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“平成２１年度 年次総会”を開催  H2１年４月 18 日 

～設立総会以来最多の４２名が参加～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８年目を迎えた今年度の年次総会が４月１８

日（土）の午後福岡商工会議所内において開催

されました。 

当日は、さわやかな晴天のもと会員３７名と

来賓の方々など５名を含め総員４２名という設

立総会以来のおおぜいの参加を得ての年次総会

となりました。 

そして、福岡ＥＣＯコミュニケーション専門

学校の東先生には私たち販売士にとって大変有

益なお話を聴かせていただきましたし、福岡商

工会議所からは会員サービス本部の野口本部長

をはじめ担当部門の幹部の方などが休日にも拘

らず最初から最後までお付き合いをいただき、

懇親パーティの場においても私たちの活動に関

する課題について一緒に語り合ってくださるな

ど非常に有意義な時間をもつことができました。 

また、今回は２年目の活動に入った宮崎支部

から初年度における活動状況と今年度に臨む活

動目標について、岩切支部長から詳細な報告が

あり今後への期待が寄せられました。 

以下は当日の概況です。 

 

販売士・ふくおか 
発行：福岡販売士協会 

平成２１年５月２０日 

第２１号・１部 200円

円 

＝ 総会次第 （氏名敬称略） ＝ 

  （司会） 理事 小関 芳紀 

14:00 ～  開会          

第一部 総会議事 14:00~14:25 

挨拶・議事   会 長  栗川 久明 

・H20 活動報告及び会計報告  

・H20 会計監査報告      

・H21 活動計画及び会計予算  

第二部 講 演  14:35~15:05 

演題 「教育におよぼす販売士検定」 

講師 福岡 ECO ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専門学校 

ドック系学科 東 秀弥 学科長 

第三部 懇親会  15:15~17:30 

 ・来賓挨拶  

長崎販売士協会 富永 広道 会長 

・乾  杯 

 福岡商工会議所 会員サービス本部 

野口 昭一 本部長 

・懇親パーティ 

・締めの挨拶     副会長 石原 義曠 

17:30 閉会 
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第一部 総会議事 

 

小関理事の司会進行により定刻の午後２時に

開会した本総会は、はじめに栗川会長から８年

目を迎えられたことへの感謝の挨拶に併せて、

現会員数が正会員８５名・賛助会員６社である

ことの報告と共に、本総会の議事が会則上出席

会員の過半数以上で承認されるとの前置きがあ

り議事に入りました。 

そして、各議案に関する説明・提案が栗川会

長から行われ、議案ごとに都度審議された結果、

いずれも以下のとおり出席会員全員の賛同を得

て承認されました。 

なお、役員人事に関しては、任期２年のため

今年度は非改選期にあたり今次総会の議事の対

象になっていません。 

（１） まず、第１号議案の“Ｈ２０年度活動報

告と会計報告”については 

次のとおり、すべての活動を計画どおり完

遂した旨の状況報告と会計報告がなされ、承

認されました。                       

① 全体会合として実施した活動 

・年次総会（４月、講演:日本販売士協会の活

動と流通・小売業界の人材育成・確保、３

２名参加）  

・春の流通施設等見学会（６月、九州電力玄

海エネルギーパーク、１２名参加）  

・夏季研修会（７月、講演:九州観光マスター

検定について、２３名参加）  

・夏の納涼家族パーティ（８月、海の中道海

浜公園バーベキューパーティ、１５名参加）  

・秋の流通施設等見学会（１０月、キューピ

ーマヨネーズ鳥栖工場、１８名参加）  

・新春懇談会（１月、懇親パーティ、３２名

参加）。 

以上を実施しました。なお、これらの概況

については実施の都度「会報」にも掲載した

とおりです。 

② 個別会合として実施した活動 

・役員会議（毎月第３水曜日、於 麻生情報

ビジネス専門学校内）  

・３級販売士養成講座（商工会議所など関係

先訪問、Ｈ２１年度に筑紫地区職業訓練会

にて開催決定）  

・会報発行（５・９・２月の年３回定期発行）  

・ホームページ運営（会報等の記事を定期掲

載）  

・宮崎支部の活動（３月設立準備会、４月福

岡協会内に宮崎支部発足、年度内６回定例

会合、１月新年会）。 

  以上を実施しました。 

③ 会計報告および監査報告 

＜会計報告＞ 

本年度は「収入の部の決算額が 985千円（予

算 854千円）」、同じく「支出の部が 780千円

（同 760 千円）」であったことについての内

容説明とその結果、次年度への｢繰越金は 205

千円｣となった旨の報告がなされました。 

＜監査報告＞ 

引き続いて以上の報告に対して、小野監事

から「濱村監事と共に詳細に監査の結果、会

計処理はすべて適正に行われている」との報

告があり承認されました。 

 

＊ 以上の１号議案全体の詳細内容については、

総会時配布の当該資料を参照して下さい。 

 

（２） 第２号議案“Ｈ２１年度活動計画と会計

予算”について 

 本議案についても、次のとおり提案され原

案どおりの活動計画と会計予算内容で承認

されました。 

① 全体会合としての活動計画 

基本的にＨ２０年度の会合（年次総会、春

季及び秋季流通施設等見学会、夏季研修会、

夏の納涼家族パーティ、新春懇談会）を継承

し、更に実効ある活動になるように努めると

共に新年度は、２年に１回開催することにな

っている「九州販売士交流会」の当番幹事で

あるため、１０月３１日(土)に福岡で実施す
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るよう計画しました。 

また、この交流会での講演を(株)石村萬盛

堂の石村善悟社長にお願いをしています。ご

期待下さい。 

② 個別会合としての活動計画 

同じく、基本的にＨ２０年度の諸会合を踏

襲して計画化（役員会議、会報発行、ホーム

ページ運営、宮崎支部活動）し、新たに筑紫

地区職業訓練会での「３級販売士養成講座」

の開催と「１級販売士検定試験研究会」を発

足させます。 

③ 会計予算 

本予算化にあたっては、Ｈ２０年度に比し

「九州販売士交流会」を開催することと併せ、

過去の状況を踏まえ正会員等の若干数の減

員（新規加入者と退会者の差）を見込んだも

のにしました。 

その結果、新年度の収支規模は「収入の部

の予算額１,０２５千円」同じく「支出の部

は８８７千円」となり、翌年度への「繰越金

は１３８千円」としました。 

 

＊ なお、本２号議案全体の詳細内容について

も総会時配布の当該資料を参照して下さい。

また、総会に出席できなかった会員の方に

は別途「総会資料一式」をお届けしました

ので併せてご覧下さい。 

 

第二部  講演会 

 

演題:『教育におよぼす販売士検定』 

 

 今回の講演は

福岡ＥＣＯコミ

ュニケーション

専門学校のドッ

グ系学科長の東

秀弥（ひがしひ

でや）さんにお願いをし約３０分にわったてお

話を伺いました。 

お話の要旨は同校のドッグ系学科というのは

“犬の専修学校”であるとの紹介から始まって、

ふだんあまり目にしないデータを示していただ

きながら「現在の国内における犬猫などのペッ

ト市場の概況について」と、それらのニーズに

対する「同校における教育内容について」聴か

せて頂きましたが大変興味深いものでした。 

聴講者の一人として理解した概要を幾つか紹

介をいただいたデータをまじえ以下に略記しま

す。 

（１）まず、現在の国内における犬猫などのペ

ット市場に関するお話では 

今、少子高齢化により犬や猫を飼う高齢者世

帯が増加しつつあることから、その飼育数は登

録上だけでも１０年程前と比べ約 530万匹以上

もふえており、そのうち、以前だったら飼うこ

とが難しかった集合住宅で約 250万匹の増にな

っているといわれます。因みに、Ｈ１９年度の

犬猫の飼育総数はなんと 2,270万匹なんだそう

です。 

また、全国のペット業界の動向はどうかとい

うと昨年度（Ｈ20年）現在で８年前のＨ１２年

当時より、動物病院数が２３％増の約 6,800、

トリミング店舗数が４６％増の約 8,600、犬の

訓練所数が１４％増の約 1,000、ペット葬祭に

到っては約 800店舗と５１％も増加しており、

当時統計にも載らなかったペットホテルも約

6,000店舗を数えるといいます。 

このような状況下で、今年２月にある損害保

険会社が調査した「犬猫の飼育にかける年間支

出」は前年のＨ２０年に調査した時より２０％

も増加しているとされ、大不況といわれるなか

での最近時の総務省報告（Ｈ２０年１２月）に

よる一世帯当たりの消費支出が前年比４．６％

減になっているのと比べ、この分野の費用が如

何に惜しみなく支出されているかがわかります。 

特に「病気やケガの治療費」や「フード・お

やつ」に関する費用は３０％以上も増加してお

り、ペットの“健康や食”に対する飼い主の意

識の高まりが顕著でペット市場は今や２兆円産
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業ともいわれていると聴かされました。 

 

（２）また、このような環境下における同校で

の教育に関するお話では 

ペット業界への就職をめざして入学してくる

学生気質の特徴やそうした学生に対し行ってい

る教育内容についてお聴かせいただきました。 

まず、入学動機の顕著な例として「自分は人

と接するのが苦手なので動物となら何とかなり

そう」という学生が結構いるようですが、そう

いう学生には“この業界はサービス業だからコ

ミュニケーション力がないとやっていけない

ぞ！”と言い聞かせているんだそうです。 

また、今の学生たちは“ゆとり世代”に育っ

てきたせいもあってか、総じて精神的に脆い感

じがする一方で、物事を教えるとちゃんと知識

として覚える力（記憶する力）は優れていると

評価されてもいました。 

そのうえで、東先生は同校は「職業人を育て

る学校」であるので、学生たちが修得した知識

をきちっと使いこなす術（スベ）、いいかえれば

知恵を働かせ成果に繋げていく意識を持ち合わ

せた“現場力”をつけてやりたいということで、

どのような指導をされているかについても動物

園での白熊やペンギンの飼育例とか犬のトリミ

ング店の採算化の考え方の例などを挙げながら

紹介してくれました。 

そして、更にこうした現場力を養うために国

（経済産業省）がＨ１５年から推進している「職

場や地域社会の中で多様な人々とともに仕事を

行っていく上で必要な基礎的な能力（社会人基

礎力）をつける」ことを基本的な指針としてお

られることにも触れられ、そのため同校では次

の３つの能力をつけるよう取り組んでいるとの

お話を聞かせて貰いました。 

①「前に踏み出す力（アクション）」 

～ 一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く

取り組む力 

→ 今の学生には、この粘りがない ～ 

実社会の仕事においては、答えは一つに決ま

っておらず試行錯誤しながら失敗を恐れず、自

ら一歩前に踏み出す行動を求められるので、失

敗しても他者と協力しながら粘り強く取り組ん

でいける能力を育てること。 

②「考え抜く力（シンキング）」 

～ 疑問を持ち、考え抜く力 

→  今の学生は、この力が低い ～ 

物事を改善していくためには、常に問題意識

をもち課題を発見することが求められる。その

上で、その課題を解決するための方法やプロセ

スについて十分に納得いくまで考え抜くことの

できる能力を育てること。 

③「チームで働く力（チームワーク）」 

～ 多様な人とともに、目標に向けて 

協力する力 

→ 今の学生は、このことが苦手 ～ 

職場や地域社会等では、仕事の専門化や細分

化が進展しており、個人として、また組織とし

ての付加価値を創り出すためには多様な人との

協働が求められるので、自分の意見を的確に伝

え意見や立場の異なるメンバーも尊重し、とも

に目標に向けて協力できる能力を育てること。 

 

以上のように、私たちの活動も「資格取得後

の知識力をお互いが交流の場を通じて磨きあい、

現場で通用し尊重される実践力の向上に繋げて

いきたい」との思いと共通し大変参考になるお

話を伺うことができました。東先生、ありがと

うございました。 

 

第三部  懇親会 

懇親パーティのスター

トは、来賓として出席い

ただいた長崎販売士協会

の富永会長から「ますま

す盛況な８年目の総会お

めでとう！常に前進への

意気込みで着実に歩んでこられたことに敬意を

表し、今後とも九州全体をリードしていって欲

しい」との過分な要旨のご挨拶をいただき、続
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いて乾杯の音頭をとら

れた福岡商工会議所の

野口本部長からは、「本

年の会議所創立１３０

周年を契機に、更に組

織運営基盤を強化しな

がら会員サービスに徹し共に歩んでいきたい。

お話がある時などは、いつでも立ち寄って下さ

い。」との心強い主旨の言葉をかけていただいて、

全員でグラスを掲げ“カンパーイ！”と発声し

て懇談にはいりました。 

会場内は、お互いに杯を酌み交わすうちに、

たちまち賑やかな話し声や笑い声につつまれ、

いつもながら活気に溢れた交流がすすんでいま

した。なかでも初対面同士の人たちは名刺交換

に忙しく、常連の人たちの間では冗談を飛ばし

ながら楽しそうに趣味や仕事の話などに花を咲

かせ盛り上っていました。 

また、東先生や商工会議所の野口本部長、池

課長、竹村さんなどもどんどん話の輪に加わっ

ていただいていましたし、一方では専ら飲食の

サービスや写真撮影に徹してくれている世話役

の会員とか、初参加の人たちを面倒見よく他の

人たちに紹介して廻っている

会員の姿もあって本当に和や

かな雰囲気に満ちていました。 

そして、会の半ばでは恒例

となった“スピーチタイム”

があり、司会の小関さんから

指名をうけた人たちが次々にマイクの前に立っ

てジョークの効いた話や体験談とか打ち明け話

など聴き手の興味をそそる

スピーチを淀みなく披露し

ていただき大変楽しく拝聴

させてもらいました。 

紙面の都合上、個々の方

のお話まではご紹介できま

せんが今回スピーカーとし

て登壇願ったのは、初参加

の方や他県からの方を主体

に次の人たちでした。 

長崎の冬木・吉岡両副会

長、福岡商工会議所の池課

長、延岡市の馬場会員、北

九州市の児玉会員、太宰府

市の竹内会員、福岡市の鯉

川会員、それに特別参加の

熊本市の上原さんの以上８

名でした。 

こうして、歓談尽きるこ

となく進んだ懇親の場も予

定の時間を迎え、中締めは

石原副会長から「盛況な会

になったことへの感謝と世

の中は不況を転機に変化し

進化していくんだという

ことを念頭において、私

たちの活動も置いてきぼ

りを食わないように、常

に今どうすべきかを問い

かけながら進んでいきた

い」との挨拶で、全員で

更なる発展を祈念し元気

よく“博多手一本”を入れて締め散会しました。 

（副会長 石原 義曠 記） 
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［第 2号議案］ 

平成 21年度活動計画 

 

全体会合について 

 

九州販売士交流会は 2年に 1回の開催であり、今年

は福岡が幹事協会となります。 

 

１、平成 21年度年次総会 

  日 時：平成 21年 4月 18日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 303会議室 

  講 演：「教育におよぼす販売士検定」 

      福岡商工会議所 販売士検定委員 

 東 秀弥 様  

     （福岡 ECOコミュニケーション専門学校 

 教務部ドッグ系学科長） 

 

２、春季流通施設等見学会 

  日 時：平成 21年 6月 6日（土） 

  場 所：「イオンモール筑紫野」見学 

 

３、夏季研修会 

  日 時：平成 21年 7月 18日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 303会議室 

  講 演：「企業の社会的責任について」 

      講師 山田 啓一 

（中村学園大学 流通科学部 教授） 

 

４、夏の納涼家族パーティ 

  日 時：平成 20年 8月 22日（土） 

  場 所： 未定 

 

５、秋季流通施設等見学会 

  日 時：平成 20年 10月 3日（土） 

  場 所： 未定 

 

６、九州販売士交流会 

  日 時：平成 21年 10月 31 日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 604会議室 

  講 演： 「食の安全・安心」と「正しい情報」 

の提供がお店を救う！ 

  ㈱石村萬盛堂 代表取締役社長 

 石村 善悟 様    

 

７、新春懇談会 

  日 時：平成 22年 1月 16日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 

 

（参考） 

平成 22年度年次総会 

  日 時：平成 22年 4月 17日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 

 

個別会合の計画 

 

１．平成 21年度の「定例役員会議」は毎月第３ 

水曜日に開催します。 

 

・日時：毎月第 3水曜日 19：00～20：30 

（4/15、5/20、6/17、7/15、※8/26、

9/16、10/21、11/18、12/16、1/20、

2/17、※3/24） 

※印は第 3水曜日以外の日です。 

 ・場所：麻生情報ビジネス専門学校 

 

２．筑紫地区職業訓練会「3級販売士養成講座」を

Ｈ22年 1月に開催 

  「1級販売士検定試験研究会」を発足させる 

 

３．会報発行 

 会報「販売士・ふくおか」を年 3回（5月、9月、

12月）発行します。 

 会員のみなさんのご投稿をよろしくお願いいた

します。 

  

４．本年度も会報および全体行事の内容をホーム

ページに掲載いたします。 
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宮崎支部 

 

１．企業を訪問して、日本商工会議所認定の販売士資 

格試験の案内と既に習得している社員の皆さん

に入会を勧める。 

２．職業系の高校や県内にある大学に「販売士取得」 

の為のゼミを依頼する。 

３．企業での流通、マーケティング、販売などの講習 

を勧めると共に、賛助会員としての協力をお願い

する。 

４．宮崎支部会員の今年の目標を 20名とし、会員そ 

れぞれが広報・宣伝に努める。 

５．現在、使用されていない施設の再利用を考える。 

特に、宮崎の観光のかつての核として機能してい

た、オーシャン・ドームとその周辺を調査し、新 

  しいアイデアや企画、大勢での意見交換の場を作 

り、観光宮崎の再生に尽力する。 

６．店舗視察や卸業務会社、製造メーカーなどの見学 

に行き見聞を広める。 

７．「消費者庁」が発足していることからみても、生 

活者の商品を見る目は一段と厳しくなっており、

「安全」「安心」「新鮮」「美味しさ」をメインと

する店舗展開の指導やレイアウト、陳列などのア

ドバイスと共に、地球環境に優しい商品や活動な

どにも積極的に協力をする。 

８．宮崎商工会議所様を始め県下の「販売士試験」が 

行われるところに、引き続き、入会の案内書を置

いてもらうようにし、各商工会や商店街活性化の 

  ための組合やグループとも連携をし宮崎の街の 

活性化のために努力をする。 

９．カラー・コーディネート・包装技術教室などとコ

ラボレーションをし「販売士」の広報、宣伝もす

る。 

10、パソコンの広報活動をブログにして、いろいろな 

人達から意見を聞きやすくし、これからの活動に

反映するようにする。 

11、商工会議所や各商工会、商店活性の為の活動をし 

ている団体やグループ、異業種との連帯を推進し、

協力を積極的に行う。 

福岡販売士協会・個人情報保護方針 

 

福岡販売士協会は、協会の事業活動を通じて得た個人

情報の保護に努めることを社会的責務と認識し、以下

の方針に基づき個人情報の保護に努めます。  

 

１．個人情報の取得目的と方法について 

会員からの会費徴収や、各種会合のご案内、会報の送

付及び各種施策取り組みのため、氏名・住所・電話番

号・メールアドレス等を入会申込書にて本人了解のも

とに取得する。 

協会業務上会員名簿は作成するが、あくまでも取得目

的に準じての協会業務への利用のみとし、本人の了解

なく会員内での連絡先を案内しない。  

ただし、年次総会時に会員へ簡単な会員名簿を配布す

る。 

 

２．ホームページの運用について 

ホームページ作成・運用業務は役員会議に帰属するも

のとする。役員は全員がコンテンツ責任者として、コ

ンテンツ内容のチエックに努め、魅力あるページ作成

に貢献することとする。 

 

３．ホームページ上の公開等について 

１）協会は会報の全部または一部をホームページ上に

公開することができる。ただし、執筆者または映像該

当者から申し出がなされた場合は、その部分について

の公開は差し控える。 

２）協会は協会行事中等における映像を会報またはホ

ームページ上に公開することができる。ただし、映像

該当者から申し出がなされた場合は、その部分につい

ての公開は差し控える。 

 

４．メール配信について 

会員内でメールにて連絡を取り合う際、複数人に同報

メールとして送る場合は必ず BCC機能を利用し、第三

者へメールアドレスが開示されないよう配慮する。 

 

制定：平成 18年 4月 16日  

 



- 8 - 

一所懸命？一生懸命？ 

 

会長 一級販売士 

 栗川 久明 

 

 私は４年間のサービス業の

体験で、サービス業には「一所

懸命」がもっとも大切であると学びました。 

 所用ができたり、お客様が来られないので店を閉

じたりすると、後日お客様に「あの日は臨時休業で

したか？」と聞かれることが多くありました。 

 やはり、営業時間中は準備をして、お客様のご来

店を「一所懸命」にお待ちするのが基本のようです。 

 「一所懸命」と「一生懸命」の語源を調べてみま

すと、本来、鎌倉時代の武士が自分の領地を必死に

守り抜いた事により「一所懸命」という言葉がうま

れ、「一生懸命」とは「一所懸命」が変化した言葉で、

現在では、生涯をかけて頑張る事とも使用されてい

るようです。 

 働く女性の身近なサポーター「フィルフォット」

のホームページでは「一所懸命」を次のように奨め

ています。 

 「一所懸命って努力でしょう」という質問が多い

ので、私のご提案している「一所懸命」と一般的に

言われている「一生懸命」の違いについてのお話を

しますね。 

 「一生懸命」とは、命を懸けて頑張るという感じ

で心理的な緊張を意味します。それは、将来や結果

に対する不安や恐怖から生まれるものなんですね。

ですから、マイナス波動なんです。ですから、必死

になって一生懸命頑張るなどというように言葉自体

もマイナス波動の地獄言葉を引き寄せます。こころ

にも身体にも決していい結果を生み出しません。 

 それに対して、「一所懸命」とは、想いと行動のエ

ネルギーをそこに集中するという意味です。無理や

背伸びはありません。できることをやるだけです。

自己肯定ですから、プラス波動で建設的です。ツイ

テルと信じ、大丈夫、ありがとう、感謝しますと言 

 

葉にして目の前のことに今の力を出し切りましょう。

それが「一所懸命」です。「一所懸命」の先には幸せ

と笑顔の光がまっています。 

 船井幸雄人間クラブのこだまゆうこさんも「一所

懸命」を次のように推奨されています。 

 「一所懸命と一生懸命の違いって知っています

か？」これってどっちが正しいのでしょう？ 

 船井にフーチや不思議現象をたくさん教えてくだ

さった、天才発明家の、故・正木和三さんはこうお

っしゃっています。 

 人間の生きる道とは、神に願わず、ただひたすら

人々の幸福のために努力すること。お経は、唱える

ものでなくて、書かれていることを実行すること。

目先の欲望を捨て、すべての我欲を忘れ、人々の幸

福のために尽くそうと努力するときに、「この世に不

可能はなくなる」のだそうです。 

 政木さんは、「一生懸命よりも一所懸命生きなさ

い」と言います。どちらかというと、今は、「一生懸

命」のほうが主流でよく使いますが、「欲望の実現を

目指した一生懸命」では、せっかく頑張ってもあま

り成果は望めないそう。目先の我欲を目標として「一

生懸命」になっている間は、まず進歩はないと考え

ていいそうです。 

 ではどうするのがいいのかというと、欲望は捨て、

だけども到達しそうにない大きすぎる目標を持ち、

そしてそれを忘れてしまうのがいいそうです。その

うえで、自分の足元の一歩一歩を確実に進んでいく。

そうすると、自然と目標に近づいていくのだとか。 

 たとえばゴルフをするときも、グリーンの旗を見

つめて、「あそこまで飛ばしてやろう」と「一生懸命」

になるのでなく、一度旗の位置を確認した後に、「今

の自分のゴルフ場は、自分の足元の一メートル四方

だ」と思って飛ばすと、力まないから、目標に向か

って一直線にボールが飛んでいくのだそうです。 

 まさに自分の足元一ヶ所に、それこそ「一所懸命」

になることが、成功のコツなのだそうです。 

 山登りをするときも、頂上ばかりを眺めていても、

なんだか気が遠くなってしまいますが、足元の一歩

投 稿 記 事   ＊ 役 員 ＊ 会員 ＊ 
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一歩を進んでいくと、必ず頂上にたどり着きますよ

ね。足元を見つめる｢一所懸命｣、

大切にしたいですね。 

 一方、平松陽一さんは、「一所

懸命売ろうとするから売れな

い」という著書を出しています。 

 「一所懸命」やってみても、

それが成果として結びつかない

ことほど悲しいものはない。だが、現実のビジネス

社会においては、そのことが意外に多いのである。

それは、「ちょっとしたコツがわからない」「自分の

考えが片寄っている」ということからそうなってい

ることが多い。 

 これまでに私が巡り会った営業担当者の多くが、

ちょっとしたアドバイスにより、売れない営業から

売れる営業へと変身していく様を何回となく見てき

た。 

 それでは、売るための教育をしたらよいのではな

いかということになるが、私がこれまで見てきた営

業教育の中には、刺激剤にはなるかもしれないが、

本当にそれで売れるのですかといいたくなるものが

多い。多くの営業担当者との接触を通じて感じるこ

とは、理屈通りに売っても、思い通りに売れるもの

ではないということに意外に気がついていないとい

うことである。 

 また、「一生懸命と一所懸命の両方が大切」という

意見もあります。 

「一生懸命」というのは、一生掛けて懸命に取り組

むことです。一生を賭して成し遂げるべき高い理想

を持ってそれに邁進することを意味します。一方、

「一所懸命」は、自分の今立っている所、目の前の

一歩一歩を踏み固めて行くことです。「一生懸命」に

目指すべき志を胸に秘めつつ、足元の一つ一つの事

に「一所懸命」に取り組んで下さい。どこまで行っ

ても到達できないかも知れません。でも、どんな時

も少しずつでも前に進み続けるしかありません。 

 以上「一所懸命」と「一生懸命」についていろい

ろなご意見をご紹介いたしましたが、皆さんはどの

意見に賛同されますか？ 

 

閑話 “不況こそ進化への転機” 

 

副会長 一級販売士 

  石原 義曠 

 

思い出しますと、昨年のちょ

うど今頃は原油や小麦などの価

格高騰でモノやサービスの値上げが相次いで不安が

募りましたが、今年はそれが一転してしまい値下げ

競争が加速しています。これは世界的な経済危機で

原材料価格が急落しているのに加え節約志向の消費

者を何とか引き寄せたいとの企業サイドの狙いから

の現象だと思いますが、あまりに急激な変化に戸惑

ってしまいます。 

正直なところ物価が安くなる方が消費者としては

有難いことですが、一方であまりに価格競争が行き

過ぎてしまうと、ただでさえ危機的な状態にある国

内企業の収益が圧迫され更なる業績悪化から日本経

済が一層落ち込んでしまい、この先何ともならなく

なってしまうのではと余計な心配をしてしまいます。 

でも、そうした多くの企業の業績が急降下するな

かで、小売業界の中にはコンビニとか衣料のユニク

ロ、靴のＡＢＣマートや福岡に本拠地をおきラーメ

ン店を展開している一風堂などに代表されるように

「価格」を追求しながらも、さらに「便利さ」「安心」

「快適さ」など消費者の求めているものを満たした

企業がこの不況下で過去最高の業績をあげて繁盛し

ているようです。 

不況で売れない・買わない時代といえども、ちゃ

んと消費者を引き付けるモノやサービスが何である

かを見い出し提供することが出来た企業なら業績を

挙げられるんだと言っているように感じます。国際

化がますます進展するなか製造業・流通業等業界を

問わず、もっともっとこう言った企業がこれからた

くさん出てきて欲しいと願いたいものです。 

不況は企業の盛衰や存亡を左右するのはもちろん

ですが、あらゆる面で世の中というのは不況を転機

として変化し進化を遂げていくものなんだというこ

とを痛感します。       （平成２１年４月 記） 
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見る角度が変わると感じ方も変わる 

 

研修委員長      

一級販売士 中村 純治 

 

 

見る角度が変わると感じ方が

変わるというお話を３つほどしてみたいと思います。 

 

１、店内を安全と言う目で見つめてみると、いつも

と違うものが見えてきます。目線の高さ以上のと

ころに、落下してきたら怪我をするようなものが

置いていないか。通路につまずくようなものが放

置されていないか。地震が来たときに什器備品が

倒れてこないようにしっかりと固定されているか

と言うようなことです。安全と言う目で月に 1 度

は見直すことが必要です。日頃は安全と言う「も

のさし」で見ないため危険が潜んでいても気づか

ないことが多いのです。 

 

２、毎朝何気なく見ているチラシでも見かたによっ

ては、色々なものが見えてきます。今日は土曜日

で何枚入っているか数えてみました。45 枚入って

いました。多いところでは住宅情報 11 枚、パチン

コ店等レジャー関係 6 枚、スーパー・ＳＣ４枚、

携帯電話販売 3 枚、自動車・オートバイ関係 3 枚、

ファッション衣料 3 枚、家電量販店 2 枚、スポー

ツ用品 2 枚でした。その他、ファミレス、ガソリ

ンスタンド、植木花、ラーメン、ドラッグストア、

銀行等金融、書店、クリーニング、家具と言うと

ころでした。当日からの売り出しチラシが 23 枚、

後日売り出しの前宣伝チラシが 6 枚、売り出しに

関係ないチラシが 16 枚というところでした。家族

で来て頂きたいというチラシ（住宅関係等）は比

較的土曜日の朝に入るものが多く、主婦を対象に

価格訴求するチラシ（スーパーなど）は平日に多

いですね。今まで私は買う立場からチラシを見て

いましたが、最近は職業柄か売る立場からチラシ

を見るようになりました。売る立場から見るとチ

ラシの費用対効果と言う観点から見るようになり

ます。 

 

３、先日商店街のホームページの掲示板に苦情が入

っていました。最近この地区に引っ越してきた女

性からの投稿でした。いつも福岡の中心街で買い

物をするらしいのですが、今回は郊外の商店街で

買い物をしたいと思いお店に入ったとのことでし

た。「お店に入ると、いらっしゃいませと挨拶され

るまではよいのですが、何をお探しでしょうか？

と聞かれるのです。ゆっくり見たいのに見張られ

ているような気がして落ち着いて見られないので

す。商店街と言うのは入りにくい上、買いにくい

し、また来ようと言う気がしません。」とはっきり

書いておられます。商店街から早速返事がなされ

「不愉快な思いをさせて大変申し訳ありませんで

した。・・・・・・・。またのご来店を心よりお待

ちしております。」と書いてありました。私はこの

店主の方は存じ上げており、お客に失礼がないよ

うにと最大のサービスを提供したつもりだったと

思います。コミュニケーションを大切にして、ま

た来ていただけるようにと最大の顧客応対をした

のでしょう。しかし、このお客様は福岡の中心街

と同じように気楽に商品を見られることを期待し

て店内に入ったのでしょう。ここにも売る立場と

買う立場からのギャップが感じられる出来事でし

た。 
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大学での販売士ゼミ講師日記 

 

宮崎支部 支部長 

二級販売士 岩切 寛文 

 

 

 今年の２月の初め、突然、

携帯電話で、「宮崎産経大学の教授」と名乗る方から

お電話があり「来年度の４月より販売士３級ゼミの

講座を開設したいと思いますので、岩切事務局長に

講師をお願いしたいと思うのですが」との、全くの

（寝耳に水）の用件でした。教授は商工会議所主催

の「販売士試験」の監視官であり、１級試験の面接

官でもあり、恥ずかしながら、今まで３度も面接を

受けた事があり、お顔とお名前だけは、存知あげて

いましたが、「宮崎産業経営大学の経営学の教授」と

までは、知りませんでした。大学の先生とは、商工

会議所の担当の方からは耳にしてはいました

が・・・・。 

 私はその時も、凝りもせずに「１級試験」の勉強

をしていまして、救いと言えば、「マーチャンダイジ

ング」と「面接」が免除になっていて、今年こそは

頑張らねば、と思っていましたが、それから直ぐに

「履歴書」と「流通・マーケティング・販売」に関

するレポートを提出して欲しいとの文書が大学より

届き、１週間でようやく間に合わせて、教授のもと

にお尋ねしました。私は、てっきり来年度の４月か

らの講座と聴いていましたので、平成２２年度から

の授業だろうと思っていましたら、なんと！「来年

度」とは、今年の４月からの事でした。 

 それから、「講義目的・目標」「講義概要」「講義計

画内容」などの作成と検証を繰り返し行い、大学構

内を案内していただき（学務課の方より）、「非常勤

講師控え室」にはもう私のネームプレートが２つの

ロッカーに張ってあり、コピー室と教室に案内して

もらい、と、本当に２月、３月は慌ただしく過ぎて

しまいました。勿論、１級試験は不合格でした。で

すが、延岡市で「中小企業診断士」の資格を持って

おられる、馬場さんが１級に合格され、福岡販売士

協会・宮崎支部に入会をされましたので、本当に心

強く思っています。 

 さて、大学での授業ですが、受講生が４３名で、

受講生名簿で出欠を取るようにしています。が、い

まの学生は何故大きな声で返事をしないのでしょう

ね。 

９０分の１５コマの講義ではとても「販売士３級試

験」の合格にはおぼつかないとの思いから、自宅の

コピー機と大学のコピー機を使って、連日、暇をみ

ては、練習問題を作り、４３名の受講生に「家での

宿題」という形でドバッと配布しています。作る方

も大変ですが、やる方も大変だと思いますが、大学

生の諸君に１つでも資格を取らせ、次は２級、１級

を目指して頑張って欲しいと願いつつ、風邪で体調

が悪くて冷や汗をかきながら、講義をした事もあり

ましたが、日程が７月３０日までですので、あまり

焦らず、「試験」を受ける生徒には、補習などをしな

がら、そうでない学生には、流通業をひとつの学問

として、学んで貰い、社会に旅立つてから、マナー

や敬語の使い方など、役に立てて貰えたら、と思い

ます。勿論、流通・サービス業などに就職したら、

即戦力として、学んだことを職場で発揮していただ

けたら、と大いに期待をしています。 

兎に角、健康に留意しながら、「非常勤講師」生活を

充実したものにしたいと頑張っております。 

 

   平成２１年４月２６日  
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高齢者の仲間入りをして 

 

事務局長 二級販売士  

食生活アドバイザー 

泉 亨  

 

私は常日頃から、〈戸籍年齢＋肉

体年齢＋精神年齢〉÷ 3 = 実際年齢 と云い続け

ています。若く見られたいがためではありません〈多

少それもありますが〉ところで、この公式に私の数

字を入れてみると、(67＋36＋25) ÷ 3 = 43 つまり

現在の私は 43歳ということになります。気分的には

40 代前半のつもりですが、世間一般的には高齢者と

呼ばれる年齢となり、シルバー手帳を福岡市から戴

いたり、西鉄ではグランドパス 65 という高齢者用の

割引パスを購入。また、”就活”においてもシルバ

ー人材ｾﾝﾀｰ等では相手にされなくなったりで、思っ

たようには就職先が見つからなくなりました。世間

体はすっかり高齢者の仲間入り？です。過去に、高

齢化社会が話題となり、現在は既に”化”ではなく

高齢社会そのものを向かえ、最近では、超高齢化社

会〈人生 50年と舞をまった時代から、人生 100年の

生涯設計を考える時代〉が云々されるようになりま

した。少子化傾向等もあって、年金の基盤も危うく

なってきていると思わざるを得ない現状ですが、仕

事による収入源が無くなった高齢者にとっての生活

設計は年金が頼りです。その大切な年金も、年金機

構改正案が提出される等、気になる話題が多く、今

後の動向が気掛かりです。ところで、最近気になっ

ているのが、平均寿命の男女間格差です。何故格差

が発生するのか調べてみると、女性の場合は体力が

落ちないよう維持する能力に優れている。また、コ

ミュニケーション能力が高い。そしてよく働き、よ

く動くことで日本女性は本来の強さを取り戻したと

云われています。つまり、環境に順応する力が強い

と云う点が一因と考えられます。これは、総合研究

大学院大の長谷川真理子教授が分析している新聞記

事を見て判断した訳ですが、また、東京女子大の染

谷淑子教授は、80歳代を先頭に、高齢女性が自由さ

と、自分で生活を選ぶ力を持ち始めたといっておら

れるようです。いずれにしてもなるほど ! と考えさ

せられましたが、一方男性の場合はどうでしょう？

仕事人間、会社人間等を通した、肩書依存症候群〈勿

論例外もありますが〉に罹り、わざわざ元何々とい

った肩書き入り名刺を持っている方も見られますよ

うに、何か自分を誇示するものが欲しい、自分を主

張する手段として過去の肩書きに拘る。その肩書き

が無視された場合どうなるのだろうと心配になりま

すね。長年勤めてきた会社を辞めて自由になったと

いうのに、自ら進んで何かの団体に所属したがる。

ストレス社会に身を置いていないと安心出来ない。

社会からの疎外感を感じる。そんな気の弱さが女性

より短命となっているのかなと、手前勝手に考えて

みました。会社人間あるいは仕事人間から脱出する

ことが出来れば、寿命の差等幾らかは縮まる可能性

があると思いますが如何でしょう？寿命が長くなり

仕事から遠ざかると、人は残りの人生を余命と考え

るようになり、余命の長さを感じる人が増加してい

るとの新聞記事も目に付きます。ところで余命とは

一対何でしょう？人の生き様に余りもの的な余命何

て有る筈がない、人生はあくまで人生であって余命

なんか有り得ないと私は思っていますが、この点に

ついても如何でしょう？年齢による差別的発想は持

つべきではないと強く感じます。人が本能的に持っ

ている欲には、”食欲” “性欲” ”睡眠欲”があ

ると云われていますが、確かに高齢になると食が細

くなると云った傾向が見られ、それが色々な面でマ

イナーな面として現れてくるのではと思われます。

確かな、快適な、そして安定的な欲求を満たす大前

提として、”食欲”があります。高齢者と云われる

ようになってからも、体を良く動かし、頭を良く働

かせて”食欲”はきちんと維持するように努めまし

ょう! 最近、”食育”、”食生活の改善”あるい

は”見直し”といったことが云々される機会が多く

なりましたが、高齢者のみならず、老後の健康管理

は若い時の食生活に負うところが多いと云うことを、

若い人達もよく理解して、元気で健やかな人生を過

ごされるよう、老婆心ながら願いたいと思います。 
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経営雑感 「計画すること」 

                         

研修副委員長 一級販売士 

坂上 好美 

 

 この頃の季節感を「三寒四温」

とはよく言ったもので、寒暖の

差が激しく、毎日が寒かったり、暑かったりと体調

管理に苦労されている方々も多いのではないでしょ

うか？又、日本列島を気候で見ると北海道では降雪

の便り、沖縄地方では３０度の真夏日の便りと季節

感満載の時期でもあります。しかし確実に暖かい夏

に向って気候は変化しています。楽しみに待ちまし

ょう。 

ところで、小生は趣味（唯一の趣味ですが）とし

て山歩き（登山とはいえません）をしています。40

代半ばから始めて、２５年間のキャリア（？）があ

りますが、その間、７年間かけて「東海自然歩道（東

京の八王子 高尾山から大阪の明治の森 箕面国定

公園を結ぶ 1都 2府 8県に及ぶ全長 1697.2ｋｍの自

然歩道）」を完歩しました。歩き始めたのは、会社の

先輩の一言「夜の飲み歩きの不健全な遊びを卒業し

て昼間の健康な遊びに切り替えたら」でした。４部

作の「東海自然歩道」の冊誌も準備してもらい逃げ

られなくなり、会社の同僚２名と３名で大阪の「箕

面明治の森公園」を出発しました。最初は、気負い

もあって１日 30ｋｍを歩きました。平日は勤務があ

りますから、土日を利用しての

歩きです。「尺取虫」の如く「歩

くコース」の出発時間から歩行

距離、歩行時間、宿泊場所、途

中の交通手段等々を綿密に計画

して、大阪から京都を経由して滋賀県、三重県へと

歩を進めました。丁度、三重県の湯の山温泉に差し

掛かる時期に東京に転勤になりました。今度は「八

王子高尾山」からの出発です。東京、神奈川県、山

梨県、静岡県、愛知県と歩を進め三重県で完全制覇

しました。満足感一杯です。 

今、昨年来のアメリカに端を発した金融破綻や景

気の後退で全世界・日本でも全ての市場で疲弊して

おり大幅な赤字決算の計上を余儀なくされています。

又「派遣社員等の解雇」も深刻な問題で社会問題化

しています。政府も補正予算を作成し景気上昇の諸

施策を進めています。しかし、視点を変えてみれば、

注目したいのは、各業界、業態の中でも収益を計上

している企業が存在していることです。全部沈没し

た訳ではありません。では、その格差はどこから発

生したのでしょうか？この原因が分かれば誰も苦労

しないわけで愚問でした。唯ここで提案したい事は、

自社の実力を分析して、「計画を立てる」事だと思い

ます。「夏は必ず到来」するように、「山の頂上は見

える」ように、大地を踏みしめて着実に希望を持っ

て進みたいものです。 

 

再就職で得たもの 

 

二級販売士    

森山 正夫   

 

 平成19年3月末を以て地元の

信用金庫を定年退職し、雇用保

険を法定期間目一杯 150日間受領後、同年 9月下旬

より某独立行政法人に警備員として勤務し現在に至

っています。約半年間充電期間があり、その間ハロ

ーワークで履歴書の書き方や面接の受け方の指導や

この年になって初めてという得がたい経験も出来ま

した。その間再就職支援のサポートでパソコンコー

スの課程を受講できたことも一つの収穫でした。 

しかし半年の期間も後半になるとやや退屈の感も芽

生え、何処かへ再就職してみたいと思うようになり

ました。年齢の関係で厚生年金の完全受給が 63歳以

降であり少なくともその年齢までは働くのも良いの

ではないかと思いハローワークの紹介する現職場に

決めました。 

勤務時間は①Ａ勤午前 9時より翌日の午前 9時（仮

眠、休憩、食事等 8時間を除く）②Ｂ勤午後 6時よ

り翌日の午前 9時（仮眠、休憩、食事等７時間を除
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く）のシフトによる交替勤務で、別途③日勤で月に

1，2回程度午前 9時より午後 6時までの勤務もあり

ます。当初夜勤勤務は今まで経験なく特にＡ勤の場

合は、仮眠時間が午後8時半から午前2時半までで、

中々寝付くことが難しく最近慣れてきたもののまだ

十分とはいえません。何処の職場でもそうでしょう

が、ある程度の決まりごとを覚えれば、そんなに難

しいことはありません。現在の職場は 8人で年齢的

に自分が下から 2番目で、年金受給者が殆どです。

皆性格のいい人ばかりなので、多少のストレスはあ

っても気になることはありません。施設の周囲は

木々に囲まれた庭園で現在は躑躅が満開で少し前で

は桜も咲いており、働く環境としてはまずまずのも

のと言えるでしょう。 

年中無休の職場で土日祭日もシフトの関係で勤務

が回ってくることもありますが、反面平日に色々用

事を済ませることも出来、前もって日程がわかれば

ある程度の調整も可能です。 

夜勤のある日は当然ですが、休肝日となり飲みが

ちな傾向にある程度のブレーキをかける効果があり

ます。巡回対象に 6階建の建物がありますが、緊急

の場合を除いて極力エレベータを使わず階段を利用

するようにし、少しでも足腰を鍛えるようにしてい

ます。そういったわけで社会との繋がりを大事にし

つつ、もう少しの期間ここで頑張ってみようかなと

思う昨今です。 

 

 あるバスツアーに参加してみて 

森山 正夫   

 

 先日 4 月 11 日（土）INAX の代理店ＬＩＦＡ八幡

西の主催するバスツアーに参加しました。個人的な

事ですが、昨年転居し現在住んでいる家が、妻の姉

の家でした。 

当初よりリフォーム等の関係でＩＮＡＸとお付き

合いがあったようです。そういったことで４月始め

に招待状を頂き、参加することに致しました。当日

集合場所に行くと参加人員８０人以上、大型バス２

台という規模でした。私の場合は１人でしたが、中

には一家総出というか５，６人で参加している方も

ありました。既存顧客とリフォーム計画中の顧客が

メインターゲットのようでした。行程は８時 40分に

出発し、最初に東比恵のＩＮＡＸのショウルームを

見学し最新のバスタブやトイレ関連の製品について

の説明がありました。リフォームを計画中の方につ

いてのご相談承りますとのことです。別途余興で、

小さなしょうけのような篭を渡されました。予め用

意されてある何種類かの果物や野菜（りんご、ジャ

ガイモ、キャベツ,人参）等を２Ｋｇまで詰めてお持

ち下さい。重量が丁度の方にはおまけとして「さく

らんぼ」が１箱進呈されるというものでした。私も

挑戦しましたが、日頃遠慮がちな（?）性格が災いし

てか、やや重量不足で「さくらんぼ」をゲットする

ことはできませんでした。次に薬院の九州エネルギ

ー館を訪れ案内嬢の説明を聞き童心に帰った面持ち

でしばらく過ごしました。しばしのお勉強の後はﾊｲ

ｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰﾎﾃﾙ福岡でバイキング昼食をしました。

その後いよいよ最後の目的地で、我々販売士の工場

見学会でも訪れたことのあるアサヒビール博多工場

へ向かいました。やはり土曜のため工場は稼動して

なくもっぱら案内嬢の説明とビデオでの見学となり

ましたが、いつきても洗練された対応にはさすがと

感じました。試飲会場では、おつまみと例によって

３杯までの試飲可ということで、銘柄を変えて飲み

ました。最後の行程も終わり、近距離のためか、４

時前には当初の集合場所に戻

ることが出来ました。主催さ

れた方々へ感謝の念は多々と

するところであります。 

正直申しますとこの衛生陶

器の業界の事は何一つ知らず、名前ぐらいは聞いて

いたかも知れませんが、地元の TOTOの存在が余りに

も大きく、事実自分らの同級生等も数多く就職して

いたせいもあり、どちらかというと INAXの存在は影

が薄かった様な気がしていました。これを機会に認

識を改めるチャンスかもしれません。佐賀県の多久

市に工場もあるとのことでした。機会があればそち

らも見学してみたいものだと思いました。 
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博物館ガイドで学んでいる事 

 

一級販売士   

山路 博之  

 

私は 2008年 4月から大宰府

の九州国立博物館（九博）の

ボランテｲア第 2期英語ガイドとして週 1～２日ペー

スで活動しています。特に英語部会 30名の代表とし

て、この 1年間喜びや苦労を含め様々な経験をさせ

て頂だいた事は、何物にも代え難い機会でした。 

そもそも九博ボランテｲアとは「自らの自由意思に

基づき九博のパートナー（協働者）として、博物館

活動の支援推進のために知識・技術を無償で提供し

ていただく方」であり、「館の業務を補う｛無償の労

働力｝ではなく、博物館環境の中で自己実現のでき

る方」と定義され、現在 1２部会、約 400 名が登録

されています。 

英語部会のメンバーは様々で、大半が社会で仕事

をし、特に半数以上が女性で、女性パワーを強烈に

発揮されているのが特徴です。部員の経歴も様々で,

英語を仕事や留学・海外駐在・ボランテｲア活動で使

用。共通点は、博物館や歴史が好きで,英語を駆使し

て社会に貢献したいと思っている人達の集まりです。

九博のボランテｲアは言うまでもなく、自主的な活動

が基本で、強制や命令は一切なし。活動は全て各自

の自主性にまかされ、積極的に活動する人もいれば、

中にはその逆の人もて、それは様々です。 

具体的なガイド活動内容は、世界各国から来館さ

れるお客様に対して、館及び常設展をガイドし、「九

博に来て良かった」と満足して帰って頂く事。その

充実のため、専門的な展示説明を部員自身が学習し、

英語翻訳し、より良いガイドをする事で、常に研修・

自学に励んでいます。悩みは、定期的な展示替への

対応、日本歴史の知識や関心度が異なる来館者に如

何に対応していくかという事、又ガイド実践機会が

そう多くない事です。 

来館者は様々で、私が担当した中には、一般の海

外旅行者だけでなく、各種団体例えば国際学会に参

加した世界・日本の大学の先生方、留学生の研修団

体、世界の博物館担当者研修の団体等があり、我々

もチームを組んで事前に打合せ等して、来館者にあ

わせたガイド方法,説明内容の準備をして、満足して

喜んで帰られるをように努力しています。 

そこに無償の奉仕の喜びがある事をボランテｲア全

員学んでいます。 

私は以上の様々な活動をスムーズに行なえるよう

に、英語部会代表として、先頭にたって引っ張り、

又まとめていく事、部員のガイドレベルアップの為、

各種研修の企画・実施等をし、来館者のみならずボ

ランテｲアを満足させる事の素晴らしさも学びまし

た。 

最初はお互い遠慮する事もありましたが、1 年た

った現在は皆気軽に楽しく、ボランテｲアガイド活動

を ENJOY しています。これからの活動もボランテｲ

ア精神を大いに発揮して,世界の様々な方々と交流

し満足を提供していきたいと思っています。その中

で、いろいろな新しい事を学んでいきたいと思って

います。 

「顧客満足」は販売士としての基本が同じであり、

それを実践の場で学んでいます 
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虎屋幸町本店 

名物破れ饅頭 

 

新会員紹介＆投稿・挨拶 

 

H21年度４月～５月入会者は下記の６名です。 

児玉さん、馬場さん、そしてH20年度に入会の高山

さんより投稿頂きました。また、西さんには今後広

報担当としても手伝って頂くことになっています。

ニューフェイスの皆様、一緒に盛り上げていきまっ

しょ！             （廣瀬 記） 

 

◆児玉 泰雄（一級販売士、北九州市小倉北区） 

◆松岡 一平（一級販売士、、北九州市八幡西区） 

◆西 珠子 （一級販売士、小郡市） 

◆馬場  拓  （一級販売士、延岡市） 

◆和田 攝子 （二級販売士、宮崎市） 

◆濱田 由紀子(三級販売士、宮崎市） 

 

 

 

地場の素材を使った和菓子つくりで 

ブランドを強化する事例（宮崎県延岡市） 

 

一級販売士   

  中小企業診断士  

馬場 拓  

 

 延岡駅を降り、幸町商店街

を歩いて 500 メートルほどの

ところに延岡を代表する和菓子屋「虎屋」がある。

2002 年に改装した店構えは店内が良く見えるガラ

ス張りで和菓

子屋を思わせ

ないモダンな

つくりに思え

る。店内に入

ると「いらっ

し ゃ い ま

せ！」と元気

のいい店員さんの声が響き渡り、「今日はどのような

商品をお探しですか？」と丁寧な接客応対をしてく

れる。さすが延岡いや宮崎を代表する和菓子屋であ

り、従業員への教育もしっかりしている。店内は天

井が高く、正面を見るとガラス越しに和菓子を手作

りしている様子も伺える。ガラスカウンターには、

和菓子とケーキをはじめとする洋菓子が並び、何を

買おうかと迷ってしまう。 

 また店の左奥にはサロンスペースがあり、お客様

が自由にお茶を飲みながら、友人と語れるゆったり

としたスペースになっている。 

 虎屋は創業が昭和 24年であり、現社長である上田

耕市氏は 2代目である。耕市氏の父親が創業し、息

子の耕市氏が東京の洋菓子店で修業した後に社長の

座を受け継いだ。 

店舗は一時は本店である幸町店を合わせて 8店舗

を有するまでになったが、本店での店舗販売を強化

するのと、生協などへの卸売り業務を強化し始めた

ことから現在は延岡ジャスコと本店の２店舗になっ

ている。 

 名物はなんといっても「破れ饅頭」である。和菓

子の命である餡

（つぶあん）に

は、北海道十勝

産の高級小豆を

用いており、小

豆本来の風味を

最大限に引き出

すために”渋切り”を徹底する独自の技法を駆使し

ている。また、『破れ饅頭』の皮には、小麦粉だけで

なく上用粉（米粉）を加えつなぎには実際に”山芋

を擦って”用いることで、色白く、しっとりとふく

よかな感触に仕上げるなど製法にとことんこだわり、

今や延岡土産といえば「虎屋の破れ饅頭」と言われ

るほど多くの人々に親しまれている。 

 その他にも生地をクッキーベースにしながら大小

様々なナッツ類などをあわせオーブンで焼き上げて

出来上がったサクサクッと歯ごたえのよいお菓子の

「さざれ石」や、昭和 38年に延岡を訪れた牧水のご

長男若山旅人先生に先代店主がお許しを得て以来、
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栗 水 

一途に作りつづけている「若山牧水」（高千穂牧場の

新鮮な生クリームを手亡豆の白餡でつくったミルク

餡を、チョコレート生地で包み焼き上げて、全国に

散在する 300基にも及ぶ牧水歌碑を形どった顕彰銘

菓）、美しい若鮎の形の香ばしい最中種（もなかだ

ね・皮）に餡入りの小豆つぶ餡をたっぷり詰めた「鮎

もなか」など素材と製品の由来や郷土性にこだわっ

た和菓子を数多く販売している。 

 その「虎屋」が現在積極的に取り組んでいるのが

「地場で取れる素材を生かした和菓子つくり」であ

る。 

 「延岡は定住人口しかいない、だから地元の人が

リピートしてお買い上げ戴くものをつくりつづけな

ければならない」と上田社長は熱心に語る。地元の

人が安心してお買い上げ戴くもの、それが地場の素

材を使った商品であり、そのためには地元の産地業

者との連携が不可欠であるという。和菓子の「地産

地消」である。 

 その代表的和菓子が「日之影栗」を活用した新し

いタイプの水羊羹「栗水」である。日之影に上田社

長と懇意にしている栗製造の方がおり、共同で新製

品開発をし

ようと考え

たのがこの

「栗水」で

ある。面白

いのがその

商品の季節

性である。

「栗」は秋のもの、「水羊羹」は夏のものであり、異

なる季節を組み合わせて、秋に食べるのど越しの良

いお菓子をと考えられた。栗はもちろん最高級の日

之影栗を使用している。この秋新発売で「これはお

いしそう！」と来店客からは好評を得ている。 

 その他「地産地消」の製品としては「五ヶ瀬ワイ

ナリー」と連携して作った「五ヶ瀬ワインゼリー」

（夏季限定）や高千穂の梅と梅酒を使った「梅酒ゼ

リー」など、積極的に地場の素材を使った製品開発

を行っている。 

 虎屋の今後の方向性としては「店舗を観光地化し

たい！」と上田社長は意気込む。延岡にくれば「虎

屋」がある、といった風に「虎屋」ブランドを店舗

を活用してさらに磨きたいというのが考えである。 

 店舗への集客力を上げるために、一役買っている

のが幸町本店に併設されたサロンである。スペース

としては 10 坪程度で来店客に気軽に立ち寄れるよ

うになっている。活用法としては、最長で 2週間一

般の方からサロン使用者を募り、写真や絵画など自

分たちの作品を紹介する場として無料で開放してい

る。無料でサロンを開放するのは珍しくないが、「虎

屋」が他と違うのが広告宣伝まで支援していること

である。「サロンを開いてもお客様に広く認知されな

いと意味がない」と語る上田社長は、サロンで行っ

ている催事の新聞広告費を「虎屋」が負担し、サロ

ン使用者が気軽に使用できる工夫をしている。この

ことからサロンを広く開放して、皆に使ってもらい

たいという熱意が伺える。 

 ここまで「虎屋」について紹介してきたが、この

厳しい景気動向の中次々に新製品開発を行い、決し

て消極的な経営にならない、その理由が経営理念に

表れている。「虎屋」の経営理念は「必笑」。どんな

厳しい状況、苦しい状況になっても後ろ向きにとら

えるのではなく、必ずプラスの方向に、笑顔を忘れ

ず対処すればおのずと状況は良くなるという意味で

ある。 

 延岡を代表する和菓子屋である「虎屋」が九州を

代表する和菓子屋になり、多くの消費者に笑顔を広

げることを心から期待している。  

 

 

 

福岡販売士協会 入会の挨拶 

 

 

一級販売士     

  児玉 泰雄    

 

 

この度は新規入会の申し出を

ご快諾頂き、有難うございました。私は平成１９年



 - 18 - 

に、一級販売士を取得致しました。 

資格取得から少し期間が空いてしまいましたが、

今回の入会を機に、これから多くのことを学んでい

きたいと考えております。 

 私は北九州市小倉の出身で、現在も小倉北区に居

を構えておりますが、勤務先は福岡市内にある広告

会社です。 

 担当している業務はマーケティングです。オリコ

ミ広告を主体に取り扱っていることもあり、市場調

査や商圏分析といった、エリアマーケティング関連

の仕事が中心となっています。 

 オリコミ広告の得意先の多くが流通・小売業であ

るため、当業界のことをもっとよく勉強する必要が

あると考えたことが、販売士資格の取得を目指した

きっかけです。 

 実際に、学習を通じて得た知識やスキルは、広告

主のプロモーション活動をお手伝いさせて頂く上で、

非常に役立っています。 

 私にとって、協会活動への最初の参加は、４月１

８日（土）に開催された平成２１年度の年次総会と

なりました。 

総会、及びその後の懇親会を通じて、多くの会員

諸先輩方とお会いすることができました。 

流通業界はもちろん、他の業界で活躍されている

販売士の先輩方、福岡商工会議所の方々などともお

会いすることができ、色々と示唆に富む話を聞かせ

て頂きました。 

また、講演会では、販売士の学習が学生のビジネ

ス感覚にも好影響を与えているなど、講師の先生の

お話にも感銘を受ける点が多々あり、大変有意義な

時間を過ごすことができました。 

これからも、会員諸先輩の皆様からのご指導・ご

鞭撻を賜りながら、自己実現を目指し、販売士とし

ても、人間としても、成長していければと考えてお

りますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

福岡販売士協会に入会して 

               一級販売士     

   高山 慶司    

 

昨年 2月に 1級販売士に合格

することができ、更に自己研鑽

を考えていたところ、福岡販売

士協会の存在を知り、商工会議

所に問い合わせて栗川会長に連絡をとりました。そ

の後入会届けを栗川会長に提出した次第です。快く

入会の許可を頂きたいへんありがとうございました。 

新春懇談会でも話しましたが、販売士を知ったの

は、当社の社長に販売士を受けてみないかとの話が

あったからです。最初は、何も知らずに 3級を受け、

次に 2級を受けどうにか合格することができました。

1 級は受けるつもりはなかったのですが、販売士を

知ることにより、仕事をする上で非常に勉強になる

ことがわかり、自分を試すため及び自己の能力を高

めるために受けることに致しました。非常に苦労し

ましたが、どうにか合格することができました。現

在、私は営業職ですが、営業マンに対して、他の社

員よりも少しでもレベル向上が出来ればと思い、私

なりの教育をしています。 

最近私は、現在の企業は、社員教育制度が少ない

ことを感じております。社員は、宝であることを再

度考えて育成に力を入れて欲しく思います。今後、

私自身も勉強をして社員教育に少しでも役に立てれ

ばと思っておりますので、販売士協会の皆様方のご

指導を宜しくお願い致します。 

最後に自己紹介として私の趣味を書きたいと思い

ます。趣味の合う方または、興味のある方、気軽に

声をかけてください。 

冬は、スキー、夢は、北海道で滑ること。 夏は、

スキュバーダイビング、夢は、パラオで潜ること。

最近は、全くしていませんが、マラソン、もちろん

夢は、ホノルルマラソンに参加すること。でも今で

は、走れそうにないですね。最近遅咲きで、ゴルフ

に興味を持ったりしています。・・・上手な方教えて

ください、宜しくお願い致します。 
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 事務局便り 

■福岡販売士協会入会のご案内 

当協会は伝統ある日本販売士協会加盟の福岡県の地

域協会で、平成１４年４月に発足しました。 

（平成 20年 4月に宮崎支部が発足しました） 

 

（１） 協会の目的について 

我国、流通業界唯一の公的資格である販売士制度の

県内における普及、振興により、人材面から地域流

通業界の発展に寄与することです。そのために 

①会員相互の交流と研鑚によるお互いのﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ。 

②広く業界従事者の能力開発への支援等個々の企業

のニーズに応える活動を積極的に行います。 

（２）会員の構成 

協会は正会員と賛助会員で構成されています。 

① 正 会 員：販売士資格保有者を正会員とします。

福岡、宮崎県の方が基本ですが、まだ販売士協

会のない九州各県の方も加入できます。 

② 賛助会員：福岡県内の企業･学校･団体等で、当

協会への支援・助成の意思ある方々を賛助会員と

します。 

（３）入会のご案内 

流通業に携わるプロとして、有資格者同士が相集い、

異業種交流を通じて、更に実践能力を磨き合い、地

域社会に貢献をしましょう。そのための会員相互の

交流と研鑚の場として、年７回の全員参加の会合や

希望者参加の個別会合を開催しています。是非あな

たもご入会ください。 

（4）平成 21 年度活動計画 

本年度は年７回の全体会合を開催いたします。 

① 年次総会 ：平成 21年 4月 18日（土） 

② 春季流通施設等見学会：平成 21年 6月 6日（土） 

③ 夏季研修会：平成 21年 7月 18日（土） 

④ 夏の納涼家族パーティ：平成 21年 8月 22日（土） 

⑤ 秋季流通施設等見学会：平成 2１年10月3日（土） 

⑥ 九州販売士交流会：平成 21 年 10月 31日（土） 

⑦ 新春懇談会：平成 22年 1月 16日（土）。 

また、次のような個別会合を開催いたします。 

① 役員会議：毎月第 3水曜日 19：00～20：30 

（4/15、5/20、6/17、7/15、8/26、9/16、10/21、11/18、

12/16、1/20、2/17、3/24） 

場所：麻生情報ビジネス専門学校 

② 1級販売士検定研究会・3級販売士養成講座 

③ 会報「販売士・ふくおか」：年３回（5月、9月、

12月）発行予定。 

④ 福岡販売士協会のホームページ随時更新 

http://www.farmmc.jp/をご覧ください 

 

会費について 

<入会費> 正会員：3,000円、賛助会員：10,000円 

<年会費> 正会員：3,000円、賛助会員：10,000円 

尚、入会費は協会の郵便振替口座 01720-3-74819 

加入者：福岡販売士協会に振込みをお願いします。 

年会費は入会の次年度より納入をお願いします。 

 

■会報の原稿募集 

 

福岡販売士協会では、年に３回（５月、９月、

１２月）会報を発行しています。あなたも投稿し

てみませんか？ 

 

♪ 題材：基本的には自由 

 ♪ 投稿スタイル：（１）テキストファイル、も

しくは（２）手書き原稿で 

 ♪ 投稿時期： 

随時受付（4 月末まで受付分は 5 月号に掲載、

8 月末まで受付分は 9 月号に掲載、11 月末ま

で受付分は 12月号に掲載します） 

 ♪ 文字数：１，０００～１，５００文字程度 

 ♪ 提出先（お問い合わせ） 

●廣瀬 紀子（広報委員長）： 

noripyon@orchid.plala.or.jp 

   ●泉 亨 （事務局長）： 

ti1231@cma.bbiq.jp 

     ●栗川 久明（会長） ： 

fukumae@zenno.jp 

http://www.farmmc.jp/
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～お知らせ～ 

 

◆ 夏季研修会・懇親会◆ 

 日 時：平成 21年７月 18日（土） 

      14時～17時半 

場 所：福岡商工会議所303会議室 

講 演：「企業の社会的責任について」 

      講師 山田 啓一 教授 

（中村学園大学 流通科学部） 

 

 

◆福岡販売士協会のホームぺージ◆ 

 

検索エンジンを使い、

「福岡販売士協会」の

キーワードで検索でき

ます。皆さんのご訪問

をお待ちしています。 

http://www.farmmc.jp/ 

 

 

 

会報および福岡販売士協会へのご意見・ 

ご要望は、下記の連絡先まで 

お願いします。 

 

◆福岡販売士協会･会長 栗川 久明◆ 

〒810-0055 福岡市中央区黒門8-38-402 

TEL/FAX：092-725-6200 

携帯電話：090-7753-8018 

Eメール：fukumae@zenno.jp 

 

◆事務局長 泉  亨 ◆ 

    〒810-0032 福岡市中央区輝国 2-1-27 

   TEL/FAX:092-531-0658  

     携帯電話:090-7447-5624 

Eメール：ti1231@cma.bbiq.jp 

 

福岡販売士協会・現況報告  

会員状況（平成２1年５月） 

正 会 員 ８７名 

 １級販売士 ６５名 

 2級販売士 １４名 

 宮崎支部  ８名 

賛 助 会 員  ６社 

      

福岡販売士協会役員体制（平成２１年５月） 

 会 長： 栗川 久明 

 副会長： 石原 義曠 

 理 事： 泉  亨（兼事務局長） 

 理 事： 中村 純治 

理 事： 坂上 好美 

 理 事： 岡野 卓也 

理 事： 小関 芳紀 

 

 

理 事： 廣瀬 紀子（会報担当） 

理 事： 中野 法子（ＨＰ担当） 

 理 事： 渡辺 芳雄 

理 事： 長沼 玲子 

 理 事： 岩切 寛文（宮崎担当） 

 監 事： 濱村 昌男 

監 事： 小野 宗利 

 顧 問： 石原  敏 

顧 問： 大原  盡 

顧 問： 福生 和彦 

委 員 会 体 制 

研修委員会  

 委員長：中村 純治 副委員長：坂上 好美  

企画委員会  

 委員長：岡野 卓也 副委員長：小関 芳紀 

広報委員会  

 委員長：廣瀬 紀子 副委員長：中野 法子 

総務委員会    

 委員長：渡辺 芳雄 副委員長：長沼 玲子 

 

http://www009.upp.so-net.ne.jp/farmmc/index.html

