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JAIFAJAIFA
Japan Association of Insurance and Financial Advisors

開催日時：2019年1月11日（金）12:30～17:00
会　　場：よみうりホール   参加費：JAIFA会員・一般 無料　非会員 3,000円

Blaze the Trail
～自ら道を開こう～～自ら道を開こう～

基調講演基調講演 01 基調講演基調講演02
竹中 功 氏 草野 仁 氏

＊TVキャスター＊株式会社モダン・ボーイズCOO
＊謝罪マスター　＊著述家

会場ご案内

◆ お申込について

会　場： よみうりホール（有楽町）
日　時： 2019年１月11日（金）
 12：30～17：00

JAIFA東京･首都圏 2019 ニューイヤーフォーラム参加申込書

◆ 交通アクセス

平成30年11月30日（金）まで

本誌をコピーして必要事項をご記入の上、各協会へFAXにてお申込みください。

＊ 参加費 ＊
JAIFA会員・一般 非会員

無　料 3,000円
※会　員･･･JAIFA 会員
※非会員･･･生命保険業に従事する方で、JAIFAの会員ではない方
※一　般･･･生命保険業ではない方

JAIFA東京協会 事務局

□ JAIFA会員
□ 非会員

各分会役員までお申込ください。

（生命保険業に従布する方で、JAIFAの会員ではない方）

□ 一般 （生命保険業ではない方）

生命

連絡先TELふりがな

氏　名

支社 支　部
営業所

（　　　　 ）

連絡先TEL★ チケット送付先住所ふりがな

氏　名 様 （　　　　 ）

（定員になり次策締切らせていただきます。
予めご了承ください。）

■ 個人情報の取り扱いについて　 ※セミナー参加申し込みにあたって、お知らせいただいた氏名、住所その他の個人情報は 公益社団法人 生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会「東京協会、及び
各県協会」におきまして①参加手続き　②セミナー受講に関する管理、連絡および手続き　③セミナー開催施設・設備利用に関する管理、連絡および手続き　④本人および所属する企業（機関）に送付
する各種書類の発送その他の連絡とこれに付随する事項を行うために利用します。　※お客様ご自身の個人情報の紹介・訂正・削除等をご希望される場合には、適切な対応させていただきます。

ご注意！ ■ 参加人数に限りがございますので、お早目に
 各分会所地の方法にて、分会役員までお申込ください。
■ 会場は座席指定ではありません、先着順となります。
 お早目のご来場をお願いいたします。
■ お申込み後の払い戻しはできません。
■ 当日はチケットが無いと入場できません。
■ チケットの紛失・盗難などの責任は負えません。

●JR線「有楽町駅（国際フォーラム口）よりすぐ
●東京メトロ有楽町線「有楽町」駅から徒歩3分
●東京メトロ千代田線「日比谷」駅から徒歩3分
●都営三田線「日比谷」駅から徒歩5分

〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目１１－１
読売会館７F
TEL.03-3231-0551（代）　FAX.03-3231-4847

● 分会のある会社は各社幹事にお申込みください。
● それ以外の会社の方はこちらへFAXでお申込みください。
Fax.03-6202-0748 　 Tel.03-6202-0747
　　(担当：功刀)
● 振込先／　　郵便局　 口座番号　00180-8-171201
● 加入者名／　公益財団法人JAIFA東京協会
　→入金後チケットを郵送いたします。

JAIFA埼玉県協会 事務局
● 各社幹事または各社分会にお申込みください。
● 幹事がわからない方はこちらへFAXでお申込みください。
Fax.048-615-0325　Tel.048-615-0321
 (プルデンシャル生命保険　細江　宛)

JAIFA神奈川県協会 事務局
● 各社幹事または各社分会にお申込みください。
● それ以外の方はこちらへFAXでお申込みください。
Fax.045-716-5093　 Tel.045-716-5093
 (野口　宛)

JAIFA千葉県協会 事務局
● 各社幹事へお申込みください。
● 幹事がわからない方はこちらへFAXでお申込みください。
Fax.04-7142-3371　Tel.04-7142-3372
 (ソニー生命保険内　大澤　宛)

神奈川県　やまゆり 東京都　ソメイヨシノ

千葉県　なのはな 埼玉県　サクラソウ

お申込期間

公益社団法人 生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会
Japan Association of Insurance and Financial Advisors

首 都 圏
ブロック

東京協会
http://www.jaifa.or.jp/

2019
NEW YEAR FORUM
JAIFA東京･首都圏 2019 ニューイヤーフォーラム



PROGRAM
NEW YEAR FORUM  2019

芸人のために謝り続けて35年…吉本と受刑者から学んだ
「謝罪のプロ」が教えるコミュニケーション術

基調
講演1

プロフィール

著書

1959 年大阪市生まれ。
同志社大学法学部法律学科卒業、同志社大学大学院総合政策科学研究科修士課程修了。
吉本興業株式会社入社後、宣伝広報室を設立し、月刊誌『マンスリーよしもと』初代編集長を務める。お笑い芸人養成学校、吉本総
合芸能学院（よしもと NSC）の開校や、プロデューサーとして心斎橋筋 2 丁目劇場、なんばグランド花月、ヨシモト∞ホールなどの開
場に携わる。
沖縄映画「ナビィの恋」、香港映画「無問題」「無問題 2」の製作。
河内家菊水丸のマネジャーとしてイラク・バグダッド、ロシア・モスクワ、北朝鮮・平壌公演などをプロデュース。
その後「吉本興業年史編集室」「創業 100 周年プロジェクト」「東北担当住みます専務」などを担当、コンプライアンス・リスク管理委員、
よしもとクリエイティブ・エージェンシー専務取締役、よしもとアドミニストレーション代表取締役などを経て、2015 年 7月退社。
現在は広報、危機管理などに関するコンサルタント活動、刑務所釈放前教育員などを務めている。

『心のキャッチボールグッドコミュニケーションのススメ』
現代社会で、ビジネスパーソンが必ず求められるコミュニケーション力。
真のコミュニケーションとは、自分を愛することに始まる。「自分を愛し直していくプログラム」では、自分を知り、自分を愛して、そして他
人を愛することを学ぶ。
誰しも人は、「自分が主人公」であるにもかかわらず、案外、自分自身とコミュニケーションがとれていない。他人とのコミュニケーション
を身につける前に、自分とコミュニケーションをとる方法は「自分史」を作成すること。
コミュニケーションはことばと心のキャッチボール。「よいコミュニケーション」は相手の力量に合わせて投げ、楽しく受け合うもの。そこに「笑
い」が加わればなおよい。

『わらわしたい正調よしもと林正之助伝』（河出書房新社）
『よい謝罪仕事の危機を乗り切るための謝る技術』（日経BP社）『よしもとで学んだ「お笑い」を刑務所で話す』（にんげん出版）

竹中  功 氏

草野  仁  氏

草野  仁 氏

竹中  功  氏
たけ      なか               いさお

くさ         の                    ひとし

＊TVキャスター＊株式会社モダン・ボーイズCOO
＊謝罪マスター
＊著述家

言わずと知れた長寿番組の司会者！

言わずと知れた
長寿番組の司会者！

基調
講演2

プロフィール

主なメディア出演

主な著書

1944 年 2月24日満州・新京に生まれる
1962 年 3月長崎県立長崎西高等学校卒業
1967 年 3月東京大学文学部社会学科卒業
1967 年 4月NHK入社鹿児島放送局赴任（その後福岡、大阪局を経る）
1977 年 8月NHK東京アナウンス室へ
　　主にスポーツ・キャスターとして、モントリオール（1976 年）及びレークプラシッド（1980 年）オリンピックをはじめ、
　　さまざまなスポーツの実況中継を担当。また、「ニュースセンター9時」「ニュースワイド」のキャスターも務めた。
1985 年 2月NHK退社以後、フリーのTVキャスターとして活躍中。

『いつもチャレンジ精神で』
放送人生活およそ 50年における様々な体験と素晴らしい共演者達の知られざるエピソードや、年齢を意識せずチャレンジ
精神を持ち続けることの大切さをユーモアたっぷりにお話しします。

Blaze the Trail ～自ら道を開こう～

♥ 「しろさんのレモネードやさん」 ♥ 障害者就労支援事業所
　「Alba( アルバ )千葉」

♥ 多機能事業所「グリーンフィンガーズ」 ♥ 都内の３団体による手作り品等を出品。 

12:00 ～

12:30
～ 12:45

12:45～14:15

受付開始・開場

オープニング
開会挨拶
来賓挨拶

14:15
～14:45
チャリティー
マーケット
参加団体紹介

14:45
～15:15
休憩（30分）

17:00
閉会

基調講演1

「謝罪のプロ」が教える
コミュニケーション術

15:15～16:45
基調講演2

小児がんチャリティのレモネードスタ

ンドをオープンします。

絵本『しろさんのレモネードやさん』

の販売とおいしいレモネードもご用

意しております。

ぜひお立ち寄りください。

（神奈川県協会）

障害をお持ちの方々の働く場であり、

希望する仕事に就くお手伝いもしてい

ます。

PC入力代行と印鑑作りをしています。

「頼めると便利だな」と思うことがあり

ましたら、ぜひご連絡ください。

（千葉県協会）

グリーンフィンガーズは、在宅障害者社会参加の促進
のため、身近な地域で通所可能な自立訓練施設及び授
産活動の場を提供することにより、社会参加の支援を
図ることを目的としています。
パウンドケーキづくりや近隣地域の緑化など、様々な活
動を通じて、より生き生きとした人生を送れるように援
助に努めています。
さいたま市のキャラクター竜の「ヌｳ」を使った商品を販
売しますので是非お立ち寄りください。
（埼玉県協会）

東京協会では、今回３団体を出店します。各
団体とも、思いのこもった各種手作り品を提
供させていただきます。
① 「あいのわ福祉会」:
 手作り雑貨、コーヒーなどを出品。
② 「パソナハートフル」:
 絵画、手作り雑貨などを出品。
③ 「ウィズユー」: 食パンを出品。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

皆さまこんにちは。平素よりＪＡＩＦＡの活動にご理解ご支援を賜りましてありがとうございます。
ＪＡＩＦＡ（ジェイファ）とは生命保険会社の営業職員が会社の枠を超えてお互いに研鑽しながら、崇高な生命保険の役割を社
会の皆さまにわかりやすくお伝えするとともに、日々活動できることへの感謝を込めて社会貢献活動にも力を注いでいる公
益団体です。
今年のニューイヤーフォーラムは、東京協会と首都圏ブロックがタッグを組み、よりパワフルな内容になっております。今年度
のＪＡＩＦＡの活動テーマ『Ｂｌａｚｅ ｔｈｅ Ｔｒａｉｌ』～自ら道を開こう～にぴったりの講師お二人をお招きしております。
是非、お客様やご家族、ご友人をお誘い頂き、たくさんの方々のご参加を心よりお待ちしております。

ごあいさつ

豊田　英基

首都圏ブロック長
千葉県協会　会長 岡澤　薫

東京協会　会長

池本　啓子
埼玉県協会　会長

佐藤　寿信
神奈川県協会　会長

「信頼は、つくれる」（ワニブックス新書）
「話す力」　（小学館新書）
 

TBS「世界ふしぎ発見！」、テレビ東京「主治医が見つかる診療所」
グリーンチャンネル「草野仁のGateJ.+(プラス)」他多数
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