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下村 文則

総会にて会長職を仰せつかりました下村です。
私の夢は、保険代理店が「立派なお仕事をしていますね」と言われるように社会
に認知されることです。
今、この時にも九州では、自らが被災しながらも、一刻も早くお客様に希望を
お届けしようと奮闘している仲間がいます。お客様に安心・安全をお届けするの
が保険代理店の仕事ならば、我々は努力し、適応し、研鑽し、その職責を全うし続けなければ
なりません。
その姿を代協が発信していくことにより、やがては正しく認知されるようになるのではない
かと考え、それに資する代協活動をしなければならないと感じています。
何分未熟者で至らぬ点も多々あるかとは思いますが、会員の皆様の温かい御支援と深い御理
解を賜りまして、福井県代協の発展のため尽力致したいと思っておりますので、何卒よろしく
お願い申し上げます。

≪平成28年度 福井県代協４つの重点目標≫

会員の皆様のご協力をお願い致します！

①会員増強
１人でも多くの仲間を増やしていくために会員の皆様お一人おひとりの声掛けをお願いいたしま
す！
②CSR活動の促進
街頭献血活動、高校生向け安全教育出前講座をはじめ知識と経験を活かした社会貢献活動を促進
していきます。
③「損害保険大学課程」受講推進
募集人の資質向上をめざし、損害保険大学課程は募集人必修の資格と捉え、受講推進とトータル
プランナー資格のPR活動をすすめます。
④「代理店賠償責任保険」加入推進
保険代理業としての責任と自覚において全会員の加入を目指します。

◆平成28・29年度新役員紹介◆
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◆平成２８年度定時総会が開催されました◆
日 時：平成2８年5月2５日(水）14：30～
場 所：アオッサ（福井市地域交流プラザ601BC）
出席者：110名（会員出席 43名 委任状出席 67名）
来賓に福井財務事務所理財課長 池田裕一様、福井損保会会長 鶴丸宗久様（あいおいニッセ
イ同和福井支店長）、日本代協理事 津田文雄様をお迎えし開催されました。
議長に鈴木保険事務所 鈴木豊氏が選出され、27年度の事業報告や決算報告、本年度の事業計
画、予算の全議案が全会一致で承認されました。また、全役員任期満了に伴う改選が行われ、新
会長には下村文則氏（IS保険企画）が選ばれました。
また、総会記念セミナーでは、 静岡県立大学経営情報学部教授・学長補佐・地域経営研究セン
ター長 岩崎邦彦氏を講師にお迎えし「小が大を超えるマーケティングの法則」と題しご講演い
ただきました。
なお、総会に先立ち、「27年度損害保険トータルプランナー」認定証授与式が行われ、認定証
と記念品が授与されました。27年度認定者は竹田慎矢氏（IS保険企画）、小池浩氏（イチフク）。
懇親会では、鶴丸福井損保会会長、日本代協 津田理事、岩崎邦彦氏を交え、ビンゴ大会も行わ
れ、会員同士の親睦を図る機会となり、大いに盛り上がりました。
≪損害保険トータルプランナー認定証授与式≫

認定者
竹田慎矢氏（IS保険企画）

≪平成28年度定時総会≫
下村会長あいさつ

≪記念セミナー≫
「小が大を超えるマーケティングの法則」

静岡県立大学 教授 岩崎邦彦氏
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≪副会長≫
木下幸太郎（日本代協理事 組織委員長）
下村会長の描く福井県代協のビジョンを実現させるべく、積極的に行動をして
ゆきたいと思います。また日本代協組織を担当する理事としても、高い目標に自
ら挑戦し「諦めない・弱音をはかない・悩まない」と前を向き、強い精神で、全
国４７代協を牽引してゆく覚悟です。

≪副会長≫
佐竹武夫（企画環境委員長 北陸ブロック委員）
5月25日の総会で、副会長を仰せつかりました佐竹でございます。
下村新会長のもと、一生懸命努めさせていただきます。なお担当委員は企画環境
委員会です。
下村会長が掲げた活動方針の4本柱の一つでもある『代理店賠責加入推進』を積
極的に取り組んでまいります。各保険会社の業務連絡会等に出向き代理店賠責の重
要性を訴え、組織委員会とタイアップし会員拡大のお手伝いも出来ればと思っています。
また、日本代協企画環境委員会にも出向させていただきます。日本代協で得た情報を会員の
皆様と共有できるようしっかり会議に参加してまいります。
2年間どうぞよろしくお願いいたします。

≪副会長≫
宮下 正（会計）
このたび、新役員として副会長及び会計を仰せつかりました、宮下でございます。
未熟な私ですので、皆様のご指導をいただきながら務めさせていただきたいと存じ
ます。
今年度の代協活動につきましては、会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願
い申し上げます。

≪専務理事≫
板倉行規（総務委員長）
このたび専務理事、および総務委員長を務めさせていただくことになりました
イタクラ保険事務所の板倉行規です。
専務理事としましては、下村新会長が推し進める4つの大きな課題について一緒
に考え、一緒に汗をかき、目標実現に向けてしっかり「女房役」を果たしていきた
いと思っております。
また総務委員長としましては、ここ数年頭打ちの感のある収益事業をあらためて検討し、
会員の皆様の金銭的負担を少しでも軽減できるよう努力していきたいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
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≪常任理事≫
水上高弘（組織委員長）
今年度より組織委員長を務めさせていただくことになりました。皆様のご協力を
いただきながら、これからの２年間を精一杯務めさせていただきます。
この委員会の主である会員増強は年々厳しい状況となっております。また同じ
く国民年金基金についても、同様に厳しい状況ではありますが、今年度も皆様の
ご協力を得て、会員増強、国民年金基金ともに、募集していきたいと思います。
今後ともご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

≪常任理事≫
松井峰晴（CSR委員長）
10数年ぶりに常任理事に戻ってまいりました。2年間よろしくお願いします。
ご承知のように、CSRは一般的には、「企業（組織）の社会的責任」を意味する
言葉です。その幅広い概念のうち私たちの活動は、日本代協の重点的な取り組み
である「環境問題」と「地域社会への貢献活動」が中心となります。
とりわけ「地域社会への貢献活動」は個人的にも活動しており、その活動経験を
これからのCSR委員会活動に活かしていきたいと思っています。
今まで同様、皆様のご協力をお願いします。

≪常任理事≫
冨田真一（教育委員長）
このたび教育委員長を拝命しました。下村会長のもとでしっかりと務めさせてい
ただきます。
本年度の教育委員会は、前年に引き続き「損害保険大学過程」受講を推し進めて
いきたいと考えています。損害保険大学過程の取得は各保険会社でも認められてき
ていますので更に代理店の皆様に浸透していくように努めていきます。
また、会員の皆様の更なるスキルアップのために情報発信等させていただきますので2年間
どうぞよろしくお願いいたします。

≪常任理事≫
井上雄介（広報委員長）
今年度より広報委員長になりました井上です。前年は組織委員会だったので、
その経験をいかして、例年通りの活動はもちろん代協の活性化及び内外の広報活動
に頑張っていきたいと思います。
また、昨年度よりホームページがリニューアルされておりますので、モバイル化
検討も含めて活用していきたいと思います。

≪常任理事≫
河野 渡（嶺南地区委員長）
会員増強を主に嶺南地区の活性化を目指し２年間頑張って行こうと思います。
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新入会員募集！
未加入代理店をご紹介ください！

会員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
ご紹介いただける場合は、事務局までご連絡をお願いします！
福井県代協事務局 TEL 0776-57-1665
（組織委員会）

足羽山清掃ボランティア活動を行います！
今年度も昨年に引き続き、福井県代協主催「足羽山清掃ボランティア活動」を行います。
会員の皆様をはじめ、社員の方やご家族の方の参加も大歓迎です。
また、清掃後は足羽山大久保茶屋（予定）にて、会員交流会を行います。
詳細は、あらためてご案内させていただきます。皆様のご協力、よろしくお願いします！
★日 時：平成28年9月予定
★場 所：足羽山
（ＣＳＲ委員会）

代理店賠責「日本代協新プラン」
2016年度代理店賠責「日本代協新プラン」の新規募集・継続手続きの
ご案内は8月中旬ごろに会員の皆様のお手元に届く予定です。
（パンフレット・保険料払込票ともに新しくなります）
未加入会員の方はぜひ、ご検討ください。
よろしくお願いします。
（企画環境委員会）

ご存知ですか？

個人事業主の方、必見です！「全国損害保険代理業国民年金基金」
対象は、損害保険代理業に従事する店主・
従業員・ご家族の方！
50歳を過ぎていても大丈夫！
基金へのご加入をお考えの方はご連絡下さい。
パンフレットをご希望の方は、事務局までご
連絡下さい。
（組織委員会）
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平成27年度グリーン基金贈呈式（CSR委員会）
日本代協の寄付活動である「グリーン基金」に福井県代協として初め
て応募を行い、基金の贈呈式が行われました。基金は、植樹等の地球
環境保護活動に活用されます。
≪日 時≫ 4月24日（日）
≪場 所≫ 足羽川頭首工管理事務所周辺
≪内 容≫ 基金の贈呈式
寄付先団体 足羽川堰堤土地改良連合会

開 催

日

活

動

内

容

会

場

4月20日（水）

4月度常任理事会

福井県代協事務局

4月24日（日）

グリーン基金贈呈式

足羽川頭首工管理事務所周辺

4月27日（水）

4月度理事会

損保ジャパン日本興亜会議室

5月25日（水）

定時総会

福井市地域交流プラザ

6月8日（水）

6月度常任理事会

福井県代協事務局

７月5日（火）

第1回北陸ブロック協議会

金沢市

7月13日（水）

7月度理事会

損保ジャパン日本興亜会議室

7月27日（水）

新入会員オリエンテーション

福井県代協事務局

8月10日（水）

8月度常任理事会

福井県代協事務局

福井損保会との懇談会

未定

9月度理事会

未定

9月未定

清掃活動＆会員交流会

足羽山

9月未定

無保険車追放キャンペーン

パリオ（予定）

9月未定

第2回北陸ブロック協議会

未定

8月未定
9月14日（水）

♪☆♪☆♪編 集 後 記 ♪☆♪☆♪
★いよいよ下村会長のもと新体制がスタートしました。フレッシュ感いっぱいの新理事からベテラン理事
まで・・・温故知新的なこの絶妙なバランスこそが「下村組」の強みになりそうです。事務局もその一員
としてガンバリます！
また、委員長の皆様からは新年度のスタートに向け、意気込みや目標、それぞれの思いを熱く語っていた
だきました。会員の皆様のご協力をよろしくお願いします！
（事務局 竹澤）

