2019 年 3 月 吉日
一般社団法人 MDRT 日本会 代理店分会からのお知らせ
2018 年度 MDRT 代理店分会
会長 岡田 裕明

拝啓 早春の候、貴方ますますご清勝のこととお慶び申し上げます。
この度は 2019 年度 MDRT 基準達成、誠におめでとうございます。2019 年度 MDRT 日本会及び代
理店分会の会員受付をさせていただきました。
4 月に予定されております「第 49 回 MDRT 日本会大会」については日本会事務局から郵送にてご案
内があったと思いますが、代理店分会では「日本会大会」終了後、「2019 年度 MDRT 代理店分会総
会・研修会」を開催致します。会員登録された方は原則参加となりますので、3 月 25 日（月）17:00
までに「MDRT 代理店分会総会・研修会参加確認書（以下「参加確認書」）」を 株式会社日本旅
行 新宿法人営業部 宛 FAX と、参加費のお振込みをお願い致します。参加できない方は必ず「委任
状」（「参加確認書」と同じ書類）に自署・捺印の上、こちらも 株式会社日本旅行 新宿法人営業
部宛 FAX いただきますようお願い申し上げます。
（日本会大会：神戸国際展示場 4/18（木）～4/19（金）終了は 13:00 を予定
日本会大会の詳細お問合せは、日本会事務局 03-3251-3901 へお願いします）
敬具

■ 総会･研修会のお申込･お振込のお問合せ ■
株式会社日本旅行 新宿法人営業部
担当: 伝(でん) ・ 三宅
〒160-0017 東京都新宿区左門町 16-1 四谷 TN ビル３階
（TEL）03-5369-3922 （FAX）03-3225-1005
（Mail）mdrt@nta.co.jp
営業時間： 9:30～17:30（平日のみ）

■ 総会・研修会の内容に関するお問合せ ■
MDRT 代理店分会 事務局
MDRT 日本会事務局内 担当：渡辺
〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-6-8
内神田クレストビル 4F
（TEL）03-5577-5121
（Mail） dairiten@mdrt.jp
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代理店分会総会･研修会について
2019 年度 第 21 回代理店分会総会・研修会 は、下記の通り開催いたします。尚、会場がそれぞれ
異なりますのでご確認いただきますようお願いいたします。

≪2019 年 4 月 19 日（金）≫ 日本会大会終了後
【開催場所】 研修会 ：神戸国際展示場
住所：〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6-11-1 TEL：078-302-1020
（ポートライナー（神戸新交通ポートアイランド線）「市民広場駅」よりすぐ）
https://kobe-cc.jp/ja/
【懇親会】 THE GARDEN PLACE SOSHUEN 蘇州園
→ 日本会大会会場より代理店分会専用貸切バスで移動
住所：〒658-0063 神戸市東灘区住吉山手 4-7-28 TEL：078-851-3227
（阪急神戸線「御影駅」より徒歩 5 分 / JR「住吉駅」よりタクシーで 5 分）
https://soshuen.jp/#

≪2019 年 4 月 20 日（土）≫
【開催場所】 TKP 神戸三宮カンファレンスセンター
住所：〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通 6-1-12 三宮ビル東館 5 階
TEL：06-4400-5255
(JR 神戸線 三ノ宮駅 東口 徒歩 5 分/阪神本線 神戸三宮(阪神)駅 東口 A24 出口 徒歩 2 分)
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-sannomiya/

【プログラム】

（4 ﾍﾟｰｼﾞ参照）

【参 加 費】

「参加確認書」参照（3 ﾍﾟｰｼﾞ）

下記振込口座までお振込お願い致します

（振込口座） みずほ銀行（0001）十五号支店（153）
（口座番号） 普通 3108271
（口座名義） 株式会社日本旅行
＊振込手数料はご負担願います。＊振込み名義は個人名でお願い致します。

【キャンセル】

4 月 5 日（金）以降のキャンセルについてはキャンセル料が発生いたしますので
ご注意ください。

【出欠連絡（委任状）】

＊会員の方全員 必ずご返信お願いいたします＊

「ＭＤＲＴ代理店分会総会・研修会参加確認書」 を 3 月 25 日（月）17:00 までに
株式会社日本旅行 新宿法人営業部 宛ＦＡＸをお願い致します。
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ＦＡＸ
株式会社日本旅行
新宿法人営業部 畠中・三宅行

03-3225-1005
3 月 25 日（月）17:00 締切

MDRT 代理店分会 総会・研修会 参加確認書
＊参加します・しません どちらかにチェックをして下さい＊

□参加します
お名前

性別

会社名

男 ・ 女

TEL
ご希望の欄にチェックしてください

参加費

□ 総会/研修会 のみ 参加

3,000 円

□ 総会/研修会 ＋ 懇親会

15,000 円

上記参加費 （

円）を
月

振 込

日 に 振込予定

（振込口座） みずほ銀行（0001）十五号支店（153）
（口座番号） 普通 3108271
（口座名義） 株式会社日本旅行
＊振込手数料はご負担願います。＊振込み名義は個人名でお願い致します。

＊参加確認書と参加費の入金を確認した時点で正式な受付とさせていただき、
詳細（プログラム等）をお送りいたします。

□参加しません （総会委任状）
委 任 状
平成

年

月

日

第 21 回 MDRT 代理店分会総会 議長殿
会社名
名前

印

私は、2019 年 4 月 19 日開催のＭＤＲＴ代理店分会定時総会に出席できないため委任状を提出します。
なお、総会において議決・承認された事項の一切につき、その決定に従います。
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第 21 回 MDRT 代理店分会総会・研修会 プログラム（予定）
日時 ： 2019 年 4 月 19 日(金)
2019 年 4 月 20 日(土)
懇親会： 2019 年 4 月 19 日(金)
日時

場所

13:00
13:45
14:00
14:30

19 日
(金)

神戸国際展示場
2 号館
3A 会議室

16:30
16:45
17:30 ごろ
18:30
20:30 ごろ

場所 ： TKP 神戸三宮カンファレンスセンター
場所 ： THE GARDEN PLACE SOSHUEN 蘇州園
内容

受付開始
＊軽食を準備しております
★会長挨拶・事務局連絡事項
★【総会】 第 21 回代理店分会定時総会
休憩
★【講演①】
株式会社原田教育研究所
代表取締役 原田 隆史氏
「更なるステージアップに必要な目標の描き方」
懇親会会場へ移動⇒専用バスにて各自荷物を持参の上、移動

THE GARDEN
PLACE SOSHUEN
蘇州園

9:30
9:45
20 日
(土)

場所 ： 神戸国際展示場 2 号館 3A 会議室

TKP 神戸三宮カン
ファレンスセンター
11:45

懇親会会場にて、交流タイム
★【懇親会】（会場）THE GARDEN PLACE SOSHUEN
★送迎バス出発
THE GARDEN PLACE SOSHUEN ⇒ 三宮駅
集合
★【講演②】
ジェネラル・リインシュアランス・エイジイ 東京支店
査定引受部長 千田 尚猛氏
「再保険と引受査定」（予定）
反省会・アンケート
終了
＊昼食の準備はございません

【講師紹介】
① 原田 隆史氏
株式会社原田教育研究所
代表取締役

② 千田 尚猛氏
ジェネラル・リインシュアランス・
エイジイ 東京支店

大阪市生まれ。大阪市内の公立中学に 20 年間勤務。独自の育成手法「原田
メソッド」により、勤務３校目の陸上教育部を７年間で 13 回の日本一に導く。
教職員退職後に起業。「原田メソッド」に多くの企業経営者が注目し、野村證券、
住友生命、ユニクロ、武田薬品工業などの企業研修・人材育成を歴任。
これまでに 450 社、9 万人のビジネスマンを指導した実績を持つ。
1992 年東北大学医学部医学科卒業。1998 年東北大学大学院医学系研究
科修了（博士）。東北大学医学部付属病院などでの勤務を経て、日本生命保
険相互会社入社、医事統計などを担当。2006 年ジェネラル・リインシュアランス・エ
イジイ東京支店（旧 ケルン再保険会社）入社。チーフ・メディカル・コンサルタント
として現在に至る。

査定引受部長
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