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円

“第６回 九州販売士交流会”を開催
～

＝

会 次

第

九州５県などから４５名が参加

H2１年 10 月 31 日

～

＝

（司会）福岡販売士協会理事

第６回を迎えた九州販売士交流会を秋晴れに

廣瀬 紀子

開会 14:00

恵まれた 10 月 31 日（土）の午後、会場となっ

第一部

た福岡商工会議所に長崎、熊本、宮崎、大分、

挨拶

福岡の九州各県から４３名のほか東京、愛知か

福岡販売士協会(当番)

らも各１名の総勢４５名の方々の参加を得て開

会長 栗川 久明

日本販売士協会

専務理事 星川 孝宣

長崎販売士協会

会長 冨永 廣道

島原販売士協会

会長 林 一弘

催しました。
この交流会は、販売士制度発足３０周年とな
った平成１５年に日本販売士協会と長崎・島

講演

原・福岡の地域３協会の共催で発会し今回に到

演題「“食の安全”と“正しい情報”

っていますが、その主旨は「各協会間の親交・
連携を通して九州域内におけるこの制度の普及

の提供がお店を救う！」

促進とお互いの協会の活性化を図ることとあわ

講師 (株)石村萬盛堂
代表取締役社長

石村

せ、販売士個々の交流・研鑽を深めていくため、

善悟 様

協会に属していない販売士にも参加して貰える

第二部 懇親会

場として企画し、活動の輪を拡げるべく思い」

挨拶・乾杯
福岡商工会議所

課長 池

で開催しています。

公一郎 様

当番協会として福岡で開催することになった

歓談･参加者紹介･スピーチ･ビンゴゲーム

のは、今回が第一回と三回に続いて３回目でし

締めの挨拶
福岡販売士協会

たが、回を重ねるごとに私たち福岡協会が目指

副会長 石原 義曠

し活動計画にも組み込んでいる「資格取得後の

閉会 17:30
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現場能力と実践力を磨き合うこと」を後押しし、

年間の受験者は全国で毎年 4～5 万人と大き

補完して貰える大変よい場になってきているよ

な増減もなく推移し、この間全級あわせて約

うにも感じています。

160 万人が受験、80 万人が合格しているが、

また、今回は初めて各地から会員以外の参加

現時点での有資格者は 30 万人。この制度の

者が９名あり一緒に交流できたことと、そうし

普及をどう高めるかを模索している。幸い今

た参加者の中から新たに会員への入会希望があ

春就任した大島博会長が積極姿勢で臨んで

ったことも特筆すべきことだったと思います。

くれているので、この機に成果に繋がる努力

以下に当日の概況をお伝えしておきます。

をしていきたい。
（３）長崎販売士協会代表の挨拶要旨

第一部

挨拶と講演会

：

冨永会長

定刻の午後２時、当番協会である福岡販売士

私事になるが登録

協会の廣瀬紀子理事の司会で始まり、最初に各

講師として 30 年に

協会の代表から次のような要旨の挨拶がありま

なる。当時提出した

した。

論文が「人間関係論」

＜主催者挨拶＞

だった。今も人間と

（１）

は何か？何のために

福岡販売士協会（当番協会）代表の
挨拶要旨：栗川会長

生まれ生きているのか！とか“輪廻転生”な

ご多忙な折４５名の

るものの意味するところを追求したり、どう

方々に参加願い感謝申

生きるべきかを勉強中だが人として成長で

し上げたい。この交流

きる一つに販売士協会活動の場を通して学

会は九州各県の販売士

ぶことが挙げられる。人は自分を変えようと

の誰もが気軽に参加い

思ってもなかなか変えられるものではない

ただける場として発足

が、そのためにもこのような交流会での出逢

させたので、お金をかけない長続きのする会

に感謝することから共有しあっていければ

にして活動の輪を拡げていきたいと願って

と思っている。

いる。また、そのためにも楽しい交流の場で

（４）島原販売士協会代表の挨拶要旨

あり続けたいので、当協会では毎回この会後

林

：

会長

の会報を九州交流会特集号（今回は 11 月予

先ずもって、前回

定）として組んでいる。是非、多くのみなさ

の島原での交流会へ

んからのご寄稿もお願いしたい。今日は思う

の参加とご協力に感

存分楽しんで親交を深めていただきたい。

謝申し上げたい。特

（２）日本販売士協会代表の挨拶要旨

に、福岡協会からは

：

星川専務理事

バスを借り切り一泊

昨春、日商から当協

の日程で大勢の参加を願ったうえ、当日の講

会に出向し、今回は主

演内容などもつぶさに書き留めた会報を届

催者側として制度を広

けて頂いた。講師の清水教授にもその会報を

く普及させたく参加さ

手渡したところ大変喜んでもらえた。今回も、

せて貰っている。 販

この交流会を楽しみに参加しており、講演会

売士制度は昭和 48 年

での聴講や懇親会での皆さんとの交流の場

にスタートした小売士検定制度以来 37 年目。

で大いに勉強させて貰って帰りたいと思う。
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以上の挨拶があった後、小休憩をとり

第二部

14:30 講演会に移りました。

懇親会

＜挨拶と乾杯＞
懇親会のスタートは、

＜講演会＞

福岡商工会議所の池課

《講師略歴》

長が挨拶に立たれ、
「今

石村 善悟（いしむら ぜんご）＊敬称略

日は石村社長から大変

・ 昭和２３年

福岡市生まれ

有益なお話をいただき

・ 昭和４６年

東京大学経済学部卒

ました」との講演の感
想とお礼の言葉が述べ

同年（株）石村萬盛堂入社
・ 昭和４９年

られた後、ご自身が担当され携わっておられる

(株)石村萬盛堂取締
同社専務取締役

販売士や簿記などの検定状況の現状や企業研修

同社代表取締役社長

センターの活動について逸話などを含め紹介さ

（株）イシムラ代表取締役社長、

れ、乾杯に移りました。そして全員がグラスを

（株）マッシィロマン代表取締役社長

手にしたところで「この九州交流会の発展とお

＊その他、社外役職も博多法人会副会長

互いの健勝を祈念して！」との池課長の威勢の

役、昭和５１年
・ 昭和５４年

良い乾杯の音頭でグラスを掲げ合い「かんぱー

など多数。趣味は謡曲・読書

い！」と元気よく唱和して懇談に入りました。
今回の講演は「
“食の安全”と“正しい情報”

＜懇談と交流＞

の提供がお店を救う！」と題して、明治 38 年創

回を重ねてきたこともあって、この時間は冒

業という「のれん」と「伝統」を守りながら、

頭からお

常に新しいことにチャレンジしていく『革新』

互いが親

の経営姿勢を貫いておられる（株）石村萬盛堂

しく和気

の石村善悟社長に次のような主旨のお話を聴か

あいあい

せていただきました。

と杯を酌
まずお話の始まりは、

み交わし

経営に携わってみて実

ながら歓

感したこととして「会

談する姿

社というのは潰れるよ

が目立つ

うに出来ているんだ」

なかで、今回初めて参加された人たちは、さっ

ということを皮切りに、

そく名刺交換をしてまわり交流を深めている様

そうならないためには

子などがあちこちで見受けられました。また、

どうすべきか、何が問題かということを同社に

石村社長にも同席いただいたことから多くの方

おける実例や社長ご自身の思いと体験をもとに

たちが順番を待つようにして挨拶を交わしなが

語っていただきました。

ら聴講した内容についての感想や質問を投げか

私たち販売士にとって、随所に身につまされ

けていました。

るような現実的な教訓を示していただいたので、

更に、懇談がす

一時間という短い時間ではありましたが多くを

すんだ会の半ばで

学ばせて貰いました。

は、司会の廣瀬さ

講演内容については、一聴講者として要約し

んから指名された

たものを後述してみましたのでご参照ください。

初参加の人たちな
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どが入れ替わり立ち代り

② 切実に思い出される２つのできごと

マイクの前に立って自己

・９．１７事件（平成元年）

紹介をされたり、名前を

・広川町のイチゴ

呼ばれショートスピーチ

③ 先義後利

に立った人たちの話が盛

２．とはいえ、この覚悟はゆらぎ易い

り上がる度に大きな拍手

・・・克服すべき課題・・・

が沸いたりで会場内の雰

① 企業防衛

囲気も盛り上がっていま

② 顧客の意識

した。

③ 規模拡大の誘惑

こうして交流を深め合

④ 業務上のミス

った後には、ビンゴゲー

⑤ 不可抗力

ムで更に盛り上がり
「リーチ、
リーチ、
ビンゴ！」

上記のレジュメに沿って以下のような内容

の元気の良い声が飛び交

のお話を聴かせて頂きました。
。

い、歓談が尽きませんで
したが予定の午後５時半

１、

会社は潰れるようにできている

になりパーティを終えま
した。

当社は、今年創業 104 年になるが先代社長で
あった父が昭和 54 年に急逝したため自分が 31

＜閉会挨拶と締め＞

歳で三代目社長に就いたが、経験を積むうちに

交流会の最後は、当番協会として石原副会長

「会社と言うのは潰れるようにできているん

から「各位のご協力によって盛況な会になった

だ」ということを実感した。

ことへのお礼とあわせ、

例えば、京都の多くの企業にみられるように

この交流会ができて以来

意識的に大きくしない会社は潰れないが、中途

お互いの協会間の親交と

半端に大きくしようとすると難しい。よく「商

連携が密になり、会員

いと屏風は同じだ」といわれるが拡げ過ぎると

個々にとっても良い交流

倒れる。

と研鑽の場になっている

経験からすると、潰れない会社にするには、

ことを挙げ、これからも

まず次の２点をしっかりやっていくことが大事

この会を大切にしながら活動の輪を拡げていこ

だと思っている。ひとつは「自在に自分を変え

う」と呼びかけ、博多手一本を入れて締め散会

ていける企業、つまり変化への対応力を持つこ

しました。

と」
。あとひとつはＰ・Ｆドラッカーが“事業の
（ 副会長 石原 義曠 記）

本質は客をつくり出すこと”といっているよう
に「需要を自ら創り出す努力、つまり顧客創造
をすること」だ。

◆ 講演内容の要約 ◆
～

レジュメ

（１）絶対に潰れない会社とは？

～

① 変化への対応

１．会社は潰れるようにできている

“老舗大国ニッポン”の著者である野村進さ

①絶対に潰れない会社とは？

んは「日本には創業 100 年以上の老舗企業が

・変化対応・需要の創造・
「分」を知っている

10 万社以上あり世界に例を見ない程の長寿

・「町人の正義」

企業がダントツに多い」といっている。
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確かに、それらの企業をみてみると時代の

の子”を生み出した。

変化に柔軟に対応してきたことがよくわか

また、昭和 52 年のことであるが当社の発案

る。製造業では長年にわたり築いた技術を生

で広まったホワイトデーは、古くからお返し

かして新分野に進出する一方で、利益に結び

をするという日本の生活習慣に着目したもの

つかなくても「ここだけは譲れない」とする

で、今ではすっかり定着し市場規模は全国で

創業以来の独自事業を頑固に守り抜く意思

1,000 億円にのぼっている。

や理念をもっている。

毎年 3 月 14 日にはマシュマロを贈ろうと始

外国メーカーでもエルメスという人気ブ

まった、この提案は需要創造の一例だ。

ランドで知られる企業があるが、この企業は

③ 「分」を知っている

もともと 19 世紀頃は馬具屋さんだったのを

まずは事業の本質を知ることが“分”を知

時代の趨勢で馬や馬車に乗ることが少なく

ることだと思う。

なっていくのを見越し、それまで培ってきた

総じて、30 代で創業した企業はうまくいか

彫金技術を生かして腕時計やバッグなどの

ないのが通例だといわれるのも“分”をわき

装身具を手がけるようになり、今日に到って

まえられないからだ。

いる。

自分というものやそのポジション、立場と

② 需要の創造

いうものを知って相応のことをすべきで背伸

“守破離（しゅはり）
”という物事を学んで

びし過ぎたり贅沢になることは怖い。仕事上

いく段階を表す日本古来の言葉があるが、こ

いろいろな企業を訪問するが社長室にゴルフ

れは伝統的な芸事や武道のすべてに共通した

のパターが置いてあったり、急に車がカロー

教えで「最初の“守”では、先人を見習いそ

ラからベンツに変わったとか受付嬢が綺麗過

の辿った道を守って歩み、次の“破”の段階

ぎたりするところは駄目だ。

で守の教えにかなった方法を自ら工夫し殻を

ホリエモンとは直接会って話したことがあ

破ることをして、最後の段階の“離”で自分

るが凄い能力を持っていながらつまずいた。

自身の独自性を創りあげていく」ことをいっ

④ 「町人の正義」

ている。

ただ、ここ２、３年前からはこれまで話し

例えば、ソフトバンクの王会長がかって選

てきた「変化への対応、需要の創造、分相応」

手時代に荒川コーチの指導の下、一本足打法

ということだけでは通用しなくなってきた。

を完成させたのもそうだし、経営や教育もま

永く続いている企業は先に述べた野村進さ

ったく同じだと思う。

んも言っているように決して儲けていない。
実は自分が会社を

「公正と信頼」という“義”を優先させてい

継いだ時、売上げの

る。

８割は和菓子で洋菓

友人の一人に松尾君という自分で銀行（イ

子は昭和 29 年から

ーバンク）をつくった人物がいるが、融資の

四半世紀もやってい

理想は「頼母子講（たのもしこう）
」だと言っ

たにも拘らず殆ど売

ていた。その理由は資金を積み立て貸付合っ

れていなかった。

ている者同志の信頼関係ができあがっている

このため、父の励ましも得て新たな洋菓子

からだという。

“ボンサンク”に注力する一方で、創業者の
思いに戻るのも「守破離」の教えであること

（２） 切実に思い出される２つのできごと

から“マシュマロ”の技術を生かして“つる

① ９．１７事件
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まず、９．１７事件と名付けた平成元年

８年前に苺の値段が上がって“イチゴ大福”

に起きた事件のことであるが、ちょうどこ

の数が揃わなくなり困った時に広川町の人

の年の２年前にオゾン発生装置を備えた最

たちが「いしむらさんには、必要なだけ全

新鋭工場を完成させ稼動していたが、その

部入れますよ」と言って市価の 1/3 の値で

１年後に思わぬ事故が起きてしまった。

納品してくれたこと。

１７箇所の結婚式場への引き出物として、

これはもう 30 年程も前、まだ社長に就い

それまで 2,700～2,800 万円も納品していた

て間もないクリスマスを控えていた頃、苺

ヒット商品の洋菓子が、ある式場で翌日開

が７，８年前の時よりもっと高値になった

けてみたらカビが生えていたというあり得

時のことだったが、“イチゴショートケー

ないようなことが起きたのだ。しかも、お

キ”ひとつに１０個の広川町のイチゴを使

客から古いものを納品したとの苦情が入っ

っていたのでその数を減らさないと採算が

ていたにも拘らず、悪いことにこの情報が

合わなくなる事態になっていた。

社長の自分に入ったのが翌朝だった。

当然、採算面だけを考

そのため、先方の支配人は「社長は寝て

えればデザイン変更をし

いたのか！」と激怒され、さんざんお叱り

て使用数を減らすことが

を受けた直後に、さらに追い討ちをかける

できたのを、そうはせず

ような事態が発生してしまい、取り返しの

にそれまでどおりの数を引き取らせて貰っ

つかないような状況に陥ってしまった。

たことがある。そのことを広川町の人たち

それは第一報を受けた朝、ただちに他の

が忘れずにいてくれたのだという。確かに、

客先にも同じことが起きていないか営業部

当時は相当の赤字を出したと思うが長い眼

長にすぐ確認して報告するよう指示し善後

で見ると「義を優先させた」ことが得に繋

策を講じていたところに、今度は指示した

がったといえるし、産地から直接持ってき

意に反して、この部長が当該客先に「ほか

てくれるお蔭でいいものができることに感

の納品先では問題ないようなのでお宅の保

謝している。その意味でも当社では必ず産

管が悪かったのでは」と発言してしまって

地表示を励行している。

いたのだ。

この「義を優先させる」ということで敬

当然、事態は最悪の状況へと発展し土下

服させられたのがシャボン玉石鹸の先代社

座してお詫びをし撤退を申し入れた体験が

長の森田光徳氏だった。氏は合成洗剤は体

ある。悪いことは重なるもので、この事件

に悪いから絶対つくらないとの信念のもと

の収拾に走り回っていて居眠り運転をし追

１７年間赤字を続けながらも私財を投じて

突事故まで起こしてしまったことも思い出

耐え、１８年目に黒字を実現した。

される。

「義を先に立てれば必ず報われる」といわ

しかし、この事件も最終的には事後対応

れた森田社長の言葉には勇気づけられる。

が見事だったとあるホテルの評価などもあ

③

って窮地を救われ今日に到っている。結局、

先義後利

世に知られる近江商人。その地から育っ

事の起こりのカビの原因はオゾン装置の近

た社業の永い企業に西川ふとん店や大丸

くに雑然と置いてあった物が切替えスイッ

百貨店等々、今なお多く存在している。

チに触れ装置が稼動しなかったためだった。

その大丸の山本良一社長も、「実は大丸

② 広川町のイチゴ

には“先義後利”というすばらしい家訓が

思い出されるもうひとつの出来事は、７，

あった。義を先にし利を後まわしにすると
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いう社会正義のことだ。お客の信用を先に

２、

とはいえ、この覚悟はゆらぎ易い

し自分の儲けは後にする。こんな良い家訓

＜克服すべき課題＞

があったことを知らなかったが、これから

（１）企業防衛

：

は企業理念にしていく。」と語っており、

当社ではホワイトデーに 1/3 も在庫に

世の信頼を得ている企業はこのことを大

なってしまったことがある。こんなよう

切にし実践してきている。

に良品が残ってしまい、これを売り切ら

ただ、ここ数年、この“義”を疎かにし

ないと赤字になってしまうという時の対

たような事件が食の世界で何件か発生し

応如何で問題を招く。

たのは残念だ。

→ 現実には、この狭間が大変だ。

例えば、フジヤ事件。社内規定があった

（２）客の意識

：

のに、臭いで判断して定められた日付が過

“つるの子”の紅白をなくし白だけにし

ぎたものを店頭に送ったというのだが、事

たところ、お客から添加物をなくしたと

後気づいた時直ぐに適正な対応をしてい

の評価の一方、やっぱり“つるの子”は

れば、あんな事態にならなかったはず。ク

紅白だといわれる方が多かった。また、

リスマスケーキ発売の直前の時期だった

包装紙を止めることにも駄目だとする方

とのことで年明けに発表しようとしたら

が多かった。

しいが露呈し創業者が去った。

→ どう対応するかの決断が大変だ。

当社は、このような対応は絶対にしない。

（３）規模拡大

：

実はケアレスミスや単純なミスで日付の

産地偽装が後を絶たないが、当社は先に

年や月日を間違えたこともあるが、その時

述べたとおり必ずきちっと表示すること

は直ぐにビラを入れたり新聞に発表した

にしている。量が取れなかったら、それ

り、更には封筒入りの文書を配布し徹底す

でおしまいにすればいいし、半分（50%）

る方法をとったりした。

はそうだという表示だってできる。

そんななかで、協力工場でマルボーロの

→ 企業観として、大きくし過ぎない

日付の年を間違えるという単純ミスが発

という価値観だってある。

生したこともあった。ちょうど玄海島に両

（４）業務上のミス： ＊先に既述したとおり

陛下が来られ「つるの子」を献上すること

で、講演でも省略された。

になっていた前日のことだった。すぐさま

（５）不可抗力

西日本新聞に「詫び広告」を入れたのが、

：

例えば、ミスタードーナツが中国でつく

あの吉兆事件騒動中の「詫び広告」と並ん

った“中華マン”が添加物の問題で駄目

で掲載されたことから問題になり、新聞各

だったものを販売してしまったことがあ

紙の記事やＮＨＫの夜のニュースに取り

る。

上げられてしまった。

→ この添加物の例のように突然に禁

そんな思いがけない経緯から献上を辞

止だと言われた時、対応に苦慮し

退したのだが、幸いにも切られず採用され

てしまう。

て皇后陛下には「おいしい」と言っていた

以上、言うは易しだが、行なうは難し！で 企

だき２０箱お土産に買っていただいて帰

業経営の苦労するところだ。

られた。

（ 副会長 石原 義曠 記）
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“九州地区・販売士協会運営懇談会”を開催
～日本販売士協会と九州 3 販売士協会が参加 ～
第６回九州販売士交流会が行われた 10 月 31 日

4 協会、3～3.6 千円 15 協会、2～2.5 千円

（土）11：00～13：00 に福岡商工会議所 601 号室

4 協会、5 百円～1 千円 4 協会です。

で、日本販売士協会主催による長崎・島原・福岡

⑥ 会報発行は、年 3 回以上 4 協会、年 1～2 回

販売士協会との「販売士協会運営懇談会」が行わ

7 協会、発行なし 15 協会です。

れました。

⑦ ホームページの開設は、開設している 12 協

日本販売士協会・星川専務理事、長崎販売士協

会、開設なし 17 協会です。

会の富永会長・堀川事務局、島原販売士協会の林

⑧ 予算額は、200 万円以上 4 協会、100 万円

会長・末永事務局、福岡販売士協会からは栗川会

以上 5 協会、60～100 万円未満 7 協会、20

長・石原副会長・泉事務局長の 10 名が参加しま

～40 万円未満 11 協会です。
（会長 栗川 久明 記）

した。
この「販売士協会運営懇談会」は今年初めて行
われ、全国 5 ブロックで開催されています。
会議では、まず星川専務理事より日本販売士協
会の「日本販売士協会の組織・事業活動について」
と「販売士協会の現状調査結果について」説明が

■

会報の原稿募集

ありました。引き続いて「各販売士協会の現状と
課題について」3 販売士協会より報告しました。

福岡販売士協会では、年に３回

その後、「販売士制度の普及・振興策について」

（５月、９月、１２月）会報を発行しています。

フリーデスカッションを行いました。

あなたも投稿してみませんか？

日本販売士協会が実施されました「販売士協会
の現状調査結果」について、ポイントを抜粋して
報告します。

♪

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

①会員数は全国で 30 販売士協会、2,370 名です。
♪

男女別の比率では男性 77％、女性 23％です

投稿時期：
随時受付（4 月末まで受付分は 5 月号に掲載、

②業種別会員数では、小売業 41％、サービス業
10％、卸売業 9％、製造業 9％、経営コンサル

8 月末まで受付分は 9 月号に掲載、11 月末

タント 6％、教育機関 2％、その他 23％です。

まで受付分は 12 月号に掲載します）

③一協会当たりの会員数では、201 人以上 3 協

♪

文字数：１,０００～１,５００文字程度

会、101～200 人 2 協会、81～100 人 2 協会、

♪

提出先（お問い合わせ）
●廣瀬 紀子（広報委員長）：

61～80 人 5 協会、41～60 人 2 協会、21～40
人 9 協会、20 人以下 6 協会となっています。

noripyon@orchid.plala.or.jp
●栗川 久明（会長） ：

④入会資格は、有 82％、無 18％です。

fukumae@zenno.jp

⑤協会設立は、昭和 50～63 年 21 協会、平成元
年～10 年 4 協会、
平成 11 年以降 3 協会です。
⑤ 年会費は、1 万～1.2 万円 2 協会、4～5 千円
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㈱不二家・吉野ヶ里工場見学

を、ﾔﾏｻﾞｷﾊﾟﾝに依頼し、製造現場の抜本的な改善

～秋季流通施等設見学～2009 年１０月３日

を行っています。
私達が通された部屋の中には、洋菓子専門の工
場らしく様々なケーキが展示されていて、暫しケ
ーキ談義に話の花が咲きました。宮武工場長のご
挨拶、山本様の吉野ヶ里工場の概要説明等を受け
た後、工場側のご配慮で二班に分かれて工場内へ。
〈工場内見学〉
A 班の説明役は金丸様、B 班の説明役は山本様
で、懇切丁寧な説明を聞きながら工場内を巡回。
色々様々な質問も投げかけられていたようです

～～参加者より報告・感想～～
■泉

が、マスクや帽子着用といった状況下で、聞き取

亨（事務局長）

りにくい部分もありましたので、私が感じたこと

秋季流通施設等見学会を 10 月 3 日土曜日に開催

を幾つか書いてみたいと思います。まず感じたの

いたしました。今回の目的地は㈱不二家九州工場

は、施設・設備より、人による手作業が多い、と

と云うことになりましたので、マイクロバスをレ

いうことです。次に 5S 運動〈整理・整頓・清掃・

ンタルして移動すると云った計画が立てられま

清潔・躾〉を推進しているとの説明でしたが、見

した。前日・前々日と雨模様が続きましたが、当

る限り良く行き届いていると思われたこと。次は、

日は朝から快晴に恵まれ直射日光が当たる場所

他の製品庫等の広さと比較して原材料庫のスペ

では、肌に暑さ（熱さ？）を感じられる程で、素

ースが以外に狭く、しかもストック量も少なかっ

晴らしい見学日和となりました。予定時間の 11

たこと。案内された金丸様の説明では、一週間分

時に博多駅筑紫口を出発。参加者は栗川会長、福

のストックを前提として発注しているからだと

生顧問、濱村幹事等を含めて 17 名（１名はマイ

云うことでした。また、原材料庫で感心したのは、

カーで直接現地に向かう）
。途中基山 SA で昼食兼

搬入する側と受け取る側とで棚板に傾斜が付け

休憩を取り、予定時間の 10 分前、13:20 分に現地

られていて、小さなローラを敷き詰めているため、

に到着。10 月 1 日付で、より地域に密着した活動

順に原材料が押し出され、先入れ・先出しが容易

をと云った主旨により、“九州工場”から“吉野

に出来るようになっていること。また、入荷した

ヶ里工場”へと工場名を変更したばかりで、私達

原材料に、入荷日を書き入れて管理する手法は、

一行が始めての見学客になったとのことでした。

多くの食品工場見学の経験から見て、当然のこと

〈不二家製菓の概要〉

と思われました。

ここで、不二家製菓の概要に関してご説明して

製造現場への入場は、毛髪除去装置、手洗い、

おきたいと思います。

アルコール消毒、エアシャワー室などと、食品工

創業は 1910 年 11 月。本社は東京都文京区大塚。

場としては定番とも云える手続きをきちっと踏

資本金 588 億円〈連結〉
。従業員数 984 名〈吉野

んで入ること。工場内では金属探知機等も当然の

ヶ里は 88 名〉
。洋菓子工場は、札幌、野木、埼玉、

こととして設置されていましたが、ちょっと目新

泉佐野、吉野ヶ里。

しく感じたのは、ｳｪｨﾄﾁｪｯｶｰでした〈重量不足な

菓子工場は、平塚、秦野、富士裾野の計 8 工場。

どのチェックのため〉。

店舗展開は北海道、関東、中部、関西、九州とな

A 班が先に控え室に戻り、
B 班が戻って来る間、

っています。長い間の森永製菓との提携関係を清

宮武工場長や藤井 SV に対して質疑応答が行われ、

算し、現在は、食品安全衛生管理体制整備の支援

遅れて戻って来ました B 班も合流した上で、さら
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に質疑応答が続けられました。デモンストレーシ

プの支持が出せるようになっています。販売し

ョン用のケーキが参加者に２個づつ配られ、それ

た後で結果が出ることはありません。

を戴きながらの質疑応答でしたが、その中の一部

※大腸菌類だけの検査だけが行われているよう

を簡単にご紹介致します。

ですが、現在、カンピロバクター汚染による事
故が、あるいはウェルシュ菌による事故が増加

〈質疑応答 -

答弁者は宮武工場長と藤井 SV の

している傾向にあるため、少々気掛かりになり

お２人〉
Ｑ：ＡＩＢとは何ですか？

ました。〈泉〉
HACCP や ISO とは違

うのですか？

Ｑ：どのような企業を競争相手として意識されて

Ａ：ＡＩＢは、米国製パン研究所が研究し設定し
た、食品安全統合基準に沿った監査システムで

いますか？
Ａ：競争相手として企業を意識することはあまり

す。

ありません。それより“商品”や“陳列方法”

※HACCP あるいは ISO に関しては、私〈泉〉の方

などで優れた店舗等があれば、見学して自社の

からご説明いたします。HACCP は、アメリカのナ

改善策として活用しています。

サで宇宙食用に開発されたもので、国連の食糧農
業機関(FAO)と世界保健機構(WHO)の合同機関で

Ｑ：商品の発注、納品等はどのような形で行われ

ある食品企画委員会から発表された、食品の衛生
管理システムで、現在世界中で採用されていて、

ていますか？
Ａ：店舗からの発注に関しては、売上対策上かな

日本では最初に手掛けたのは農水省です。内容は、

り押し込み的な傾向で行っています。

原材料の入荷から、製造・保管・出荷までの全て

※この件に関しても、セブンイレブンの弁当値引

の行程で、あらかじめ危害を予測し、その危害を

きの件等が頭をよぎり、消費期限の短い商品を

防止するための重要管理点を特定して、そのポイ

取扱っていることを考えると懸念を覚えまし

ントを継続的に監視・記録し、異状が認められた

た。〈泉〉

ら対策を立て、不良品の出荷を未然に防止するシ
ス テ ム で す 。 ま た 、 ISO は 、 International

Ｑ：消費期限は平均してどれくらいですか？

Organization For Standardization〈国際標準化

Ａ：商品によってバラつきがありますが、D＋2

機構〉の略称で、権威ある民間の非政府組織が作
っている規格基準の事を云います。

の場合が多いと云えます。
※D と云うのは、ﾏﾆﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ・ﾃﾞｲ〈製造日〉か

ちなみに、厚生労働省は、通称マルソウと呼ばれ

ら、単に D と表現しているようです。従って D

ている“総合衛生管理製造過程”に取り組んでい

＋2 と云うのは、製造日を含めて 3 日というこ

ると云った状況になっていて、それぞれの業種あ

とになります。製造日を含まない場合は 2 日と

るいは企業の考え方により、衛生管理システムの

なります。次いでですが、期限が 5 日以内と短

取り組みも色々と違っているようです。
〈泉〉

い場合は消費期限、それ以上長い場合は、賞味
期限と呼ばれています。
〈泉〉

Ｑ：原材料の入荷時点での細菌検査が行われてい
るとのことですが、検査結果が出た時点で商品

Ｑ：不二家製菓の商品の味は全国一律ですか？

の出荷は済んでいるのでは？異常が発見され

Ａ：全国的に展開している商品もあれば、地元志

た場合の処置は？

向的な考え方で製造されている商品もあって、

Ａ：店舗に商品が到着する頃には結果が分かって
いますので、異常があれば陳列・販売のストッ
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全国一律とは云えません。

Ｑ：世代別、性別等を意識した商品開発は行われ

■渡辺 芳雄（総務委員長）

日本晴れに恵まれた 10 月 3 日（土）、秋の

ていますか？
Ａ：全く取り組んでいないわけではありませんが、

流通施設見学会が実施されました。昨年秋の

現実的にはかなり難しいと云うのが本音です。

キユーピー鳥栖工場見学に続き２回目の食

例えば、抹茶入りケーキあるいは洋酒入りケー

品工場の見学会です。今年の訪問先は、ペコ

キ等がありますが。

ちゃん・ポコちゃんのキャラクターで人気の
洋菓子の㈱不二家・吉野ヶ里工場です。

Ｑ：原材料比率が、20%台から 40%を越すものまで

参加者は総勢１７名、うち１６名が博多駅前に

ありますが、利益に関してはどのように考えて

１１時に集合し、お馴染み泉事務局長運転のレン

いますか？

タマイクロバスで吉野ヶ里へ向かいました。途中、

Ａ：個々の商品ではなく、トータルで予算達成す

基山ＰＡで各自銘々昼食を済ませ、東脊振ＩＣで

ることを考えています。また、毎期毎に予算を

下り約 15 分で吉野ヶ里工場に 13 時過ぎに着きま

達成すると云うのではなく、年間予算で達成出

した。マイカーで先に到着されていた中村さんと

来れば良いと思っています。

合流し総勢 17 名が工場のスタッフの皆さんから
総出で迎えられ、最初から、お客様を大切にする

Ｑ：不良品等が出た場合の対処方法は？

という姿勢と温かい雰囲気の中で、説明会⇒工場

Ａ：型崩れ、焼成ムラ、重量不足などが発生する

見学⇒質疑応答と進んでいくことになりました。

場合があるが、そのような場合は従業員販売で

１．説明会

対処しています。

まず、本日
の見学に関

Ｑ：商品の配送はどのような形で？

連する工場

Ａ：ﾔﾏｻﾞｷﾊﾟﾝの配送ルートを主に利用して、一台

側スタッフ

のトラックで 5 ないし 6 店舗に配送。
基本的に、

７名が紹介

遠い順に出発し、毎日、開店前には店着という

され、引き続

ことになっています。

き工場長の宮武さんから歓迎の挨拶を頂きまし
た。そして山本さんから「吉野ヶ里工場案内」を

以上のような質疑応答がありまして、約 2 時間
の見学会を終了することになりました。

もとに丁寧な説明がありました。そのうち印象に
残ったものをランダムに挙げてみますと

不二家製菓さんのご好意で用意されました手

①ペコちゃんは、昭和 25 年生まれですが、永遠

土産を戴き、若干の遅れが出ましたが、ほぼ予定

の６歳だそうです。

の時間に不二家・吉野ヶ里工場を後にしました。

②歴史は古く、創業は 1910 年（明治 43 年）
、横

帰路は吉野ヶ里公園を、車の中からほんの一部だ

浜市元町で、来年 100 周年を迎える老舗です。

けですが眺めて、その後、高速道路を走り、予定

③社是：
「愛と誠心と感謝をこめてお客様に愛さ

通りに反省会の会場〈つぼ八〉へと直行。今回の

れる不二家になります」

反省会は今までに無かったような、大変な盛り上

④吉野ヶ里工場のプロフィール

がり方で、本当に充実した一日となりました。次

・全国５つの洋菓子工場のうち最新の工場

の、春季流通施設見学会も、より充実したものと

・当工場からの現在の配送先は、ＦＣ店が 34

なることを祈念致しまして報告を終わります。

店、レギュラー店が 11 店（うち１店がレストラ
ン）。
数年前の最盛期には、70 店あった。
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・福岡市内(中央区薬院)から 15 年前に移転（事

④生産現場をはじめ工場全体が「５Ｓ」つまり

業用地の確保と高速道路網の活用等の観点か

「整理・整頓・清掃・清潔・躾」をモットー

ら）

に全社一丸となって食品会社としてのあるべ

・営業部門は今年２月に薬院から移転し、製販

き環境作りを目指しておられました。当社は、

一体化が完了

数年前に品質トラブルを起こしましたが、そ

・10/1 付けで、地域密着型を目指して、
「九州

のことを教訓に一層の品質安定や安全安心対

工場」から「吉野ヶ里工場」へ改称したばかり。

策に取り組んでおられる様子が、よく理解で

私達が、改称後、最初の訪問客とか。

きました。

・工場長と営業スタッフらの企画による九州オ

３．質疑応答

リジナル商品は、約 15 アイテムあり、それらの

約１時間の緊張した見学が終わって元の会議

原材料費率は 30～40％（廻送原価）

室に戻ると、有難いことにと言いますかタイムリ

・数年前の品質トラブル後の 2007 年に異物混入

ーに、そこには試食用のケーキ２種とコーヒーや

を防ぐ米国式「AIB ﾌｰﾄﾞｾｰﾌﾃｨｼｽﾃﾑ」導入

お茶が用意されていました。「宇宙服」姿からも

・クリスマス期の売上げは、年間の３割あり、

との服装にもどしさっそくケーキを頂きました。

そのピーク期
（約 10 日間？）
の対応が大変。 半

甘さを抑えたおいしい二つのケーキはあっとい

期別の売上げ構成比は、上期（４～９月）が４

う間になくなりました。ほんの数分遅れて見学に

割で、下期が６割。

入ったＢ班は、なんと 20 分以上遅れて戻ってき

２．工場見学

ました。多分、箱森さんや山路さんらが熱心に質

約 30 分の説明会のあと、Ａ・Ｂの二班に分か

問しているのだろうと噂しながら、ゆっくりケー

れ、通称「宇宙服」といわれる真っ白のカバーオ

キとお茶をご馳走になりました。この間、宮武工

ール式の服を着、キャップを被り、殺菌されたサ

場長や藤井ＳＶらが、いくつかの質問に熱心に答

ンダルに履き替え、さらには、エアシャワーを潜

えてくださいました。Ｂ班が戻り、全員落ち着い

り抜け、

たところで質疑応答に入りましたが、好奇心旺盛

所定の手

で質問好きな我がメンバーは今回もご他聞に漏

洗いとア

れず、熱心に質問され、予定の 30 分ではやはり

ルコール

足りませんでした。

消毒も済

質問のいくつかを挙げてみますと

ませて、

①品揃えには、地域性があるか。新製品は地域

ようやく工場内へ入ることが許されました。

に拘わらず、一斉押出しするのか。
（工場長の

①洋菓子生産ラインから始まり、仕込み室、原
料倉庫、焼成ライン、冷蔵室、冷凍室（マイ
ナス 24℃）
、

配送仕分け室などを案内して

いただきました。

睨み強力）
②陳列の基本パターンについて（３メートルの
ケースに４５アイテム）
③ライバル企業との差別化戦略は（商品＋陳列

②生産商品は、
「ペコちゃんのほっぺ」や「ふわ
ふわカスタード」などに代表される洋菓子や
ケーキが中心で、ケーキ類は手作業による工
程も多いことに気付きました。

＋価格＋キャラクター。九州オリジナル商品
の投入など）
④返品について（返品なし。バター関係はＤ（製
造日）＋３日が賞味期限で、その前日までし

③検査システムも「重量チェッカー」や「金属
検出機」などが充実しており、品質に対する
熱心な取組みが感じられました。

か販売せず）
⑤購買ターゲットは（男性向け、高齢者向け、
日本酒の好きな人向けケーキの開発は？笑
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い）

約 2 時間,2 班に分かれ工場担当者に説明して

⑥ＡＩＢフードセーフティーシステムとは（米

頂きながら、工場内をくまなく見てまわった。商

国製パン研究所が設定した食品安全統合基準

品が洋菓子で,我々に身近な商品だけに全員興味

で原料の受け

を持っていた。従って、皆さんは見学中いろいろ

入れから、製品の出荷までが

対象で、そのために５Ｓの徹底が不可欠。）

な質問をされ,担当者の丁寧な説明に納得された

⑦ＦＣ展開に必要な費用は？、損益分岐点は？

様子で,よく理解できた工場見学だったと思う。

（本気の質問？笑い）

私もいろいろな質問をしたが、特に興味を持った

等々、全体的に和気藹々で進行しました。

のは、九州オリジナル商品の開発と商品数の多さ

熱心に応えていただいた従業員の皆さんの質
やレベルの高さも感じ取られました。

だった。これは、九州が他の大市場とは違う消費
者に対応したもので、価格面で対応されている説

最後に、今回の企画を担当された企画委員長の

明が特に印象に残った。また、それらの原価率（対

岡野さんから、不二家の皆さんにお礼の挨拶を述

売価 20～40％）は異なっても売価は同じで、消費

べ 15 時 40 分過ぎに終了となりました。
帰りには、

者最優先の姿勢が伺われた。

「ペコちゃんのほっぺ」や「キャラメル風味タル

不二家は 07 年初に賞味期限切れ牛乳使用問題

ト」など沢山の種類の入った赤いミルキーのお土

で不祥事が発覚し、消費者からバッシングを受け,

産袋を頂き、そして玄関前でペコちゃん人形を中

現在その再建途上であるせいか、工場内の人員も

心にして全員の記念写真を撮り、16 時前に吉野ヶ

少なく（従業員数 88 名）
、また生産もフル活動に

里工場をあとにしました。

はほど遠いようにみえた。しかし製造現場の工場

４．反省会

に入る際の様々な検査（毛髪除去装置・アルコー

博多駅前に戻った後、17 時から駅前の「つぼ八」

ル消毒・エアシャワーなど）には特に印象に残っ

筑紫口店で、日中お仕事で参加できなかった三崎

たが５S（整理･整頓･清掃･清潔・しつけ）を強調

さんも加わり 15 名で、
「反省会」を執り行いまし

されていたのは初歩的な事であり,少しがっかり

た。ちょっと狭苦しい中でしたが、20 時までの３

した。

時間、まさに今日の見学会の振り返りのみならず、

しかし 100 年の歴史がある老舗であり、ブラン

皆さんの知性が発揮されて、社会・政治・経済な

ド力もあり、社是「愛と誠心と感謝をこめてお客

ど今日的話題が幅広く楽しく取り上げられまし

様に愛される不二家になります」と不二家のミッ

た。

ション｛すべてを「お母さんの気持ちで」｢ベス

今回も充実した秋の一日となりました。皆さん
お疲れ様でした。

トクオリテｲ･ベストサービス｣を提供します｝も
消費者第一を唱っており、また 2007 年に山崎製
パン（株）と業務資本提携を結び、競合激しい業

■山路 博之（一級販売士）

界でも充

㈱不二家吉野ヶ里工場見学感想

分生き残

Ｈ21 年度秋季施設見学会が 10 月 3 日（土）に

り、繁栄

（株）不二家吉野ヶ里工場（佐賀県）で 17 名の

していく

参加のもと行なわれた。個人では普段見学できな

ものと推

い工場を福岡販売士協会だからこそ見学ができ

察する。

た有難い勉強会でもある。不二家ブランドは子供

工場スタッフとの質疑応答で、販売士としての

の頃からぺコちゃん,ポコちゃん人形で知られ、

様々なご意見が出された。中でも、「我々高年者

馴染みのある会社なので大変興味があり,楽しみ

に好まれるケーキ、お酒と一緒に食べられるケー

でもあった。

キの商品開発を希望する」という要望には全員笑
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ってしまった。ケーキの試食,及びお土産を頂き

パを履き、エアーの噴き出すトンネルをくぐり更

楽しい気持ちで見学会は終了した。

にブラシで服をはたき、ようやくお菓子の製造ラ

最後にこのような勉強会を企画された栗川会

インに入室が許されました。お菓子の甘い匂いが

長や岡野理事、またバスの運転を担当された泉事

立ち込めコンベア上をケーキが搬送されて行き

務局長には深謝したい。

ます。大部分の工程は機械化されていますが、一
部従業員の手作業の工程もあり,却ってそれが手

■森山 正夫（一級販売士）

作り感を強調、親近感が持てました。冷蔵保存の

(株)不二家吉野ヶ里工場を訪問

倉庫には製品、仕掛品の大量のスポンジ、ケーキ

10 月 3 日昨日までの雨模様とは様変わりの好

等が保管され出番を待っていました。工場見学後

天に恵まれ、集合場所の博多駅前を後にして、中

の質疑応答の席で、ベルトコンベアの延伸により、

秋の肥前路を途中の休憩を挟み、佐賀県の吉野ケ

もっと製造ラインの改良が可能になる等今後の

里にある不二家の工場を見学致しました。今回の

課題も説明がありました。敷地は、まだまだ設備

見学については、サーティワン・アイスクリーム

拡張の余裕があるそうです。又、当工場は山口県

の岡野次長の御尽力によるもので、通常は出来な

と九州一円をエリアにしているそうですが、営業

い工場見学が可能となりました。改めてこの紙面

戦略上特に今後は南九州にも一段と販路を拡大

を借りて御礼申しあげます。見学会に先立ち、事

したい意向のようです。他社にない不二家の強み

前の説明会が不二家さんの会議室で同社の藤井

としては、ミルキーを活かした製品とのことでし

さんの司会により始まりました。岡野次長のお話、

たので、早速同社のホームページを見ると 10 月 8

宮武工場長の現状説明等あり、同社が来月で創業

日発売の「ミルキークリームロール」が掲載され

100 年になること、ここ九州工場も本年 10 月より

ていました。興味のある方は是非ご覧ください。

吉野ヶ里工場と名を改め、営業担当も福岡市内よ

帰りには沢山の御土産まで頂き楽しい社会見学

り移転し製販一体

が出来ました。御土産を入れた紙袋が真っ赤なペ

となり、更に営業基

コちゃんの絵で多少気恥ずかしかった気はしま

盤強化を目指す旨

したが。最後の反省会は、渡辺さんの懇意にされ

の説明がありまし

ている博多駅近くの「つぼ八」でお得な費用で、

た。日本で最初のケ

楽しくお腹一杯に飲みかつ頂きました。有難うご

ーキ専門店の開店

ざいました。そして泉さん、終日運転お疲れ様で

等、当時にすれば随分ハイカラなお店だったこと

した。大変御世話になりました。

でしょう。それに不二家といえば何といってもペ
コちゃん、ポコちゃんの愛すべきキャラクターを
忘れることが出来ません。しかし順風満帆に見え
た同社の業績も 2007 年の一連の不祥事により信
頼を損ない大きく下降しました。その後同社は徹
底した衛生管理に取り組み山崎製パンのバック
アップもあり業績を取り戻しつつあります。さて、
いよいよ工場見学ですが、あらかじめ人数の関係
で 2 班に分かれての行動となります。食品工場で
すから当然なのでしょうが、上から下までいわゆ
る宇宙服と呼ばれる白いビニール製の上下の服
を着て、専用のキャップをかぶり、専用のスリッ
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投稿記事 ＊ 役員＊会員

＊

今年 1 年の活動を振り返って
会長

一級販売士
栗川 久明

・夏季研修会は平成 21 年 7 月 18 日（土）に 24
名の参加で、中村学園大学

今年の活動を振り返り、

流通科学部の山田

啓一教授の「企業の社会的責任について」という

特筆すべき点を 3 つあげて

講演をお聞きしました。

みたいと思います。

・夏の納涼家族パーティは平成 20 年 8 月 22 日（土）

第 1 点目は、第 6 回九州販売士交流会を盛大に
開催できたことです。

に 14 名の参加で、
「アサヒビール園博多」で開催
し、出来立てのビールと焼肉で満腹感を味わいま

日本販売士協会・星川専務理事、長崎販売士協

した。

会・富永会長、島原販売士協会・林会長、福岡商

・秋季流通施設見学会は平成 20 年 10 月 3 日（土）

工会議所・池課長をはじめとして 45 名の参加を

に 18 名の参加で、泉事務局長運転のレンタバス

いただきました。

で、佐賀県吉野ヶ里町の㈱不二家九州工場に行っ

この交流会は、販売士資格者はどなたでもご参

てきました。工場をくまなく見せていただき、ケ

加いただけます。この交流会を九州内で販売士交

ーキをごちそうになり、おみやげまでいただいて

流の輪を広げていくきっかけにすべく、会員以外

きました。

の参加者を増やしたいと考えました。
そのために、ポスターの作成・配布、日本販売

第 3 点目は、会報「販売士ふくおか」第 21 号

士協会会誌「販売士 9 月号」へのポスター掲載、

「年次総会特集号」
、第 22 号「夏季研修会特集号」

福岡商工会議所の会報 9 月号に行事案内掲載、パ

を発行しました。また、当協会のホームページも

ブリシティの実施、販売士養成講習会講師への案

適時更新し、最新の全体行事を掲載しています。

内状送付等、熱心に広報活動をしてきました。そ
の結果、一般参加 9 名を含め 45 名のご参加をい
ただくことができました。

今年も残すところ 1 ヶ月足らずになりました。
今年 1 年間協会活動に大変なご支援・ご協力を頂
戴しました。会員の皆様に心より御礼を申し上げ

第 2 点目は、今年計画の全体行事を着実に実施

ます。

できたことです。

どうか皆様、ご家族お揃いで、輝かしい新年を

・平成 21 年度年次総会は平成 21 年 4 月 18 日（土）

お迎えされますよう祈念いたしております。

開催し、当協会発足以来の 42 名という多人数の
参加者となりました。また、講演は、福岡 ECO コ
ミュニケーション専門学校

教務部ドッグ系学

科長の東 秀弥先生に「教育におよぼす販売士検
定」という講演をいただきました。
・春季流通施設見学会は平成 21 年 6 月 6 日（土）
に 12 名の参加で、九州で最も新しく最大の「イ
オンモール筑紫野」を見学しました。
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なますを吹く」という諺どおり、いったん痛い目に

閑話“挑戦意欲と習性”

あったりすると何回も挑戦しょうという気になら
なくなる気持ちは思い当たります。

副会長
一級販売士

因みに、訪問販売のセールスマンの場合、新規開

石原 義曠

拓に取り組んだとしても途中で諦めてしまうケー
スが実に多いといわれています。ある調査によれば、

ある日、気がつくとわが家の

１回目の訪問で諦める人が４８％、２回目２０％、

二階の自室にいつ迷い込んで

３回目７％、４回目５％と４回目までの訪問で

きたのか、トンボがしきりに我

８０％もの人が諦めてしまっています。

が身をガラス戸にぶつけながら外に脱出しょうと

それでは、新規開拓に成功したとしている人たち

していました。

は、どのくらい訪問したかというと平均で４．７回

それを見ていて、ふと以前に何かの本で読んだノ

と答えています。

ミとカマスにあることをさせてみた実験結果につ

今一度、日頃の吾が身の行動を振り返ってみよう

いて思い出しました。

と思います。

ノミとは、戦後生活を過ごされた方には馴染みの
深いあの昆虫？です。なにしろ、一気に自分の身の
丈の数百倍も跳んでしまうのですから、みつけて退

満足した温泉旅館と
満足できなかった温泉旅館

治しようと思っても一苦労したものです。
まず、そのノミの実験についてですが、跳び出そ
うとすれば跳び出せる程の高さの広口のガラス瓶

研修委員長

にノミを入れ、ガラス板の蓋をするとノミは居心地

一級販売士 中村 純治

の悪いその場を早く逃げ出そうと必死にピョンピ
ョン跳び上がりますが、ガラス蓋にぶつかってしま
い脱出できません。でも、そのまま放って置き暫く

九州には有名な温泉地が沢

してから蓋を取ってみると、もうノミは全く跳び上

山ありますよね。熊本県の「黒

がろうとしなくなってしまったというのです。

川温泉」、大分県の「由布院温

また、カマスという魚の実験では、水槽の中をガ

泉」、鹿児島の「指宿温泉」、長崎の「雲仙温泉」、

ラス板で仕切り片方にエサをぶら下げ、反対側の方

佐賀の「嬉野温泉」などが代表されますよね。読者

に腹のすいたカマスを入れてみるとカマスは盛ん

の皆さんもそのような有名な温泉には一度は行か

にエサを食べようとガラス板にゴツンゴツンと頭

れたことがあると思います。温泉に入った後は心と

をぶつけながらも、その行動を繰り返しますが可哀

身体が洗われてリフレッシュされたことと思いま

想にもそのうちに鼻の先を傷めてしまいます。そん

す。いつ行っても温泉はいいですねよね。

な状態になってから仕切りを取り外してみると、カ

先日妻を連れて温泉地までドライブをしました。

マスはもう二度と取りに行こうとはせず、やがて餓

道後温泉の A 旅館に

死してしまったというのです。

泊まりました。A 旅館

わが家を訪れてきたトンボには、そんな惨い体験

はお迎えからお見送

はさせずに直ぐ逃がしてやりましたが、多くの動物

りまで一流旅館と胸

にはこんな思い込みで諦めてしまう習性があるよ

を張って言えるほど

うです。

素晴らしいものでし

それでは人間はどうかというと、これは人間の世

た。従業員の気遣いが

界にもあてはまると言います。「あつものに懲りて
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写真 1

随所に感じられました。部屋の中ではゆったりと過

いのですか？」「居られますが、体があまり良くな

ごすことができるようにと、ティッシュ一箱に到る

いみたいで顔をあまりお出しになりません」このよ

までの気配りを感じました。なんと言っても仲居さ

うな旅館に宿泊できたことも良い勉強になりまし

んの気遣いと心配りが満足感に繋がりますよね。お

た。この旅館に「感謝の念」を持ちながら後にしま

風呂は日頃の疲れを癒すには充分な泉質と雰囲気

した。勉強できたことには満足できましたが、宿泊

が漂っていました。次の日までぽかぽか感とつるつ

客としては満足できなかったことは言うまでもあ

る感が残っていました。充分に満足した旅館に泊ま

りません。
ところで、福岡の 7 温泉地ってご存知ですか？

ることができました。
次の日はこんぴら温泉まで足を伸ばしました。

「博多温泉」
「脇田温泉」
「原鶴温泉」
「筑後川温泉」

「泊まるならホテルよりも旅館だよね。それも古い

「片の瀬温泉」
「船小屋温泉」
「二日市温泉」があり

旅館」と思って B 旅館を選びました。温泉旅館選び

ます。福岡県にも自慢

は温泉観光協会が見当たらず、直接インターネット

できる素敵な温泉が沢

で調べて電話をして選びました。インターネットに

山あります。ぜひ、利

は旅館の写真が掲載されており風情のある旅館を

用をして見てください

選んだつもりでした。

ね。

しかし、こんぴら温泉郷というところは温泉を楽し

私の地元に二日市温

むと言うより、

泉があります。最近は

むしろ「こんぴ

二日市温泉の活性化に

らさん参り」の

写真 3

後に単に宿泊す
るところという
位置づけかもし

顔を突っ込んでいます。
昔は「博多の奥座敷」

と言われ賑わっていました。最近はめっきり湯客が
写真 2

減少しています。しかし、わがまちを元気にすべく

れませんね。い

「魅力ある温泉地へとステップアップ」にチャレン

ろいろと期待はずれなところが随所に見受けられ

ジしていきたいと思っています。まだ、キックオフ

ました。

したばかりですが、

・温泉と言うよりお風呂と言う感じの浴槽、安っぽ

温泉客で溢れるこ

いシャンプー、古めかしい桶、入り口の戸は建て付

とを夢見ながら頑

け悪し。

張っていきます。応

・部屋の中にヤモリが・・、テレビは写りが悪く見

援のほど宜しくお

えない、カーテンも引っ掛かったまま閉じない、や

願い致します。

写真 4

っと窓を開けると今にも落ちそうなベランダ、壁・
天井・畳はけっして手入れが行き届いているとは言

【使用した写真・・二日市温泉 玉泉館】

えない。

「玉泉館」は俳聖 高濱虚子の句、そのご令息の高

・食事は量的にはまあまあ、味は美味とは言えない。

濱年尾の句、令孫の稲畑汀子の句がある「虚子三代

・洗面所の水の出が悪い。

句碑の宿」としても名高い宿です。

・トイレは電気が暗く汚い。

写真１は紫ののれんで統一された廊下
写真 2 は風情を感じる苔庭

仲居さんらしきひとに聞いてみた。
「この旅館いつ頃からあるのですか？」
「さあ、わ

写真 3 は中庭に立つ句碑

かりません。ご主人は 4 代目と言っています。」
「こ

温泉の宿の朝日の軒の照紅葉

高濱年尾

の温泉の泉質は何ですか？」

梅の宿偲ぶ心のある限り

稲畑汀子

「さあ、わかりません」後で調べてわかったのです
がアルカリ単純温泉でした。「女将さんはおられな
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写真 4 は格式溢れる表玄関

そんな若い頃の不摂生な生活のことを思い出して

一杯のコーヒー

も見ました。
“まだ”元気だ ! “まだ”頑張れると
意地を張らずに、色々な意味で、“もう”を意識し

事務局長 二級販売士

ながら、静かな時の流れに身を任せて、一杯のコー

食生活アドバイザー
泉

亨

ヒーの味わいを楽しむ、そんな生活も大切だと思わ
されました。
ところで、高血圧の予防では、渡辺式血圧低下

最近、体調を崩して病院に行き

10 ヶ条と云うものがあります。過去に集めた資料の

ました。もともと、体調にはこ

中に眠っていましたのを、今回の件で思い出して紐

れと云った問題がないと、手前勝手に思っていまし

解いてみましたので、ご紹介いたします。

たし、医者嫌いだったこともあって病院とは縁が遠

〈決して煙草を吸いません〉

い生活を続けていました。ところが行ってみてびっ

〈強い血管を作りましょう〉

くり。軽い心筋梗塞の恐れがありますと云われてし

〈熱いお風呂に入りません､

まったのです。

寒い思いは致しません〉

昨年まで毎年受けていた健康診断では、心臓には

〈常に気分をリラックス〉

全く問題がありませんと云われていたのに。しかし、

〈お酒はいつも控え目に〉

医者と色々話をしているうちに、原因がある程度分

〈適度な塩分、たっぷり野菜〉

かってきました｡血圧が私の場合、かなり高くて 180

〈何時でも歩いて出掛けましょう〉

から 220、下が 100 から 120 と云った状態にも関わ

（快眠を心掛ける）

らず、治療らしい治療を放置してきたのが大きな原

ここまでの 8 項目の頭文字を並べると、”けつあつ

因だったのです。病院に行く一週間ほど前には上が

をていか”になりますね。さらに続けて

238 とかなり以上だったのに、何の異状も感じられ

〈快便〉〈腹八分〉で 10 項目。

ないため大丈夫だと勝手に決め込んでいたのです。

病院嫌いの私としては、理屈では分かっているけど、

仕事を止めて運動不足になったのも良くなかった

現実にはなかなか実行出来ない、この 10 ヶ条を出

のではと思っていますが、たまたま、新聞を見ると、

来るだけ実行してみようと思っています。安易な栄

厚生労働省の調査結果では、40 歳から 74 歳までの

養補給や大量の投薬が活力を奪い、食べる力が高齢

男性は、２人に１人が健康上何らかの不安な状態に

者を元気にするとも云われています。

あり、女性の場合は５人に１人が問題ありとあって、
平均寿命の男女差にそれが反映されているんだな、
等と人事のように考えてしまいました。
今回の病院行きで、長年生きてくると積み重ねて
来た不摂生が、オリのように体内に蓄積され、少し
づつ体を蝕んでいるんだと気付かされたとも云え
ます。健康な状態とは、心も体も健やかな状態を云
います。心と体を癒してくれる、
ゆったりとしたコーヒー・タイム
の効用を知らずに、がむしゃらに
仕事をし、疲れたら酒を飲む。そ
れでも眠れなかったら、ベッドの
横のボトルを喇叭呑みにして、酔
った勢いで眠ってしまう。
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第二の人生で
学び・教える・楽しさ・素晴らしさ

して損であり、生きている価値がないと思うように
なった。
例えば身近な事から、まずは趣味である古典文学を

一級販売士
山路 博之

学びたいと思い,近くの図書館を活用し、この数ヶ
月間、千年前に書かれた「源氏物語」（瀬戸内寂超
訳：全１０巻）を貪るように熱中して読んでいる。

私は現在高齢者の仲間に入

文学については日本･世界の著名な古典文学・必読

り、第二の人生を歩んでいる。

教養書を一生をかけて読むつもりでいる。音楽は若

第二の人生とは私は定年以降の人生と定義してい

い頃から楽器を演奏している。趣味のクラシック音

る。第一の人生とは学生・青春時代迄と長い社会人

楽を聞くだけでなく、モーツアルトやベートーベン

時代である。

の名曲（例えば、モーツアルトのレクイエムやベー

第二の人生でも第一の人生と同じように,遊び・学

トベンの第九・歓喜の唱等）を所属している春日混

び・時には働いているが、その内容や精神状態は全

声合唱団でここ数年歌っているが、原曲を歌うこと

く異なる。現役時代は基本的に義務的で自分の意向

により、作曲家の心情･思いに生で触れられ、彼ら

に反してでも,また嫌でもやらざるをえない受身の

が身近に感じられるようになった。また、毎月音楽

状態であり結果と責任が要求された。しかし第二の

評論から音楽セミナーでクラッシクの素晴らしさ

人生では好きな事,本当にやりたい事,興味のある

を学んでいる。歴史は、博物館を有効利用して幅広

事、趣味等を自分の意志で行なう能動的な活動であ

く,深く学ぶつもりだ。伝統的文化である日本の陶

り、QOL(Quality Of Life:人の生活の質)を充実さ

磁器も有田焼を現地で学んだ事・有田の九州陶磁文

せ楽しい,豊かな時間となる。

化館でも様々な陶磁器を頻繁に見た機会があり、今

私は定年後の第二の人生を第二の青春と位置づけ、

後更に趣味を深めていきたい。

その時々を満足させ、感動する、悔いの無い時間を

また、教える事がこんなに楽しい事か知らなかった。

過ごすことが,素晴らしい、前向きな積極的な人生

教えると言えば、現役時代は家庭教師や社員教育位

を送ることにつながると思う。このような生き方・

であったが、第二の人生ではこれまで「販売士１～

人生観が私の目指す理想の死に方・死生観に繋がる。

３級」を大学・専門学校等で教えた。若い学生を教

私はここ２年程九州国立博物館でボランテｲアガイ

える事は責任が伴うが、楽しい時間だった。今後も

ドをしており、そこで学んでいる事が大きく影響し

機会を作って継続したい。また、現在は「日本語」

ている。博物館では日本の文化を３万年前の旧石器

を九州大学大学院の海外留学生にボランテｲアで教

時代から１９世紀の江戸時代までの国宝・重要文化

えている。日本語の難しさ・教える事の難しさを逆

財,その他諸々の素晴らしい本物を見る・知る機会

に教えられているが、各国の学生達と知り合い、彼

に恵まれている。それらはいくら時代が変わっても

らから様々な事を逆に様々な事を学んでいる事は,

価値が代わらない所か、むしろ価値が増す本物で、

何物にもかえがたい。九州国立博物館でのガイドは

その素晴らしい真価を我々現代人に見せ、知らしめ

世界の人々に、日本の歴史を教える事であり、ガイ

てくれる。博物館で本物の素晴らしさを知るにつれ、

ドしながら自分が役に立っているなと感じる。基本

私は,若い時には思いもつかなかった、日本の、ま

的に人に教えるためには、その数倍の時間をかけて

た世界の長い歴史を耐えぬき,時空を超えて現在ま

事前に勉強をしなければいけない。それは義務的に

で生き抜き、現代の人々に感動を与える素晴らしい

するのではなく、それも楽しい時間でもあり、知識

人間の財産･宝物である文学･音楽・哲学・宗教・歴

欲を満足させ、結果として頭脳を使用すれば老後の

史・絵画・伝統的文化・古典芸能等をもっともっと

ボケ防止にも繋がり、全てに好都合な結果となる。

本当に深く知らないと死のうにも死ねないと思う

サミュエルソンの「青春とは」を実践している。老

ようになった。それらを知らずに死ぬ事は,人間と

後が我が青春である。
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石原社長のお話をお聴きして

曰く、
○企業というのはあくまでも変化対応業に過ぎ
ない。

広報副委員長

○自ら需要を作り出す努力が必要である。

一級販売士 中野 法子

○増上慢にならず、
「分」を知ることである。
○公正と信頼で結ばれた取引をすることである。

過日行われた、九州販売士
交流会にて、石村萬盛堂社長

そして、
『守破離』の精神で行くこと、だそうです。

石村善悟氏のお話を伺うことが出来ました。石村社

『守破離』とは、よく武道で使われる言葉で、ご存

長のお話はとても興味深く、面白いものでした。

知の方もいらっしゃると思います。
石村社長の考える『守破離』とは、

石村萬盛堂は明治３８年創業、今年で１０４年にも

・守・・・先人の道、技術や精神や原点を守る

なる老舗菓子店です。

・破・・・既成概念、思い込みを破る

鶴の子やボンサンクの洋菓子を、皆さんも一度は食

・離・・・出来上がったものから離れ、自分の道

べたことがあるでしょう。

へということなのだそうです。そして、この『守破
離』は繰り返し回すものなのです。

実は、日本でのホワイトデーを発案したのがこ
の石村社長であるというのは、とても有名な話（諸

また『先義後利』というお話もされていました。

説あります）ですが、その由来は約３０年前に遡

「義を先にたて利を後とする」ということですが、

ります。

石村社長がおっしゃるには、

石村社長が何気なく雑誌をパラパラめくってい

企業としての義というのは社会正義のことだそう

ると、「バレンタインデーのお返しの日がないのは

です。この「義を先にたてる」ことによって、必ず

なぜ？」という読者の疑問に出会いました。

報われていくのだということです。

『そうだ、バレンタインにチョコレートはもらう
のに、世の男たちは何でお返しをしないんだろう』

企業として、「お客様」を常に意識すること。

と社長は思ったそうです。

そして、常に誠実な行動で信頼を築くこと。

『貰ったら、返すのは当たり前だろう』
そこで、マシュマロの中にチョコレートを入れて、
「バレンタインデーのお返しに

当たり前のことですが、継続していくことはなかな
か難しいのかもしれません。

マシュマロを贈りましょう」と
“マシュマロデー”を発案した

自身に置き換えても「まさか自分の会社が潰れるな

のだとか。

んてないよね」などという先入観を捨てて、常に変

しかしながら、マシュマロデ

化に対応しながら、「お客様」を意識して仕事をし

ーが定着するまでは８年近くかかったそうです。

ていかなくてはいけないなぁと思いました。

今では、お返しをするのが当たり前になっています
が、私たち女性がチョコレートのお返しを貰えるよ

また、企業人である前に一人の人間として、大切な

うになったのは、石村社長のおかげなんですね。

ことを教えていただいたようにも思います。誠実と
感謝。解っていてもなかなか出来ないことでもあり

また、本来会社というものは潰れるように出来てい

ます。

るのだというお話も聴きました。では会社が潰れな

少しでも全う出来る自分になって、自身の成長の糧

いようにするにはどうしたら良いのか・・・。

にしたいと思いましす。
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販売士 3 級講座のご案内

福岡販売士協会では平成 22 年 1 月 7 日(木)～2 月 8 日(月)に筑紫地区商工会職業訓練会主催の「販売士 3 級講座」
に講師を派遣して開催することになりました。
つきましては、会員様のお知り合いにこの機会に受講を勧めて頂ければ幸いと存じます。
ご協力のほど宜しくお願い致します。

開講日：
開催時間：
開催日程：
申込受付期間：

平成 22 年 1 月 7 日(木)～2 月 8 日(月)
午後 6 時 30 分～午後 9 時
1/7(木)・1/12(火)・1/14(木)・1/18(月)・1/21(木)・1/25(月)・1/28(木)
2/1(月)・2/4(木)・2/8(月)
平成 21 年 12 月 7 日(月)～12 月 21 日(月)電話及び FAX にて受付。

内容：

担当

科 目

１／０７（木）

栗川

全般＆ストアオペレーション

2.5H

１／１２（火）

栗川

ストアオペレーション

2.5H

１／１４（木）

栗川

販売経営管理

2.5H

１／１８（月）

石原

マーケティング

2.5H

１／２１（木）

石原

マーケティング

2.5H

１／２５（月）

栗川

販売経営管理

2.5H

１／２８（木）

山路

小売業の類型

2.5H

２／０１（月）

山路

小売業の類型

2.5H

２／０４（木）

山路

マーチャンダイジング

2.5H

２／０８（月）

山路

マーチャンダイジング

2.5H

合計時間数

会場：
受講料：
検定試験情報：

25

大野城市まどかぴあ
15,000 円（テキスト・資料代・消費税を含む）
「商工会員は、13,000 円」
第 65 回 販売士検定試験 期日 2 月 17 日(水)

申し込み先：筑紫地区商工会職業訓練会（大野城市商工会館内）
TEL（５８１）３５５７

時間数

FAX（５８１）３５５８
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H

～お知らせ～

福岡販売士協会・現況報告

◆新春懇談会◆
日

会員状況（平成２1 年 11 月）

時：平成22年1月23日（土）14:00～17:30
福岡商工会議所303会議室」

正

会 員

◆平成 22 年度年次総会◆

１級販売士

６３名

2 級販売士

１２名

日 時：平成 22 年 4 月 16 日（土）14:00～17:30
福岡商工会議所 303 会議室

７９名

宮崎支部
賛 助

会

４名

員

６社

福岡販売士協会役員体制（平成２１年１１月）
会

長： 栗川 久明

副 会長：

◆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。

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： 大原

顧

問： 福生 和彦
委 員 会

盡
体 制

研修委員会
委員長：中村 純治

◆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

企画委員会
委員長：岡野 卓也

TEL/FAX：092-725-6200

副委員長：坂上 好美
副委員長：小関 芳紀

広報委員会

携帯電話：090-7753-8018

委員長：廣瀬 紀子

Eメール：fukumae@zenno.jp

副委員長：中野 法子

総務委員会
委員長：渡辺 芳雄
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副委員長：長沼 玲子

