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所属支部 代理店名（敬称略）   代申会社 

東   アスタリスク         ＡＤ 

北摂西 オフィス・エフ      三井住友 

 

☆９月は２店の仲間が増えました＼(^o^)／ 

☆正会員の入会は年度累計で２３店、目標 

 達成まで２７店です。皆の力を合わせて、 

業界に代協の理解を広げて行きましょう。 

２０１９チャレンジ５０ 

９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。 

☆☆ 大阪代協のセミナー情報 ☆☆ 

みんなで勉強し、研鑽を積みましょう！！ 

◆10月8日(火)13:30～ ＠ＳＪＮＫ道修町ビル 

「大阪府建築防災啓発員認定講習会」問合先：事務局 

◆11月7日(木)13:30～ ＠東京海上日動堺支社 

「大阪府建築防災啓発員認定講習会」問合先：事務局 

◆11月29日(金)14:00～ ＠大阪損保会館 

「ＦＤの本質を学ぶ」       問合先：事務局 

講師：近畿財務局 保険監督室長 田中 雄介氏 

のぞみ法律事務所 吉田 桂公氏 

 

理事会だより 

   ☆９月１８日に理事会が開催されました☆ 

  

 ●日本代協コンベンション参加者が決定しました 

 ・大阪代協から２０名が代表して参加します。初参加 

の方が１２名、内理事以外は１１名の構成です。 

 ・得られた気づき、吸収したエネルギーは各支部に 

フィードバックをさせていただきます。 

 ●トータルプランナー受講者は１２月から募集開始 

 ・各支部の受講者募集人数ガイドラインが決まりました 

  代理店の品質向上のため積極的に受講下さい！ 

 ●日本代協アカデミーの料金体系改定 

 ・募集人の教育管理は「体制整備義務」として必須の 

項目ですが、それ以前に「人材育成」は企業にとって 

大きな課題です。 

 ・これらの解決手段として日本代協アカデミーを提供 

しています。料金体系改定を機に募集人全員登録を 

お願いします。 

 ●関東財務局による直接対話アンケート実施 

 ・損保３社以上乗合、１０名～３００名の兼業代理店 

１００社にアンケートが送られました。 

 ・「監査」と「教育」が直接対話のメイン項目です。 

 ・詳細は支部会、もしくは事務局へお尋ね下さい。 

              （記事：吹原事務局長） 

10月の予定 
8日(火) 建築防災啓発員講習  （ＳＪＮＫ道修町） 

9日(水) 無料法律相談     （大阪代協 会議室） 

16日(水)   理事会      （大阪代協 会議室） 

17日(木)   事業活性化委員会 （大阪代協 会議室） 

19日(土) 阪神ブロック協議会 （大阪代協 会議室） 

27日(日)   御堂筋ｸﾘｰﾝｲﾍﾞﾝﾄ  （御堂筋一円） 

 

☆☆ 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.６が配信されました。今月は「個人情報の持ち出

し管理 実務編」がテーマです。 

是非事務所内の皆様でご一読下さい。 

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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～ボーとしてんじゃねーよ！！ときついお叱り～ 
阪神ブロック人材育成研修会を開催しました                            

 

 ９月６日（金）から７日（土）にかけて阪神ブロック

人材育成研修会がホテル・ロッジ舞洲(まいしま)に於い

て開催されました。 

  阪神ブロック人材育成研修会は、４年に一度行わ

れ、今回は大阪代協が幹事となりました。 

 日本代協から(株)グッドサポート 中島克海氏を

講師に招き、大阪、兵庫、和歌山から５２名が集ま

りました。 

 まず、日本代協近畿阪神ブロック担当理事、黒石

光寿氏の挨拶に始まり、続いて日本代協組織委員

長、中島克海氏より「今後の代理店経営の行方」を

テーマにご講演を頂きました。 我々代理店が皆悩んでいる経営方針、人材採用、募集人の高齢化、体制整備

を含めた多くの解決策を明確に示して頂きました。 自らの利益だけを追求をせず、地域と共に生きる。すべて

を記録に残す。年間スケジュールを作成し、経営理念、方向性、役割分担のすべてを活動内容に落としこむ。 

そして、楽しく仕事をする。熱く、常に笑顔の中島様のご講演は本当に「素晴らしい」の一言でした。まさに

「聞かなきゃ損！」 

 その後は、中島氏のセミナーを基に、ワールドカフェ方

式のグループディスカッションを行いました。 初対面の

名刺交換から始まり、熱く思いを語る一方で、各テーブル

からは大きな笑い声もあり、あっという間の１時間半でし

た。 大阪代協の安本副会長がまとめの挨拶を行い、１日目

の研修は終了。続いて、夕日の美しいバーベキューフィー

ルドに移動しての懇親会を行いました。 和歌山県代協 中

村会長に乾杯の挨拶を頂き、飲み放題、焼き肉、海鮮に舌

鼓。各テーブルでワイワイガヤガヤ和気藹々、兵庫県代協 

山口教育委員長に中締めの挨拶を頂き一旦終了。更に場所

を移動して人材育成研修名物の「語ろう会」を開催致しました。 お酒の量も増え自由奔放に話が弾む中、和歌

山県代協 角教育委員長より閉会のご挨拶を頂き、夜も更けて解散。  



令和 元 年10月号 発行：2019 年(令和 元 年) 10月 7日 

 

 

- 3 - 

   

 

２日目は、新谷副会長による、

テーマ「生命保険～香代ちゃんに

叱られる！」で開始。皆さん生命

保険の成績はどれくらいですか？

決算書をきっちりと見ています

か？法人契約をどれくらい頂いて

ますか？そんな数字でお客様を守

っているといえますか！ ボーと

してんじゃねーよ！！ときついお

叱りを受けました。 でも、全く

その通りです。 

 続いて、山中会長による「山中 

尚の『現状と課題』そうだったの

か！！」。日本代協が毎年発行し

ている「代協活動の現状と課題」について、鋭い視点からの解説がありました。「代協活動の現状と課題」に

は毎年サブタイトルが付いています。昨年度は「今を変えなければ、未来は変わらない」でした。自社の社員

教育のあり方、業界全体のスキルアップが大きな課題

になっています。当局も、保険会社の℮ラーニング修

学は当たり前とし、各代理店がどのような教育、勉強

会、スキルアップの施策を独自でしているのかを注目

しています。 

代協が提供している日本代協アカデミーを各代理店

が活用することで、募集人教育の実践およびエビデン

スを保管することができます。保険代理店として生き

残る為にも是非、「現状と課題」の熟読と日本代協ア

カデミーの利用をお勧めいたします！ 

 そして、参加者全員による「１分間スピーチ」で、

この２日間の感想やご自身の想い、決意などを１分間にまとめて発表してもらいました。 再び中島講師に講評

をお願いし、代協活動に取り組む意義について熱く語っていただきました。 閉会のご挨拶を阪神ブロック協議

会 塩谷ブロック長から頂き、予定通り研修を修了致しました。 

 向上心の強い方が多く集い、業界の未来を語り、成功例を惜しげもなく語っていただける人材育成研修会は

いつも、自分を成長させてくれるように感じます。今回講師の中島氏の講演は、笑顔を絶やさない明るい生き

方も含め、大変参考になりました。今回聴講できたことを幸せに思います。 ありがとうございました。ま

た、２日間の研修、皆さま本当にお疲れ様でした。   
（記事：教育委員会 山本副委員長） 
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～人材育成研修会に参加して～  

参加者感想 
９月６日・７日ホテル・ロッジ舞洲にて 研修を受けなければという倦怠感からくる重い体に鞭打って会場に到着

しました。何で泊り？知ってる人誰もおらんやん。途中で帰ったら怒られるかな？とか始まる前はそんなことばかり

考えていました。 

今回のエントリーも支部会で研修の参加を迫られ逃げ場を失い

半ば強制的に参加させられた感がありました。 

私の中での代協のイメージは、なんか集まって保険会社の悪口を

言い合ったり、地域貢献といいながら、ただ集まって飲み会した

いだけなんじゃないか？支部長とか委員をやらされたらいろんな

とこ行かされて仕事にならんのと違うか？余裕のある代理店なら

いいけどうちは本業がほんまに忙しいのにやってられへんねんけ

ど・・・その集団が企画した、人材育成研修？何のために？支部

会もろくに参加してない私がなぜ行かされるのか。もっと他に参加すべき人がいるのでは？・・・ 

会が始まって十数分経過してもまだそんなことを。日本代協組織委員長の中島氏のセミナーが始まって数分、まじ

か？これはメモを取らなあかん！スライド早すぎる！もっとゆっくり進行してください！必死でメモを取っていると

あっという間に終わってしまいました。 

え？この人すごいやん。自分よりも数倍忙しい方がこんな遠方まで来てくださって後ろ向きなこの私に勉強させてい

ただけ本当に有難いです。早速メモを読み返し来週からの経営に役立てようと思いました。あれ？なんか違う。そう

思い始めて次のカリキュラム。 

ワールドカフェではグループディスカッションでちょうどよい人数の意見交換会で自分から積極的に意見を述べ参

加した感があり、大変有意義でした。大人数

の前で積極的に発言することが苦手な私には

ぴったりな研修でした。 

バーベキューと語ろう会についてはがんばっ

て交流しようとお酒を飲みすぎ、何の話をし

たのかほとんど覚えていません。 

2 日目、生保の話。捕まったらつるし上げ

られるのではないかという挙手方式の緊張感

の中、何かこの方と通じるものがあり終始う

なずく、まったく同感です。という感じで終

わりました。 

山中会長の講義については、「代協活動の現

状と課題」を題材に始められたのですが驚いたのは半分ぐらいの人が、この本をもってきていない。実は私も事務所

を探したが紛失（正確には捨てた）したので支部の他のメンバーに朝から借りに行きましたよ。皆さんどんだけ図太
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いねんと思いました。この冊子のページをめくったのは初めてで、こんな重要なことが書かれていたのかと正直驚き

ました。まだページをめくったことのない方はまず開いてください。数ページめくると必ず参考にできるページがあ

ります。本当に目からうろこです。 

最後の一分間コメント。これはいらないと思いました。後にアンケート出すのですから。 

今まで熱心にいろんな活動を勧めていただいた諸先輩方、今回の研修を勧めていただいた支部の皆様、２日間の企

画運営に当たられた委員の皆様、講師の皆様、本当にありがとうございました。このような素晴らしい活動をされて

いることを、私と同じように支部のゴースト会員にも宣伝し、少しでも代協のお役に立てるよう、気持ちを入れ替え

て貢献したいと、少しだけ思った次第です。 

 (記事：和泉支部 西川記者) 

 

 

～９５名が新たに建築防災啓発員に認定～ 

第１回大阪府建築防災啓発員認定講習会を開催 
 

８月２８日、大阪損保会館にて第１回大阪府建築防災啓発員

認定講習会が開催されました。 

 大阪府から、３名の講師(写真右下)をお迎えし、９５名が熱

心に受講しました。 

 大阪府には、耐震性が強化される昭和５６年以前の木造建築

がまだ約３９万戸存在し、全国ワースト１位の密集市街地の面

積と併せて、大規模地震発生時の大きなリスクになっていま

す。 

 耐震診断、耐震設計、耐震工事の際には府市から補助金が出

ることや、通電火災を防止する「感震ブレーカー」の効果・必

要性を一人でも多くのお客様に伝えて行きましょう。 

防災・減災の提案は、保険代理店の重要な「使命」です。 

大阪代協会員の皆様は是非とも「大阪府建築防災啓発員」の資

格をお取りいただき、安全・安心なまちづくりに一緒に取り組

んで行きましょう！  

 

 

                                

（記事：ＣＳＲ委員会 堀口副委員長） 

https://www.osakadaikyo.or.jp/committee/2019/08/30/142109#4
https://www.osakadaikyo.or.jp/committee/2019/08/30/142109#1
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～昨年の台風を乗り越え今年は開催！～ 
 京阪西支部・京阪東支部 懇親ボウリング大会を開催しました 

９月２０日（金）１８時より京阪牧野駅の松園ボウルにて京阪東・京阪西合同の懇親ボウリング大会を行ないまし

た。足元が悪い中、保険会社社員の皆様１０名、会員２８名と多数の皆様にご参加頂きました。 

 開会の挨拶を島田・岡部両支部長が行い、ゲーム開始。今回は、２ゲームトータルの成績で個人戦のみの表彰とし

ました。ハンデキャップを６０歳以上４０、女性４０に設定したので、だれでも優勝のチャンスがありました。普段

あまりボウリングをしない方ばかりで、当日を迎えるまで「大丈夫か

なぁ」と不安のようでしたが、いざ２ゲーム終える頃には、皆さん笑

顔で盛り上がり、とても楽しく過ごすことができました。 

栄えある優勝は、京阪東支部、㈲トータルホケンサービスの大橋亙

氏でした！ その他に

も飛び賞でいろいろな

賞品があり、たくさん

の方が入賞されてあち

こちで笑顔が溢れてい

ました。 

 ボウリング大会、表

彰式兼懇親会中も、皆さんが和気藹々と楽しく過ごす事が出来まし

た。このようなレクリエーションは、保険会社の皆様や会員同士が良

好にコミュニケーションを行うにはとても大切な行事だと感じまし

た。 

 毎年恒例行事なので、私も来年こそは優勝！狙いたいと思います^^                  

                                    (記事：京阪東支部 島田支部長) 

 

～ブービー賞は今話題の「たらたらしてんじゃねーよ」～ 
北大阪支部ゴルフコンペを開催しました 

 

まだまだ厳しい暑さが残る、９月１６日（祝）に北大阪

支部恒例のゴルフコンペを開催しました。シルバーウィー

ク３連休の最終日ということもあり、当初の予定より少な

い参加者となってしまいましたが、全員ケガなく楽しくラ

ウンドを終了することができました。 

 プレー後の表彰式も和気あいあいとした雰囲気で行わ

れ、ブービー賞は今話題の「たらたらしてんじゃねーよ」

だったり、他にも北大阪支部らしいユーモアあふれる賞品

が参加者全員に配られ健闘を称えあいました。 

 ちなみに気になる優勝は急遽、有澤副支部長の代打で出

場した東京海上日動社員の松田さんで、北大阪支部として

は来年こそとリベンジを誓う結果となってしまいました。 

 

          （記事：北大阪支部 山田支部長） 
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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 
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