
1 

 

３． 研修事業の本格的始動 

(4) アジア諸国 OLIS同窓会の設立と特別講義（Follow-up 講義）の開催（1980 年-2009

年） 

 

アジア諸国 OLIS同窓会 

当財団が主催または後援した OLIS、ASEA、OLIS-SEの定期セミナーおよび定期セミナー以

外の研修修了者により、各国において同窓会を設立する動きがあり、昭和 56年（1981年）2

月から 3月にかけて財団理事が就

任の表敬訪問したことを機会に、各

国とも OLIS同窓会が設立された。

同窓会の設立については、当財団

が中心となって関係するアジア 7か

国の各保険会社、各保険関係機関

を通して話し合いを行い、同窓会規

約づくりなど、その設立を積極的に

支援した。 

     OLIS同窓会風景（2008年台湾） 

 

同窓会の主たる事業は、以下のとおりである。 

①総会、研究会および特別講義（Follow-up講義）の開催 

②生命保険経営についての共同研究および調査 

③当財団が提供あるいは取り寄せた資料の自国語への翻訳 

④当財団との連絡および刊行物の会員への配布 

⑤会報の発行 他 

 

OLIS同窓会の設立状況 

国 設立年月日 名称 

タイ 1981 年 2月 2日 The Thai OLIS Alumni Society 

インドネシア 1981年 2月 16日 The OLIS Alumni Association of Indonesia 

フィリピン 1981年 3月 11日 OLIS-ASEA Alumni Association of the Philippines 

マレーシア 1981年 3月 17日 The OLIS Alumni Association of Malaysia 

台湾 1981年 3月 17日 The OLIS Alumni Association of Republic of China 

韓国 1981年 3月 20日 The OLIS Alumni Association of Korea 

シンガポール 1984年 3月 16日 The OLIS Alumni Society of Singapore 

スリランカ 1994 年 1月 1日 The OLIS Alumni Association of Sri Lanka 
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特別講義（Follow-up講義）の開催 

OLIS同窓会の運営は同窓会規約により自主的に行われていたが、当財団の役職員が各国

を訪問する際に OLIS同窓会の会合において特別講義（Follow-up 講義）を実施し、派遣の講

師も同窓会に参加して討議を行うなど有益な活動をしていた。 

 

特別講義の開催状況 

年度 開催国 テーマ 

昭和 55年 

（1980年） 

韓国、台湾、フィリピン、タイ、 

マレーシア、シンガポール、 

インドネシア 

日本の生命保険 

昭和 56年 

（1981年） 

フィリピン、タイ、マレーシア、 

インドネシア 
日本の生命保険市場 

昭和 57年 

（1982年） 
台湾、フィリピン、タイ、インドネシア 生命保険に関する全国意識調査 

昭和 58年 

（1983年） 

韓国 生命保険に関する全国意識調査 

フィリピン、タイ、マレーシア、 

シンガポール、インドネシア 

情報化社会における生命保険経営シ

ステム対応 

昭和 59年

（1984年） 

台湾、フィリピン、マレーシア、 

シンガポール、インドネシア 
データベース 

昭和 60年 

（1985年） 

台湾、フィリピン、タイ、マレーシア、 

シンガポール、インドネシア 
経営効率 

昭和 61年

（1986年） 

韓国、台湾、タイ、マレーシア、 

シンガポール、インドネシア 
マーケティング戦略 

昭和 62年 

（1987年） 

台湾、フィリピン、タイ、 

シンガポール、インドネシア 
生命保険の募集管理上の諸問題 

昭和 63年

（1988年） 

韓国、マレーシア、 

シンガポール、インドネシア 
経営効率 

平成 1年 

（1989年） 

台湾、タイ、マレーシア、 

シンガポール、インドネシア 
決算資料 

平成 2年 

（1990年） 
台湾、フィリピン、タイ、インドネシア 生命保険の外野支給の基礎 

平成 3年 

（1991年） 

台湾、フィリピン、タイ、 

シンガポール、インドネシア 
営業管理の現状 

平成 4年 

（1992年） 

台湾、フィリピン、タイ、 

シンガポール、インドネシア 
日本の生命保険事業の現況 

平成 5年 

（1993年） 

韓国、台湾、フィリピン、タイ、 

シンガポール、インドネシア 

最近の日本の生命保険事業とソルベ

ンシー・マージン基準について 

平成 6年

（1994年） 

韓国、台湾、フィリピン、タイ、 

シンガポール、インドネシア 
日本の保険制度の改革 

平成 7年

（1995年） 

韓国、台湾、フィリピン、タイ、 

マレーシア、シンガポール、 

インドネシア 

日本の生命保険事情 

平成 8年 韓国、台湾、フィリピン、タイ、 日本の生命保険事情 
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（1996年） シンガポール 

平成 9年 

（1997年） 

韓国、台湾、フィリピン、マレーシア、 

シンガポール、インドネシア 
日本の生命保険事情 

平成 10年 

（1998年） 

韓国、台湾、フィリピン、タイ、 

シンガポール、インドネシア 
平成 10年度の日本の生命保険事情 

平成 11年 

（1999年） 

タイ、シンガポール、インドネシア、 

スリランカ 
平成 11年度の日本の生命保険事情 

平成 13年

（2001年） 

韓国、台湾、フィリピン、タイ、 

マレーシア、シンガポール、 

インドネシア、スリランカ 

日本の生命保険事情 

平成 14年 

（2002年） 

韓国、台湾、フィリピン、タイ、 

マレーシア、シンガポール、 

インドネシア、スリランカ 

日本の生命保険事情 

平成 15年 

（2003年） 

韓国、台湾、フィリピン、タイ、 

マレーシア、シンガポール、 

インドネシア、ベトナム 

日本の生命保険事情 

平成 16年

（2004年） 

韓国、台湾、フィリピン、マレーシア、

香港 
日本の生命保険事情 

平成 17年 

（2005年） 

韓国、台湾、タイ、中国 

（現地セミナーと同時開催） 
日本の生命保険事情 

平成 18年 

（2006年） 

韓国、台湾、インドネシア 

（現地セミナーと同時開催） 
日本の生命保険事情 

平成 19年 

（2007年） 
台湾（現地セミナーと同時開催） 日本の生命保険事情 

平成 21年 

（2009年） 
台湾（現地セミナーと同時開催） 日本の生命保険事情 

 


