
姫路城みどりの美化キャンペーン参加のご案内

実 施 日 ： 令和２年４月２９日（水）【祝・昭和の日】

活動時間 ： 午前９時００分～ 約１時間３０分程度

集 合 ： 午前８時３０分～ 家老屋敷跡公園

活動内容 ： 姫路大手前通りから姫路城周辺にかけて、ポイ捨てごみの回収及び、

街頭での啓発活動、マナー向上を呼びかけます。

持 ち 物 ： 手ぶらで結構ですが、活動しやすい軽装にてご参加ください。

雨 天 時 ： 小雨決行ですが、雨天時は下記までお問合せください。

（問合せ先） ０７９－２２１－２５００ 姫路市役所美化業務課

０９０－３２６４－５０１４ 仲村 義弘（当日担当・代協役員）

主 催 ： 姫路のまちを美しくする運動協議会

毎年 会員様、保険会社様、事務所スタッフ様そしてご家族様でご参加頂き、世界遺産の
姫路城にふさわしい「美しい姫路の街づくり」の活動にご協力を戴いております。
今年も昨年（41名）以上の参加を予定しておりますので、是非ともご参加くださいますよう、
ご協力をお願いいたします。
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⑦

代理店名 所属支部
又は保険会社名 又は課支社

恒例となりました姫路市の「みどりの美化キャンペーン」に
15年目の今年も参加を予定しております。

一般社団法人兵庫県損害保険代理業協会
ＣＳＲ委員会 委員長 壷内 栄之輔
姫 路 支 部 支部長 久保井 茂雄

お問合せ・お申込み

TEL 078-333-6547
E-mail info＠hyogokendk.or.jp

FAX 078-333-6590

締切日 令和２年４月１０日（金）


代理店賠責



				会社名　　　　代理店名 カイシャ メイ ダイリテン メイ						連絡先 レンラクサキ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				□代協会員（阪神 神戸 姫路）支部　□会員以外　□保険会社　□その他（　　  　　　　） ダイキョウ カイイン ハンシン コウベ ヒメジ シブ カイイン イガイ ホケン カイシャ タ

				代理店賠責に・・・　□加入している　　□加入していない　　□検討中 ダイリテン バイセキ カニュウ カニュウ ケントウチュウ

				※参加申込書に記入された情報は、注意を持って管理し講座の円滑な運営の為に利用します。 サンカ モウシコミショ キニュウ ジョウホウ チュウイ モ カンリ コウザ エンカツ ウンエイ タメ リヨウ





代理店賠責 (2)



				会社名　　　　代理店名 カイシャ メイ ダイリテン メイ						連絡先 レンラクサキ

				参加者氏名 サンカシャ シメイ

				□代協会員（阪神 神戸 姫路）支部 ※所属支部に〇印を入れてください。　　　□会員以外     ダイキョウ カイイン ハンシン コウベ ヒメジ シブ ショゾク シブ シルシ イ カイイン イガイ

				代理店賠責に・・・　□加入している　　□検討中　　□加入していない ダイリテン バイセキ カニュウ ケントウチュウ カニュウ







神戸支部

				『先進医療で治療してみたら…』セミナー参加申込書　FAX078-333-6590 センシン イリョウ チリョウ 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





















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























美化キャンペーン

				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



				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






















	姫路城みどりの美化キャンペーン参加のご案内

