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第3号 

～ 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 ～ 

未来に繋がる広栄会 未来に繋がる広栄会 未来に繋がる広栄会 
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先生方に親しまれる 
広栄会を目指して 

　平素は広栄会の活動に際しまして、深いご理解

とご協力をいただきましてありがとうございます。 

　平成21年度も事業計画に基づき推進活動を行

った結果、事務手数料収入は、前年度対比104

％の伸展率を達成しました。ひとえに会員である

先生方のご努力の賜物と感謝いたしております。

平成22年度も更に積極的な推進活動を行い、先

生方のお役に立てる広栄会、そして先生方に親

しまれる広栄会を目指して頑張りますので、よ

り一層のご支援、ご指導をよろしくお願い申し

あげます。 

　平成22年度の事業計画は、昨年度と同様の活

動を中心に実施して参りますが、特に昨年度掲げ

ました「すべては関与先の繁栄のために」を合言

葉に、保険指導5つの指針（下記参照）、の実践

をより一層勧める活動をして参りたいと思ってい

ます。東海税理士会31支部の支部長先生にお願

いをして、各支部に１名の広栄会保険推進委員

の選出をお願いし、昨年9月に31名の委員が決定

をされました。今後は委員の先生方を中心に活動

をして行きたいと考えています。よろしくお願い

いたします。 

　広栄会のキャッチフレーズが決定しました。 

 

“未来に繋がる広栄会” 

　　　　　　　　　素晴らしい愛称であります。 
 

　関与先の繁栄を願い、そして税理士事務所の繁

栄、さらに東海税理士会他の繁栄、これは東海税

協広栄会の共通理念であります。関与先の繁栄を

願い、活動する事が未来に繋がればと思います。

ご協力をお願いいたします。 

東海税協広栄会 保険推進協議会 事業企画部長 

武 田 幸 司  

すべては関与先の繁栄のために 

使命感を持って、助言・指導する。 

真に関与先の将来を考え毅然と説明する。 

税務上の取り扱い、有効性をわかりやすく説明する。 

付保適正額の確保、見直しを常に行い指導・説明する。 

法的整備を指導しアフターフォローを徹底する。 

東海税協広栄会 

保険指導5つの指針 
11
22
33
44
55
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新任ご挨拶 

　東海税協広栄会会員の皆様には、平素から「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御礼申し上げます。 

　このたびの大同生命の人事異動で、権野の後任

として参りました斎藤と申します。よろしくお願

い申し上げます。 

　昨年度は、非常に厳しい経済環境の中でも、保

険手数料収入を伸展させたとのことであり、会員

の皆様のご努力の成果と思います。 

　さて、平成21年度の東海税協広栄会保険事業

新契約業績については、20年度実績を下回る結

果となりました。平成22年度において新契約業

績を伸展させ、東海税協広栄会の共通理念である

「3つの繁栄」に貢献させていただきたいと考え

ます。 

　そのためには、「東海税協広栄会総合事業保

障プラン」の推進を、「保険指導5つの指針」に

基づき実践することで、すべての関与先様の繁

栄に繋がる事を、東海税協広栄会会員、広栄会

保険代理店、そして私ども大同生命担当者がし

っかり共有させていただく事が最も重要なこと

と考えます。 

　貴会は、当機関誌の発行をはじめ、<もしも協

同組合がなかったら>のDVD、そして、広栄会

代理店様への各種施策等、全国の税協様の手本と

なるような事業を数多く実施されています。 

　また、今年度については、広栄会支部保険推進

委員先生方の支部での活動を活性化していく試み

を実践していると聞いております。この様な事が、

弊社担当者とのより一層の連携強化に繋がるとと

もに、東海税協広栄会事業のより一層の発展に大

きな影響を与えていくと考えます。 

　弊社は今後とも貴会との深い信頼関係の中で新

たなメンバーでご期待に応えられるよう精進して

参りますので、引き続き倍旧のご支援を賜ります

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  東海地区営業本部長 

斎 藤 　 誠  

新任ご挨拶 

　東海税協広栄会会員先生には、平素から当部課

長、スタッフが大変お世話になりありがとうござ

います。 

　このたびの大同生命人事異動で、佐々木の後任

として参りました石川と申します。 

　　「先生方のベストパートナー 

　　　　　　　　　　として選ばれる会社」 

を目指し、部員一同精進して参りますので、引き

続いてのご指導、ご鞭撻賜りますようお願い申し

上げます。 

大同生命保険株式会社  愛知税理士共済営業部  営業部長 

石 川 直 樹  
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東海税協広栄会保険推進協議会三重県ゴルフ大会開催！ 
　平成22年4月8日（木）三重県津市・西日本セ

ブンスリーゴルフクラブにおいて、三重県の3ブ

ロック（北勢・中勢・南勢）合同による「東海税

協広栄会保険推進協議会三重県ゴルフ大会」が開

催されました。 

 当日は、中西芳夫会長をはじめ総勢64名が参

加し、個人ストローク戦・支部対抗の団体戦が行

われました。 

 晴天の下、コース内を満開の桜が咲き、絶好の

コンディションのなか熱戦が繰り広げられ、個人

戦では上野支部・奥田重夫会員、団体戦では四日

市支部の優勝となりました。 

順 位 

優　勝 

準優勝 

３　位 

氏　　名 

奥　田　重　夫 

畔　地　謙　一 

結　城　好　一 

支　部 

上　　野 

鈴　　鹿 

上　　野 

グロス 

79 

85 

85

ネット 

70.6 

71.8 

71.8

順 位 

優　勝 

準優勝 

３　位 

支　　部 

四　　日　　市 

津 

伊　　　　　勢 

■ 個人戦の結果 ■ 団体戦の結果 

優勝の奥田会員 

http://www.tokaizei.or.jp/zeikyou/group/index.html
詳細につきましては東海税協広栄会ホームページをご覧ください。 

●パワーアップセミナー開催のご案内● 
　この度、標記セミナーを開催いたしますので、
多数ご参加下さいますようお願い申し上げます。 
なお、本研修会は、本会の研修規定により研修時
間2時間となります。 

………………………………………… 
テーマ：「プロが教える銀行との付き合い方」 
講　師：株式会社ファイナンシャル・インスティチュート 
　　　　代表取締役 川北 英貴 氏 

【セミナー概要】 
　依然中小企業の経営が厳しいなか、銀行からの
新規借入が困難であったり、継続して融資を受け
ることに不安があるなど資金繰りに困っている関
与先さまはいませんか？実務経験者だから語れる
銀行との付き合い方についてお伝えします。 

【日　程】 
日　時：7月13日（火）10時～12時（受付開始9時30分） 
場　所：名鉄グランドホテル 
　　　  〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅一丁目2番4号 
　　　  TEL／052-582-2211（代） 
定　員：先着100名 
　　 　 定員になり次第締め切りとなります。 
参加費：無　料　 
主　催：東海税理士協同組合 
共　催：大同生命保険株式会社、東海税協広栄会 
【お問合せ先】　 
　東海税理士協同組合 事務局 
　TEL 052－581－8956 
　大同生命保険株式会社　愛知税理士共済営業部 
　TEL 0564－54－1380
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大同生命税理士専任担当者のご紹介 

■ 静岡支社　税理士担当  

静岡県中部・東部の税理士先生を担当させていただいております。「関

与先様・税理士事務所様にとってお役に立てることは何か」をモットー

に活動しております。より一層肌理細やかなサポートと「保険指導5

つの指針」を多くの先生方にご理解頂けるよう、県内を走り回りたい

と思っております。 

■ 愛知税理士共済営業部　東三河担当  

豊橋支部、新城支部の先生方を担当させていただいております。より

多くの先生方・事務所の皆様方に「関与先様の繁栄のための保険指導」

を行っていただけるよう、私たちも「すべては関与先のために」を合

言葉に、日々努力して参ります。 

■ 愛知税理士共済営業部　西三河推進課  

岡崎支部、豊田支部、刈谷支部、西尾支部の先生方を担当させていた

だいております。現在も熱心な先生方に関与先様の保険指導をしてい

ただいております。今後、より多くの先生方に保険指導していただけ

るよう、またその関与先様のお役に立てるよう精一杯頑張っていきた

いと思います。 

■ 愛知税理士共済営業部　尾張推進課 　 

尾張ブロック（津島、一宮、小牧、尾張瀬戸）の先生方を担当させて

いただいています。昨今の経済情勢の大きな変化により、保険のあり

方、ニーズも多様化しています。東海税協広栄会の基本方針である「す

べては関与先のために」を実現すべく、少しでもお役に立てるよう微

力ながら精一杯取り組んで参ります。 

■ 三重支社　税理士担当  

県下全域の先生方を担当させていただいております。一人でも多くの

先生方に関与先様のための保険指導をしていただけるよう、全力でサ

ポートさせていただきます。関与先様と税理士事務所様にお役に立て

るよう、微力ではありますが精一杯努力して参ります。 

■ 浜松支社　税理士推進課  

私たちは静岡県西部を担当させていただいております。27歳コンビ

のスタッフと40歳半ばの課長の3名で、「すべては関与先様の繁栄

のために」を合言葉にしています。税理士先生や関与先様のご要望に

対し、常に誠実に、確実に、そして迅速に対応することを心がけ、先

生方のお役に立てるよう、日々努力して参ります。 

〒４６４-０８４１ 名古屋市千種区覚王山通8－14 税理士会ビル　TEL 052－753－1501

〒４４４-０８６４ 岡崎市明大寺町字菩提円13－2　TEL 0564－54－1380

〒４４０-０８０６ 豊橋市八町通1－18　TEL 0532－53－5391

〒４３０-０９４６ 浜松市中区元城町216－18　TEL 053－453－9011

〒４２０-０８５１ 静岡市葵区黒金町59－6　TEL 054－253－3191

〒５１４-０００４ 津市栄町1－840　TEL 059－226－1363
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