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第５号                           平成２５（２０１３）年６月２７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会では、１８３名（委任状含む）の正会員が

出席し、８議案が審議され、全議案が可決・承認

されました。 

また、理事会決議報告に続き、優秀支部表彰が

行われ、東海日動支部（原口和子熊本クラブ会長）、

人吉支部（髙田隆一支部長）、水前寺支部（髙井

史隆支部長）の３支部の皆さんが受賞されました。 

おめでとうございました。 

 

総会に先立ち、尾場瀬会長からは、下記の挨拶がありました。 

 

【 尾場瀬会長あいさつ要旨 】 

はじめに 

本日は、熊本県代協の第４８期通常総会にご参加頂き、誠にありがとうございます。 

総会は本会の最高意思決定機関です。会員の皆様の意志表示の唯一の機会ですので、もう少

し会員の皆様の関心があってもいいのではないかと思います。 

 今年は私の会長として２期４年の仕上げの１年です。若い世代へ熊本県代協と代協事業を

引き継いでいく使命を果たす最後の１年だと思っています。そのつもりで頑張って行きます。 

それで、現在、熊本県代協が取り組まなければならないことが３つあります。 

 

１． 人材の育成 

青年部を中心に次の世代の人材の育成が急務です。皆様の社内の若手を青年部の集まりに

積極的に出して頂きたいと思います。また今年度は女性部も設置したいと思います。女性の

パワーをお借りして熊本県代協の活性化に繋げたいと思います。両部には予算処置もしてあ

ります。 
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  ５月２２日（水）熊本全日空ホテルニュースカイにて 
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２． 会員の資質の向上 

熊本県代協には２４０店の代理店に合計で１，３００人程の募集人の方がいます。現在の

認定保険代理士は２１４名です。残り１，１００名余りの募集人の方に是非『損害保険大学

課程コンサルティングコース』の受講をお願いします。来年度の受講生の募集を今総会終了

後すぐに取り組んでいきたいと思います 

 

３． 会員増強 

７～８年前は、３１０店の会員がいました。この３年間は、２４０店をキープしています

が、３００店を目指して会員の皆様のお力をお貸し頂きたいと思います。３００の大台に乗  

せると、組織率が６４％位になります。こちらも今総会終了後から１年を通して取り組んで

行きたいと思います。 

 

おわりに 

 ２５年度は『人材の育成』『会員の資質の向上』『会員増強』の３つを合言葉に、全会員で

取り組んで行きたいと思います。ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

総会後の会員懇談会では、賛助会員（ＤＲＰ、

アイエス）からのＰＲが行われ、また各委員会（企

画環境、教育、組織、ＣＳＲ、広報、事業）から

平成２５年度の事業計画についてあらためて説明

が行われました。 

 

 

 

 

 

 

さらに、懇親会では、来賓の方６名、保険会社

の支店長はじめ社員の方々１８名の参加を頂き、

総勢８１名で、和やかな雰囲気のなか、懇親を深

めました。 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

『活力研』セミナーでは、一般社団法人日本

損害保険代理業協会より小出富晴副会長を講

師にお迎えし、『日本代協が代理店制度に関す

る諸問題にどう取り組んでいるのか』の演題で、

約２時間行われました。 

 セミナーには、６７名が参加、「社会・環境

の変化と戦略、代理店の課題解決に向けて、こ

れまでの活力研の論議内容」について講演があ

りました。 

 参加者からは、「活力研の内容について、詳

しく知ることが出来、大変有意義なセミナーだ

った」との声が多数寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

５月２日の会議では会長挨拶に続き、第１部では熊

本県代協（４月）の活動報告、各委員会・各支部報告

が行われ、第２部では平成２５年度の事業計画案と予

算案についての討議が行われました。 

また２５年度第１回目の会議でもあり、会議終了後

には懇親会を開催し、１年間の活動について活発な意

見交換が行われました。 

 

 

６月５日の会議では、会長挨拶に続き、熊本県代協

（５月）の活動報告、各委員会・各支部報告が行われ

ました。 

 

 

 

 

「活力研」セミナー開催 

５月２２日（水）熊本全日空ホテルニュースカイにて 

第１回支部長・委員長会議 １泊研修開催 

５月２日（水）あいおいニッセイ同和損保にて 

第２回支部長・委員長会議 

６月５日（水） 日本興亜 熊本支店にて 
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熊本県代協からは、事業委員会の廣重真委員長

が参加されました。 

第１部のブロック会議では、九州内のＤＲＰ加

盟工場、各県代協の会長・役員、来賓として日本

代協の泉副会長、ＤＲＰ協賛企業等 110名が参加

して盛大に開催されました。 

各県加盟工場と代協の成功事例発表会があり、

熊本県は冷や汗もので他県の皆さんから頑張れ

と励まされました。 

 

 

 

 

 

 

 

組織委員会 6/3      企画環境委員会 6/3    広報委員会 6/11 

 

 

 

  第２回目の委員会を 

  掲載予定です。 

 

 

 

 

ＣＳＲ委員会 6/11     教育委員会 6/13      事業委員会 6/13 

第１回目の各委員会開催 

６月６日、１１日、１３日 代協事務局にて 

 

平成２５年度 ＤＲＰネットワーク 

九州ブロック会議 長崎大会開催 

６月７日（金） 長崎市にて 
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オリエンテーションには、２名の新入会員の

方が参加されました。 

執行部より、日本代協・熊本県代協の活動に

ついて詳細な報告があり、出席の組織、教育、

広報の各委員長より、今年度の具体的な取り組

みについて報告がありました。 

 今回出席できなかった新入会員の方へは、執

行部また各支部を通じてオリエンテーションが

行われる予定となっています。 

 

 

 

 

 

八代支部（岩下司支部長）は、平成２５年５月

１６日（木）、川﨑教育委員、郡ＣＳＲ委員の３名

で、八代警察署を表敬訪問しました。 

新八代警察署長 一之瀬範秋警視へのご挨拶、ま

たあわせて、６月１２日開催の支部例会での講師

の派遣を依頼しました。 

 

 

 

 

 平成２５年５月１８日（土）、ワールドカン

トリークラブにて、第７回八代支部親睦チャリ

ティーゴルフ大会が開催されました。 

 （岩下支部長のコメント） 

 参加者のレベルも年々アップしている。また、

今大会でのチャリティー資金は、参加者２２名、

協賛金のみ５社、商品提供２４社のご協力をい

ただき、４８，７８４円の収益をあげることが

出来ました。 

 

 

新入会員オリエンテーション開催 

６月２１日（金） 流通情報会館にて 

 

八代支部 活動報告 
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６月 新入会員オリエンテーション  ８月 新支店長歓迎会／新聞広告 

９月 消費者懇談会        １０月 保険大学校開講式 

１１月 保険の月イベント      １２月 新聞広告 

 １月 代理士認定式、賀詞交歓会   ２月 代協セミナー 

 

 

 

平成２５年度、役員・支部長は、次の方々です。よろしくお願いします。 

 

【正副会長・委員長等】 

会 長 尾場瀬 和男（代表理事） 企画環境委員長 甲斐 陽介（理事） 

専務理事 井上 浩一（理事） 教育委員長 坂井 一也（理事） 

副会長 澤村 良二（理事） 組織委員長 中村 文治（理事） 

副会長 伊藤 裕朗（理事） ＣＳＲ委員長 郡  英宏 （理事） 

副会長 原口 和子（理事） 事業委員長 廣重 真 （理事） 

事務局長 田河 逸夫（理事） 広報委員長 中山 貴夫（理事） 

監 事 清崎 順吉 青年部長 高井 史敬 

監 事 福田 豊   

顧 問 村上 暢敏   

 

【支部長】 

八代支部 岩下 司（理事） 中央支部 久保 稔（理事） 

天草支部 井本 一彦 水前寺支部 高井 史敬 

鹿本支部 河野 良幸 熊本東支部 徳渕 雅彦 

健軍支部 三浦 秀登士 人吉支部 髙田 隆一 

北支部 重岡 康博 宇城支部 坂本 伸章 

玉名支部 前田 正文   

 

 

 

 

 

熊本県代協からは、尾場瀬会長が出席されました。詳細につきましては、後日発行予定の

「日本代協ニュース」をご参照ください。 

 

日本代協総会開催 

６月１８日（火） 東京にて 

平成２５年度 主な年間スケジュール 

役員・支部長紹介 
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日本代協から『日本代協ニュース』が発行されています。内容の確認をお願いします。 

5月 30日  第２６２号 「第２回理事会・開催報告」他 

 

 

 

 

 

7 月 3 日 第３回支部長委員長会 流通情報会館 

7 月 5 日 第１回九州南ブロック協議会（熊本） 損保ジャパン 熊本南支社 

7 月 10 日 第２回理事会 県代協事務局 

7 月 23 日 認定保険代理士更新研修 市民会館 

7 月 31 日 委員長会・執行部会 県代協事務局 

8 月 2 日 １４期認定保険代理士認定試験 市民会館 

8 月 2 日 新支店長歓迎会 城見櫓 

8 月 7 日 第４回支部長委員長会 流通情報会館 

8 月 15 日 熊日新聞広告 熊本日日新聞 

8 月 26 日 損保大学課程コンサルコースセミナー 市民会館 

8 月 28 日 委員長会・執行部会 県代協事務局 

8 月 29 日 県代協セミナー 市民会館 

9 月 4 日 第５回支部長委員長会 流通情報会館 

9 月 13 日 日本代協ブロック長会議 損保会館 

9 月 25 日 委員長会・執行部会 県代協事務局 

 

 

 

 

 

日本代協ニュース発行 

今後のスケジュール 
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ホームページの検索は 

 

 

http://www.k-daikyo.or.jp 

ご意見ご要望をお寄せください 

 

 

 

 

        熊本県代協      
 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

今年は空梅雨と言われて真夏のような日が続いていますが、昨年の７月１２日には九州北

部豪雨災害が起きたようにまだまだ油断ができません。 

 さて、第４８期の代協総会が無事終わりました。会長の挨拶にもありますように、これか

らの保険代理業のために、代協の役割はますます大きくなっていきます。来年は、より多く

の会員のみなさまのご参加をよろしくお願いいたします。 

 ７月以降も沢山の行事が予定されています。積極的なご参加をお願いいたします。 

特に新聞広告は、これからの代理店像をＰＲするための大事なメディアです。もっと消費者

のみなさまにアピールできるように作り上げていきたいと思いますので、是非ご意見をお聞

かせください。 

熊本県代協 広報委員会 

http://www.k-daikyo.or.jp/

