
発行：2019 年(令和 元年) ８月 5 日 令和 元 年 ８月号 

- 1 - 

 

 

 

☆７月は３店の仲間が増えました＼(^o^)／ 

☆出光保険サービス様は、特別一般会員の

新規加入の第１号です！ 

☆正会員の入会は年度累計で１９店、目標 

達成まで３１店です。皆の力で、業界に

代協の理解を広げて行きましょう。 

代申会社 

東京海上日動 

ＳＪＮＫ 
ＳＪＮＫ 

所属支部 代理店名（敬称略） 

東 出光保険サービス 

船場 矢野モータース 

南大阪 アンドエヌ 

２０１９チャレンジ５０ 

７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。 

８月の予定 
7日(水) オープンセミナー （毎日新聞オーバルホール） 

13日(火)～16日(金) 事務局休業 

28日(水) 建築防災啓発員講習 （損保会館 講堂） 

30日(金) 教育委員会 （大阪代協 会議室） 

 
 

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！ 

☆☆ 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.４が配信されました。今月は「苦情管理」がテー

マです。「軽微なミス」の分析にも注意が必要です。 

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！！ 

◆ 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」＠毎日新聞オーバルホール 

◆ 8月28日(水)13:30～ ＠大阪損保会館講堂 

「大阪府建築防災啓発員認定講習会」 

※ P,７のご案内チラシをご覧下さい。 

理事会だより 

～７月度理事会の報告事項です～ 

① 日本物流事業協同組合と提携し、ＥＴＣコーポレー

トカードの利用者紹介を行うことができるようにな

りました。 

フリート契約者等に、保険以外の情報提供、サービ

スとして利用可能です。概要は P,６をご覧下さい。 

② 関東財務局による臨店の動きについて 

10 月以降関東財務局では管下代理店 100 店に事前ア

ンケートを実施し、60 店に臨店します。代協では引

き続き情報を収集して参ります。 

③ 大阪府建築防災啓発員の募集が始まりました 

大阪代協と大阪府が事業連携協定を結び、会員の皆

様から大阪府の建築防災啓発員を募集することにな

りました。資料は P,７をご覧下さい。 

④ かんぽ生命の不適正募集について 

日本代協は当局との意見交換の際に、保険業法違反

を前提として厳しい対応を申し入れます。 

⑤ 日本代協アカデミー無料お試し登録 

視聴可能なコンテンツが増えてきました。 

是非ともお試し登録の上、視聴をお願いします。

ヘルプデスクを開設し登録の支援をしています。 

P,７をご覧下さい。 

⑥ ぼうさい探検隊の取組みをお願いいたします 

夏休みです！小学生の自由研究に是非ぼうさい探検

隊を活用しましょう！ 

（記事：吹原事務局長）  
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～どうすれば元気な支部を作り、会員に情報と熱を伝えられるのか～ 
事業活性化委員会 支部交流会を開催しました 

 

７月１７日（水）理事会に引き続き、２０１９年度の支部交流会が開催されました。 

１２支部の支部長、副支部長、会長、副会長など総勢４２名が参加 し、

どうすれば元気な支部を作り、一人でも多くの会員に情報と熱を伝えら

れるのかを話し合いました。 

冒頭、山中会長が挨拶

に立ち「大阪代協の理念

実現のためには、支部の

活性化が不可欠である。 

大阪代協はひとつだ、各支部は、会員が参加したくなる支部会、支

部イベントの開催を本気で考えて欲しい」と交流会の目的を伝えま

した。 

続いて、嶋専務理事を中心に、各会員の特性に応じた情報提 

供、支部マネジメントについて論議が行われました。事務局からのイベントチラシ作成術の情報提供、再び会

長からの支部活動費の費消ガイドライン説明の後、参加者は４つのチームに分かれグループディスカッション

を行いました。 
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たいと思います。 

テーマは２つあり、①支部運営の悩みについて本音で語り合う、 

②会員が参加したくなる支部運営をどのように行うのか について、

皆さんの活発な論議が展開され 

ました。 

皆さまからいただいた貴重な

ご意見は、集約させていただき

今後の代協運営に活かして行き 

 

 

 

（記事：事業活性化委員会 大畠委員長） 
 

 
 

 

～「代理店経営におけるリスクマネジメントの必要性と対応」～ 
阿倍野支部・船場支部・北大阪支部 合同セミナーを開催しました 

６月２６日（水）に阿倍野支部、船場支部、北大阪支部

と３支部合同で総勢５０名が参加するセミナーを実施しま

した。講師には、東京代協の会員でもある ARICE ホールデ

ィングス CEO の松本一成氏をお迎えし、「代理店経営にお

けるリスクマネジメントの必要性と対応」というテーマ 

でお話頂

きまし 

た。 

代理店

を取り巻く環境は刻々と変化しています。松本氏から、保険代

理店における、リスクマネジメントの本質とその必要性につい

て、環境変化に対応する代理店経営の観点から熱く語っていた 

だきまし 

た。言わんとするところは、代理店店主の方々だけでなく、

従業員であるそれぞれの募集人の心にも確実に響いたので

はないでしょうか。また、「法人マーケットを開拓する中

で我々保険代理店はただ保険を売るだけの存在になっては

いけない。リスクマネジメントを通じて当該企業のビジョ

ン達成に関われる存在になることで、お客さまに真の価値

提供ができ、本当の意味での顧客本位の業務運営が可能に

なる。」と語られました。 
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今回のセミナーを通して代理店が向かうべき方向性に改めて気づかされ、プロフェッショナルとしてさらに専門

的なスキルを高める必要性を痛感させられました。 

(記事：阿倍野支部 西村副支部長） 

～最先端のガン治療～ 

和泉支部 セミナー・見学会を開催しました 
 

令和１年６月２７日に泉佐野市の医

療法人龍志会 ＩＧＴクリニックに

てセミナーを実施しました。 当日

は大雨にも関わらず和泉支部・堺支

部の会員合計３３名の方にご参加い

ただきました。 

初めに事務の田邉氏よりＩＧＴクリ

ニックの概要を紹介いただき、その 

後、堀信一院長から 約１時間

にわたりお話いただきました。

質疑応答の時間には、多くの参

加者から質問が出され、ガンと

いう病気が他人事でなく、身の 

周りにも多くの人がガンと闘っていて、皆の関心が強い事が伝わ

ってきました。その後はクリニック内の治療を行う施設などの見

学をしました。実際に医療機器に乗せてもらったりと、あっとい

う間に２時間が過ぎました。 

同クリニックで行っている『ガン治療』は医療業界でも注目

されている施設・治療で、動脈塞栓術と温熱治療というもので

す。５ｍｍのガンでも見つけることができる装置で塞栓術を行

います。健康保険適用で、人にもよりますが２泊３日程度の入

院で、費用は４０～５０万円ほどということです。頭部以外が

対象で、足よりカテーテルを挿入し腫瘍の部 

分だけの血流を止め、ガンだけを弱らせる治療です。ガン転移

された方が海外からも来られるようです。セカンドオピニオン

としても皆様に知っていただければ と代理店からお客様・同業

者様へ情宣できればと感じたセミナーでした。 

（記事：和泉支部 池田支部長 堺支部 庫内副支部長） 
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～保険会社対抗の団体戦～ 

東大阪支部 ボウリング大会を開

催しました。 

 

７月９日（火）１８時より八戸ノ里のボウリングス

ペースＨＩＴにて東大阪支部主催の保険会社対抗ボウ

リング大会を行ないました。蒸し暑い梅雨空の 

 

 

 

 

 

 

 
 

もと、保険会社社員、会員合わせて４８名の皆様にご参加

頂きました。開会の挨拶を白藤支部長、始球式を新谷副会

長が行い、プレイ開始。今回は、２ゲームのトータルスコ 

アで保険

会社対抗 

の団体戦を争いました。 

 
ルールは、各保険会社の参加メンバーの中で上位３人と下位 

２人の合計スコアで競うというもの。参加メンバー全員が楽し

く、でも全員が息の抜けない時間を過ごすことが出来ました。 

 

そして、栄えある団体優勝は損保ジャパン日本興亜社。前支 

部長の勝氏が個人戦トップの２ゲーム計３７８の素晴らしい 成

績でチームを引っ張りました。団体戦準優勝は、１８ピン差で

あいおいニッセイ同和社。例年、最下位が指定席だった同社は

内田社員の個人戦２位３７２という素晴らしい成績に引っ張っ

てもらい躍進しました。ボウリング大会、表彰式兼懇親会中も、

普段の仕事から離れて皆さんが和気あいあいと楽しく過ごす事

が出来ました。こういったレクリエーションの開催は、保険会

社の社員や会員同士が仲良くなってもらう為には益々必要だと

感じました。 

 

（記事：東大阪支部 保田副支部長） 
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～新しい提携事業・ＥＴＣｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶｰﾄﾞ～ 

 
●法人・個人事業主向け ＥＴＣコーポレートカード（阪神高速割引あり）紹介 

●日本物流事業協同組合 

・〒550-0011 大阪市西区阿波座 1-13-11 建協ビル 

℡ 06-6536-3700 FAX 06-6531-5025 

●担当：守屋 誠 氏（携帯電話 090-8382-8223）← 質問・見積依頼はこちらへ 
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～大阪府建築防災啓発員認定講習会～ 
● 講習会参加者を募集しています（先着１００名）。 

● ８月２８日（水）１３：３０受付開始 １４：００～講習 

 

～日本代協アカデミー無料お試し登録推奨中～ 
● ９月末まで無料お試し期間です。是非とも登録いただきコンテンツを視聴して下さい。 

● 登録のやり方は下記チラシをご覧になるか、ヘルプデスク⇒℡０３－５２０９－３７７１ へ。 
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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＞ 

〈作成：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〉 

≪体制整備の豆知識Part ４≫ ２０１９．７．２４ 

ふうたのワンポイントレッスン Ｖｏｌ．４ 苦情管理 


