◆6月24日(月)15:45～  自然災害対策ｾﾐﾅｰ 

＠大阪代協会議室  問合先：大阪損害保険・ＴＰの会 

◆6月26日(水)16:00～  代理店経営におけるＲＭの必要性 

＠駅前第２ﾋﾞﾙ15階ｲｵﾝｺﾝﾊﾟｽ会議室  問合先：阿倍野支部 

◆6月27日(木)14:00～  がん治療セミナー 

＠IGTｸﾘﾆｯｸ泉佐野りんくう往来南  問合先：和泉支部 

◆8月 7日(水)13:30～  大阪代協オープンセミナー 

「強みの経営スタイルを学ぶ」 ※詳細はP,6ご参照 

        

理事会だより 
～５月度理事会の報告事項です～ 

① ２０１８年優秀支部表彰が行われました 

重点取組項目で優れた結果を残された下記の６支部が

表彰されました。おめでとうございます。 

殊勲賞：東支部、  北摂西支部 

敢闘賞：船場支部、 東大阪支部 

技能賞：阿倍野支部、堺支部 

2019年度は、トータルプランナー受講者募集、仲間

づくり推進、支部イベント参加率の３項目が重点取組

みです。どうぞよろしくお願いします。 

② ８月７日「大阪代協オープンセミナー２０１９」 

が開催されます（ご案内を掲載しています） 

申込みがスマホからできるようになりました。 

ホームページに案内が掲載されています。是非 HPを

ご確認下さい。 

③不公正募集事案の募集者に対する質問状が新たに作成

されました 

ホームページの資料集に掲載されています。不公正募

集事案情報があれば企画環境委員にご連絡下さい。 

 
（記事：吹原事務局長） 

ＨＰが新しくなりました。 

・支部会・お知らせ・活動報

告・セミナー案内・などなど 

ＨＰでチェックしてね！ 
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～『いのち輝く未来社会のデザイン』～ 
第１２期（第５７期）通常総会・会員大会が開催されました 

 
５月２３日（木）午後１時３０分から、大阪市中央区北浜の大阪グリーンビル大阪損保会館で、第１２期（第

５７期）通常総会・会員大会が開催されました。総会には会員１１６名（委任状５１６名）が出席しました。 

総会では、山中尚会長(写真右)が挨拶に立ち、「昨年は、６月の大阪府

北部地震、９月の台風２１号、２４号と、災害の少ないと言われている大

阪にとって大災害の１年でした。私も代理店人生で初めて経験する事故件

数であり、１日中契約者宅に訪問する日が何日も続きました。しかし、保

険金支払時にはたくさんの感謝の言葉をいただき、契約内容を根本から見

直したお客様も多くありました。保険という仕組み、我々代理店の存在が

お客様のお役に立てることを確信できた１年であったと思います」と述べ

る一方、代理店を取り巻く環境が厳しい状況を踏まえ、「保険代理店が残

っていくためには、有事・平時の区別なく、いかにお客様に支持され、必

要な存在と認められるかが極めて重要です。改正保険業法が目指すところ

の『顧客本位の業務運営』ができているかどうかを、厳しく自らに問い続ける

必要があります」と強調しました。 

その後、第１～第７号議案が審議されすべて承認されました。 

会員大会では、来賓紹介の後、来賓を代表して財務省近畿財務局理財部金融

監督第四課保険監督室長の田中雄介氏(写真左)が挨拶に立ち、代理店に期待し

ていることとして『顧客本位の業務運営』『保険募集体制整備』『自然災害リ

スクへの対応』の３点を挙げました。まず、顧客本位の業務運営については

「顧客の２割程度にしか認識されていない現状において、代理店の皆様には顧
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客本位の理念のもと、代理店自らが創意工夫していただき、良質な保険商品・サービスの提供を競い合っていた

だきたい」。保険募集体制整備については「代理店の規模や業務特性に応じて、体制の在り方が合理的で実効性

のあることが重要です。顧客目線に立った保険募集に今一度立ち返って取り組んでいただきたい」と述べまし

た。 

また、昨年大阪を襲った地震や台風への代理店、損保会社への取組みを評価するとともに、自然災害リスクへ

の対応については「顧客との接点である代理店の皆様には、日ごろからの地域

に密着した活動を活かし、保険会社と連携し、地域のため、顧客のために最善

を尽くしていただきたい」と話しました。 

引き続いて、日本損害保険協会近畿支部委員会委員長の米川孝氏(写真右)が

「自然災害発生の懸念がますます高まっている中で、損害保険協会では毎年地

震保険普及キャンペーンを実施しています。皆様のご協力もあり、大阪では２

月末時点で保有契約件数は約７％、新規契約件数は１２％強の対前年増加とな

りました。これは全国的にも突出した普及状況です。また合わせて、募集品質

の向上させるための損害保険トータルプランナーについても引

き続きお願いしたい」と挨拶しました。 

講演では、２０２５年日本国際博覧会協会総務局総務部事業

調整課長の森栄子氏(写真左)が「万博の招致で目指す大阪・関

西の未来」と題し、万博が意味するものの説明とともに大阪・

関西万博の招致に至る軌跡とグランドデザインについて紹介し

ました。同氏は、昨年大阪に開催が決まった大阪・関西万博の

招致に当初から携わってきた１人で、「万博は、一過性のイベ

ントではなく、国の未来戦略として実施される国家プロジェク

トです。『いのち輝く未来社会』をテーマに、万博が持つ『圧

倒的な求心力・発信力』『世界との出会いによる人の交流促

進』により、イノベーションを巻き起こし、日本経済を活性化

につなげたい」と抱負を語りました。 

（記事：新日本保険新聞社） 

  

 

～今最も旬なテーマ『働き方改革』～ 
船場支部 セミナーを開催しました 

令和元年５月１０日(金)、連休明けの多

忙な時期でしたが、支部会員および、代協

未加入代理店、保険会社社員の総勢 19 名が

集まり、今最も旬なテーマである「働き方

改革」について勉強しました。講師には、

社会保険労務士の辻真吾先生をお招きし、

労務管理の実務対応について丁寧にご説明

をいただきました。 

 年次有給休暇の取得および管理手法、労

働時間のマネジメント、非正規社員の処遇

の考え方など、実務に役立つ内容が満載で

した。 
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 船場支部では引き続き、経営

や保険本業に価値提供できるセ

ミナーを企画・提案して参りま

す。また、セミナー終了後の本

音で語る情報交換もとても役立

ちます。是非ご参加下さい！ 

(記事：船場支部 柴田副支部長) 

 

 

   ～被害者にも加害者にもならないように～ 
   自転車交通安全講習会を開催しました 

府立茨木工科高校から、ＣＳＲ委員会に「自転車交通安全講習会」の要請をいただき、令和元年５月８

日(水)１４：２０より同校体育館で

の講習会開催となりました。 

対象は２年生（６クラス）２０２名

および教職員(１０名)で６時限目が

講習会に当てられました。講演時間

は３５分と短時間ではありました

が、由良講師はパワーポイントと大

阪代協作成 の「自転車交通安全リ

ーフレット」を利用し、留意点を丁

寧に解説しました。 

茨木工科高校では、昨年度末のア

ンケートによると、２年生の殆どの

生徒が自転車に乗っており、自転車

事故において加害者や被害者 にな

った事がある生徒が複数名います。警察から違反切符を切られた生徒も

相当数いるそうです。 

 この様に同校は、自転車事故やマナーの乱れに問題意識を持たれてい

ます。こうした事情から交通法規の指導とマナーの徹底を図る必要があ

り、今般２年生に「自転車交通安全講習」を実施する事になりました。 

由良講師は生徒に対し、被害者にも加害者にもならないで欲しい、まし

てケガをして欲しくない、という思いを終始呼び掛けていました。 

（記事：CSR 委員会 前田委員長） 
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～あわやホールインワン～ 
ゴルフコンペ 京阪東西支部と堺支部で！ 

京阪東・京阪西 

毎年恒例の支部合同ゴルフコンペの開催を令和元年

５月１８日（土） 宇治田原カントリー倶楽部にて参加

人数１６名での開催となりました。 

 当日は、 保険会社からも６名ご参加いただき、小雨

が降る中のスタートでしたが、後半は良いお天気とな

りました。また京阪西の中谷氏がバンカーから見事チ

ップインを決めたり、 飛ばない島田がドラコンを取れ

たりと、スコアはさておき、皆さんワイワイ楽しいラ

ウンドとなりました。 

 さて結果は、京阪西の岡部

支部長(写真右の男性）が昨

年王者の杉野氏を押さえ、見

事優勝となりました。  

参加賞は、今年も大好評の乃が美の高級食パン

を全員分ご用意致しました。 お忙しい中、皆さま

ご参加誠にありがとうございました。 

また、今後とも代協活動にご協力ご支援のほど何卒宜しくお願い申し上げま

す。 

（記事：京阪東支部 島田支部長） 

 

堺支部 

令和元年５月２５日（土） 岸和田カントリー倶楽

部にて堺支部ゴルフコンぺが参加者１６名で開催され

ました。当日は、好天に恵まれ暑さが心配されました

が、意外と風は爽やかで快適にプレーができました。 

 山本幸雄氏が、几帳面な性格をゴルフでも披露？シ

ョートホールであわやホールインワンか（あと数ｃｍ）！

というナイスショットで文句なしのニアピン賞を獲得

されました。  

多くのつわものを退

け、西澤副支部長(写

真下)が見事に優勝さ

れました。スコアはグロス９０ＨＣ２

１．２ ネット６８．８の素晴らしい成

績を修められました。因みにベスグロは

８１でホールアウトされた隼田副支部長でした。 

参加者全員ケガも無く、和気あいあいと楽しい一日を過ごすことができ

ました。  

（記事：堺支部 大谷記者） 
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    ☆☆ 昨年日本代協コンベンションで大好評だったセミナーを大阪で開催！！ ☆☆ 

小さな組織が有利な時代！１０００人調査結果を含め最新のマーケティング、ブランディングが学

べます。日本代協とともにお送りする、聴く人全員が元気になれるセミナーです！ 

お申込みは ⇒のＱＲコードから送信。ご来場をお待ちしています。 
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＜会員の皆様には本文を送付済みです。著作権の関係でホームページ掲載用は内容を割愛しています＞  

   

         文責：日本創倫株式会社 専務取締役（SEO）オフィサー事業部長  風間利也 配信：日本代協事務局  
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ふうたのワンポイントレッスン Ｖｏｌ．２    ロープレの効用 
 


