
 

 

 

 

 

☆ 2021年度 人材育成研修会 ☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年９月３日（金）  ＷＥＢ研修 

 

一般社団法人日本損害保険代理業協会 阪神ブロック協議会 



 

＊ 2021年度 人材育成研修会 ＊ 

 

１． 日 時： ２０２１年９月 3日(金)  １２時５０分から１７時３０分 

 

 

２． 場 所： ＷＥＢ研修 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆事前登録用URL 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvde-

hpjkjG9UVLzVKsIspVf4qWJHgjokN 

※登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

３． 人 数：  ３９名 （参加者一覧は別紙のとおり） 

 

 

４． 研修会の目的 

① 社会や業界に貢献できる次世代を担う人材を育成する。 

② 自代協の垣根を越えて交流を図る。 

③ 会員間の相互交流、情報交換、ネットワーク作りの機会にする。 

④ 代協が自社の経営や保険本業に役立つことを理解する。 

⑤ 代協の存在意義について理解・納得する。 

⑥ 会員各自の資質の向上を図る。 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvde-hpjkjG9UVLzVKsIspVf4qWJHgjokN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvde-hpjkjG9UVLzVKsIspVf4qWJHgjokN


＜2021年度人材育成研修会タイムテーブル＞ 

９月 3日(金) 

 12:50 開講挨拶
　　　　　　　　日本代協　理事　黒石　光寿
事務連絡

13:00 セミナー①（60分）

「成長や変化のヒントは、『困難』の中にある」

MAEMUKI ACTION　代表　大野　義啓　氏

講演御礼　　　兵庫県代協　会長　塩谷　広志
14:00 休憩（10分）

14:10 セミナー②（45分）

「代理店経営と代協の活動」

株式会社ミライト　代表取締役　石川英幸　氏

14:55 休憩（10分）

15:05 グループディスカッション①（30分）

15:35
「本日のセミナーで感じたこと」

15:50
各グループ発表（2分×5グループ）

16:00
休憩（10分）

グループディスカッション②（30分）

16:30
「本日のセミナーをどのように行動に活かしますか？」

16:45
各グループ発表（2分×5グループ）

16:55
休憩（10分）

17:25

山中ﾌﾞﾛｯｸ長講話（30分）
　　　「なぜ私たちに代協が必要なのか」

17:30

開講挨拶
　　　　　　　和歌山県代協　会長　保田　隆紀

記念撮影 



大野　義啓 様

NO. 代協 役職等 代理店等 氏名(敬称略）

1 日本代協 理事 (有)光保険事務所 黒石　光寿 F F

2 日本代協 理事・教育委員長 （株）ミライト 石川　英幸 G G

3 大阪 東支部 セキスイ保険サービス（株） 江上　国臣 C D

4 大阪 北大阪支部 (有)大畠保険事務所 大畠　一平 D C

5 大阪 北摂支部 クラート保険サービス（株） 川村　寿英 A C

6 大阪 京阪支部 （株）calm 郡　泰範 E D

7 大阪 船場支部 （株）オフィスカスガ 西山　和広 E E

8 大阪 船場支部 （株）スター保険 前田　浩基 B D

9 大阪 阿倍野支部長 （株）ｱｲﾃｨｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 西村　拓真 C E

10 大阪 東大阪支部 ゼネラルスタッフ（株） 上田　渥史 D E

11 大阪 東大阪支部 株式会社ＤＡＩＳ 土井　規彰 E C

12 大阪 南大阪支部 (有）JIS 寺町　誠幸 A D

13 大阪 堺支部 （株）センシュー庫内 庫内　元三郎 A E

14 大阪 和泉支部 粉川自動車（株） 粉川　直也 B E

15 大阪 （教育）副委員長 (有)ＴO－ＤＯ 渡辺　太一郎 A A

16 大阪 （教育）副委員長 (有)やまと保険事務所 和田　圭司 B B

17 大阪 （教育）副委員長 (有)ポントス 西尾　竜平 C C

18 大阪 （教育）書記 はるなリスクコンサルティング 春名　優男 D D

19 大阪 教育委員 （株）おくほ 佐野　恒嘉 C C

20 大阪 教育委員 （株）エースタッフ 田中　裕夫 E E

21 大阪 教育委員 （株）ネオプランニング 田中　宏一郎 D C

22 兵庫県 みらいプランニング（株） 松本    由裕 D A

23 兵庫県 （株）ＯＮＥ 中村　真木雄 B A

24 兵庫県 ハッピーライフストア 板倉　實 C A

25 兵庫県 平山モータース 平山　今日子 A A

26 兵庫県 副会長 （株）共盛 山口　善克 E A

27 和歌山 エミノワ（株） 橋本　浩伸 E B

28 和歌山 副会長 (有)わかば保険 坂本　健明 A B

29 和歌山 副会長 （株）正和プランニング 坂本　正和 B B

30 兵庫県 エターナルハーベスト（株） 畑原　健介 ― ―

31 大阪 会長 アスナロ保険（株） 山中　尚 F F

32 大阪 副会長 (株）KSライフプランニング 新谷　香代子 G G

33 大阪 教育委員長 (株)保険グルーヴ 山本　幸雄 G G

34 大阪 事務局長 大阪代協　事務局 吹原　成治 G G

35 兵庫県 会長 MS関西（株） 塩谷　広志 F F

36 兵庫県 教育委員長 (有)ヱビス・ＩＳ 岡田幸男 G G

37 兵庫県 広報委員長 阪神保険事務所（株） 野島　敏彦 G G

38 和歌山 会長 （株）グリーンライフ 保田　隆紀 F F

39 和歌山 教育委員長 (有)マキノ 槇野　隆章 G G

２０２１年度　人材育成研修会参加者リスト（全体）

セミナー講師 MAEMUKI　ACTION　代表

グループ



ｸﾞﾙｰﾌﾟ 代理店名 氏名　　（敬称略） 代協

(有)ＴO－ＤＯ 渡辺　太一郎 大阪

平山モータース 平山　今日子 兵庫県

(有)わかば保険 坂本　健明 和歌山

クラート保険サービス（株） 川村　寿英 大阪

(有）JIS 寺町　誠幸 大阪

（株）センシュー庫内 庫内　元三郎 大阪

(有)やまと保険事務所 和田　圭司 大阪

（株）ＯＮＥ 中村　真木雄 兵庫県

（株）正和プランニング 坂本　正和 和歌山

（株）スター保険 前田　浩基 大阪

粉川自動車（株） 粉川　直也 大阪

(有)ポントス 西尾　竜平 大阪

（株）おくほ 佐野　恒嘉 大阪

ハッピーライフストア 板倉　實 兵庫県

セキスイ保険サービス（株） 江上　国臣 大阪

（株）ｱｲﾃｨｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 西村　拓真 大阪

はるなリスクコンサルティング 春名　優男 大阪

みらいプランニング（株） 松本    由裕 兵庫県

(有)大畠保険事務所 大畠　一平 大阪

(株)ネオプランニング 田中　宏一郎 大阪

ゼネラルスタッフ（株） 上田　渥史 大阪

（株）エースタッフ 田中　裕夫 大阪

（株）共盛 山口　善克 兵庫県

エミノワ（株） 橋本　浩伸 和歌山

（株）ＤＡＩＳ 土井　規彰 大阪

（株）calm 郡　泰範 大阪

（株）オフィスカスガ 西山　和広 大阪

・・・ 進行役

グループディスカッション①

テーマ　：　「本日のセミナーで感じたこと」

A

B

C

D

E



ｸﾞﾙｰﾌﾟ 代理店名 氏名　　（敬称略） 代協

(有)ＴO－ＤＯ 渡辺　太一郎 大阪

平山モータース 平山　今日子 兵庫県

（株）ＯＮＥ 中村　真木雄 兵庫県

ハッピーライフストア 板倉　實 兵庫県

みらいプランニング（株） 松本    由裕 兵庫県

（株）共盛 山口　善克 兵庫県

(有)やまと保険事務所 和田　圭司 大阪

(有)わかば保険 坂本　健明 和歌山

（株）正和プランニング 坂本　正和 和歌山

エミノワ（株） 橋本　浩伸 和歌山

(有)ポントス 西尾　竜平 大阪

（株）おくほ 佐野　恒嘉 大阪

クラート保険サービス（株） 川村　寿英 大阪

(株)ネオプランニング 田中　宏一郎 大阪

（株）ＤＡＩＳ 土井　規彰 大阪

(有)大畠保険事務所 大畠　一平 大阪

はるなリスクコンサルティング 春名　優男 大阪

(有）JIS 寺町　誠幸 大阪

（株）calm 郡　泰範 大阪

セキスイ保険サービス（株） 江上　国臣 大阪

（株）スター保険 前田　浩基 大阪

（株）エースタッフ 田中　裕夫 大阪

（株）センシュー庫内 庫内　元三郎 大阪

粉川自動車（株） 粉川　直也 大阪

（株）ｱｲﾃｨｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 西村　拓真 大阪

ゼネラルスタッフ（株） 上田　渥史 大阪

（株）オフィスカスガ 西山　和広 大阪

E

・・・ 進行役

グループディスカッション②

テーマ　：　「本日のセミナーをどのように行動を活かすか」

A

B

C

D



大野義啓氏プロフィール 

 

1975年兵庫県明石市出身。天理大学体育学部を経てプロ柔道家として社会人をスタート。 

 

1999年韓国籍だったため国籍の壁で日本代表を目指すことを断念し、自分のルーツでもある韓国代表でシド

ニー五輪を目指す。第二次選考会で優勝し、最有力候補と言われたが最終選考会では決勝戦で敗退し代表

落選。人生最大の挫折を経験。 

 

自分自身のメンタル面や様々な葛藤と向き合い、1年後の2001年ミュンヘン世界柔道選手権大会最終選考会

決勝戦では延長戦の末「一本勝ち」で韓国代表の座を掴む。 

 

2001年、2003年には韓国代表として2大会連続、3階級で世界選手権に出場し、無差別級ベスト8入賞をはじ

め、2000年アジア柔道選手権では100kg超級で銅メダルを獲得するなど、国際大会で活躍する。 

 

2007年に現役を引退し、大阪市平野区で「よつ葉鍼灸整骨院」を開院。現役引退後の人生を起業家としてスタ

ートする。 

 

現役引退後は「人生の成功者」を目指し、「人に負けたくない！」というアスリート時代に培った闘争心だけで事

業を急スピードで拡大。売り上げもスタッフ数も急成長を果たしたが、スタッフのマネジメントや人材育成、会社

やチームの仕組み作りなどほぼノータッチで事業拡大に走ったため、社内の人間関係や組織構築は徐々に崩

壊し業績は大きくマイナスへ転落。最大２億円を超える多額の負債を抱えることに。 

再び挫折を味わう。 

 

その時、アスリート時代に勝てなかった時と起業してからのうまくいかない時の自分自身の思考習慣や判断基

準に共通点があることに気づき、「人のパフォーマンス」と「メンタル・思考習慣」の関連性を本格的に学ぶ。 

改めて自分自身のメンタル面と徹底的に向き合い自分の負けパターンに気づく。 

 

そこから大きく方向転換し「人の成長＝メンタルの成長」「人の教育＝在り方や考え方の教育」に注力した。 

社員の離職率は過去3年間で80％減少し、売り上げは1.43倍にアップ。 

 

現在は、自社の経営やスタッフ育成のほか、「プロアスリー

ト」「プロトレーナー」「中小企業経営者」の3つの視点と経験を

基に独自のmaemukiActionメソッド開発し目標(やりたいこと)

を持つことで「折れても戻せる」前向きなメンタルを持ち、前向

きに行動ができる人を増やす！を理念に掲げ目標設定や目

標達成のコツ、考え方や取り組み方などを広めるため研修講

師や、多くのトップアスリートの目標達成もサポートするなど

メンタルコーチとしても活動中。 

 

「利己の挑戦は恐怖で潰れ、利他の挑戦は勇気に支えられ

る！」と言う教訓を引退後の会社経営でも「目的のある目標

の設定」を実践し成果を上げる。 

 

スポーツにおいても、ビジネスにおいてもメンタルやマインドのコントロールがその人が発揮する能力の大きく

影響することを知り「やり切る技術」を啓蒙するためのGRIT ACADEMYも主催。 

 

著書に「頑張り方の教科書：自由国民出版社」がある。 



株式会社ミライト概要および石川英幸氏プロフィール 

 

１．株式会社ミライト会社概要 

(1)ホームページ   https://www.h-melight.com/ 

(2)社名       株式会社ミライト 

(3)代表者      代表取締役 石川 英幸 

(4)所在地      三重県四日市市 

(5)資本金      1520万円 

(6)創業        2000年 9月 1日 

(7)従業員数     13名（2021年 3月現在） 

(8)取引保険会社   損保ジャパン、SOMPOひまわり生命、第一生命、楽天少短、プリベント少短 

(9)DX対応      HP、Web面談、Web講習、動画利用等に注力し自社独自に DXを推進 

(10)経営理念・方針 

お客様に最適のリスクマネジメントを提案いたします。 

保険だけに頼っては真の安心・安全を提供する事は出来ません。 

お客様一人ひとりの健康促進、安心な生活、企業の健全な経営、さらには地域の防災・減災

といったリスクのコントロール、保険でカバー出来ない視点にも立ったリスクマネジメント

を提供します。 

株式会社ミライトの企業理念「保険を通じて人々の心を豊かにする」を実現するための３大

基本方針「ありがとうお客様」「ありがとう社員」「ありがとう社会」があり、お客様との

お約束の行動宣言「5C」を実施することにより「お客様本位の業務運営」を行います。 

                                （HP「ご挨拶」より転載） 

 

２．石川英幸氏プロフィール 

(1)現在のお立場   株式会社ミライト代表取締役とともに、 

日本代協・理事教育委員長の重責を担っておられます。 

(2)生年月日      1972年 8月 20日 （49歳 A型） 

(3)出身地      三重県鈴鹿市 

(4)愛読書       京セラフィロソフィ、生き方 

(5)尊敬する人    稲盛和夫 

(6)趣味       ランニング 

白州ハイボールが好き 

(7)愛犬       マロン君（プードル） 

 

 

https://www.h-melight.com/
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