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≪尾場瀬会長挨拶≫

ホームページに掲載の議事録にて、ご確認
ください。
【各支部から主な質問等】

あけましておめでとうございます。
念頭に当たり、今年一年が事故や災害の
ない平和で穏やかな年になりますよう祈念
いたします。

10/2
・ハウスデポの説明会が開催されることに
ついて、会員の方より感謝されている。

昨年の金融審 WG 報告が今年いよいよ法

・次期役員について、いつまで報告すれば

定化されます。それは「情報提供義務」で
あり「体制整備義務」であります。これは
私たち代理店に対して真の自立と自律を求
められることになります。
こうした中で私たち熊本県代協は日本代

よいのか？
⇒次回支部例会後に報告してください。
・ＮＨＫ大河ドラマ化への署名をお願いし
たい。
・盗難防止キャンペーンの動員は、何名必

協・損保協会と歩調を合わせ、募集人の資
質の向上、代理店賠責の全員加入を目指し、
また組織強化のため会員の拡大に努力して
いく所存です。どうか会員の皆様のなお一

要か？
⇒10 名程度お願いします。
・支部内での慶弔規定について、他支部の
現状を聞きたい。

層のご協力をお願いします。

支部長委員長会は、原則毎月第一水曜日

11/6
・トータルプランナーになるとバッジは変
わるのか
⇒変わる予定はないが、今のバッジの使用
については、現在協議中。尚、認定代理士

に開催されます。
会議では、尾場瀬会長の挨拶に続き、井
上専務理事より、県代協の活動報告（開催
月の前月分）、また各委員会より活動報告等

のバッジは、貸与扱いとなっている。
・公開セミナーについて、1 月 31 日に開催
予定。一般の方向けのセミナーで、講師
について、別紙資料にて検討中。講演テ

が行われ、会議の後半では、各支部より、
活動報告（開催月の前月分）と質疑応答が
行われます。
支部長委員長会の詳細につきましては、

ーマについては、執行部で協議する。
・事故有等級の見直しについて、代協を通
じて協議出来ないのか。
⇒以前、鹿児島県代協が保険会社に申し入

支部長委員長会開催
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れたが、具体的回答は無かったと聞いてい
る。
・通販や外国ではどのような状況か

・ホームページについて
・熊日新聞広告掲載について

⇒事故有だと更新出来ない（他社へ促す）
ことがあると聞いたことがある。

各支部活動報告

12/4
・コンサルティングコースとＦＰは違うの

八代支部（岩下司支部長）は、11 月 17
日（日）、八代厚生会館にて、税理士の磯部

か。
⇒違います。損保協会が一本化した損保資
格です。
・資格を取得するメリットは。
⇒手数料ポイントに加算されるなど優位

季男先生をお迎えし「税務調査について」
の演題で、税務研修会を開催しました。
具体的な実例をもとに、活発な質問も飛
び交い、有意義な研修会となりました。

性があります。
・認定代理士は、自主的にトータルプラン
ナーに移行されますか。
⇒なりません。各自で行います。来年 7
月頃案内が来ます。
【各委員長から】
≪企画環境委員会≫
・代理店賠責未更改会員への対応について

健軍支部（三浦秀登士支部長）は、11 月
27 日（水）、支部例会を開催。17 名が参加

・代理店賠責セミナー開催について
・不公正募集アンケートについて
≪教育委員会≫
・損害保険プランナーへの移行手続きに

し、熊本東警察署を視察しました。
当日は、中会議室にて、県内・市内の現
況についてレクチャーを受け、その後、新
施設を見学しました。

ついて
・コンサルティングコース受講者募集に
ついて
≪組織委員会≫
・国民年金基金キャンペーンについて

以下、三浦支部長のコメントです。
『震災の経験を生かし、署内にガソリンス
タンドが設置してあるなど驚いた。具体的
な状況を知ることができ、また体制づくり
が良くわかることができた。』

・会員拡大について
≪ＣＳＲ委員会≫
・保険の月イベントについて
・交通遺児募金について
≪事業委員会≫
・DRP キャンペーンについて
・ハウスデポ説明会（天草）について
・新規事業について
≪広報委員会≫
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のお手伝いをする。
② 毎月開催される支部長委員長会での議
事録作成人をする。

盗難防止キャンペーン開催
ＣＳＲ委員会（郡委員長）は、10 月 7 日
（月）、水道町交差点付近にて、『盗難防止
の日』業界一斉行動に参加しました。
当日は早朝より、中央支部 5 名、北支部 3

③ 今後開催予定の公開セミナーのお手伝
いをする。

名、八代支部 1 名の応援を受け、
「盗難防止
の日」の主旨である自動車盗難、車上ねら
い、住宅侵入盗に対する防止啓発を広く呼
びかけ、盗難防止の啓発を進めました。

月号に掲載されています。是非ご覧くださ
い。

尚、会の発会の記事が、くまもと経済 10

11 月 13 日（水）、県代協事務局にてレデ
ィース会が開催されました。
主な討議内容は、次のとおりです。
【主な討議事項】
① 岡山県代協レディース会との交流につ

年金セミナー開催
青年部（高井部長）は、10 月 8 日（火）、

いて、現在連絡を取っている。連絡が取

熊本市民会館崇城大学ホールにて、会員 19
名が参加し、年金セミナーを開催しました。
セミナーでは、くまもと社会保険労務士
事務所の西原哲朗所長を講師にお迎えし、
『知って得する年金セミナー』の演題で、

れ次第、再度、打合せをする。
岡山県代協視察を計画したらどうか？
② 公開セミナーについて、日時（1 月 31
日）、場所（パレア）は、決定。講師の
方、講演内容について現在打合せ中。

約 2 時間行われました。
参加者からは、
「初心者にもとてもわかり
やすかった。あらためて知らないことが多
くあり、基本を学ぶことが出来た。給付の

12 月に入り、チラシ配り、声掛けを始め
る予定とする。
12 月 11 日（水）、県代協事務局にてレデ

仕方、考え方など大変参考になった。」など
の感想が寄せられました。

ィース会が開催されました。
主な討議内容は、次のとおりです。
【主な決議・報告事項】
① 岡山県代協レディース会との交流につ
いて、2 月 21 日（金）～22 日（土）で、

レディース会開催

スケジュール調整をお願いする。
21 日セミナー、22 日交流会開催予定。
② 公開セミナーについて、チラシが出来て
いるので、配布する。お客様や周辺の友

女性部（レディース会：原口会長）は、
10 月 9 日（水）、県代協事務局にて、定例の
レディース会を開催、今後の方向性につい
て論議しました。
決議事項は次のとおりです。
【決議事項】
① 11 月 1 日の保険の月イベントに参加す
る。さらに、代理店賠責セミナーの受付

人・知人に積極的に呼びかける。
③ コンベンションに参加して、参考になる
良い話が聞け、代協活動を良く知ること
が出来た。
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最後に、村上顧問より、『熊本県代協は、
しっかり運営されている。ただし、結果が
まだ出ていないのが寂しい。一人ひとりが

第 3 回理事会開催
10 月 9 日（水）、県代協事務局にて、第 3
回理事会が開催され、下記事項が審議され
ました。概要は次のとおりです。
会議に先立ち、尾場瀬会長からは、
「年度

再認識し、熊本県代協の発展のために頑張
ろう。』との発言がありました。

の後半はイベントが目白押しである。それ
ぞれに目標達成できるよう、皆さんのご協
力をお願いしたい。」との挨拶がありました。
【審議・承認事項】
1. 平成 25 年度（4 月～9 月）事業報告
・国民年金基金の募集について、年金セミ
ナー参加者への対応を速やかに行うこ

保険の月イベント開催
ＣＳＲ委員会（郡委員長）は、11 月 1 日
（金）、恒例となりました保険の月のイベン
トを開催しました。

13：00

とが確認されました。

【イベント内容】
交通安全祈願
藤崎宮にて
（21 名参加）

・コンサルティングコース受講者募集につ
いて、各支部の教育委員の方と連携しす
すめていくことが確認されました。
・事業報告について、審議の結果、全員一
致で承認されました。
2. 平成 25 年度（4 月～9 月）収支報告
・事業収入の今後の見通しについて、早急
に対応する必要であるとの意見があり
ました。
・委員会費は、会の活性化のために有意義
に使ってほしいとの意見がありました。
・懇親会等の一部補助について、見直し検
討の要望がありました。
・収支報告について、審議の結果、全員一
致で承認されました。
3. 会長候補者、理事候補者選考手続き
・選考手続きについて確認し、審議の結
果、承認されました。
【報告事項】
今後の日程について報告があり、全員で
確認しました。詳細は、後述の今後のスケ
ジュールでご確認ください。
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地震保険普及キャンペーン
上通入口付近にて
（27 名参加）
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代理店賠責セミナー
損保ジャパン水道町ビルにて
（43 名参加）

参加者からは、
『代理店賠償責任保険の必
要性を再認識することができた。昨年より
もさらに具体的な事例を聞くことができ、
大変参考になった。』などの感想が、寄せら
れました。
日本代協コンベンション開催
11 月 15（金）～16 日（土）、東京にて、
日本代協コンベンションが開催されました。
県代協からは、尾場瀬会長、伊藤副会長、
甲斐企画環境委員長、中村組織委員長、片

18：00

懇親会

アークホテルにて
（21 名参加）

山佳恵さん（八代支部）、舛田雅貴さん（八
代支部）の６名が参加しました。
15 日は、ヤクルトホールにて、①記念式
典、②代協会員懇談会、③「成果の出る組
織と出ない組織の違い」～オペレーション
能力ではなくマネジメント能力に着目せよ
～の演題で、望月広愛氏による基調講演が
行われました。
16 日は、損保会館会議室にて、分科会が
行われました。
参加された方からは、
『全国いろいろな会
社・代理店さんがいるということと、自ら
の悩みは人の悩みであるということを実感

11 月中 交通遺児募金
（なお、交通遺児支援募金については、
集計終了後、寄付する予定になっていま
す。）
多くのご参加とご協力ありがとうござい
ます。

できました。やはり一事業者としての代理
店を真剣に考える場も必要であり、このコ
ンベンションがその場だと改めて感じまし
た。』
『今後の代理店として仕事をしていく指針

代理店賠責セミナー開催
企画環境委員会（甲斐委員長）は、11 月
1 日（金）、損保ジャパン水道町ビルにて、

をいくつもいただきました。是非多くの会
員の方に参加の機会が巡るといいと思いま
した。代理店の地位向上につとめ、代協活
動に取り組む皆様に敬意を表します。』

会員 33 名（内レディース会 6 名）、非会員 2
名、保険会社 8 名が参加し、代理店賠責セ
ミナーを開催しました。
セミナーでは、エース損害保険の黒田朗
氏を講師にお迎えし行われました。

『講師の方のお話で共通する所は、しっか
りとした理念があり、志を持ちかつそれを
実行に移していることでした。これからは
もっと自分を磨いた上で実践していこうと
思いました。』との感想が報告されました。
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詳細につきましては、12 月 5 日配信の「日
本代協ニュース第 267 号」を是非ご一読く
ださい。

第 4 回理事会開催
12 月 12 日（木）、県代協事務局にて、第
4 回理事会が開催され、下記事項が審議され
ました。概要は次のとおりです。
会議に先立ち、尾場瀬会長からは、
「コン

また、15 日の様子は一部、ユーストリー
ムでもご覧いただけます。
http://www.ustream.tv/channel/ndc3

事業委員会（廣重委員長）は、11 月 10
日（水）、三井住友海上天草支社にて、ハウ

サルティングコースと会員増強の目標をな
んとしても達成したい。全員の協力をお願
いする。また、理事会については、年度内
にあと２回開催予定である。」との挨拶があ
りました。

ス・デポ・パートナーズ社の「住宅ローン
（フラット 35）取次店制度」の説明会と研
修会を開催しました。

【審議・承認事項】
1. 平成 25 年度事業報告承認の件
・資料に基づき審議、承認されました。

ハウス・デポ説明会開催

会では、天草支部や熊本市内の支部から、
会員 24 名が参加。
過去 2 回は熊本市内での開催でしたが、
井本天草支部長をはじめ天草支部会員の熱
意とご協力で、初めて天草で開催すること
が出来ました。

2. 平成 25 年度収支報告承認の件
・資料に基づき審議、承認されました。
3. 会長候補者承認の件
・12/4 の支部長・委員長会で決定された
会長候補者（井上専務理事）について、
審議の結果、承認されました。

長丁場の研修会でしたが、皆さん真剣に
取り組まれていました。

その他、組織体制について論議を行い、
これについては、新年度にて、さらに検
討していくことになりました。
【報告事項】

第 3 回九州南ブロック協議会開催

今後のスケジュールについて報告、全員
で確認しました。
最後に、村上顧問より、
「熊本県の代協活
動がモデルとなり、次の世代が希望を持て
るように、全員で結集してやっていこう。」

12 月 6 日（金）、宮崎県にて、第 3 回九
州南ブロック協議会が開催されました。
協議会では、ブロック協議会会長の挨拶

に続き、日本代協現況報告、各県代協の事
との発言がありました。
業推進状況報告に対する質疑応答が行われ、
その後、日本代協の山口史朗組織委員長よ
日本代協ニュース発行について
り、会員増強の現況報告と強い要請があり
ました。また、日本代協委員会の 4 委員会
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。

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。
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●10 月 1 日

第 265 号
「第 5 回理事会・第 1 回ブロッ
ク長懇談会報告」他

編集後記
年々、季節の変化に体調がついていけな

●10 月 24 日 第 266 号
「損害保険大学課程関連情報、
第 6 回理事会開催報告」他
●12 月 5 日 第 267 号

くなっているのは、年齢のせいなのだろう
か。いや、まだまだ若いはずである。
秋の夜長、日本代協から発行された、
「代
協活動の現状と課題」を読んでみた。さす

「第 3 回日本代協コンベンショ
ン開催報告」他

がに一日では読み切れなかった。
（未だに全
部は読み切れていない。）
そこで、全体を大きく分け、教育、企画

今後のスケジュール

環境、ＣＳＲ、組織の視点で読んでみた。
中でも注視したのは、Ｐ．11 の（2）行政

支部長委員長会
1 月 10 日
損害ジャパン水道町ビル

の動向、Ｐ．66～金融審議会保険ＷＧの動

1 月 10 日

代理士認定式
メルパルク熊本

向、Ｐ．131～金融審議会「保険の基本問題

1 月 10 日

新年賀詞交歓会
メルパルク熊本

あった。

1 月 29 日
1 月 31 日
2月5日

らの経営のあり方を抜本的に見直す必要が
ある。」と記されている。

パレア

これからを生き抜くために、変化に対応

支部長委員長会

できる体力を喫緊に築きたい。

未定

2 月 26 日

委員長・執行部会
県代協事務局

3 月 26 日

く変わり、内部態勢の確立が求められ、自

公開セミナー

九州南ブロック協議会
沖縄県

3月7日

今後、
「代理店を巡る規制の枠組みが大き

委員長・執行部会
県代協事務局

2月7日

3月5日

に関するＷＧ」（第 50 回）における提言で

熊本県代協ニュース第 7 号を発行します。
会員の皆様からのご意見・ご要望を心より
お待ちしております。

支部長委員長会
未定

熊本県代協

日本代協臨時総会
東京
委員長・執行部会
県代協事務局
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広報委員会

