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“第８回 夏期研修会”を開催  H2１年７月 18 日 

～ 企業の社会的責任とレピュテーションマネジメント ～ 

 

 

 

 

 

 

 

今年も盛夏のなか、恒例となった夏季研修会を

７月１８日（土）の午後、福岡商工会議所内で

開催しました。 

第８回を迎えた今年度は、もはや金融がもて

はやされた時代は終わり実物経済を担う産業が

中核となって、いかにして新しい価値を生み出

すかを問われる時代に入ったとの認識から、“企

業の社会的責任”ということをテーマに取り上

げ学び合いました。 

講師には、「本テーマ」のほか「グローバリゼ

ーションと経営戦略」をはじめ「企業とニュー

ベンチャー」等の領域を研究され、この分野の

著書も多数出されている中村学園大学の山田啓

一教授にお願いをしてお話を伺いました。 

特に、今回の受講者は最高齢が８０代半ばの

大原顧問から最年少の２０代前半の大学生松岡

会員に到るまでの幅広い聴講層を対象にお話を

していただきましたが、一時間半の講話をお聴

きしてそれぞれに問題意識を共有することがで

き、懇親の場においても熱心に意見や感想を論
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じ合う姿が見られるなど相互研鑽を目的とした

この研修会にふさわしい有意義な時間が持てま

した。 

以下に当日の全体概況と講演内容の要旨を一

聴講者の視点からではありますが記述しました

のでご参照下さい。 

 

◆ 当日の全体概要 ◆ 

＜開会挨拶・講師紹介＞ 

定刻の午後２時に泉事務局長の司会で始まり、

冒頭に栗川会長から開講の挨拶と併せて、今年

度におけるこれまでの活動状況とこれから秋ま

でに予定されている主要行事（8/22夏の納涼ビ

アパーティ、10/3 秋季流通施設見学会、10/31

九州販売士交流会、その他会報への投稿）等へ

の参加・協力依頼と講師紹介があり講演に移り

ました。 

 

＝ 講師紹介（敬称略） ＝ 

山田啓一 １９５３年

生まれ、経営学博士。中

村学園大学 流通経営系

教授。早稲田大学法学部

卒、飯野海運ＫＫ・三洋

海運ＫＫ・経営コンサル

タントを経て現職。 

 

＜ 講 演 ＞ ＊ 講演内容の要約は後述。 

“企業の社会的責任とレピュテーションマネ

ジメント”と題して、配布をうけたレジュメと

諸資料に沿って「社会的責任とは何か」「なぜ社

会的責任なのか」「社会的責任の対象と範囲は」

「社会的責任に関する標準化の動向」等々をは

じめ、これらに関する問題点や対応行動として

の「レピュテーションマネジメント」「リスクマ

ネージメント」などについて、次のような主旨

のお話を聴かせていただきました。 

『企業が世に存在を認められ存続発展してい

くには、時代が要請する果たすべき義務や責任

は当然にしっかりと守り果たさなければならな

いが、ただ守っていればいいと言う訳ではない。

守り果たしていることを世に認められなければ

どうしょうもないからである。故に企業自身が

そのことをアピールしていく努力が必要となる。

企業や組織の評判（レピュテーション）という

のは企業自身では決められないことだからであ

る。』 

なお、本講演の内容については、一聴講者と

して理解したことを要約し紙面の許される範囲

で別記しましたのでご覧下さい。また、詳しく

全容を知っていただくには以下の山田教授ほか

の著書をご参照ください。。 

・ 宮脇敏哉・山田啓一編著（2009）「日本と

中国の現代企業経営」八千代出版 

・ 山田啓一著（2008）「企業戦略における正

当性理論―レピュテーション経営を志向

して」芙蓉書房出版 

・ 山田啓一・原田要之助・抜山勇共著（1997）

「経営革新と情報セキュリティ」日科技

連出版 

・ 石名坂 邦昭著(1994)「リスクマネジメ

ントの理論」白桃書房 

・ 村上信夫・吉崎誠二共著（2008）「企業不

祥事が止まらない理由」芙蓉書房出版 

 

＜ 懇親会 ＞ 

 今回も冒頭から和気あいあいとした雰囲気

でスタートし、講師の山田教授や商工会議所

の池課長もご一緒にお付き合いいただき最後

まで歓談尽きることなく活発な交流ができま

した。 

 乾杯の挨拶に立たれた福岡商工会議所の池

課長からは、「有益なお

話をいただきました」

との講演の感想に加え、

ご自身が担当されてい

る販売士検定の際の逸

話などを愉快に紹介さ

れた後、「福岡販売士協会の一層の発展とお互
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いの健勝を祈念して！」と威勢良く乾杯の音

頭をとっていただき、全員で杯を交わして懇

談に入りました。 

 しっかり勉強した後とあってか、みんな充

実感に満ちた様子でビールや焼酎を酌み交わ

しながら、それぞれに思い思いの話に花を咲

かせていました。 

 また、懇談半ばでのショートスピーチの際

には、事前に指名されていた人のほか、司会

者から突然指名をされたり、参加者から名前

が挙ってマイクの前に立つ人や自ら手を挙げ

て登壇する人など、瞬く間に１０人ものメン

バーが制限時間いっぱいまで代わる代わる自

身の体験談や趣味の話、時事問題への論評な

どを披露して聴き手の興味を惹きつけていま

した。 

皆さんそれぞれに話題が豊かでしたし、お

互いの経験とか素晴らしい個性などを知り合

うことができ楽しいひと時でした。 

 

＜閉会挨拶・締め＞ 

楽しく学び合うことのできた本研修会の締

めは、副会長として有意義な研修であったこ

とへの謝意を込め、次のような感想を述べさ

せていただきました。、 

『日本でも著名な米国の経営学の第一人者

であったＰ・Ｆ・ドラッカーが、かって２０

年ほど前の厳しい景況について「今を不況と

いう捉え方をするのは適当でなく、経済変化

からの社会構造の変化と捉えるべきだ」と語

っていたのを想うと、まさに今現在がその状

態にあり山田教授のお話はそんな現下の変革

の時代に企業がとるべき姿勢を学ばせていた

だいたのだと思います。』 

最後はこの研修会の恒例に倣い、一本締め

で締めて散会しました。 

（ 副会長 石原 義曠 記） 

 

◆ 講演内容の要約 ◆ 

 

１.社会的責任とは何か。なぜ社会的責任なのか。 

 

☆ 辞書で「社会」や「責任」の意味について

確認してみると、社会とは人間の共同生活の

総称であるとか、共同生活を行っている人々

によって構築される世界のこととあり、責任

とは立場上負うべき任務や義務とある。 

このことから、“社会的責任の定義”をし

てみると「社会に対して個人もしくは集団が

立場上負わなければならない任務や義務」で

あると言える。 

さらに、“企業の社会的責任”と言うこと

について考えてみると文字通り「企業が社会

に対して負わなければならない責任」と言う

ことになるが、ここで問題になるのは、誰に

対してどのような責任を負うのかであり、議

論が分かれている。 

 

☆ それでは、企業の社会的責任の対象となる

べき社会とはどのようなものを指すのかを考

えてみると、基本的には企業を取り巻く環境

としての利害関係者集団（ステークホルダー）

が対象になると言える。しかし、ここで問題

となるのがコーポレートガバナンス、つまり

企業は誰のものかと言う企業統治の問題だ。 

会社法では、会社は株主のものであると言

うことから企業は基本的に株主に対して責

任を果たせばよいことになり、法的遵守（コ

ンプライアンス）のもと株主への損失を与え

なければ良いと解釈することができる。 
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☆  一方、企業を取り巻く利害関係者集団（ス

テークホルダー）を広く捉えるならば、株

主のほかに顧客、従業員、供給者、資金提

供者としての投資家や金融機関、地域社会

（コミニティ）など多くの人々や機関に対

して責任を果たしていくものと考えなけれ

ばならない。 

そうであるならば、企業と言うのはこれら

ステークホルダーに対して、それぞれにきめ

細かいコミュ

ニケーション

を図っていく

ことが必要（コ

ーポレートコ

ミュニケーシ

ョン）となる。 

 

☆  このように、今企業の社会的責任が厳し

く問われ出したのは何故か。 

その背景には、近年社会の成熟化やグローバ

ル化の進展に伴い、世界的な人権問題とか貧

困問題をはじめ地球環境問題の深刻化、労働

環境・労働条件や雇用問題、不公正な事業慣

行の横行、頻発する企業不祥事、さらにはコ

ミュニティの崩壊や食の安全などの消費者課

題等々、人々が安心して生活できる条件が壊

されつつあることに起因している。 

 

２.社会的責任の対象と範囲 

 

☆ 企業が社会に対してどこまで関与していく

のかという問題について、フリードマンＶＳ

デービスの論争というのがある。 

ミルトン・フリードマンは「企業の役割は法

律の範囲内で企業活動が行われる限りにおい

て希少な組織の資源をうまく活用して、所有

者である株主の利益を最大化すること」とし

ており、このことが「雇用の創出」をはじめ

「労働者にも高賃金が支払えること」や「労

働環境をもよくすることができること」「納税

によって公共の福祉に役立てること」などを

理由に企業が利潤を挙げることが社会貢献で

あり、企業として社会的な存在価値があると

主張している。 

 

☆ これに対し、キース・デービスは「企業の

社会的責任は社会的なパワーと同一歩調をと

るものであり、企業が現代の生活において最

も強力な影響力を持っていることを考えれば、

企業は相応の社会的責任を負っている」と主

張し、「その社会的責任に対して行う企業の努

力は、確かに高いものにつくが企業が必要な

専門的知識を有するならば、例え直接に関わ

りのないことにおける社会関係の解決の支援

さえも行う義務があり、この義務は“General 

Social Good”のためであって社会が改善され

れば企業もその意思を受けることができる」

としている。 

なお、この論争については、“企業は社会

の公器だ！”とする広い範囲の解釈をとって

いるキース・デービスに軍配が上がっている。 

 

３.社会的責任に関する標準化の動向 

 

☆ 企業の社会的責任に関しては、国際標準化

機構（ＩＳＯ）によって規格化の動きが進ん

でいる。 

ＩＳＯでは、2001年に作業グループが結成

され企業の社会的責任（ＣＳＲ）の標準化の

可能性に関する検討作業が開始され、2002

年６月にその規格化検討の必要性を答申し

た。 

そして、最終的な国際規格として発表され

るのは今年（2009 年）11 月に予定されてい

る。 

 

☆  また、わが国における規格化の取り組み

については、2002年頃から着手されており、

官公庁においては内閣府、経済産業省、厚

生労働省、環境省が、産業界においては日
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本経団連、経済同友会が検討している。内

容の詳細は省略するが、概要は次のとおり。 

《 政府関係 》 

① 内閣府：2002年 12月に「消費者に信頼

される事業者となるために－自主行動

基準の指針－」として公表している。 

② 経産省：2004 年 9 月に「企業の社会的

責任（ＣＳＲ）に関する懇談会」を開

催し、その検討結果を中間報告として

公表している。 

③ 厚労省：2004 年 6 月に「労働における

ＣＳＲのあり方に関する研究会」を開

催し、その検討結果を中間報告として

公表している。 

④ 環境省：2005年 8月に「社会的責任（持

続可能な環境と経済）に関する研究会

を開催し、その検討結果を公表してい

る。 

《 産業界 》 

① 経団連：1991 年に「企業行動憲章－会

の信頼と共感を得るため－」を制定し、

2004 年にはＩＳＯでの国際規格化の動

きに合わせて、この行動憲章の改定を

している。 

② 経済同友会：2002年に「企業評価基準」

を策定し、それに基づいて会員企業の

調査を行っているが、その評価基準項

目は、市場・環境・人間・社会・コー

ポレートガバナンスの５分野、１０項

目からなっており2003年の第１５回企

業白書の中で公表している。 

 

４.ＩＳＯ26000 の概要と中核主題及び課題に

ついて 

 

2008年 3月現在のガイダンスの目次をみると､ 

・適用範囲 

・用語および定義 

・社会的責任の理解 

・社会的責任の原則 

・社会的責任の認識およびステークホルダ

ーエンゲージメント（株主、従業員、取

引先、コミュニティなどの利害関係者の

総称）  

・社会的責任の中核主題に関する手引  

・社会的責任を組織全体に統合するための

手引  

・社会的責任に関する自主的なイニシャチ

ブに関する附属書 

の８項目からなっているが、次のような特徴

がある。 

①  社会的責任原則として、説明責任（アカ

ウンタビリティ）・透明性（情報開示の程

度）・倫理的な行動・ステークホルダーの

利害の尊重・法の支配の尊重・人権の重

要性と普遍性の認識・国際規範の尊重（国

内法や慣行よりも尊重）などといった現

在の企業経営における主要なテーマが提

示され、企業の社会的責任との関連付け

がなされている。 

②  企業の社会的責任の主要な対象、つま

り取り扱われるべき事項として組織統治

（ガバナンス）、人権、労働慣行、環境、

公正な事業活動、消費者課題、コミュニ

ティの社会的・経済的発展を挙げ、これ

らについてガイダンスを提供している。 

③  実施上のガイダンスとして、社会的責

任の特定、ステークホルダーの特定およ

びエンゲージメント、組織および日常の

実践への社会的責任の統合、社会的責任

のコミュニケーション、社会的責任につ

いての活動の吟味、社会的責任に関する

文書およびイニシャチブの利用が提示さ

れている。 

 

なお、上記②に述べたような中核主題にお

ける各課題についてもレジュメに沿い、いく

つか解説をいただいたが広範に亘る内容な

ので紙面の都合上記述を省略した。 
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５.社会的責任の実効性とレピュテーションマ

ネジメント 

 

《 実効性について 》 

☆  例えば、“食の安全と安心についての問

題”を考えた場合、食の安全は「客観的な

尺度で把握され、科学的手法を用いた測定

値で測れるもの」であり、大まかに言って

「摂食行為が健康にもたらす危害（死亡率、

医療費の上昇等）の可能性を合理的な範囲

にとどめること」と定義される。 

 

☆  これに対し、食の安心は「人間が感じる

主観的なもの」であり、「異なった人は異な

った感じ方をするため完璧に情報や価値観

が一致するという幸運がない限り、安心に

ついて万人の納得する尺度は得られない」

ものである。 

 

☆  要するに、食の安全は実際に人体に被害

を与えないことであり、食の安心は安全で

あると人々が感じることである。 

このことは、近時注目されつつある企業の

社会的責任（ＣＳＲ）の問題とレピュテーシ

ョン（評判）の関係と類似している。つまり、

企業の社会的責任は企業が実際に社会的な

責任を果たしていることであり、レピュテー

ションは、それを利害関係者（ステークホル

ダー）やその他の観衆（オーディエンス）に

アピールすることである。 

厄介なのは、その評価は一方的に利害関係

者やその他の観衆が決定する点にある。した

がって、食の安全が確保されていることはも

ちろんであるが、更にどのようにして社会か

ら安心して貰うかについてのマネジメント

を行うことが重要であり不可欠となる。 

 

《レピュテーションマネジメントの必要性 》 

☆ 前述のようなことから、食の安心と言うこ

と に 関 し て は レ ピ ュ テ ー シ ョ ン                 

（評判）をマネジメントしていくことが必要

かつ有効になってくる。 

レピュテーションとは「ある人または物が

特有な性質を持っていると、広く多くの人に

信じられること」であるが、レピュテーショ

ンマネジメントの難しいところは、評判とい

うのは自分が決めるのではなく他者が決める

ところにある。 

それ故に、他者が自分の評価を行う際に多

様なソースから多様な形で得られる情報によ

ってつくられる自者のイメージというものが

重要な役割を果たすことになる。 

 

☆ したがって、自者と他者との間の直接的な

コミュニケーションによってイメージが作ら

れることもあろうが、多くはそれに加えて仲

介者（エージェント）を経てもたらされる間

接的なコミュニケーションによって勝手なイ

メージがつくり出され、それが評判に大きな

影響を及ぼすことになる。 

このような仲介者としては、マスコミ報道、

口コミ、公的機関等信頼できる制度により認

められた資格・格付けランクなどといったも

のがある。 

レピュテーションマネジメントは、このよ

うな仲介者を含めた観衆に対して自者の良好

なイメージを与えるために必要不可欠なマネ

ジメントといえる。 

 

６.企業経営におけるリスクとリスクマネジメ

ント 

 

☆ ひとたびネガティブな情報が流れると事実

とは関係なくネガティブな評判が形成されて

しまう。 

また、悪い評判は一夜にして形成されるが、

良い評判は積み重ねで形成されるともいう。 

したがって、メディアリスクを軽減するに

はリスクマネジメントなるものも必要にな

ってくる。 
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☆ 企業経営におけるリスクとは、日本語と英

語に共通する“危険”と同じ意味の「危害ま

たは損失の生ずること」というのと、英語の

みが意味する「投機リスク」というふたつの

意味があり、因みに前者のことを「純粋リス

ク」と呼ぶ。 

この純粋リスクの場合の発生確率は比較

的予測しやすいのに対し、後者の投機リスク

は当たり外れが読みにくく予測しにくいと

いう特徴がある。 

 

《 企業におけるリスクマネジメント 》 

☆ リスクマネジメントは“純粋リスク”と“投

機リスク”の両側面から捉え検討することが

必要になるが、前者には「財産損失リスク」

「収入減少リスク」「賠償責任リスク」「人的

損失リスク」というものがあり、後者には景

気変動や市場変化による「ビジネスリスク」

がある。 

 

☆ したがって、リスクマネジメントは企業が

直面するリスクの所在を把握し適切な処置を

講ずることにより、損失を避け儲けを生み出

すようにするマネジメントで、基本的には「計

画（Plan）―実施（Do）―統制(See)」のマネ

ジメントサイクルに従って行うが、その手順

やリスク分析、リスク処理の方法等について

は記述を省略したので既述著書を参考にして

いただきたい。 

  

☆ なお、本件に関する事例として「ブリヂス

トン＝ファイアストンのタイヤリコール問

題」についても資料により紹介があったが記

述を省略した。 

詳しくは、既述の宮脇敏哉・山田啓一編著

「日本と中国の現代経営」八千代出版（2009

年）を参照方。 

以 上 

（ 副会長 石原 義曠 記） 

～春季流通施設見学～ 

2009年 6月 6日 

 

■春の流通施設見学会を終えて                 

今回の流通施設見学会は「イオンモール筑紫

野」を見学した。同施設は昨年の 12月に開店し

たばかりの施設で、福岡市近郊では最大で、最

新の商業施設です。 

今回の案内役は、ｲｵﾝﾓｰﾙの営業担当：新島徹

也氏にお願いし、快く承諾を頂き開催されまし

た。 

イオンモール筑紫野店は筑紫野市ではゆめタ

ウン筑紫野、筑紫野ベレッサ（旧筑紫野とうき

ゅう）、シュロアモール筑紫野に次ぐ施設で同市

内では最大規模の施設です。商圏は福岡市の南

を含めた考え方と聞いていますが、競争も厳し

いエリアへの計画のようでした。 

ｲｵﾝｸﾞﾙｰﾌﾟの内容についての説明を伺いました。 

現在九州で展開するイオングループは次のよ

うに分類されています。 

イオンモール㈱は、施設を運営する業務が中

心の会社で、昨年夏にイオンモールとダイヤモ

ンドシティが合併してイオンモールが存続会社

として残っており、今回のイオンモールのデベ

ロッパーはイオンモールが家主として運営し、

キーテナントにイオン九州㈱の運営するジャス

コが入店しているとの事です。イオンモール福

岡ルクル店も同様の運営形態です。 

一昨年見学した、イオン福岡伊都店はｲｵﾝ九州

にて施設を作り運営する形態を取っています。 

北九州にある、イオン八幡東店は、千葉市に本

社のある、イオンリテール㈱が施設を造り、イ

オン九州がテナントとしてジャスコを運営する

形態です。 

イオンモール筑紫野 
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これらのケースはいずれも、イオン九州の運営

する「ジャスコ」は一テナントであり、デベロ

ッパーとしての店舗を有しているケースもあり、

グループ会社が重なり合った営業体制を取って

いるという事です。つまり、グループ内で厳し

い競争環境にあると言うことでもあります。 

昨年 11月には、都城の駅前にイオンモールミ

エル都城駅前店が

開店しました。こ

ちらの店舗はｲｵﾝﾓ

ｰﾙが施設を作り、

キーテナントに

「ダイエー」が入

店しております。つまり、ダイエーもイオング

ループの一員であるという事です。 

更に、イオングループには、マイカル九州も

加わり「サティ」もグループ店舗です。マック

スバリュ

もグルー

プ企業で

す。この

ように、

店舗の名

前は違っ

ても資本

関係による結び付きによりグループ各社が複雑

に絡み合い、各地で競争を進めている現状が見

えてきます。 

最近注目を集めている「トップバリュ」のブ

ランドで販売されているＰＢ商品がどこの店舗

でも販売されているという事も驚きです。 

商業の寡占化が進んでいる事例であり、一般の

消費者には判りにくい企業間競争の現場を実感

する話でした。 

イオンモール筑紫野店の売場は 1階から 3階

まである店舗で、一番広い売場がジャスコです。

建物の中心に広く通路が設けられ、その通路を

挟む形で、専門店が並ぶモール形式の典型的な

店造りをしています。専門店は 180テナント入

店しており、福岡市近郊では最大級の店舗です。 

見学当日は、ジャスコの食品ゾーンにて、「熊本

県 の 物 産

展」が開か

れており山

鹿の提灯踊

りを観る事

ができまし

た。百貨店

とは一味違

った演出でした。 

 

反省会はイオンから車で 5 分の距離にある、ロ

グハウスレストラン「アラスカ」にて実施しま

した。 

中村さんの紹介頂いたレストランですが、雰囲

気は最高に良い店でした。 

住所は、福岡県筑紫野市武蔵 2丁目 8-28 電話

092-928-1377 ﾏﾈｰｼﾞｬｰは井ノ口正人氏 

開店は 11:30～ ランチメニューもあります。 

皆様も是非行ってみて下さい。緑に囲まれたロ

グハウスにて食事する雰囲気を体験してみて下

さい。 

次回は秋の流通施設見学会を企画中です。 

皆さん、お誘い合わせのうえご参加下さい。お

待ちしております。 

（企画委員長 岡野 卓也 記） 
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納涼家族ビア・パーティ 

2009年８月 22日 

 

福岡販売士協会の、恒例行事の

一つである納涼家族ビア・パーティが、去る 8

月 22日にアサヒビール園・博多において開催さ

れました。総勢 14名とやや少な目の状況でした

が、小野村さんご夫妻が幼児２人を連れて参加

され、和やかな雰囲気を醸し出していたのが微

笑ましく感じられ、なかなか好いムードの中で

パーティが始まりました。会費１人４千円。メ

ニューは牛肉・豚肉・鶏肉・ラム肉・ウインナ

ー、野菜類を取り揃えた焼肉。ｱﾙｺｰﾙは生ビー

ル・黒ビール・赤ワイン等。飲み放題、食べ放

題と云う設定になっていますので、大いに飲

み・食い有意義な時間を過ごしたいものと思い

ました。栗川会長の乾杯の音頭でパーティが始

まり、参加者の皆さんは楽しいおしゃべりも含

めて、飲み、かつ食べて、大いに盛り上がった

時間を過ごしました。会場が JR竹下駅の近くで

交通の便も良く、冷房のきいた室内でのパーテ

ィと云うこともあって、すっかり寛いだ気分に

なり、制限時間一杯楽しむことが出来て本当に

良かったと思いながらも、今回参加されなかっ

た会員の皆様にも、是非次回は参加して貰いた

いものだと思いを巡らしました。 

 今年８０代半ばを向かえ未だ矍鑠とした大原

顧問。７０代前半で現在高齢者問題等に取り組

んでおられる福生顧問。統率力がある栗川会長

と、その補佐役として活躍しておられる石原副

会長等を中心に、今回の責任者であり色々と楽

しい企画を考えて下さる企画委員会の岡野さん、

小関さん。そして、日頃から販売士の養成等に

力を注いでいる研修委員会の中村さん、坂上さ

ん、地道な活動を続けています総務委員会の渡

辺さん。いつも北九州から積極的に参加されて

いる森山さん、冬木さん。ご夫婦で参加された

小野村さんと参加者は多士済々で、途中、会話

が途切れることも無く時間が過ぎていきました

が、現在、病気療養中の石原顧問の姿が無かっ

たのが、常連であるだけに少々淋しさを感じさ

せられました。会員の皆さんだけでなく、その

ご家族の方々も大勢参加されて、もっと楽しい

時間を過ごす事が出来ればと、個人的な感想で

すがそう思いました。協会の行・催事に対して

ご提案、ご要望などご座いましたら遠慮なく申

し出ていただき、

出来るだけ大勢の

会員の方々にご参

加願えたら、協会

の活動がより活性

化されるのではと

も愚考致しました。ビア・パーティの後は、7

名ほどで博多駅近くのカラオケに行き、皆さん

自慢の喉を披露することになりましたが、ちな

みに、歌唱力で最下得点の名誉？は私〈泉〉で

した。皆さん高い授業料を相当払っているので

はと、内心思いつつ、私は機械に評価されるよ

うな歌い方ではなく、ムードを大切にした歌い

方だから、それはそれで良いのではと、独りよ

がりの負け惜しみの言訳をしながら、それでも

怯まず３曲ほど歌いました。 

納涼家族ビア･パーティ及び、カラオケに参加さ

れた皆さん、大変お疲れさまでした。次回も出

来るだけ多くの会員の皆さんと楽しい時間を過

ごすことが出来ますよう祈っています。 

                                         

（事務局 泉 亨 記〉 
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 ＝ 他協会訪問記 ＝ 

“長崎販売士協会と長崎さるく” 

副会長 石原 義曠 

 

去る５月 28 日（木）の夜、19:30～20:45 に

開催された長崎販売士協会の今年度定期総会に、

例年に倣い栗川会長・泉事務局長と私の３人で

出席してきました。 

長崎では会員の多くが商店従事者であること

から、毎年この総会は商店街が閉店する時間後

の夜間に開催されていますが、今年の総会の講

演が市の観光課による「長崎さるく幕末編への

取組み」ということでもありましたので、今回

は、早めに現地に行って総会出席までの時間を

利用し自分たちの目で長崎の街を見て廻ってお

くことにしました。 

そこで、当日は福岡を午前中の高速バスで発

ち２時間後の昼過ぎには現地に着きましたので、

早速長崎の街を「さるくって」みました。“さる

く”とは「ぶらぶら歩く」という意味の長崎弁

なんだそうで、私たちも自由気ままに歩き回ろ

うと、先ずは到着した長崎駅前の漁師料理店で

名物の海鮮丼をかき込んで腹ごしらえをしてか

ら、最初に路面電車に乗って原

爆資料館に行ってみました。 

長崎は３人とも、これまでも

何度か訪れてはいましたが、こ

の資料館に入るのは初めてで、この日来ていた

多くの小学生たちと一緒に館内を見学したので

すが、再現された被爆直後の惨状や原爆の凄ま

じい傷跡が残った遺物の数々を目の当たりにし

て、今更ながら核兵器の恐ろしさと戦争の悲惨

さに胸を熱く焦がされる思いがしました。 

この思いは次に訪れた浦上天主堂でも同様で、

坂道を登り切った入口付近には被爆によって破

壊された無残な像などが、あの原爆投下から間

もなく６４年が経とうとしている今も生々しく

数体残されていましたが、幼い小学生たちはど

う感じたのでしょうか。 

長崎は、今年が安政の開港（安政６年・1859

年）からちょうど 150年ということで、この長

崎の地の幕末期を体験できる「長崎さるく幕末

編」なるイベントが始まっていましたが、その

開港以降今日まで、こうした原爆の被爆体験の

ような大変な歴史を経て現在に至っていると言

う永い時の流れを感じながら、私たちは路線沿

いの街中を通って次の訪問地の出島に向かいま

した。 

幕末期に日本と西洋が交流し

た唯一の窓口だったという出島

に行ってみると、見事に復元さ

れた入り口に「入場料大人 500

円」とありましたので、500 円

玉を差し出しながら、つい口癖

で「65歳以上なんですが・・・」

と呟いてみたところ、なんと「それでしたら、

半額の 250円でいいですよ！」との嬉しい返事

に、３人とも有難くその恩恵をうけ江戸時代に

タイムスリップした気分で近代日本の礎を築い

たといわれる島内の建物めぐりと雰囲気を味わ

ってきました。 

その後は、港を一望できる見晴らしの良い県

立美術館の喫茶コーナーで一息入れてから、今

回の総会では懇親会がないと言うことでしたの

で、予め新地中華街の江山楼で夕食をとり、私

たちにとっては精一杯の贅沢を尽くしたつもり

の旅を満喫して、夕方には浜町商店街を見学し

ながら長崎販売士協会の総会会場である「オル

ガ新樹苑」にお邪魔をしました。 

同協会の総会の報告で毎回感心させられるこ

とではありますが、歴史ある先輩協会だけに、

事業内容の主体が接客サービスやラッピング等

の講習会であるとかＣＳ（顧客満足）トレーニ

ングなど会員外にも商店勤務者の多いこの地域

の実情にあった実践的なものを継続的に企画し

て、事務局も兼務されている長崎商工会議所と

の強い連携のもとに受講者を募り行ってこられ

ていることです。 

地域事情は異なりますが、私たちもこの先輩
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協会から学び吸収できるところは、おおいに吸

収していくようにしていきたいと思います。 

今回の旅の終わりは、天神バスセンター着が日

付の替わった０時５分。うとうとと最後は３人

貸しきり状態のバスに揺られての夢の世界から

の目覚めでした。 

           Ｈ２１年５月 記 

 

 

第 6回九州販売士交流会を 

成功させよう！  

 会長 栗川 久明 

 

10月 31日（土）の午後、

日本販売士協会と長崎・島

原・福岡の九州の３地域協

会共催による全九州の販売

士を対象とした交流会を福

岡商工会議所において開催

します。 

この交流会は、当地域協会相互間の親交・連

携促進による組織の活性化および普及とあわせ、

まだ、協会に属していない九州全域の販売士の

どなたもが参加できる場として企画し、交流と

研鑽の機会を通して活動の輪を拡げていこうと

の主旨で行っています。 

第６回の今回は、講師に当地の著名な老舗経

営者である（株）石村萬盛堂の石村善悟社長を

お迎えし「“食の安全・安心と正しい情報”の提

供がお店を救う！」との演題でご講演をいただ

きます。 

また、当日は和気あいあいと楽しく交流し語

り合える懇親パーティもありますので、是非多

数の方々のご参加をお待ちしております。 

 

  これまでの九州販売士交流会を振り返ってみ

ますと、第 1回目は平成 15 年 10月 25日（土）

に福岡商工会議所で九州各地より 46 名参加し

て行われました。 

講演は五十二萬石・如水庵グループ代表取締

役 森恍次郎氏の「企業経営にかける情熱」のお

話をお聞きしました。 

 第 2回目は平成 16年 11 月 13日（土）に長崎

商工会議所で 36名参加して行われました。講演

は㈱梅月堂代表取締役本田時夫氏の「良い販売

員になるために必要なこと」の話をお聞きしま

した。 

   第 3回目は平成 17年 11月 12日（土）に福岡

商工会議所で 45名参加して行われました。講演

は 1級販売士仙波敬子氏の「女性客が集まる販

売マーケティング」の話をお聞きしました。 

 第 4回目は平成 18年 11 月 18日（土）に長崎

商工会議所で行われました。講演はさせぼ四ヶ

町商店街組合理事長竹本慶三氏の「まちを元気

にする」の話をお聞きしました。 

 第 5回目は平成 20年 2月 16日（土）に島原

商工会議所で 40名参加して行われました。講演

は九州大学大学院理学研究員付属地震火山観測

研究センター長教授清水洋氏の「九州の地震と

火山」の話をお聞きしました。 

 

 そして、今回、当協会が当番で「第 6回九州

販売士交流会」を開催します。 

交流会の目的の「広げよう、九州販売士の輪！」

を実現すべく、お知り合いの販売士の方々にお

声を掛けていただき、お誘い合わせのうえご参

加をよろしくお願いいたします。 
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閑話 “気持ちの切り替え” 

 

副会長 一級販売士 

  石原 義曠 

 

副 

何事も見たり、聞いたり、

考えたりしているようには上手くいかないものな

んですね。いざ、やってみると思うように事が運

ばずに、とんでもない失敗を重ねて悩んだり落ち

込んだりの繰り返しで自信喪失になってしまいま

す。 

私など、もう何十年もやっている好きなゴルフで

さえもＯＢやミスパットなどのポカをすると、何

故かそれまでの調子が途端に狂い始めてどんどん

スコアを崩してしまうことがよくあります。いつ

も、そんな時には「今やってしまったことは一切

忘れて気持ちを切り替えよう」と自分に言い聞か

せてプレーをするのですが、そう意識すればする

程余計なことが頭をよぎりうまくいかなくなって

気が滅入ってしまいます。 

私如きの体験の比ではありませんが、ソフトバ

ンクホークスの小久保選手のような大打者でも、

今年の交流戦での不振をふり返って「練習の感覚

では修正点がないのに結果が出なくて苦しんだ」

と言い「１６年間やってきたなかで、状態がよい

時は自然に気分転換ができてたのに、状態がよく

ない時は野球のことが頭から離れず、この交流戦

も気持ちを切り替えようとしても難しかった」と

話しています。 

この話を聞いて、あれほどの一流プロでもそう

なのかと正直ホッとしたのですが、日常的にこれ

迄いろんな人たちから「気持ちを切り替えて頑張

った！」とか「失敗を引きずらないで前向きに切

り替えられた！」ということを耳にしていました

ので、どうしたらそのようにできるのかと興味と

関心を深めていたところに「失敗や苦悩は前進に

必要と受け止めることが“気持ちの切り替えの第

一歩”だ」という岡本正善（ミズノメンタルコー

チ）さんが語っておられる記事を読み胸の痞えが

とれました。 

その内容を要約しますと､“気持ちの切り替え”

というのは「潜在意識（無意識）の領域で起こる

ことなので切り替えようと意識して出来ることで

はなく、気持ちや行動というのは自分では認識で

きない精神の領域で起きる」ということ。従って、

そういう状態にまで昇華するには「失敗を避けよ

うとするのではなく、ひとつひとつの失敗が進歩

の布石になっていることに気づき、失敗して切り

替えて又トライしてというプロセスを経ること」

と受け止められれば、自ずと進歩という結果に結

びついていくということがよく理解できました。 

お蔭で、これからは失敗を恐れず楽しんで事に

当たっていけそうです。感謝！ 

（平成２１年７月 記） 

 

         命の重み 

事務局長 二級販売士  

食生活アドバイザー 

泉 亨  

 

平成も 21 年ともなると昭和が

少しずつ遠くなってきているな～

と感じさせられる時がままありま

す。昭和の時代への感傷と云えばちょっとばかり

気障っぽく聞こえますか。今年の 8 月には昭和の

スターと云われる、大原麗子さん、山城新伍さん

が相次いで亡くなられましたね。大原麗子(62歳)

の場合は、ギラン・バレー症候群を患い闘病生活

中だったと報じられていますが、直接の死因は不

整脈による内出血で、死後 3 日も経って発見され

たと云うことです。 

投 稿 記 事   ＊ 役 員 ＊ 会員 ＊ 
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”少し愛して、長～く愛して” の言葉は、サン

トリーレッドの有名なＣＭの文句だったですね ! 

私の頭の中の大原麗子像は、２０代、３０代の頃

の美しくて可愛い姿が刷り込まれているため、62

歳と云った年齢は、とうてい受け入れがたいもの

ですが。山城新伍(70歳)の場合は、糖尿病(所謂、

生活習慣病)での闘病生活が続いていて、最後は、

嚥下障害による肺炎が直接の死因だったと報じら

れていましたね。美食家と云われた山城新伍のテ

レビでの発言に、今の日本は２分間チ～ンして待

っていれば食事は、何時でもいくらでも摂れると

云った発言がありましたが、なんとも侘しいと云

うか一抹の寂しさを感じさせますね。ところで、

高齢化社会と云われる世の中ですが、新聞を見る

と次のような記事が目に付きました。超高齢化社

会に直面している北九州市。医療・年金深まる不

安と云った内容です。八幡中央商店街ではシャッ

ターが閉まっている商店〈跡継ぎがいない？〉が

多いと云われ、高齢化率も約 20%。八幡東区にお

いては 30%を超え、高齢者の孤立化も深刻な問題

となっているとあり、同じ時期の新聞記事による

と、高齢者の犯罪が全国的に増加しているとのこ

と。高齢者の犯罪で多いのは万引き等の窃盗だと

云われていますが、経済的な問題が大きく圧し掛

かっているのではと感じられますね。それでなく

ても少なかった年金が最近、益々少なくなったと

感じて、今後の生活に不安を覚え始めている私も、

他人事とは思えない身近な問題として深刻に受け

止めています。“犯罪の影に哀しき現実”との見出

し記事には、刑を終えて社会に復帰しても住む場

所が無い、迎えてくれる人もいない。それならば

刑務所の方がいいと何度も戻ってきてしまう高齢

者が多いとの、女性副看守長の談話が掲載されて

いました。世の中どこか可笑しいなと思いたくな

りますね。ところで、”おばあさんの世紀”とい

う言葉があるそうですが、ご存知でしたか？私は

迂闊にも全く知りませんでした。現在の日本の高

齢化率は世界最高水準の、22%と云われています。

それが 30 年後には 65 歳以上の女性だけで 20%を

超すと予測されていて、そのことを指した言葉だ

そうです。益々、問題は大変なものとなりそうで

すね。女性の場合は一般的に男性より所得が低い

と云われています。出産・育児の問題、介護の問

題等で勤務時間が短くなりがちで、それらを反映

した形で年金額も低いのが現実です。貧しいおば

あさんが増えることは必至だと思いませんか？勿

論一部の女性では、男性顔負けに頑張っている場

合もありますけど、現状では例外と思われます。

山中眞悦住職が云っています。どんな生命にも終

わりがあると話す時、皆背筋を伸ばすと。高齢者

の 8割が 80歳を超え、その内男性の倍以上の 45%

の女性が 90歳を超えるとなるととても、腰を屈め

て聞く気にはなれないのでしょうね ! 

約５０年前に世界でも珍しい国民皆保険を実現

した日本において、将来、刑務所入りが人生最後

の拠り所。安全･安心策というのでは、あまりにも

哀しいなと思いますね。話は少し元に戻りますが、

刑務所に戻る理由の一つとして、寂しかった、等

の理由が上げられていることも付け加えておきま

す。さて、文調を食生活アドバイザーとしての、

何時もの私のペースに戻します。食べると云うこ

とは生きると云うことです。その反面、生きてい

る物の命を戴いていることでもあります。植物に

しろ、動物にしろ、命ある物を食材として私達は

食べているわけですから、食べ物を大切にするこ

とは当然のことです。最近、コンビニにおいて、

廃棄ロス削減のため、弁当類の値引き販売が実施

されることになり、世間を騒がしましたが、コン

ビニだけでなくスーパーストア等でも大量の食品

廃棄が、今でも当然のことのように行われていま

す。スーパーストアで 40年弱仕事をしてきました

私が、こんな事を云いたくありませんが、それが

現実です。 

“命の重み”が感じられない社会だと思われて

不安のようなものを覚えます。毎日のように殺人

事件が発生し、また、薬物中毒によって命を粗末

にするそんな風潮の中で、他人の命、あるいは、

人以外の命に関心を持てと云うのは無理なことで

しょうか？ “命の重み”について真剣に、じっく

りと考えてみたいと思う今日この頃です 
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愛するわが街 

 

研修委員長      

一級販売士 中村 純治 

 

 

ひとは他人を意識すると、な

ぜか頑張る自分がそこにいることに気づきます。

自分の存在を認めて貰い、かつ価値をも認めて貰

いたいと思うのです。女性なら、おしゃれな服を

着て、お化粧をして颯爽と歩くことかも知れませ

ん。男性なら一生懸命働いて、稼いで帰る自分で

価値観を表現するのかも知れません。ひとそれぞ

れ、存在価値の表現方法は千差万別でしょう。 

まちづくりや店舗づくりにおいても同様なこ

とが言えます。ひとが沢山訪れるようになると自

然に通りや店舗が綺麗になり、且つ商売も活性化

されていきます。先日、わが街二日市中央通り商

店街に関西の商工会議所から視察研修に来られま

した。研修目的は「経営革新計画を承認された店

舗見学とまちづくり活動状況の視察」でした。他

の街からわざわざわが街を見学・視察に来ていた

だけるのです。もちろん、最大の努力を持って迎

えようと準備を致しました。まずは街の汚れてい

る箇所を綺麗にするようにしました。はげていた

壁のペンキを塗り変えました。お客さんが我が家

に来られるとき、掃除をするように・・・ 

次に見学対象の店舗決める作業です。商店街の

60 店舗中経営革新が承認されている企業は 17 店

舗です。全てを案内するわけにもいかず、6 店舗

を選定しました。店舗の経営者から全面的協力も

得られました。それぞれの店舗にとっての経営革

新テーマの進捗状況を見直す良い機会になったこ

とは間違いありません。これも遠方からわざわざ

訪れて頂いたかたのお陰です。 

まちづくり団体「ほっと二日市」の理事さんた

ちにも時間を取って頂き、まちづくり活動資料を

見ながらの説明をして頂きました。まちづくりの

メンバーたちも「これからも一層、胸を張って言

えるまちづくりをやっていこう」と再認識したに

違いありません。 

視察に来られた方は当日福岡に泊まり、次の日

は北九州の商店街視察研修に行かれるとのことで

した。「折角来られたのですから、自慢の二日市温

泉にお泊りください」とお誘いしたら、快く了承

頂けました。ホテルのオーナーにも事前に連絡を

差し上げて置

きましたので、

最大の歓迎サ

ービスをして

頂きました。

温泉ホテルの

オーナーにと

っても、刺激になったことと思います。 

懇親会は地元色豊かな食事処でお酒と料理を堪

能しました。女将さんも遠方からのお客に最大の

誠意を持って対処して頂きました。 

もちろん、地元商工会職員も揃って歓迎して

くれました。商工会、まちづくり団体、商店主、

温泉ホテル、食事処の面々にとっても刺激のある

一日になりました。 

来るひと以上に、来られる人々にとって刺激

を貰った一日になりました。「愛するわが街」をま

たまた好きになりました。 

 

経営雑感 特徴を生かそう 

                         

研修副委員長 一級販売士 

坂上 好美 

 

 過日、販売士の山仲間であ

るＩ氏、Ｆ氏と３人で福岡県の 

最高峰である「御前岳（1209ｍ」～「釈迦岳 1231 

ｍ」を縦走登山した。登山口は、福岡県矢部村（今 

後合併で八女市となる）である。この地域は、福 

岡県のチベット（？）と云われるぐらい、山深く 

標高も高いところに家屋が点在し一般に過疎化が
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進んでいるところである。 

矢部村の「杣の里（そまのさと）清流公園」を基

点に登山開始である。「御前岳」と「釈迦岳」の分岐

点を「御前岳」に向かって徒歩を進めた。途中、８

月中旬に福岡県を中心に降った集中豪雨（矢部村，

星野村地区では４００ｍｍ）で土砂崩れがあり復旧

工事中であった。登山開始時にはルンルン気分であ

ったが、頂上に近づくにつれて鎖場もあり、胸突き

八丁の急登で何度も小休憩を余儀なくされた。漸く

頂上「御前岳」に到着すると今度は３６０度の景観

満喫である。だから登山は止められない。頂上で８

０歳と６８歳のご夫婦に出会った。８０歳を感じさ

せない壮健そのものであった。逆に元気を頂戴した。 

「御前岳」で昼食後「釈迦岳」への縦走である。

かのご夫婦の奥さんが「釜」を持っておられるの

で聞くと、「マムシ」がいるとのことである。（実

際に途中で駆除されたとのこと）何回も登山され

ているのでこの山の特徴をご存知で準備されてお

られたのである。我々も被害にあわず助かった。

感謝である。特に初めての登山計画ではその山の

特徴を充分に調査・確認し装備に怠りなく、非常

に勉強させてもらった。 

別の機会に矢部村を訪問する機会があったので矢

部村の特徴を調べて見た。矢部村は標高 330ｍに位

置し人口は 1600 人弱（老人人口は 70％超）の過疎

の村である。標高はそんなに高くなさそうに見える

が、周囲を高い山に囲まれており山の裾野の川に沿

って民家が点在しているといった特徴を持つ地形で

ある。広範な広場は見当たらなかった。がしかし意

欲的な村でもある。「秘境 杣の里（そまのさと）」

（第三セクターで特別公益法人）を中心に活動し、

地場の特産品を販売するアンテナショップ「杣の里

（そまのさと）そまりあん」を福岡市天神に開店、

新鮮な野菜等を毎日地場から輸送、展示販売し、か

なり人気があり好評である。「山林伐採の経験ツア

ー」「田植え・刈り取り経験ツアー」「お茶の飲み比

べ（お茶の伝来地）」「山村留学」等々山村をキイワ

ードにした活動も盛んである。矢部村の中心地には

「日向神ダム」があり周辺は桜の名所でもある。桜

を中心にしたイベントも盛んである。これらは矢部

村の地域特性を生かした活動であり素晴らしい。た

だ、意見を言わせてもらえるならば、残念であるが

何かが足りない感じがした。点でなく面での活動が

欲しい。リピータ人口の開拓が欲しい。又折角ある

福岡県最高峰の山とのコラボレーションも少ない。

中高年の登山人口は増えている。大いに山を売り出

しなさいと申し上げたい。（私見です）。 

今回の「御前岳」「釈迦岳」の登山の帰りに、福岡

県星野村（今後合併で八女市となる）を訪問した。

星野村も矢部村に隣接し標高 500ｍ（？）に位置し

人口は 3600 人弱（老人人口は 70％超？）の過疎の

村である。山奥深く周囲を山に囲まれており交通の

便も決して良いとはいえない地形である。がしかし

星野村は、全国的にも有名な施設や物産があり特徴

的な村運営をしている。星野村のホームページを見

ればその特徴を如実に表している。 

特徴の 1 番は、観光客の集客力である。特徴の 2

番は、田舎のよさを十分に表現していることであ

る。特徴の 3 番はリピータを呼び込む仕掛けがあ

ることである。これらを狙いとした諸施策を実施

している。例えば春夏秋冬を見据えたイベントの

開催である。もう一度行ってみようと思わせるリ

ピータへの集客力を高める施策がある。 

星野村には、全国的にも有名な天文台（空気が

澄んでいるので星座の観測には適切な場所）や平

和の塔（星野村出身者が持ち帰った廣島原爆の火

を灯し続けている）の設置やお茶畑や棚田百選に

選ばれた棚田の観光化等星野村の特徴を生かした

施策が至るところにあり過疎の村でありながら観

光客を呼び込んでいる。いずれも山村の特徴を分

析し、生かしたものであるといえよう。 

企業も昨年の金融不安から誘発された業績の低

下、経営戦略の見直し、資金調達の困難さ、従業

員のリストラ等々企業を取り巻く環境は厳しい状

況が依然続いている。しかし厳しさは企業によっ

て同じではない。現在の状況をチャンスと見るか

悪化と見るかによって施策も行動計画も違ってく

るであろう。当社の特徴は何かを思考するのも一

つのヒントになるかもしれない。 

            以上 
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私の健康法と長寿との関係 

 

            

一級販売士 

         山路  博之 

 

人間誰しも健康で長寿を保

ちたいと思うし、その為に自分の体の健康につい

ては、若い頃から気にしている。特に中高年にな

れば、健康状態と各年齢の平均余命（平均してあ

と何年生きられるかの指標）を心配しつつ、程度

差はあれ健康に気配りして，何らかの健康法を取

り入れているのが普通だ。しかし健康が本当に必

要だと感じ始めるのは、人生の終盤に差し掛かる

６５歳以降ではないだろうかと思う。若い頃は元

気だから余り健康に気を使わないが、中高年にな

ると、それまで生きてきた人生の結果が如実に体

型や風貌に表れる。その差は大きく，加山雄三み

たいに 70歳で若く元気な人もいれば、年齢以上に

老けて見える人もいるし様々だ。 

現在の日本人の平均寿命（0 歳からの平均余命）

は世界でも長寿国の一つで平成 19 年の簡易生命

表（厚生労働省）によると女性 85.99歳,男性 79.19

歳である。同表によると 65歳まで生存する者の割

合は男 86.4%、女 93.3%、75 歳では男 70.8％,女

85.8%、90 歳になると男 21.0%,女 44.5%となって

いる。 

皆さんは自分は一体何歳まで生きることができ

るだろうかと心配されている方も多いと思う。健

康で,元気で長生きしたいと思う方は、今からでも

遅くない。自分の健康法を見なおし,自分にあった

健康管理方法を探し即実行し継続することだと思

う。 

私の健康についての持論は、若い頃から様々な

健康法に費やした貯金や不摂生が、現在の健康状

態（体型や風貌を含め）を作り、現在実行してい

る健康方法が 5 年－10 年後の健康度,元気度を作

る。健康体には急になるものでもなく，過去の積

み重ねが大切であるという考え方だ。日本人の寿

命観に興味のある方は江戸時代,福岡に住んだ貝

原益軒の「養生訓」を読んで欲しい。 

長寿の医学世界で言われる｢元気で長生きでき

る｣健康法の秘訣は様々だが、ある米大学の健康寿

命の有名な論文で報告された事は①煙草をすわな

い②体重を増やさない③定期的な運動をする、と

いう 3 つの事を守る事によって,健康寿命が 10 年

延びると言われてい

る。特に毎日の生活

習慣に気をつけるこ

とは大切で①長寿で

健康を保つ為の食事

②規律正しい生活と運動③生き甲斐をもって、余

生を楽しく過ごす事等が必要であると言われてい

る。 

皆さんも、周りにご高齢の方々でも、若造りで

元気で、はつらつとしている方々をご存知だろう。

その方々の現在ある姿は、それまでの永年の努力

の成果の結果だと思う。幸い，私は煙草は吸わな

いし若い頃始めた運動を 60 代半ばの現在も継続

しているから現在の健康体があり、これから 10年

は大丈夫だろうという自信がある。体の健康だけ

でなく心の健康も重要で、私は高齢者になっても

社会に役立つ様々なボランテｲア活動をしている。 

私の目標は、90 歳までは現役で元気に運動（テ

ニス）を続け、積極的に行動すること。周りにそ

の目標とする人がおり励みにして頑張っていきた

い。皆さんもこの機会に TRYされては如何。 

 

エネルギー問題を考える 

             ―マクロとミクロとー 

 

 一級販売士      

戸田 俊彦   

 

1・マクロの視点から 

昨年 7 月に投機資金の先物

市場への流入で、1 バレル 147 ドルにまで値を上
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げた石油価格は, リーマンショックによって、35

ドルにまで下がったが、金融危機が一段落し、金

融機関の機能が正常化するとともに、投機資金が

先物市場に戻り石油価格も上昇している。現在(8

月)時点で 70 ドルまで値を戻しているが、英米の

投機資金への批判も高まっており、行き過ぎたバ

ブルには政治的なセーブが掛かるのではないかと

楽観している。昨年、石油価格が 100 ドルを越え

ていた頃、カナダのオイルサウンドやアメリカの

オイルシェルが脚光を浴びながら今は忘れられて

いる。 

アメリカでも石油から天然ガスへのエネルギー

シフトが始まっている。天然ガスの価格は現在、1

バレル換算で３２ドルと云われているが、世界各

地で新しいガス田の開発や発見が続いており、使

い勝手の悪さはあるが、石油に替わるエネルギー

資源として、競合が進んでゆくだろう。 

云いかえれば石油の価格は天然ガスの価格に規

定されるようになるのではないかと予想される。

残存埋蔵量も石油の 60 年分に対して 90 年分は有

ると云われている。最も、石油の埋蔵量に関して

云えば、30 年前オペックはあと 30 年分とアナウ

ンスしていたのが、現在はまだ 100 年分あるとア

ナウンスしている。価格による採算性の変化と消

費量の変化により、利用可能な残存埋蔵量は当然

変化するし、政治的な思惑も絡むことなので割り

引いて受け取らねばならないが、天然ガスに関し

ては、北極海やインドネシア沖の海底ガス田も有

望視されており、採掘技術が進めば、利用可能な

埋蔵量は今後増加してゆくだろう。更に石炭の埋

蔵量は、石油や天然ガスよりはるかに多いと云わ

れているし、石炭から石油を造る技術は、ナチス

ドイツによって既に開発されている。 

石油がエネルギー資源の中心になっていったの

は、定温で液体であると云う使い勝手の良さと価

格の安さにあった。グローバル経済が成り立ち得

たのも運送コストを始めとした、使い勝手の良い

石油と云う、安いエネルギー源があったればこそ

である。石油が安くなくなれば世界経済は、金融

資本の暴走による世界恐慌とは別の次元でブロッ

ク化せざるを得なくなるだろう。最近、新聞など

で次世代燃料としてメタンハイドレートが話題を

集めているが、採掘技術上もコスト面からも実用

化はかなり先のことになるだろう。しかし、埋蔵

量は石油の数倍はあると云われている。ともあれ、

当面 100 年、200 年のスパンでは化石燃料が枯渇

することはなさそうである。 

2･ミクロの視点から 

エネルギーに限らず地下資源が有限であること

は自明のことであり、現在のペースで消費を続け

てゆけば遠からず枯渇するであろうことも容易に

察しがつく。無くなったら無くなったで、その時

は人類の英知がそれ

を解決するであろう

と云う楽観論もある

が、新自由主義の根

拠となっていた新古

典派経済学が、合成

の誤謬と呼ばれるグ

ローバル金融の破綻によって、消し飛んでしまう

のを目の当たりにすると、省エネ・省資源・リサ

イクルを真剣に考えざるを得ない。買物一つを見

ても、日本の野菜は石油の固まりみたいな物であ

る。ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽは石油製品で作られているし、化学

肥料も石油で作られている。温度調整も石油をた

いて行われるし、大都市の消費地に運ぶ長距離ト

ラックも大量の石油を消費している。私たち消費

者が、地産地消・旬産旬消を心掛けるだけで大量

の石油資源の削減になる。最近、コンビニ弁当の

廃棄量の多さとその不経済性が新聞を賑わせたが、

廃棄物を処理するのにも大量のエネルギーが使わ

れている。しかし、本来の経済原理から云えば当

たり前である地産地消・旬産旬消も、消費者の意

識改革なしに実現は難しい。企業の社会的責任の

一つとして、エコ活動を唱えるのなら、そういっ

た啓蒙運動を行うことも必要ではないかと思う。

そして、私達消費者も、食べ残しは出さない、冷

蔵庫で物を腐らせないといったことから初めの一

歩を踏み出してはどうかと、最近、ちらっと考え

ている。 



 - 19 - 

新会員紹介＆投稿・挨拶 

 

 

    一級販売士 

  中小企業診断士 

  消費生活アドバイザー 

       西 珠子 

 

本年春に入会させていただ

きました西 珠子と申します。この度は入会の承諾

をいただいた上、入会後早々の施設見学会（イオン

モール筑紫野）および懇親会に参加させていただき

心より感謝しております。 

私は通信会社で中小企業を主な顧客とした営業

に 1年前より従事しております。思い起こせば『販

売士』と私の出会いは十数年前、入社後間もない時

期に営業職の同期が３級販売士にチャレンジしてい

たことに遡ります。当時、私は営業職ではなく、も

ちろん今日営業に従事しているなど夢にも考えず、

営業職の人が目指す資格＝販売士という程度の認識

だったため特段興味も関心もありませんでした。そ

の後月日が流れ、中小企業診断士の勉強をしたこと、

および、机上論ではなく販売の現場に直接携わりた

いという思いから営業職に異動して今日に至ってお

ります。その中で今までは無縁だった販売士が非常

に身近なものとなり、勉強時間の確保に悩みながら

も何とか取得することが出来ました。小売や流通業

界に属する方とは違い、私自身が所属する通信業界

では販売士の知識が即、日常業務に活かせる訳では

ありません。しかし、小売や流通業界の経営者の方

と仕事で接する機会が多々ありますので、様々な提

案をする際の礎として販売士の取得と知識は大いに

役に立つと期待しています。 

しかしながら、今回資格を取得してよかったこと

は何といっても、「販売士協会」というネットワーク

の中に参加できたことに尽きると思っています。日

常の仕事ではなかなかお会いできない方々と「販売

士」という共通項によって交流させていただくこと

が出来る・・・、とても素晴しい貴重なことだと感

じています。その中で色々とご指導・アドバイスい

ただいた事を基に自己研鑽に励みつつ、一方で皆様

方のお役に立てるような人材になれるように努力し

ていきたいと考えております。 

まだまだ初心者ではありますが、今後ともご指

導の程よろしくお願いいたします。 

 

 

 

事務局便り 

  

■新著“探検クルーズ、地球を縦に周る” 

のご紹介 

 

福岡販売士協会の顧問の１人である福生和彦さ

んが、今年の 7月に著書名、(探検クルーズ、地球

を縦に周る)、を出版されました。一冊お譲り頂き

ましたので、簡潔にご紹介致したいと思います。

まず、福生さんのプロフィールですが、長崎県に

お生まれになって、慶應義塾大学を卒業後、三菱

海運〈株〉に入社。その後、海運再編成により日

本郵船〈株〉に集約合併。1978年には日本郵船シ

カゴに駐在。1983年に SERVICIOS･MARINOS・NYK・

DE・PANPMAの社長。1985年日本郵船のヒュースト

ン駐在。1987年には米国日本郵船の副社長、1989

年フロンティア・クルーズ〈株〉の社長となられ

る。そして 1992年には泰国〈バンコク〉日本郵船

社長等を歴任された後、日本郵船を退社され、北

九州運輸〈株〉に専務取締役として入社。その後、

副社長、社長と出世コースを上り詰められた後、

相談役となり、2009年に退社されました。 

“探検クルーズ、地球を縦に周る”はフロンテ
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ィア・クルーズの社長として活躍しておられた頃

の記憶と、手元に残しておかれた当時の書類や日

記、写真等を基に纏め上げた集大成と云えるもの

です。本の内容を目次で追ってみると、12章から

なり、第 1 章の探検クルーズのコンセプト、第 2

章のフロンティア・クルーズ創業の経緯、と続き

以下、北極海クルーズ、フロンティア・クルーズ・

ｼﾞｬﾊﾟﾝ、起工から進水式まで、本船の概要・特徴

と運航ｽﾀｲﾙ、処女航海南洋諸島クルーズ、その後

の｢フロンティア・スピリット｣の航海、南極クル

ーズ、フロンティア・クルーズ(USA)の設立、最近

の探検クルーズ、パナマ運河の話、で構成されて

います。豊富な話題と著者の思い出等が凝縮され

た形で記載されていて、時には感動し、時には著

者の幅広いご活動に敬服しながら、読まさせて頂

きました。読後感としては、フロンティア・スピ

リット号の船長である、ハイン

ツ・アイエ氏について語ってい

る文章で、”彼の冒険心、海の

男としての誇り、自然を愛する

心、人々を対等に見る目、男と

しての誠実さ”等が、私の根幹

をなしている部分と重なってい

ると云った言葉が、著者の人柄を強く感じさせら

れました。 

現役を引退されたとは云え、販売士協会の山楽

会でみせる、山登りでのﾌｧｲﾄはフロンティア・ス

ピリッツを感じさせられるものがあります。福生

さんの今後のご活躍を祈念いたします。 

最後になりましたが、本の定価は 600円+税 発

行所は海事プレス社となっています。ご興味がお

ありの方はお勧めいたします。 

天神のジュンク堂書店 2Fのマリンスポーツ書棚

で販売されています。 

 

 （ 事務局長  泉 亨 記 ） 

山楽会 第四回登山行 

 

第四回目の山楽会登山行を、8 月 19・20 日の二

日間に渡って行いました。日銀福岡支店

前を 8;00時に出発して、高速道路を南下

し、八女インターを降りた後、442 号線

を東進し矢部村へ。“杣の里”から 30

分程登った登山口まで車で直行。最初の予定を変

更して釈迦岳からではなく、御前岳に先ずは挑戦

することになりました。久し振りの快晴に恵まれ

て最高の登山日和の中を登山開始。いきなりの急

登で約 1 時間、ようやく全員が頂上に到着し、汗

でびっしょりに濡れたシャツを脱ぎ裸になって休

憩していたところ、急に賑やかな女性の声にびっ

くり。夫婦連れの登山客が登ってきて、中年？老

年の男性３人の裸姿に大騒ぎ。80歳のご主人と 68

歳の奥様の二人連れでした。気さくなご夫婦で暫

く雑談しているところに、今度は 50代の女性の２

人組みが登って来ました。山中での予想もしなか

った出会いにちょっびり感動。慌てて生乾きのシ

ャツを着込むことになりました。そこで持参した

弁当で昼食を済ませた後、尾根伝いに釈迦岳まで

を軽いジョギングといった形で縦走し、予定より

早めに下山。最初の予定通り、釈迦岳から登った

方が体を慣らす意味で正解だったとの反省の声も

上がりましたが、その後、鯛生金山跡を見学し宿

泊地の杖立温泉へと向かう。鮎の塩焼きをメイン

にした食事を堪能した後、熟睡。親切な宿のお上

さんが、山で汚れたシャツやズボン等を洗濯して

くれていましたのですっきりした気分で、翌日は

小国町北里にある北里柴三郎の実家・記念館を見

学。当然のことながら昔のつくりですから 8 畳の

間、10畳の間等、通常の京間と違って広々と感じ

られます。トイレを拝借すると、北里博士の言葉

が目の前に展示されていました。”父ありて我が

強さあり、母有りてわが優しさあり、父母の姿い

つも忘れられず、いつも我が人生の心の支えな

り”と、北里博士の人柄が偲ばれる言葉でした。

山々に囲まれた草深き山里に、北里柴三郎の生家
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があったことに感慨を覚えながら、地図を頼りに

次の見学先を目指して出発。途中、伝来寺と云う

お寺を訪ねました。閑散として土地の人以外は訪

れる人影もないような寺を後にして、”八女”の

地名の基になった、八女津媛を祀った八女津媛神

社へと向かう。景行天皇が津江山地に巡幸された

時、美しい津江の山並みを眺めて、あの美しい山

には誰か住んでいるのかと訊ねられたので、水沼

の県主である猿大海があの山中には女神あり、そ

の名を八女津媛と云い常に山中に住んでいると答

え、それから”八女”と云う地名が生まれたと云

うことが、日本書紀に記されていると云うことで

す。古色蒼然とした社に参拝して社を後にしまし

た。物凄い数の藪蚊、その中の数匹が車の中にま

で侵入し悩まされながらも次の目的地、星野村へ

と向かう。星野村では広島の原爆の火を灯し続け

ているﾄﾞ―ムに手を合わせ、原爆の被害にあった

人々の霊を慰め、星の文化館の中にあるレストラ

ンで昼食を摂った。耳納山系をﾊﾞｯｸに、連なる山

並みが窓一面に広がるレストランのロケーション

は素晴らしく、食事もなかなか素晴らしいもので

した。食事の後、星野村には美しい棚田があると

云うことでしたので、是非写真に納めたいと 52号

線を北上し浮羽へと向かいまし

た。思わず感嘆の声が上がる棚

田を見つけ、早速写真を撮り、

今回の目的を全て終了した後、

予定よりやや早めに帰宅するこ

とになり、高速道路は走らず一

般道路を福岡市内へと車を走らす。浮羽市吉井の、

昔の姿を残した商家が続く街中を通り１時間程早

く到着。メンバーの福生さんから次は多良岳・経

ガ岳にしませんか、若い頃の思い出がある場所で

すからとの申し出があり、多良岳・経ガ岳縦走を

行うことにしました。後一名から二名まではメン

バーの一員として参加していただくことは大歓迎

です。山楽会に参加したいと思われる方は、泉ま

でご連絡をお願い致します。勿論マイカーではな

く、マイクロ・バス等を利用することになれば、

もっと大勢の方に参加していただくことは、”来

る者拒まず、去る者追わず”で、大歓迎です。 

なお、山楽会の登山行は年 5回から 6回程度を予定

しています。山を楽しみ、温泉を楽しむ、そして宿

のもてなしを楽しむ。そんな山楽会のメンバーにな

りましょうよ ! 

           （ 事務局長 泉 亨 ） 

 

 

 

■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 

 ♪ 投稿形式：(1)テキストﾌｧｲﾙ 

(2)手書き原稿 

 ♪ 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 

 ♪ 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）： 

t123izumi@yahoo.co.jp 

       ●栗川 久明（会長） ： 

fukumae@zenno.jp 
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～お知らせ～ 

 

◆ 秋季流通施設見学会◆ 

 日 時：平成 21年 10月３日（土） 

      13時半～工場見学 

場 所：㈱不二家 九州工場 

     神崎郡吉野ヶ里町立野 1207-3 

 

 

◆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：t123izumi@yahoo.co.jp 

 

福岡販売士協会・現況報告  

会員状況（平成２1年９月） 

正 会 員 ８1名 

 １級販売士 ６４名 

 2級販売士 １3名 

 宮崎支部  4名 

賛 助 会 員  ６社 

      

福岡販売士協会役員体制（平成２１年９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

