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第４号                           平成２５（２０１３）年３月２８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪尾場瀬会長挨拶≫ 

年度末を迎え、２４年度も会員の皆様のご協力ですべての事業を無事終えることができま

した。感謝申し上げます。また、２５年度総会を５月２２日（水）に開催します。現在総会

への議案の審議をしています。ご意見、ご提案がある会員の皆様は早めに代協事務局へお申

し出下さい。今後とも熊本県代協へのご協力とご支援をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

今回１３期生として、１８名の方々が新たに

認定保険代理士として認定されました。 

認定証授与式では、尾場瀬会長よりそれぞれ

に認定証が授与され、併せてお祝いのメッセー

ジが添えられました。 

 誠におめでとうございます。これからの代理

士としてのご活躍を祈念いたします。 

 

 日本代協認定保険代理士（１３期生）は、次の方々です。（敬称略） 

金子 恒治 （有）金子保険開発 谷口 安徳 （有）谷口自動車 

泉 房束  （有）ホクブ保険事務所 谷口 洋子 （有）谷口自動車 

小迫 博行  夢咲き保険 東坂 寿  （有）サンエーホケンプランニング 

松浦 英行 （有）大德 井本 一彦  ほけんのマルイ 

福島 健作 （株）クリエイティブ 竹原 照子 （有）竹原保険事務所 

上田 学  （有）サン・エス保険 長濱 美和 （株）長濱総合保険 

松下 洋二 （株）東海日動パートナーズ熊本 田中 健太 （株）安心ほけんＬ.Ｓ. 

請村 勇貴 （株）九州保険プランニング 島内 田鶴 （有）平尾エージェンシー 

舛田 敏子 （有）サポート 濱 洋一郎 （有）浜損害保険事務所 
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 認定保険代理士認定証授与式 

新年賀詞交歓会開催 

  １月１１日（金）  メルパルク熊本にて 
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新年賀詞交歓会では、総勢７４名が参加。  

尾場瀬会長の挨拶、青野宏志三井住友海上火災

保険（株）熊本支店長の来賓代表挨拶に続き、

村上顧問の乾杯で会はスタートしました。 

途中、認定者（１３期生）の一言スピーチ等

があり、新年より和やかな雰囲気の中、懇親を

深めました。 

 

 

 

 

 

 

青年部（高井史敬部長）は、新年会を開催しま

した。当日は、尾場瀬会長、澤村副会長も出席し、

焼き肉を食べながら仕事やプライベート、各保険

会社の情報などを話しながら、とても楽しい時間

を過ごしました。 

以下、高井青年部長からのコメントです。 

『青年部は主に 20 代～40 代の青年を中心に活動

しています。同世代の仲間同士が刺激しあい、お

互いの向上を目的とした会です。同世代の方は是

非、次回の参加をお待ちしております。』 

 

 

 

 

 

ＣＳＲ委員会（境正澄委員長）は、尾場瀬会

長、井上専務理事、田河事務局長とともに、熊

本県庁を訪問し、皆様からお預かりした大切な

募金を贈呈しました。 

熊本県環境生活部県民生活局の田中彰治局長

より、御礼と感謝状を頂きました。 

 あらためて、募金いただきました皆様へ心よ

り感謝を申し上げます。 

募金額 ３０万円 

 

青年部新年会開催 

  １月１８日（金）  「くろぼうず」にて 

 

交通遺児募金贈呈式 

  １月２９日（火）  熊本県庁にて 
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協議会では、日本代協現況報告、各県代協の事

業推進状況報告に対する質疑応答が行われ、さら

に、日本代協委員会の４委員会（企画環境、組織、

教育、ＣＳＲ）と会長の５班に分かれ、主要テー

マに基づき、取組みと進捗状況について報告、討

議が行われました。 

 

各班の主要テーマは、以下の通りです。 

 

○企画環境 ： 活力ある代理店制度等研究会、代理店賠責の推進          

○組織   ： 全国一斉「代協正会員入会キャンペーン」             

○教育   ： 損害保険大学課程「コンサルティングコース」受講者募集      

○ＣＳＲ  ： 車両盗難、地震保険普及キャンペーン、ハザードマップ講習     

○会長   ： 各委員会の進捗状況確認                     

 

 

 

 

 

 

セミナーでは、日本損害保険協会の栗山常務理

事を講師にお迎えし、『損保業界の課題を踏まえ   

代理店の将来を考える』をテーマに、約２時間

行われました。 

会員６６名、非会員１名、保険会社６名が参

加し、損保業界の過去の正しい総括、損保マー

ケットの現在の状況、代理店の明日と存在価値

について講演がありました。参加者からは、と

てもわかりやすく、参考になったとの声が多く

寄せられました。 

 

 

 

 

第４回九州南ブロック協議会開催 

２月８日（金）  沖縄県にて 

 

新春セミナー開催 

２月１２日（火）  市民会館崇城大学ホールにて 
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事業委員会（廣重真委員長）は、井上専務理事

とともにＤＲＰネットワーク全国大会に参加、全

国から、代理店協会等来賓 147 名、保険会社等協

賛会社 73 名、ＤＲＰ加盟工場 282 名、合計 502

名が参加し、盛大に開催されました。 

ＤＲＰの組織の素晴らしさ、加盟店工場の質の

高さ、保険会社等協賛会社からの信頼の高さを改

めて認識できたとの報告がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

事業委員会（廣重真委員長）は、今年度、２回

目となる住宅ローン取次店研修会を開催し、会員

１１名が参加しました。 

研修会では、ハウス・デポ・パートナーズ社よ

り、提携概要の説明、フラット３５の商品概要説

明、住宅ローン取次業務全般について、さらに外

部講師によるセミナーが終日にわたり開催され

ました。 

 

 

 

 

 

第６回理事会では、『事業報告（４月～２月）、収支報告（４月～２月）、平成２５年度通

常総会日程等、総会提出議案、理事候補選任案、定款変更案』について審議され、原案どお

り承認されました。 

監事の方からは、総会に向けて、１年間の締めくくりと新年度の体制づくり、また、ホー

ムページを活用したＰＲ活動をやっていくことが大切だとの講評がありました。 

 

 

ＤＲＰネットワーク全国大会開催 

２月２６日（金） 東京 帝国ホテルにて 

住宅ローン取次店研修会開催 

３月１２日（火） 熊本市男女共同参画センターにて 

第６回理事会開催 

  ３月１３日（水） 代協事務局にて 
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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、３月２６日発行

の「日本代協ニュース第２６１号」を参照してください。 

 

 

 

 

日本代協から『日本代協ニュース』が発行されています。内容確認をお願いします。 

1月  9日  第２５９号 「第２回日本代協コンベンション開催報告」他 

2月 22日  第２６０号 「第７回理事会開催報告」他 

3月 26日    第２６１号 「平成２４年度臨時総会・第２回全国会長会議開催」他 

 

 

 

 

4 月 3 日 支部長・委員長会 熊本市流通情報会館 

4 月 10 日 第 1 回理事会 代協事務局 

4 月 24 日 委員長会・執行部会 代協事務局 

5 月 2 日 支部長・委員長会 一泊研修 未定 

5 月 22 日 総会特別セミナー 全日空ホテルニュースカイ 

5 月 22 日 平成 25 年度第 48 期通常総会 全日空ホテルニュースカイ 

 

 

 

 

 今年度、３名の会員の方が、ご逝去されました。 

 

  平成 24 年 11 月 10 日  與田 雅之 様  （北支部 支部長） 

  平成 24 年 11 月 18 日  内田 民男 様  （健軍支部 副支部長） 

  平成 25 年 2 月 18 日    境  正澄 様  （ＣＳＲ委員長） 

 

 本会へのご功績に深く感謝しますとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

日本代協ニュース発行 

今後のスケジュール 

日本代協臨時総会・全国会長会議開催 

３月１５日  東京にて 

お悔み 
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熊本県代協の新しいホームページが開設されました！ 

ホームページの検索は 

 

 

 

 

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

 

是非一度、ご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

        熊本県代協      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 今年度最後となります熊本県代協ニュース第４号を発行いたします。 

１年間お読み頂き、ありがとうございました。 

熊本県代協の活動を一人でも多くの会員の方に知っていただきたく発行してまいりまし

たが、いかがだったでしょうか。うまく伝わっているのか、とても不安であります。 

また、もっと多くの会員の皆様のご意見・ご要望に耳を傾け、情報を収集し、掲載すべきで

はなかったかと反省しております。 

来年度は、さらに進化し、各支部、各委員会の活動状況報告等を中心に、会員の皆様から

のお声等も掲載していく予定です。引き続き、ご意見・ご要望をお待ちしております。  

５月２２日は、熊本県代協第４８期通常総会が開催されます。年に１回の通常総会です。

私たち代理店の将来について重要な総会であると認識しています。ひとりでも多くの会員の

皆様にご出席いただきますよう心よりお願いいたします。 

熊本県代協 広報委員会 

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

