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創刊号 

1 億円達成！！ 
広栄会保険事務手数料 

祝 

～ 広栄会収入はいろいろな形で皆様のお役に立っています ～ 
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広栄会会報創刊にあたって 

　広栄会会員の皆様には広栄会事業に格別のご支

援ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

　この度、広栄会設立5周年に当たり“THE 広

栄会”を発刊する運びとなりました。 

　東海税理士協同組合は昭和53年6月に大同生

命保険相互会社と業務提携し、保険事業を積極的

に進めてまいりました。 

　平成12年4月に広栄会の前身である代理店組

織として、大同生命保険推進協議会を発足いたし

ました。代理店制度を積極的に推進し、保険手数

料収入も毎期大幅に増加してまいりました。ただ

この業務推進に当たっては、コンプライアンスの

問題もあり、平成16年4月に東海税協広栄会を

設立し、今年度5年目を迎えることが出来ました。 

　広栄会の会則第3条に「会員相互扶助の精神に

基づき必要な事業を行い、会員の経済的利益の向

上を図ることを目的とする。」とあり、この目的

を達成するための事業を積極的に進めてまいりま

した。 

　東海税協広栄会は税理士と関与先企業等を一体

とした福祉厚生集団とし、相互扶助の精神に基づ

き事業展開した結果、当税協の事業収入に占める

割合は44％にも達しています。 

　特に3年前に保険手数料収入1億円を目標に事

業を進めてまいりましたが、平成20年度に当初

の目標を達成することが出来ました。これもひと

えに会員の皆様のご支援の賜物と心から感謝して

おります。 

　東海税協広栄会は「相互扶助の精神」に基づき

3つの繁栄（関与先の繁栄・税理士事務所の繁栄・

広栄会の繁栄）という共通理念のもと、関与先の

繁栄を第一に考え事業活動を進めております。 

　広栄会設立5周年を記念して“THE 広栄会”

を発刊し、会員の皆様に広栄会を十分理解して

いただき、執行部として広栄会会員、特に関与

先の繁栄のために努力してまいりたいと思って

おります。 

　今後とも広栄会会員の皆様の格別なご支援ご協

力を心からお願い申し上げ、発刊に当たってのあ

いさつといたします。 

東海税協広栄会 会長 

中 西 芳 夫 

東海会 川松保夫会長と握手する広栄会 中西芳夫会長 

皆さんのご協力のおかげで、 

“事務手数料１億円”を達成 

する事ができました。 

ありがとうございました。 

これからも頼りにしています。 

「THE 広栄会」の発刊おめで 

とうございます。 
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創刊のごあいさつ 

　平素は東海税協広栄会会員の先生方には、「東

海税協広栄会総合事業保障プラン」の推進に格別

のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

　さて、貴会におかれましては平成21年度保険

事業推進基本方針として「3つの繁栄（関与先・

税理士事務所・広栄会）」の共通理念のもと、関

与先の繁栄を第一に考え「保険指導5つの指針」

に基づく関与先への適切な保険指導を、委託保険

会社を大同生命保険株式会杜と定め推進活動を展

開していくこととされました。 

　また、平成21年度は東海税協広栄会設立5周

年そして東海税協広栄会の年間事務手数料1億円

達成という記念すべき年であり、そのような年に

東海税協広栄会の広報誌「THE 広栄会」が発刊

されますことは、弊社といたしましても誠に心強

く大きな慶びでございます。 

　ご承知の通り、生命保険業界を取り巻く環境は

一段と厳しさを増しており、東海税協広栄会事業

の柱である保険事業の発展については、貴会と弊

社のより一層の連携が必要となってまいりますが、

この度発刊される「THE 広栄会」はその意味に

おいて大変重要な役割を果たすものと大いに期待

する次第でございます。 

　今後とも弊社は貴会との深い信頼関係の中で東

海税協広栄会保険事業の共通理念である3つの繁

栄の実現のため「あらゆる面で信頼度No.1」と

評価される生命保険会社を目指してまいりますの

で、引き続き倍旧のご支援とご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

　最後に東海税協広栄会会員の皆様のますますの

ご繁栄をこころよりお祈り申し上げます。 

大同生命保険株式会社  執行役員東海地区営業本部長 

権 野 正 樹  

東海税協広栄会の共通理念＜3つの繁栄＞ 東海税協広栄会の共通理念＜3つの繁栄＞ 

関与先の繁栄 関与先の繁栄 

広栄会の繁栄 広栄会の繁栄 

税理士事務所の繁栄 税理士事務所の繁栄 

企業経営に伴って発生する 
人的リスクを回避し、関与 
先企業の安定と繁栄を約束 
します。 

事務手数料収入により財政 
基盤の確立と組織の活性化 
に寄与します。 

関与先企業の存続が税理士 
事務所の繁栄につながり、 
事務所の福利厚生にも役立 
ちます。 
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ごあいさつ 

　会員の先生方にはいつも保険事業に対し大変厚

いご支援・ご協力を賜っておりますこと、心より

感謝申し上げます。 

　さて、本年東海税協広栄会設立5周年そして委

託保険会社の大同生命との協働推進活動による年

間保険事務手数料収入が1億円の目標を達成した

ことを記念し、「THE 広栄会」が発刊される運

びとなりました。 

　東海税協広栄会は平成16年の設立趣旨書に、「近

年の不安定な経済情勢の下において、中小企業を

取り巻く環境は、長期にわたり厳しい状況に直面

している。この現状を打破するため、税理士と関

与先企業を一体とした福祉厚生集団を設立し、安

定した基盤と充実した業務環境を整備する」ことの

要請に応えるために設立すると宣言されています。 

　こうして設立された東海税協広栄会は、関与先

に割安な保険料による保障を提供することが可能

となり、東海税協広栄会保険事業の基本方針であ

る3つの繁栄の実現に向け大きく踏み出す事となり

ました。そのあゆみは、平成16年6,000万円であ

った保険事務手数料収入を、平成18年に3年間で

1億円にするという目標をたて、その達成のため税

協の事業を理解いただくためのDVD「もしも協同

組合がなかったら」をはじめ、3つの繁栄の共通理

念の設定、そして関与先の繁栄のための保険指導5

つの指針を設定し、推進を図ってきました。 

　これからは、「THE 広栄会」を通し大同生命

との提携事業情報、各種行事を紹介し皆様からの

ご意見をいただき、関与先・税理士事務所・広栄

会の3つの繁栄を実現していきたいと考えます。 

　今後ともご支援・ご協力をお願いし、発刊のあ

いさつとさせていただきます。 

東海税協広栄会 保険推進協議会 事業企画部長 

武 田 幸 司  

創刊号発刊記念 
広栄会の広報用キャッチフレーズ 
大募集！！ 

東海税協広栄会のさらなる広報のため、会員 
みなさまからの親しみやすいキャッチフレーズ 
を創刊記念として大募集いたします。 

＜応募様式＞ 
　15字以内の親しみやすい用語で表現 
＜締切り＞ 
　平成21年9月30日（水） 
＜応募先＞ 
　東海税協広栄会事務局（東海税理士会事務局内） 
＜採用作品の発表＞ 
　次号の「ＴＨＥ 広栄会」誌上にて 
＜採用賞品＞ 
　豪華賞品（3万円相当） 
＜キャッチフレーズの例＞ 
　「いつもあなたと広栄会」 
　「あなたのために広栄会」 

東海税理士協同組合 平成20年度支出状況 

組合員等への目的支出 
（直接還元） 

32％ 
（72,060千円） 

支部に対する事業費用 
（間接還元） 

7％ 
（16,155千円） 

税理士会に対する事業費用 

30％ 
（68,958千円） 

事業原価及びその他の管理費 

13％ 
（30,732千円） 

業務推進費（保険関係） 

18％ 
（41,441千円） 
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東海税理士会ゴルフ同好会三重県大会 
東海税協広栄会保険推進協議会三重県ゴルフ大会 

　平成21年4月7日（火）三重県伊賀市阿山カン

トリー倶楽部において、三重県の3ブロック（北

勢、中勢、南勢）合同で、「東海税協広栄会保険

推進協議会三重県ゴルフ大会」が、総勢49名の

参加の下盛大に開催されました。 

　当日は、晴天の下東海税協広栄会中西芳夫会長

をはじめ、保険推進協議会武田幸司事業企画部長

も参加し、個人ストローク戦、支部対抗の団体戦

が行なわれ、満開の桜が咲きほころぶ中、熱戦が

繰り広げられました。 

　東海税協広栄会保険推進協議会の推進施策の一環として、平成21年度

から「東海税協広栄会保険推進協議会ゴルフ大会」の開催に対して、広栄

会保険推進施策費を提供します。 

施策費提供基準 

〔ゴルフ大会開催の場合〕 
定額　50,000円×ブロック数＋参加人員1名につき2,000円 

順 位 

優　勝 

準優勝 

３　位 

氏　　名 

結　城　好　一 

内　藤　　　克 

砂　子　　　貢 

支　部 

上　　野 

四 日 市 

松　　阪 

グロス 

83 

83 

94

ネット 

71.0 

71.0 

72.4

順 位 

優　勝 

準優勝 

３　位 

支　　部 

伊　勢・尾　鷲 

上　　　　　野 

四　　日　　市 

■ 個人戦の結果 ※同一ネットの場合ハイエイジの方が上位 ■ 団体戦の結果 

表彰式の模様 

個人戦優勝　結城好一氏 表彰式での乾杯と挨拶　 
広栄会保険推進協議会 三重県顧問　南条吉雄氏 
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