平成 30 年 ６月号

（平成 30 年度 第１号）

◆神奈川県代協 通常総会記念セミナー

注目記事!!

：日本損害保険代理業協会アドバイザー

神奈川代協新聞

今回は、県総会と

：講師：栗山 泰史 様

各支部で開催された

：「これから始まる代理店の大競争時代」

総会やセミナーの

発行者：神奈川代協広報委員会

講師の栗山氏のお話は近未来や将来の

紹介になります。

代理店像を過去、現状、社会情勢を

第１０回

神奈川代協

踏まえ的確に推測されるので、皆さん

通常総会開催！！

熱心に聴講されていたのでは。

◆
◆懇親会：重慶飯店 楓・桐・桂の間（横浜ローズホテル内）

神奈川代協 通常総会は山口専務理事の司会で滞りなく進行いたしました。
以下の議案も全て決議いたしました。
第一号議案 平成２９年度事業報告承認の件
第二号議案 平成２９年度収支決算報告並びに監査報告承認の件
第三号議案 平成３０年度事業計画案承認の件
第四号議案 平成３０年度収支予算案承認の件
第五号議案 平成３０年度理事・監事改選の件
第六号議案 会費収納回数変更の件
第七号議案 本総会の決議の主旨に反しない限り
その修正を会長に一任する件
今年も無事に総会を終えることができました。

：司会：三ヶ尻 明広 副会長
←
支部長賞
ビンゴ！

→

お笑い
芸人
横浜ヨコ
ハマさん

★雨宮会長の挨拶
相変わらずの三ヶ尻副会長の名（迷？）司会ぶり。芸人さん登場のサプライズ

★第 27 回 理事会開催中

もあり懇親会は大いに盛り上がりました～

来賓の方々にも
ご出席いただき、
県総会を正式・
適正に行う事が
できました。

【編集長のコラム】今年も総会→記念セミナー→懇親会の三部構成で会を締め括りました。個人的には
栗山さんのお話に、
「専属」か「乗合」かの分岐点、特にスケールにともなった代理店経営をしていかな
ければならない。という言葉にとても関心を抱きました。これからの時代、戦略と戦術が必要ですね。

横浜 DeNA ベイスターズ のゲームを観戦しよう！！

★今年度より会費は年に一度になりました。７月６日です。★

会社福利厚生・労働組合特別チケット購入はこちらから

〒231-0058

神奈川県横浜市中区弥生町２－１５－１
ストークタワー大通公園Ⅲ８０１A
電話：045-341-0411 FAX：045-341-0412
Mail：mail@kanadai.net HP：http://www.kanadai.net/
Facebook：https://www.facebook.com/kanadai.net

※本受付は先着順です(予定枚数終了次第、受付終了)。
※本受付は PC および携帯からの申し込みが可能です。
チケットのお申し込み▼優待サイトはコチラ▼URL：http://pia.jp/a/baystars/
（カ行→神奈川県損害保険代理業協会をクリックしてください!）
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県西支部 第５回通常総会開催

県央支部 第１０回通常総会開催


◆神崎 勇 支部長
：県央支部 圏央保険事務所

◆清田 顕彦 支部長

県央支部の運営にご尽力いただいた田中前支部長の後任
として本年度から支部長を担当することになりました
神崎です。宜しくお願いします。先輩方が築かれた支部の
良き伝統を継承し、活力ある楽しい支部を目指し微力では
ありますが頑張りたいと思います。

片山健支部長の後任を務めることになりました。代協

：県西支部 株式会社 アマヤ
活動の醍醐味は、保険会社の垣根を越えた交流にある
といえます。会員拡大はもちろんのこと、相互研鑽と
親睦をテーマに活動を推進してまいります。

第 10 回通常総会は 4 月 20 日、損保ジャパン日本
興亜㈱厚木支店にて出席者 20 名、委任状 40 枚にて
成立をし、第 1 号議案～7 号議案まで承認され
ました。

清田新支部長による新体制が
スタートしました。片山前支部長
お疲れ様でした。

今年度も事業計画通り会員の皆様と協力しながら
進んで行きたいと思います。
◆県央支部 特別セミナー
：損保ジャパン日本興亜㈱専任講師 栗田 行雄 氏
：「激変環境（3 つの天変地異）で生き残る専業代理店にとっての大切なこと！」
全参加者アンケート満足度 97%との内容は、保険業法改正～自動走行対応～
日本 の自動車産 業の現状ま で、専業代 理店の激変 環境対策と 意向確認
（地震・車両保険）の必要性・・・
「ゆで蛙」にならない様、目覚めさせてくれるセミナーでした。

◆県西支部 特別セミナー
：株式会社プリベンタス
：代表取締役 矢島 護 氏
：
「個から組織へ」組織づくりのコツと実践。
組織であれば未来永劫存続できる、
社員及び社員の家族を守れる等、
熱く語って頂きました。

【懇親会】

【懇親会】
会員は勿論、損保会社・提携事業者の方々が多数
参加して頂き、最高に盛り上がりました。

保険会社の方も多くご参加頂き大いに盛り上がりました。
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みなと支部 第３回通常総会開催

横浜中支部 第１０回通常総会開催

◆吉原 剛 支部長
：みなと支部 損保ジャパン
新支部長の吉原剛と申します。私達を取り巻く
環境は益々多様化、高度化になってきてい
ます。このような時代だからこそ会員同士の
協力、共有が必要だと思います。明るく楽しく
元気よく皆様と共に運営をしていきたいと
思っております。

◆徳山 信昭 支部長
：横浜中支部 ：株式会社 東 浜
皆さまに最新情報をお伝えし成功、失敗事例を
共有しながら皆さまと共に勝ち残る、支部活動
を目指します！夏のレクレーション秋には
セミナーを開催致しますので、お越し
ください！！

支部長をはじめ、役員改正が有り、
新生みなと支部が立ち上がりました。
新しい支部長を皆で支えながら、
明るく楽しく元気よく、
活動的な支部になっていきます。

第１０回横浜中支部
通常総会が去る４月
２６日（木）に東京海上
日動火災保険（株）横浜
中央支店会議室にて
開催されました。２９名
出席でした

◆みなと支部 特別セミナー
：ナカザキ・アンド・カンパニー

◆横浜中支部 特別セミナー
：横浜市会議員 伊波 俊之助 様
：
「これからの横浜」
：横浜市経済局
ライフイノベーション推進課課長 森田 様
：株式会社Ｔ＆Ｓ 代表取締役 酒巻 健一郎 様
：
「横浜市の進める健康経営と横浜健康経営認証制度、
健康経営の実践事例紹介」
の３部構成で、お話しいただきました。
懇親会は、
みなとみらい
グランド
セントラル
テラスの「天府城」
にて、さらに
大人数で
盛り上がり！

中﨑章 夫 先生
：
「10 年後の保険業界、代理店経営」
ネットワークを生かし
「お客様を守り切る」プロの戦略

【
懇
親
会
】
【懇親会】

中﨑先生にもご参加頂き、セミナーの影響も有り熱い話があちこちで聞かれました。
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神奈川みらい支部 第６回通常総会開催

湘南支部 第１０回通常総会開催
◆藤田 康晴 支部長
有限会社グッドライフサポート

◆山本 弘子 支部長
：神奈川みらい支部 株式会社ヴォイス

：湘南支部 (有)グッドライフサポート
５月１０日に第１０回湘南支部通常総会
を開催し、議案はすべて可決承認され、
無事、終了致しました。本年度は幹事改選
の年であり、承認されました幹事とともに
会員増強・各行事を積極的に推進して
参ります。

神奈川みらい支部は集うのが楽しく、情報を共有し
研鑚の場となる支部として、支部会員の皆様に会費
を払う価値のある様々な活動を今後も開催して
いきます。
支部総会は無事に全議案が決議しました。

総会の模様

皆さんお疲れさま～(^^)/

◆湘南支部 特別セミナー

◆神奈川みらい支部 特別講演会
：山本安志法律事務所
：講師：山本 安志 様（弁護士）
：「後見の基礎知識 実例から解説します」

：特定非営利活動法人
ウェルフェアポート湘南
：
「介助犬・聴導犬の実演」
全国で働いている補助犬の頭数
盲導犬：９５０頭 介助犬：７５頭
聴導犬：７５頭 まだまだ頭数が
たりないので育成のための支援をお願いします。

今年の特別講演は代協でもお馴染みの山本先生に
ご依頼しお話いただきました。高齢化社会だから
だけではなく、法令順守の立場から我々保険代理店
に求められる、後見制度の理解は必要不可欠だと
感じました。先生、ご教授ありがとうございました。
【懇親会】
参加された会員代理店、

【
懇
親
会
】

各保険会社社員の皆様、
和やかな内に歓談頂いた。
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そ・し・て～お楽しみの懇親会スタート！！！

