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倫 理 綱 領
損害保険代理業は、損害保険業の発展を通じ、社会の安全を守り、福祉の向上に
貢献する公益性の高い職業である。
社団法人日本損害保険代理業協会の正会員に加盟する全ての損害保険代理店並び
にその募集人は、社会が損害保険代理業に課する使命、責任、義務に深い自覚を持
ち、社会の信頼にこたえ、その繁栄に資するため、常に研鑽につとめる。
よって、ここに倫理綱領を定め、その遵守と実践を宣言する。

１．われわれ損害保険代理業者は、損害保険ならびに代理店制度が社会の安定と福祉の
向上を図るため、最善の制度であることを確認し、損害保険の普及につとめるとと
もに、尊い職責を完全に果たし、消費者の信頼を高めるよう努力する。

２．われわれ損害保険代理業者は、直接消費者に接する者として、常に知性、知識の研
磨につとめ、資質を向上させ、消費者の需要に的確に対応し、損害保険代理業者とし
ての機能を高度に発揮することを誓う。

３．われわれ損害保険代理業者は、名誉を重んじ、秩序を守り、公正な募集活動を推進
し、同業者相互間においては、常に友好的関係を保持し、損害保険代理業の地位の向
上につとめる。

４．われわれ損害保険代理業者は、損害保険会社及びその団体と友誼的関係を維持する
とともに、英知を結集し、損害保険業の発展に寄与する。

５．われわれ損害保険代理業者は、損害保険業に対する公共の信頼を維持し、業務の適
切性および健全性を確保するため、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力
との関係遮断に向けて断固たる対応を行う。

一般社団法人 日本損害保険代理業協会
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総会次第
日時：平成３０年５月１８日（金）
午後１時より
場所： ホテルテラスザガーデン水戸

1. 開会のことば
2. 会長挨拶
3. 来賓紹介
4． 来賓祝辞
5． 議
事
（１） 議長の選出・就任
（２） 定足数並びに資料の確認
（３） 議事録作成人及び署名人の選任
（４） 審議事項
第１号議案
平成２９年度事業報告及び収支決算書承認の件
第２号議案
平成３０年度事業計画（案）及び収支予算書（案）承認の件
第３号議案
役員改選の件
第４号議案
本総会の決議の主旨に反しない限りその修正を会長に一任する件

6． 報告・依頼事項
７． 閉会のことば

〈 記念講演 〉
演題：『確実にお客さま満足度が高まる公的年金アプローチとは』
講 師
一般社団法人 公的保険アドバイザー協会
理 事 山 中 伸 枝 氏

第 1 号議案

平成２９年度

事業報告

平成 29 年度の事業活動の概況を下記の通り報告致します。
1． 会議及びセミナー
（1） 理事会 (4 回開催)
〇平成 29 年 4 月 22 日
議題

つくば市 つくば研究支援センター
①平成 28 年度事業報告および収支報告承認の件
②平成 29 年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件
③平成 29 年度定時総会の件
④支部会運営・委員会運営の件

○平成 29 年 6 月 17 日
議題

つくば市 つくば研究支援センター
①平成 29 年度茨城県代協事業計画の件
②平成 29 年度各支部活動・委員会活動計画の件
③常設委員会委員長選出の件
④10 周年記念事業の件
⑤平成 29 年度茨城県代協数値目標の件
⑥不公正募集報告の件

〇平成 29 年 9 月 16 日
議題

水戸市 茨城県開発公社
①各種キャンペーン実施の件
②東関東ブロックセミナー・第７回日本代協コンベンションの件
③コンサルティングコース受講者募集・代理店賠責セミナーの件
④平成 29 年度会費未納者対応の件
⑤10 周年記念事業の件
⑥平成 30 年度理事役員改選の件
⑦理事会開催日の件

〇平成 30 年 1 月 18 日
議題

つくば市 ホテルグランド東雲
①会員拡大の施策に関する件
②平成 30 年度オリエンテーション開催の件
③次年度役員改選の件
④各支部・各委員会の事業実施計画案と予算計画案の件
⑤平成 30 年度総会の件

（2）

総会
平成 29 年 5 月 19 日（金）水戸市 ホテルテラスザガーデン水戸
出席者 234（委任状含）

第 1 号議案 平成 28 年度事業報告及び収支決算書承認の件
第 2 号議案 平成 29 年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件
第 3 号議案 本総会の議決の主旨に反しない限りその修正を会長に一任する件

（3）

日本代協関係
・ 総会
・ 臨時総会
・ 全国会長懇談会

平成 29 年 6 月 16 日 損保会館
平成 30 年 3 月 9 日 損保会館
平成 29 年 6 月 16 日 損保会館
平成 30 年 3 月 9 日 損保会館
・ 第 6 回日本代協コンベンション
平成 30 年 11 月 2 日～3 日 グランドニッコー東京台場
・ 東関東ブロック協議会
平成 29 年 6 月 22 日
損保会館
7 名参加
平成 29 年 9 月 13 日
損保会館
8 名参加
平成 29 年 11 月 17 日
ホテルニューイタヤ
8 名参加
平成 30 年 2 月 16 日
損保会館
8 名参加
・ 東関東ブロック協議会セミナー
平成 29 年 11 月 17 日
栃木県 ホテルニューイタヤ
『 改正保険業法施行を受けた顧客本位の業務運営の考え方 』
講師 財務省関東財務局理財部金融監督第 4 課長 森尾 みゆき 氏
同課
上席調査官 加藤 明 氏
同課
同課調査官 川上 一真 氏
検査総括課 上席金融証券検査官 有川 孝洋 氏

（4）

セミナー（８回開催）
・ 平成 29 年 5 月 19 日
水戸市 ホテルテラスザガーデン水戸
『 事業環境の激変でどうなる今後の代理店経営 』
講師

保険ジャーナリスト 中崎

77 名参加

章夫 氏

・ 平成 29 年 5 月 26 日
鹿嶋市 損保ジャパン日本興亜㈱鹿島支社 18 名参加
『 知らなきゃ損する相続税還付の仕組み 』
講師 ㈱フジ総合グループ 茂木 悟 氏

・ 平成 29 年 8 月 29 日
つくば市 三井住友海上火災保険㈱つくば支社 13 名参加
『 次世代に向けた営業戦略・システム 』
講師 三井住友海上保険㈱ 三上氏、渡辺氏、島村氏、友成氏
・ 平成 29 年 10 月 3 日
鹿嶋市 損保ジャパン日本興亜㈱鹿島支社
『 保険代理店と共に成長する IT システム 』
講師 ソシオダイバシティ㈱ 野村 豪 氏

19 名参加

・ 平成 29 年 12 月 ６日
つくば市 損保ジャパン日本興亜㈱つくば支社 10 名参加
『 商品・ブランド戦略 』
講師 損保ジャパン日本興亜㈱ 木島氏、小泉氏
・ 平成 30 年 1 月 18 日
つくば市 ホテルグランド東雲 50 名参加
『 コンプライアンスと代理店の賠償責任 』
講師 チャブ損害保険㈱ 黒田 朗 氏
・ 平成 30 年 2 月 23 日 つくば市 あいおいニッセイ同和損保㈱つくば支社 8 名参加
『 次世代への取り組み・and リース 』
講師 あいおいニッセイ同和損保㈱ 江川氏、濱田氏
・

平成 30 年 3 月 16 日 筑西市 東京海上日動火災保険㈱下館支社 68 名参加
『 助成金セミナー 』
講師 ㈱トレジャーエージェンシー 白石 健吾 氏

（5） 損害保険トータルプランナー認定授与式
平成 30 年 1 月 18 日
（6） 支部会
水戸支部
土浦支部
県西支部
鹿行支部

平成 29 年
平成 29 年
平成 29 年
平成 29 年

つくば市 ホテルグランド東雲

8 月 4 日、平成 29 年 10 月 6 日、平成 30 年 3 月 23 日
8 月 29 日、平成 29 年 12 月 6 日、平成 30 年 2 月 23 日
8 月 4 日、平成 29 年 12 月 23 日、平成 30 年 3 月 13 日
5 月 26 日、平成 29 年 10 月 3 日、平成 30 年 2 月 19 日

（7） その他
平成 29 年
茨城県地震保険・共済加入促進協議会設立総会
筑波山清掃ボランティア
県西支部チャリティゴルフ
茨城県自動車盗難防止対策協議会

6月 1日
6月 3日
6月 8日
7 月 13 日

茨城県庁
筑波山
かさまロイヤル GC
茨自販福祉センター

地震保険・共済加入促進統一キャンペーン
自賠責保険無保険車追放キャンペーン
車両盗難防止キャンペーン
地震保険キャンペーン
鹿行支部チャリティゴルフ
鹿島神宮清掃ボランティア

8 月 3 日 水戸市 水戸駅北口・南口
9 月 29 日 水戸市 水戸駅南口
10 月 6 日 水戸市 水戸駅北口、南口
10 月 14 日 神栖市 神栖文化センター
10 月 21 日 つくば市 カピオ
11 月 11 日 鹿島の杜カントリー倶楽部
12 月 2 日 鹿島神宮境内の参道

平成 30 年
茨城県こどもを守る 110 番の家ネットワーク会議

ＤＲＰネットワーク全国大会

2 月 15 日 水戸市県警本部
2 月 21 日 帝国ホテル

2． 会員の増強について
目標は 10 名（日本代協キャンペーン目標）以上の増員でしたが、1 名の増員に終わりま
した。内訳は次の通りです。
平成 28 年 3 月末現在の会員数
新入会員数
退会会員数
正味増員数
平成 29 年 3 月末現在の会員数

248 名
9名
8名
1名
249 名

支部別増減内訳
水戸
土浦
県西
鹿行
合計

入会者
4
2
3
0
9

退会者
3
2
1
2
8

差引
1
0
2
-2
1

現会員数
100
69
54
26
249

3． 新資格制度の受講及び損害保険トータルプランナーの資格取得
（イ）第 6 期コンサルティングコース受講者は 34 名です。（平成 30 年 4 月開講）
（ロ）第 4 期コンサルティングコース合格者は 15 名です。
合格者は『損害保険トータルプランナー』の称号を与えられました。

4． 支部活動の支援
支部活動費としては次の通り
水戸
土浦
県西
鹿行

12.5
12.5
12.5
12.5

万円
万円
万円
万円

計 50 万円

5． 新日本代協プランの代理店賠責保険の導入
コンプライアンスについての認識が広まり、説明不足や誤った担保範囲の説明等で契約者
から訴えられるなど、代理店自らが、賠責問題に当事者として関与する事態が発生しておりま
す。新日本代協プランの賠償保険は、代協会員のみが加入できる制度です。
茨城県代協正会員数 249 店〈30 年 3 月末現在〉のうち、加入者 215 店〈中途加入者： 5
店を含む〉代理店賠責保険加入率は、茨城県代協においては 86.7％になります。

平成２９年度 水戸支部事業報告
水戸支部長 小沼 弘幸

平成29年 6月8日

水戸支部役員会

水戸市

ユニ保険センター会議室

平成２９年度事業運営について
平成29年 8月3日

地震保険加入促進キャンペーン

水戸駅

南口

平成29年 8月4日

第１回

日立市

ホリゾンかみね

水戸支部会

縮小する保険市場と今後の代理店経営について
参加者 １４名、保険会社７社 8名
水戸支部役員会

日立市

ホリゾンかみね

１０月の支部会について
参加者 ６名
平成29年 9月29日

水戸支部

自賠責保険無保険車追放キャンペーンの実施

ＪＲ水戸駅南口にて
平成29年10月 6日

水戸支部

代協会員8名、国交省2名

参加

盗難防止キャンペーンの実施

ＪＲ水戸駅にて

代協会員7名

水戸支部役員会

参加
水戸市

損保ジャパン日本興亜

水戸市

損保ジャパン日本興亜

水戸支部運営について

第２回

水戸支部会

体制整備の勉強会
平成29年10月29日

水戸黄門漫遊マラソン
ボランティア参加

平成30年 3月23日

第３回

水戸市内

６名

水戸支部会

水戸市

プレミアムフライデー推進ボウリング大会
参加者
11名

大学ボウル水戸店

平成２９年度土浦支部事業報告
土浦支部長 増田 剛也
平成29年 5月26日 支部役員会
２９年度事業計画・役割分担
情報交換会
参加者 ８名

つくば市 三井住友海上
つくば支社

平成29年 6月3日

筑波山清掃ボランティア
つくば市 筑波山
筑波山つつじヶ丘駐車場より山頂付近の清掃
土浦支部協賛
参加者 ２０名

平成29年8月29日

第１回支部会開催
つくば市 三井住友海上
三井住友海上つくば支社合同セミナー
つくば支社
「次世代に向けた営業戦略・システム」
参加者 １２名

平成29年10月16日 支部役員会
地震保険キャンペーン打合せ
次回支部会開催について
参加者 ８名

つくば市 三井住友海上
つくば支社

平成29年10月21日 地震保険普及キャンペーン
つくば市 つくばカピオ
つくば産業祭会場にてチラシ（400名分）配布
会場建物内にて保険相談ブース開設
参加者 ８名
平成29年12月6日

第２回支部会開催
つくば市
損保ジャパン日本興亜つくば支社合同セミナー 損保ジャパン日本興亜
「商品・ブランド戦略」
つくば支社
参加者 １０名

平成30年2月23日

第３回支部会開催
つくば市
あいおいニッセイ同和つくば支社合同セミナー あいおいニッセイ同和
「次世代への取り組み・ａｎｄリース」
つくば支社
参加者 ８名

平成２9年度県西支部事業報告
県西支部長 仁平 光男
平成29年 6月 8日 親睦チャリティゴルフコンペ開催
参加者 14名
プレー終了後懇親会
下館市社会福祉協議会 28000円寄付

笠間市
かさまロイヤルGC
グラスディ岩瀬店

平成29年 7月13日 支部役員会開催
下館工業高校セミナー及び支部会打ち合わせ
出席理事4名

筑西市
ココス 下館店

平成29年 8月 4日 第１回支部会開催
各保険会社の自動車保険について
参加者 会員13名 保険会社4社5名
懇親会
参加 会員 13名

古河市
損保ジャパン日本興亜
古河支社
古河市
日本海庄や

平成29年 8月23日 支部役員会開催
下館工業高校セミナー打ち合わせ
出席理事 5名

筑西市
RISE&rise事務所

平成29年11月 7日 支部役員会開催
下館工業高校セミナー打ち合わせ
出席理事 ４名

下妻市
ココス下妻店

平成29年12月 7日 支部役員会開催
下館工業高校セミナー打ち合わせ
出席理事 4名

筑西市
RISE&rise事務所

平成29年12月13日 下館工業高校セミナー開催
生徒240名 教員10名 理事4名参加

筑西市
下館工業高校

平成29年12月23日 第2回支部会開催
『落語を聴く会』会員5名 非会員1名

筑西市
ダイモンドホール

平成30年 3月13日 第3回支部会開催
助成金活用セミナー
会員10名 非会員2名 保険会社3名参加
懇親会開催 14名参加

筑西市
東京海上日動火災
下館支社
魚民 下館北口店

平成29年度鹿行支部事業報告
鹿行支部長

今郡

英治

平成29年 5月26日 第１回支部会開催
神栖市
前年の支部事業報告と年間行事予定について 損保ジャパン日本興亜
各保険会社手数料体系の概要について
鹿島支社
代協加入のメリット・提携会社紹介
支部セミナ－
『知らなきゃ損をする相続税還付の仕組み』
参加者 20名 セミナ－ 18名 懇親会 10名
平成29年 6月 9日 支部セミナ－
『事業環境の激変でどうなる
今後の代理店経営』
セミナ－ 35名 懇親会 10名

神栖市
損保ジャパン日本興亜
鹿島支社

平成29年10月 3日 第２回支部会開催
神栖市
茨城県代協・鹿行支部の活動報告
損保ジャパン日本興亜
と今後の予定
鹿島支社
各委員会から報告事項の説明
不公平と思われる保険募集に関する報告書
地震保険普及キャンペーン参加者募集について
各損害保険会社支社長他とフリ－ト－ク
支部セミナ－
『保険代理店システム【保険ＶＯＳ】』
参加者 17名 セミナ－ 19名 懇親会 13名
平成29年10月14日 地震保険普及キャンペーン
かみすフェスタ2017会場にてチラシ
代協活動と地震保険の啓蒙活動
参加者 12名

神栖市
神栖文化センタ－前

平成29年11月11日 鹿行支部主催親睦ゴルフ
参加者10名（非会員 1名

鹿島市
鹿島の杜
カントリ－クラブ

保険会社4名含）

平成29年11月24日 鹿行支部社会貢献活動
11月11日 鹿行支部ゴルフコンペチャリテ－
参加者協賛金 10,750円 寄付

茨城新聞社
茨城新聞文化福祉事業団
鹿嶋支局

平成30年 2月19日 第３回支部会開催
今後の行事予定の確認
各委員会からの報告事項の説明
保険募集における代理店賠責の必要性
各損害保険会社支社長他とフリ－ト－ク
各保険会社2018改定の説明
参加者 22名
懇親会19名

鹿嶋市
あいおいニッセイ同和
鹿島支社

平成29年度教育委員会事業報告
教育委員長 仁平 光男
平成29年 4月22日 第1回委員会
第5期生 コンサルティングコース募集総括

つくば市
つくば研究支援センター

平成29年 6月 2日 弁護士セミナー開催ついての打ち合わせ
島根会長・和田専務・小沼水戸支部長
仁平教育委員長

水戸市
弁護士法人ミーム事務所

平成29年 6月17日 第２回委員会
コンサルティングコース募集について
委員会主幹 セミナー開催について

つくば市
つくば市研究支援センター

平成29年 6月22日 第１回東関東ブロック協議会
東京 損保会館
コンサルティングコース募集について
旧認定保険代理士の資格更新フォローについて（第1・4・7・10・13期）

平成29年 8月 8日 第５期第１回コンサルティングコースセミナー １－１開催
仁平委員長、北野委員出席
東京 損保会館
平成29年 8月 19日 第５期第１回コンサルティングコースセミナー １－２開催
仁平委員長出席
東京 損保会館
平成29年 8月31日 旧認定代理士資格更新状況確認（第1・4・7・10・13期）
34名全員更新予定確認 東関東ブロック報告
平成29年 9月13日 第２回東関東ブロック協議会
東京 損保会館
コンサルティングコース募集について
東関東ブロック目標68名 茨城県目標16名 決定
募集期間 平成29年12月１日より平成30年２月16日迄
平成29年 9月16日 第3回委員会
コンサルティングコース募集について

水戸市
茨城県開発公社ビル

平成29年 9月19日 第５期第１回コンサルティングコースセミナー １－３開催
東京 損保会館
平成29年12月 1日 第６期コンサルティングコース募集開始
各支部理事により各保険会社支店及び支社へ募集案内文、募集要項配布
全会員宛てに募集案内配布
平成30年1月18日

第4回委員会
来年度委員会主幹 教育セミナーについて
コンサルティング募集について

水戸市
茨城県開発公社ビル

平成30年 2月 6日 第５期第２回コンサルティングコースセミナー ２－１開催
仁平委員長出席
東京 損保会館
平成30年 2月14日 第５期第２回コンサルティングコースセミナー ２－2開催
仁平委員長、霜村副委員長出席
東京 損保会館

平成30年 2月16日 第４回東関東ブロック協議会
第6期コンサルティングコース募集の総括
第6期コンサルティングコース募集終了
茨城県目標16名 受講者27名

東京 損保会館

平成30年 3月 8日 第5期第２回コンサルティングコースセミナー ２－3開催
東京 損保会館

平成２９年度組織委員会事業報告
組織委員長 秋葉 吉正
平成29年 4月22日 新入会員オリエンテーション
参加者４名

つくば市
つくば研究支援センタ―

平成29年 6月22日 第1回東関東ブロック協議会
会員増強の各県取組状況

東京 損保会館

平成29年 8月9日

第1回委員会
つくば市
ブロック協議会報告
つくば研究支援センター
昨年度の体制整備の振り返り
これからの体制整備の進め方について
山梨県代協の成功事例を学ぶ
（日本代協副組織委員長、山梨県代協組織委員長小俣氏から）

平成29年 9月13日 第２回東関東ブロック協議会
会員増強について

東京 損保会館

平成29年10、11月 国民年金基金キャンペーン
平成29年 11月17日 第３回東関東ブロック協議会
会員増強と国民年金基金加入推進について

栃木
ホテルニューイタヤ

平成30年 1月18日 第2回委員会
ブロック協議会の報告
新入会者オリエンテーション開催準備
会員増強キャンペーンに向けて

つくば市
ホテルグランド東雲

平成30年 2,3月

全国会員増強キャンペーン

平成30年 2月16日 第４回東関東ブロック協議会
会員増強キャンペーンの各県取組状況

東京 損保会館

平成29年度企画環境委員会事業報告
企画環境委員長 田中 仁視
平成29年 4月 7日 第1回日本代協企画環境委員会
2017年事業計画 委員会中間答申

東京 日本代協会議室

つくば研究支援センター
平成29年 4月22日 第1回委員会
代理店賠償責任セミナー実施について
不公正募集情報提供のお願い（ディーラー 他）
代理店手数料体系について
つくば研究支援センター
平成29年 6月17日 第2回委員会
各社業務連絡会で代理店賠責セミナー実施および報告のお願い
不公正募集報告件数 47件 更なる情報提供のお願い
特別利益の提供（ノベルティ等）に関するルールの見直し
東京 損保会館
平成29年 6月22日 第1回東関東ブロック協議会
各県代協で代理店賠責セミナー推進と実施のお願い
不公平募集情報をデータベース化 HPにて参照
平成29年 6月28日 第2回日本代協企画環境委員会
新金子会長挨拶
ブロック活動報告
ディーラー向け警告 チラシ内容確認
代理店賠責PPTの内容確定

東京 日本代協会議室

東京 損保会館
平成29年 9月13日 第2回東関東ブロック協議会
東関東ブロックセミナー実施について 担当栃木県代協
代理店賠責セミナー実施報告
不公正募集について意見交換
水戸 茨城県開発公社ビル
平成29年 9月16日 第3回委員会
JCM活用について 日本代協 企画環境委員会報告
ディーラ向け警告チラシ内容確定 不公正募集について
2017年現状と課題サマリー版内容論議
栃木 ホテルニューイタヤ
平成29年11月17日 第3回東関東ブロック協議会
日本代協からの不公正募集データベース・情報交換
代理店賠償責任セミナー実施報告のお願い
水戸 茨城県開発公社ビル
平成29年11月26日 第4回委員会
代理店賠償責任セミナー 準備設営
代理店賠償責任セミナー 平成30年1月18日チャブ損保 黒田氏
平成30年1月18日

第5回委員会
代理店賠責セミナー実施
チャブ損保
黒田氏

つくば市 ホテル東雲
参加者50名（非会員含）

東京 日本代協会議室
平成30年 1月30日 第4回日本代協企画環境委員会
ブロック活動報告 不公平募集対応の標準形策定
事業成長に関する情報提供
平成30年2月16日

東京 損保会館
第4回東関東ブロック協議会
各県代協セミナー実施報告
賠責セミナー実施による効果・組織委員会と連携 新会員増加

平成２９年度ＣＳＲ委員会事業報告書
ＣＳＲ委員長
平成29年 4月22日 第1回委員会
今年度活動予定の確認

飛田

俊弘

つくば市
つくば研究支援センター

平成29年 6月 1日 茨城県地震保険・共済加入促進協議会設立総会
水戸市 茨城県庁
茨城県地震保険・共済加入促進協議会会長選出
茨城県地震保険・共済加入促進協議会設置要綱（案）について
平成29年度事業計画（案）について
平成29年 6月 3日 筑波山清掃登山
つくば市
代協ウィンドブレーカー・代協のぼり活用
参加者 17名（代協会員 13名）

筑波山

平成29年 6月17日 第2回委員会
第1回水戸黄門漫遊
つくば市
マラソン・ボランティア打合せ つくば研究支援センター
平成29年 6月22日 第1回東関東ブロック協議会
今年度事業計画と予算について

東京

損保会館

平成29年 7月13日 平成２９年度茨城県自動車盗難防止対策協議会総会
県内の犯罪発生状況について
水戸市
県内における自動車盗難の現状について
茨自販福祉センター
平成29年 8月 3日 地震保険・共済加入促進統一キャンペーン 水戸市 水戸駅北口・南口
のぼりを活用しリーフレット・ポケットティシュ配布
参加者 代協会員9名損保協会2名保険会社その他60名
平成29年 9月13日 第2回東関東ブロック協議会
今年度セミナー開催について

東京

損保会館

平成29年 9月16日 第3回委員会
水戸市
各種キャンペーン・セミナー実施計画の件 茨城県開発公社ビル
平成29年 9月25日 水戸黄門漫遊マラソンボランティア説明会 水戸市
水戸黄門漫遊マラソン概要について
各係別従事内容の詳細について
簡易救命救急練習

水戸市立競技場

平成29年 9月29日 自賠責保険無保険車追放キャンペーン
水戸市
代協ベスト・のぼりを活用しリーフレット配布
参加者 代協会員 10名・国交省 3名

水戸駅南口

平成29年10月 6日 車両盗難防止キャンペーン
水戸市 水戸駅北口、南口
代協ベスト・代協のぼり活用しリーフレット配布
参加者 代協10名 保険会社8社23名 損保協会その他32名
地震保険普及キャンペーン
平成29年 10月14日 鹿行支部 参加者 12 名
平成29年 10月21日 土浦支部 参加者 7 名

神栖市 神栖文化センター
つくば市 カピオ

平成29年10月29日 水戸黄門漫遊マラソンボランティア
水戸市 梅香トンネル内
魁サポーターズ スタッフウエアー活用
参加者 代協会員10名（交通顧客整理 イベント補助）

平成29年11月17日 東関東ブロックセミナー
各代協の進捗状況について

栃木県
ホテルニューイタヤ

平成29年12月 2日 鹿島神宮清掃ボランティア
鹿嶋市
鹿島神宮境内の参道清掃
鹿島神宮境内の参道
参加者 100名(大人92名 子供8名）内、会員40名
平成30年 1月18日 第4回委員会
次年度年間行事計画案ついて

つくば市

グランド東雲

平成30年 2月15日 茨城県こどもを守る１１０番の家ネットワーク会議
子どもを守るための施策等
水戸市 県警本部
不審者情報の推移と傾向
参加者
66団体（ＣＳＲ 1名 参加）
平成30年 2月16日 第3回東関東ブロック協議会
今年度の活動報告と達成状況の確認
各種委員会の委員選出

東京

損保会館

