
令和二年

新年賀詞交歓会
◇と き 令和２年1月29日（水）

・受付 午後２時４５分 ・開会 午後３時１５分 ・閉会 午後７時００分

◇と こ ろ 神戸ハーバーランド ホテルクラウンパレス神戸 5F

THE MARCUS SQUARE KOBE
神戸市中央区東川崎町1-3-5 TEL 078-367-1356    神戸駅より徒歩約5分

★新春セミナー 午後３時１５分～ THE MARCUS SQUARE KOBE 5F

「2030年の地域社会で存在感を示す！」

1979年4月 安田火災（現損保ジャパン日本興亜）入社
中国業務部長を経て、2009年より関西地区のプロ代理店経営相談部長として5年間で延べ400回超の面
談により、代理店経営全般、代理店合併、社員採用・育成、ブランドアップのためのHP作成支援など現場
に密着した幅広い活動を行う。
2014年から本社営業企画部リテール営業推進室にて全国のプロ代理店支援企画に従事、2015年からは
代理店価値向上研究会の主催者として中小企業の事業継承課題について研究・研修活動を行う。
2018年から日本代協の認定講師に登録。2019年3月末 損保ジャパン日本興亜退職
2019年4月から日本代協・代理店サポートデスク運営に携わる。「こちら代理店経営相談室」の番組制作・
配信を担当。

★賀詞交歓会 午後５時１５分～午後７時
THE MARCUS SQUARE KOBE 5F MIDTOWN

◇ 会 費 会員：4,000円 会員以外 6,000円

一般社団法人 兵庫県損害保険代理業協会

◇ 講演者 日本代協アドバイザー 粕谷 智氏

日本代協アドバイザー 粕谷 智氏

◇ 受講料 無料

兵庫県代協



◆兵庫県代協新年賀詞交歓会◆
2020年1月29日（水）

参加申込書

お申込みの締切りは１月１５日（水）

FAX 078-333-6590
一般社団法人兵庫県損害保険代理業協会

TEL 078-333-6547

※印刷してFAXにてお申込みください。
本申込を持ちましてご出席を承りました。

当方から特段の連絡は致しません。当日、お待ちしております。

※（　　）内へ〇印をご記入ください

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

●フリー参加

※懇親会を当日欠席された場合は後日会費を徴収いたします。

（　　）懇親会

（　　）懇親会

（　　）懇親会

（　　）懇親会

（　　）記念講演

（　　）記念講演

（　　）記念講演

連絡先

会員　支部名

（　　）懇親会

（　　）懇親会

（　　）懇親会

（　　）記念講演

参加者名

参加者名

（　　）記念講演

（　　）記念講演

参加者名

参加者名

連絡先 紹介者

（　　）記念講演

参加者名

参加者名

役  職

役  職

御社名

支店名及び課支社名

役  職

参加者名役  職

役  職

役  職

役  職

御社名


賀詞交歓会



						御社名 オンシャ メイ																												会員　支部名 カイイン シブ メイ

						支店名及び課支社名 シテン メイ オヨ カシシャ メイ																								連絡先 レンラクサキ

																																※（　　）内へ〇印をご記入ください ナイ シルシ キニュウ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

						●フリー参加 サンカ

						御社名 オンシャ メイ																連絡先 レンラクサキ												紹介者 ショウカイシャ

						役  職 ヤク ショク										参加者名 サンカシャ メイ														（　　）記念講演 キネン コウエン								（　　）懇親会 コンシン カイ

						※懇親会を当日欠席された場合は後日会費を徴収いたします。 コンシン カイ トウジツ ケッセキ バアイ ゴジツ カイヒ チョウシュウ





コウノトリ等

				代理店名
(会社名) ダイリテン メイ カイシャメイ				支部名
(支店名) シブ メイ シテンメイ

				代表者氏名 ダイヒョウシャ シ ナ				連絡先 レンラクサキ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスをご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ キニュウ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ





姫路支部

				「目からウロコの防犯」セミナー参加申込書（FAX　078-333-6590） メ ボウハン サンカ モウシコミショ

				貴社名 キシャ メイ				連絡先 レンラクサキ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ





地震保険

														※参加場所にþを入れてください。 サンカ バショ イ

				参加場所 サンカ バショ						□①JR姫路駅前　　□②JR加古川駅前　　□③JR元町駅前 ヒメジ エキ マエ カコガワ エキマエ モトマチ エキ マエ

				各会場責任者 カクカイジョウ セキニンシャ						①姫路会場：久保井　茂雄　②加古川会場：塩谷　広志　③神戸会場：村上　智史 ヒメジ カイジョウ クボイ シゲオ カコガワ カイジョウ シオタニ ヒロシ コウベ カイジョウ ムラカミ サトシ

				代理店名　　　　又は保険会社名 ダイリテン メイ マタ ホケン カイシャ メイ										所属支部　　又は課支社 ショゾク シブ マタ カ シシャ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスを必ずご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ カナラ キニュウ

				代表者名 ダイヒョウシャ ナ										連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカ メイ		①								⑥

						②								⑦

						③								⑧

						④								⑨

						⑤								⑩







無保険・盗難

				代理店名 ダイリテン メイ				支部名 シブ メイ

				（会社名） カイシャメイ				（支店名） シテンメイ



				①無保険車追放 ムホケン シャ ツイホウ

				代表者氏名 ダイヒョウシャ シ ナ				連絡先 レンラク サキ

				②盗難防止 トウナン ボウシ

				代表者氏名 ダイヒョウシャ シ ナ				連絡先 レンラク サキ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスをご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ キニュウ

				※ご参加頂けるキャンペーンに〇をお入れください。 サンカ イタダ イ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ				①無保険車追放　②盗難防止 ムホケン シャ ツイホウ トウナン ボウシ





無保険・盗難 (2)

				代理店名 ダイリテン メイ										所属支部 ショゾク シブ

				又は保険会社名 マタ ホケン カイシャ メイ										又は課支社 マタ カ シシャ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスを必ずご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ カナラ キニュウ

				代　表　者　名 ダイ オモテ モノ ナ								連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカ シャ メイ		①						⑥

						②						⑦

						③						⑧

						④						⑨

						⑤						⑩























六甲山

				代理店名 ダイリテン メイ										所属支部 ショゾク シブ

				又は保険会社名 マタ ホケン カイシャ メイ										又は課支社 マタ カ シシャ

				※雨天中止の場合、代表者様にご連絡致しますので携帯番号又はメールアドレスを必ずご記入ください。 ウテン チュウシ バアイ ダイヒョウシャ サマ レンラク イタ ケイタイ バンゴウ マタ カナラ キニュウ

				代　表　者　名 ダイ オモテ モノ ナ								連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカ シャ メイ		①						③

						②						④























3支部合同

				カリスマ添乗員　平田　進也氏セミナー参加申込書（FAX　078-333-6590） テンジョウイン ヒラタ シンヤ シ サンカ モウシコミショ

				代理店名　　　　　又は保険会社名 ダイリテン メイ マタ ホケン カイシャ メイ						代協所属　　支部名 ダイキョウ ショゾク シブ メイ				連絡先 レンラクサキ

				参加者名 サンカシャ メイ		①						懇親会 コンシン カイ		□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						②								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						③								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

				【フリー参加】 サンカ

				会　社　名 カイ シャ メイ								連絡先 レンラク サキ

				参加者名 サンカシャ メイ		①						懇親会 コンシン カイ		□参加する　　□参加しない サンカ サンカ

						②								□参加する　　□参加しない サンカ サンカ
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