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新年初の集い“新春懇談会”を開催 
～ 気持ちを新たに、進化の年に ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当協会発足１０年目の記念すべき新春の集

いを、１月２２日（土）の午後福岡商工会議

所において開催しました。 

毎年のことながら、新たな年を迎えると自

ずと気持ちが引き締まるもので、今年もスピ

ーチの場では２６名の参加者が代わる代わる

マイクの前に立ち、新年にかける思いや現況

を披露し合い、お互いに他者からの発信を自

身の啓発の糧にしょうと、さながら研修の場

と錯覚するような熱気のある雰囲気の新春懇

談会となりました。 

また、今年は特に、近年のこの国の退化現

象から将来を不安視する中での年明けとなっ

ているだけに、皆さんのひと言一言から、こ

の変革を迫られている時代を如何に乗り切っ

ていくかと言う覚悟のような強い思いを感じ

ました。 

因みに、今年の干支は 60年毎に巡ってくる 

 

“辛卯（かのとう）”に当たるわけですが、こ

の“辛”とは「古きを捨て、新しきを開く」

という意味とのことで、“卯”と称する兎は「後

足が長く下り坂は苦手でも、上り坂は得意で

早い」ことから、“辛卯の年”は『万物が大地

を押し開いて出る年』といわれているようで

す。 

そんなことから、今年は是非、この国の社

会全体が「古きを捨て、新しきを求めて上り

坂をすすむ進化の年」になっていくよう期待

したいと思います。 

以下に、当日の模様を紹介しておきます。 

 

開 会 

 定刻の午後２時、司会の八尋理事（研修副

委員長）の爽やかな開会のことばでスタート

した今年初の集いは、はじめに栗川会長から

年初に当たり、平成２２年度事業についての

現況報告と各位の協力に対しての感謝の意が

述べられた後、２月発行の会報への投稿依頼

や、特ダネとしてご自身の資格更新時のハプ

ニングを愉快に披露されるなど打ち解けた年

頭の挨拶がありました。 
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乾杯・懇談 

 引き続いての懇談の場のスタートは、当会

の一層の飛躍を期して、濱村監事から親しみ

のある口調で「心をひとつに！」との音頭で、

全員が元気よく“カンパーイ”と発声しグラ

スを掲げ合い歓談に入りました。 

 いつもながら、瞬く間にあちらこちらで２，

３人づつの輪がいくつもでき、それぞれに入

れ替わりな

がら活発に

談笑する姿

が見られ、冒

頭から和気

あいあいと

した活気あ

る交流が行われていました。 

 

＜ スピーチ・ビンゴゲーム ＞ 

また、歓談の半ばでは、司会の八尋理事か

ら「お疲れでしょうから」との呼びかけで、

立食スタイルからメイン

テーブルを囲んでの椅子

にゆったりと着席しての

スピーチの時間に切り替

えて、全参加者ひとり一人

からの「新年に当たっての

思いや現況」を聴講しあい、遠慮のない質問

などもどんどんと出て一段の盛り上がりをみ

せていました。 

紙面の都合上、それぞれのスピーチ内容ま

でを紹介することはできませんが、以下に挙

げたような話題が出て、スピーカーと司会者

や聴講者との軽妙なやりとりなどもあって、

楽しく聞かせてもらうことができました。 

なお、この時間の合間には定番となった人

気の“ビンゴゲーム”が廣瀬・中野両理事（広

報の正副委員長）の女性コンビによって行わ

れ、会場内から盛んに「リーチ！、ビンゴ！」

などと掛け声が飛んで興じ合っていました。 

 

 

・ ・・・ 話題項目（順不同）・・・・ 

・  

☆ 松江市から入会、初参加。

昨年２級合格、今年２月の１

級試験に挑戦。 

 

☆ 熊本市から入会、参加。昨

年無資格でオブザーバー参加、

同年３級合格。 

 

☆ 一昨年にＮＰＯの勉強開始。

今年３～４月にＮＰＯ法人立

ち上げ準備中。 

 

☆ 定年後大学で情報工学を

学びつつ、北九州市の成人後

見人制度にも参加。 

 

☆ 昨年学卒後、就労するも退  

職。本来めざしたい職に向け勉

強と再就活中。 

 

☆ 久留米・福岡両藩の歴史と

久留米の産業・偉人輩出など地元に関する話。 

 

☆ 商業高の教諭として授業に

おける販売士科目を選択す

る生徒が少数の理由。 

 

☆ 中小企業診断士試験に不合

格となり、販売士１級に目標変更した経緯。 

 

☆ 各国の経済力・競争力の

現状比較と「相撲甚句（博

多名跡）」の実演披露。 

 

☆ 当協会の研修事業への要

望・意見として、現場担当者向け実技研修

の追加。 
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☆ バイク事故から８級障害者

に。治療と健康づくりに一

日１万歩ＷＫを日課に。 

 

☆ 司馬遼太郎の歴史小説

「花神（かしん）」に感動。

紹介と一読のすすめ。 

 

 

☆ 昨年末、胆のう炎で１週間入院。今月改め

て除去手術予

定。 

☆ 職業ＳＥ。昨

年２級取得、

今回オブザー

バー参加。新

年度入会申し

込み予定。 

 

☆ 定年後のことを考え、将

来のため新たな勉強を考

慮中。 

 

☆ 昔の放映大河ドラマ「勝海舟」を改めてみ

たい。情報あれば教えて欲しい。 

☆ 今年の目標は、消費アドバイザーとして

「食の研究」もしてみたい。 

 

☆ 定年後３つ目の職に従事。

趣味の鉄道に関し九州新

幹線全線開通に因んだ話。 

 

☆ 中小企業診断士として

「九州のモノづくり」を

支援。特許セミナーも受

講中。 

 

☆ 研修事業として、当協会が 

実施・取り組み中の１級及 

び３級講座の現況報告。 

 

 

☆ ＴＰＰ（環太平洋パート

ナーシップ協定）に関す

る日本の問題点、疑問点。 

 

 

☆ リーダーとしての役割と

自覚について、江戸商人

の教えなど心得るべき話。 

 

 

 

締め・散会 

 最後は、石原副会長から「今年も清々しい

新年の集いができたことへの感謝の念に併せ、

この時代に即応すべく私たち自身、日々進化

していけるよう」にと願っての締めの挨拶で、

博多手一本を入れて散会しました。 

 

（ 副会長 石原 義曠 記 ） 
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～～  秋秋季季流流通通施施設設等等見見学学会会    ～～  

イイオオンンモモーールル福福岡岡ルルククルル          

HH2222 年年 1100 月月９９日日  

  

■2010年秋季流通施設見学会について 

企画委員長 岡野卓也 

2010年 10月 9日（土曜日）14:00から「イオ

ンモール福岡ルクル」の見学会を実施致しま

した。参加者は総勢 14 名、2 階ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰ

ﾑ前に集合予定でしたが、今回も全員集合とは

行きませんでした。土曜日という事や、遠方

から車で来られる方は、予想外の渋滞に巻き

込まれる等、大変ご苦労されて駆けつけて頂

きました。 

今回の見学会のポイントは次の通りです。 

１．開店以降、延び続ける SC（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ） 

の裏側を探る。 

２．リニュアル直後の状況を確認する。 

３．接客業の現場での社員(従業員)教育状況 

を確認する。 

大きくは以上の 3 点について、売場を巡回し

てみる事でした。 

 

今回の施設は「ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡ﾙｸﾙ店」、2004 年 6

月に「新しいライフスタイルをご提案する九

州最大級のショッピングリゾート」をコンセ

プトに開業した SCです。それから 6年が経過

しております。 

ここで質問です。皆さんは、「定期建物借家契

約」をご存知ですか？ 

平成 13年から施行された不動産関係の法律で

すが、こちらの SCへの出店契約は「定期建物

賃貸借契約」です。 

この契約の特徴は契約期間が満了した場合、

更新されない旨の条項が入っている事です。 

つまり、貸主と借主が対等の立場となる為に

改正された法律です。 

今回のｲｵﾝﾓｰﾙ福岡ﾙｸﾙ店のﾘﾆｭｱﾙ計画は、この

定期建物賃貸借契約の満了時期（6年間）が今

年に当たる為、退店する店舗があり、移動す

る店舗、売場が広がる店舗等などこの 6 年間

の成績が大きく影響する事業なのです。 

現在は 197店舗のﾃﾅﾝﾄが入居しておりますが、

開業時から続いている店舗は何店舗あるので

しょうか？ 

この SC は、開業時 2 核 1 ﾓｰﾙとしてスタート

しました。2 核とは「ｼﾞｬｽｺ」と「ﾗﾊﾟﾚｯﾄ」で

した。ﾗﾊﾟﾚｯﾄの周辺には食物販ｿﾞｰﾝが構成さ

れておりました。（現在のﾋﾞﾌﾞﾚｿﾞｰﾝ） 

ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑの事例をご紹介しますと、2004

年の開業時には、ﾗﾊﾟﾚｯﾄ近くの食物販ｿﾞｰﾝに

出店しておりました。しかし、2006 年の 9 月

「L.A.S.棟」ﾘﾆｭｱﾙ時に売場を移転しました。 

今度は、ｼﾞｬｽｺ食品ｿﾞｰﾝへの出店です。そして、

今年は 2 階のﾌｰﾄﾞｺｰﾄに同一 SC 内に 2 店舗目

のｻｰﾃｨﾜﾝの出店です。同じｵｰﾅｰさんの運営で

すが、1階店舗と 2階店舗では、若干客層が違

うようです。売上も大幅にｱｯﾌﾟ致しました。 

2007年には立体駐車場の建設。（無料駐車場が

5,600台となる。） 

又 2008年には売場の増床（ﾉｰｽﾓｰﾙの開業）を

実施し、従来のﾒｲﾝ客層の 30代ﾌｧﾐﾘｰ層に加え、

20 代のﾔﾝｸﾞ層等、幅広い年齢層に対応する店

舗を導入し、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ環境の充実を図って来

ました。そして、今年

の 3月から始まった店

舗改装計画の仕上げ

として、9月 17日にｸﾞ

ﾗﾝﾄﾞﾘﾆｭｱﾙｵｰﾌﾟﾝとな

った状況です。ﾘﾆｭｱﾙ
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の店舗数は、新規 26 店舗、区画移動 9 店舗、

改装 41店舗と全体の 4割近くが新しくなった

訳です。 

この様に、同 SCは成長を続けており、現在も

売上を伸ばし続けているのです。 

契約満了に伴い退店するか、更新できない契

約に店舗側も売上を作らなければ、営業継続

もままならないのが現状なのです。 

 

見学会は 15時から「ﾙｸﾙﾎｰﾙ」にて、ｲｵﾝﾓｰﾙ福

岡ﾙｸﾙ店 廣岡ｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰに今回のﾘﾆｭｱﾙ

計画の概要説明をして頂き、参加者からの質

疑応答時間と致しました。 

会場の利用時間の都合上 30分という短い時間

でしたが、中身の濃い内容でした。 

 今回のﾘﾆｭｱﾙｾｰﾙでは、9 月 17日から 26日ま

での 10日間で、客数が 350 千人から 450千人

と 100 千人の客数がｱｯﾌﾟしたとの事です。SC

側としては、店内告知の充実を図り、喫煙ﾙｰﾑ

を判りやすく表示する等の工夫を行っている

との事でした。 

最後に同 SCの従業員教育の話になりました

が、販売士制度は積極的に活用されているよ

うではありませんでした。廣岡 GMも販売士の

資格を持たれておりましたが、個人単位での

取組みのようです。施設内では、接客技術の

向上の為「ロールプレイニング」大会を実施

しているようです。これは、ﾙｸﾙ内での大会を

行い、代表者を選出する。選出された方は九

州地区大会に出席します。そして、九州代表

として全国大会に参加する仕組みです。 

これは、現場の販売技術向上の為役立つ勉強

です。知識だけではない、現場ﾚﾍﾞﾙの教育な

のです。 

廣岡 GMには、貴重な時間を頂戴しこの場を

借りてお礼申し上げます。 

16時からは、ﾙｸﾙの飲食ｿﾞｰﾝにある「香港厨

房」にて反省会を実施しました。 

ｲｵﾝﾓｰﾙとしては、筑紫野店に続く 2 店舗目と

なりましたが、既存店舗の売上増進策を真近

に見学し、施設の最高責任者から話を伺えた

事は貴重な体験であったと考えます。 

来年には九州新幹線の全線開通、博多駅ﾋﾞﾙ

の新装開業等控えており、福岡市内の商業地

図が大きく変わります。小売業に携わる方は

戦々恐々としておられる事と思われますが、

ピンチはチャンスという言葉もあります。厳

しい商業環境となりますが、頑張って行きま

しょう。 

来年の流通施設見学会も楽しみに、ご期待下

さい。会員皆様方の参加をお待ちしておりま

す。又、見学したい施設等があれば提案下さ

い。以上、見学会の報告でした。 

 

■参加者感想 

『イオンモール福岡ﾙクル見学会』に参加して 

【牛黄蓍 哲】 

今回の流通施設見学は、９月

にリニューアルオープンし

た「イオンモール福岡ﾙクル」

の様相が観れること、そして

会員の皆さんと情報交換食

事会があることを楽しみに、現在の住居地広

島から参加しました。 

ひととおりの見学研修が終わり最後の企画、

楽しみの「飲み放題食べ放題の会」では栗川

会長による乾杯後、最初の話に店舗の名前「ﾙ

クル」の意味とは？ で話が大いに盛り上が

りました。そのお話を紹介してみますと『そ

れはフランス語で、また巡ってください！の

意味じゃない？』とか、『英語のＲＥ（再び）

と日本語の（来る）を併せた造語で再び来て

くださいね！ だよ』とか、さすが会員の皆

さん、聞いている人を納得させる話がいろい
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ろと飛び交いました。結論は、『出た話はほと

んどが当たっているなあ～』となり、全員誰

もが本当の意味は解らず知らずじまいで飲む

食べるの本格モードに入りました。 

 イオンモールショッピングセンターは現在

全国では５４店舗、福岡には３店舗、広島に

は２店舗あります。なかでもこの福岡ﾙクル店

は周辺のベッドタウンに囲まれていることも

あり、福岡市とその近郊の商業施設の中では

最大の集客力を誇っています。私的には広島

の商業施設との違いも興味の一つでしたが、

集客数や売上高は断然と違うことを数値が示

していました。テナントが立ち並ぶ専門店モ

ールでも行きかう人の多さにも驚かされ来店

者（購買者）が大変楽しそうなことも印象に

残りました。 

見学の終わり

には質疑応答

の場を開いて

いただき、店

舗の廣岡ＧＭ

より会員の多

くの質問にも

的確な答え・説明があり、また販売店側の小

売流通の心得や福岡店のコンセプト、小売業

の苦労、意識する競争店など普段では聞けな

い興味深い話をして頂きそこに成長し続ける

企業の一端を知ることができ大変参考になり

ました。                    

帰広して数日、「ﾙクル」の本当の意味が気に

なるので電話で広報担当の方に『福岡ﾙクル』

の意味を聞いてみました。「三つの意味、①ミ

ラクル・・奇跡 ②ﾙミナリー・・太陽 ③ル

ックス・・光 から、暮らしに新しい輝き、

驚きを提案する、新しい光でありたい！そん

な想いでその三つから生まれた呼び名」、とい

うことでした。 

見学の企画を練りお世話いただいた栗川会長、

岡野企画委員長、参加された皆さん、楽しい会

をありがとうございました。    以上  

 

イオンモール福岡ルクル見学記 

【戸田 俊彦】 

 

 JR香椎線酒殿駅を降りて、あたりを見渡し

たがそれらしい建物が見つからない。駅員さ

んに聞くと、子供達の後をついて行きなさい

と云う。一緒に駅を降りた14、5人の小・中学

生の後を追った。昨日、イオンモール福岡ル

クルの折込チラシが入っていたので、子供向

けの催しがあるのかなぁと思いながら、田圃

の中の農道をついて行くと１０分程でイオン

の建物が見えるところに出た。 

 イオンモール福岡ルクルの入口を入ると、

そこは別世界だった。牧歌的な田舎の雰囲気

から喧騒と雑踏の大都会に一瞬にしてワープ

したようで、その落差の大きさに戸惑った。

うじゃうじゃと人がいて、外の世界より数段

速いスピードで動い

ている。ここは、私

のような年寄りが来

る所ではないなぁと

本能的に感じた。来

店者の客層を見ると、

若者とニューファミ

リーの家族連れがほ

とんどで年寄りの姿は見当たらない。呼び込

みの店員も２０才前後と若い。 

そして、ともかく規模がデカイ。時々、出か

けるイオン香椎浜店の比ではない。１時間の

見学時間は２階部分を駆け足で回るだけで終

わってしまった。従って１階部分は何も見て

いない。２０数年書籍の仕事に携わっていた

習性でフタバ図書だけはこれも駆け足でジャ

ンルだけ品揃えを見たが、洋書・学術書を除

いて学習参考書から古本まで何でもありとい

う幅広さであった。 

それと、これまで行ったことがないので、ラ

イト・オンはユニクロの競合店であると思っ

ていたのだが、価格帯を見て住み分けがされ

ていることが分かった。 

SCゼネラルマネージャーの説明では、中流の
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ファミリー、若年単身者をターゲットとして

いるが、商圏の１７％を占める若年単身者の

うち女性の取り込みが不十分なので価格帯で

メリハリを付けて対応しているとのことであ

った。たしかに、来客の身形を見ても余所ゆ

きと云う程ではないがキチンとしており、私

がよく行くディスカウントストアやホームセ

ンターのように普段着や部屋着のまま買い物

に来ている客は見当たらず、客層の違いが感

じられた。 

ウォルマート出店の動きへの対応策は、と云

う突っ込み（質問）に対してもイオンはイオ

ンの強みを生かしてイオンの道を行くだけと、

リーディングカンパニーの自信（悪く云うと

過信）みたいなものが感じられた。 

 反省会の時、ルクルとはどういう意味だろ

うかと話題となりテナント（中華料理店）の

ウエイターに尋ねたが不明のままだった。帰

ってネットで調べると、ミラクル（奇跡）、

ルミナリー（太陽）、ルクス（光の単位）の

３つの言語を組み合わせた造語だということ

であった。 

帰りに酒殿駅に向かう道で来るときと同じ子

供達と一緒になった。しかし、子供達は来る

時と同じで手ぶらであった。イベントに参加

したという雰囲気でもなかった。この子達は

何をしにルクルに行ったのだろうと一瞬不思

議に思ったが、映画を見に行ったのではない

かと勝手に納得した。 

 

企画委員の岡野さん、小関さん、今回もお世

話になりました。感謝！感謝！ 

イインンタターーネネッットト教教室室          

  ～～NNTTTT－－IITT ププララザザ福福岡岡～～  

        HH2222 年年１１１１月月１１３３日日  
 

平成２２年１１月１３日（土）１５時より、

今年度初の試みとなる、インターネット学習

会を実施致しました。これは、ネット社会の

進展に伴い、販売士である私たちもその活用

に目を向ける必要があるのではないかとのご

意見を頂いて、

ＩＴ動向や基礎

知識を学ぶ機会

を作ろうと、企

画いたしました。 

参加者は総勢

１５名。ＮＴＴ

のショールーム「福岡ＩＴプラザ」にて、Ｎ

ＴＴ西日本―九州の若松講師より、インター

ネットの基礎、マウスの使い方から、検索の

活用方法、新アイテムのタブレット端末まで、

幅広く講義を受けました。 

２時間と言う短い時間でしたが、参加者の

皆さんから、次々に質問が出され、あっとい

う間に時間が過ぎて、３０分ほど延長となり

とても充実した学習会となりました。 

また、パソコンのトラブルなどの相談もあ

り、後日若松講師に対応してもらいました。 

 終了後は、反省会を「つぼ八」にて行い、

学習会に参加した感想や、より良い学習会に

するためのご意見などを頂き、ぜひ来年度も

実施する方向でやりましょう、ということに

なりました。 

 まだまだ、販売におけるＩＴ活用について

は途上にあると思いますし、ブログやツイッ

ターなどが、どのように商売に活用できるの

かなど、皆さんで体験して頂きたいこともた

くさんあります。次年度にもご要望を頂けれ

ば、ぜひ学習会の実施に貢献させていただき

たいと思っております。 

（中野 法子 記） 
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■参加者の感想■ 

インターネット教室を受講して（感想） 

【 石原 義曠 】 

私にとっては、苦手意識の強かったパソコ

ンに関しての教室であったにも拘らず、今回

は２時間という時がこんなにも馴染み易く楽

しいものだとは思いもしませんでした。 

まずは、この機会を企画願った広報副委員

長の中野法子さんとご主人に感謝申し上げ、

同時に当日巧みな話術で楽しく有益な講義を

して下さった NTT の若松主査に感謝を申し上

げたく思います。 

この教室で私なりに学ばせていただいたこ

とを以下のとおり、感想とあわせて述べさせ

てもらい、お礼にかえさせていただきます。 

 

(１)冒頭に、インターネット誕生に至るま

での通信の歴史やパソコンに向き合う際の

基礎的な心得や知識、操作について学びま

したが、自分の意識や知識に欠けていた基

本を知ることができ勉強になりました。 

例えば、 

① “インターネット”についての歴史的な

変遷と共に、米国のティム・バーナーズ

リー博士によって考案されたホームペ

ージ（web）が、１９９１年に無償でイ

ンターネット上に公開されたことによ

り、以来 webと共にインターネットが広

く普及するようになったということ。 

② ブロードバンドとは「広い帯域」との意

味で、従来のナローバンド（狭い帯域）

である ・アナログ電話回線 ・ISDN に

対し、イ.高速 ロ.常時接続 ハ.定額

料金 を特徴とし、・ADSL ・光ファイ

バー ・CATVがその代表的なものである

ということ。 

③ 操作面に関しては、パソコンに向き合う

時の姿勢について「腕」は９０度にすれ

ば肩こりを防げるとか、左右の人差し指

はキーボードの Fと Jのところに置くと

いうような基本を学び実習できたこと。 

④ さらに、実習では自分の前のパソコンで

講師の指示どおりグーグルの地図や音

楽とか山笠についてのことであるとか、

ユーチューブの映像情報などの諸々を

検索し、その結果を見てはこんなことま

でをネット上で知ることができるんだ

ということを学んだこと。 

(２)また、実話として、今このネット社会の

時代の中で、言葉も体の自由も全く失って

しまった方が、生きるための唯一の手段と

してインターネットを生き甲斐に日々を

送っておられる様子や状況についての紹

介をうけましたが、このことを知ってパソ

コン利用の多様性を改めて認識しました。 

(３)そのほかにも勉強になったことが多々

ありましたが、パソコン音痴の私にとって

有益であったことは、 

① 最近、パソコンの反応が遅くなって困っ

ていたことの原因がわかったこと（通常

パソコンは３年も経てば保存量が増え、

重くなってしまうために作動が遅くな

ることから、メモリを増設する必要があ

るとのこと知り得たこと）や、 

② ワンクリック詐欺なるものがどんなも

のかということと、その対処方法などに

ついて知ることができたことでした。 

 

以上、大変有益な企画でしたので、今後と

も是非このような教室を継続していただけ

ることを願っています。有難うございました。 

 

（H２２年１１月 記） 
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１１／１３のインターネット教室に参加して                                 

【 渡辺 芳雄 】 

 

デジタルディバイドの狭間にある私にとって

は、ＩＴの知識面でも大変参考になりました

し、基本操作を実際にやってみて、活用しき

れていなかった部分を沢山認識出来たりで大

変有意義な２時間でした。 

また後日、自宅のノートＰＣをＮＴＴ－ＩＴ

プラザに持ち込んで、当日講師役をされた 

若松さんに、不具合や不明な部分を修正・指

導してもらい、さらには、休日に自宅にも来

ていただき、ほとんど心配なく使えるように

なりました。 

若松さんは６０歳の定年を迎えられた後、キ

ャリアスタッフとして活躍されているようで 

このような立場で、法人や個人に対して支援

サービスをされるスタッフが何人もおられる

とのこと、大変心強く思いました。 

このような機会を設けていただいた中野ご夫

妻を含めて、改めて感謝申し上げます。 

以  上 

 

 

 

 

 

拡大役員会議兼忘年会を開催 

 平成 22年 12月 8日～八仙閣にて～ 

 

 当協会では、毎月第 2水曜日の 7時～8時半

に麻生情報ビジネス専

門学校の教室をお借り

して役員会議を開催し

ています。 

毎年 12 月の役員会議

だけは、幹事、顧問を含

む「拡大役員会議兼忘年会」を開催していま

す。 

本年度は12月8日に八仙閣本店で12名のご参

加で開催し、今年1年の活動を振り返るととも

に、来年度の展望について大いに語りあいま

した。 
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今年 1 年の活動を振り返って 

 

会長     

 一級販売士  

栗川 久明 

 

 今年度の活動を振り返

り、協会活動のハイライトをあげてみたいと

思います。 

  

第 1 点目は、北九州市で初めての全体行事

を実施できたことです。平成 22年 6月 2日（水）

に春季流通施設見学会「北九州市のエコタウ

ンセンター見学」を開催しました。平日にも

かかわらず 12名ご参加いただきました。当日

はマイクロバスをレンタカーし、岡野副会長

の運転でエコタウンセンターを広範囲に見学

した後、カラオケ付き懇親会、2次会とみんな

で楽しんできました。小関理事のお世話に感

謝いたします。 

 

第 2 点目は、平成 22 年 8 月 21 日（土）夏

の納涼家族ビアパーティ（12 名参加）に長崎

販売士協会からも 3 名ご参加いただき、赤ワ

インを使った新しい焼肉の食べ方も勉強でき、

楽しいひと時を過ごしました。 

 

 第 3 点目は、事業計画には入っていません

でしたが、中野理事提案で、初めての「イン

ターネット教室」を平成 22 年 11月 13日（土）

NTT-ITプラザ福岡で開催しました。15名の参

加で、特にパソコンに弱い年代にはありがた

い勉強会でした。 

 

 第 4 点目は、昨年に引き

続き、筑紫地区職業訓練会

と一緒に「3級販売士講座」

を開催できたことです。1

月 11日～2月 1日の 10日間実施しました。 

 

 

 

第 5 点目は、その他の全体行事を計画通り

実施できたことです。 

 

年次総会は平成 22 年 4 月 17 日（土）開催

し、36 名のご参加をいただきました。福岡県

出前講座で「福岡の魚は美味しい～知ってい

ますかブランド品、食べていますか旬の魚～」

という講演をいただきました。 

 

夏季研修会は平成 22 年 7 月 17 日（土）に

23 名の参加で、福岡県出前講座で「九州新幹

線鹿児島ルート」という講演をお聞きしまし

た。 

 

秋季流通施設見学会は平成 22 年 10 月 9 日

（土）に 14 名の参加で、「イオンモール福岡

ルクル」を見学しました。 

 

新春懇談会は平成 23 年 1 月 22 日（土）に

福岡商工会議所で 26名のご参加で盛大に開催

できました。松江市から新入会員の中島良一

さんが駆けつけてくれました。 

  

会報「販売士ふくおか」は、第 24号「年次

総会特集号」を 5 月 17 日、第 25 号「夏季研

修会特集号」を 9月 29日に廣瀬理事の編集で

発行することができました。また、中野理事

が当協会ホームページを適時更新してくれ、

常に最新の全体行事を掲載できています。 

 

今年 1 年間、会員の皆様には協会活動に大

変なご支援・ご協力を頂戴しました。来年度

は福岡販売士協会発足 10 年目になります。さ

らに協会活動を充実してまいりますので会員

の皆様のご支援、ご参加をよろしくお願い申

し上げます。 

投稿記事 ＊ 役員＊会員   ＊ 
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閑話 “自分とは何か？” 

 

副会長   

一級販売士 

石原 義曠 

 

「自分とはいったい何

だろう？」なんて、考えた

りしたことはなかったでしょうか。 

かって若かりし頃、そんなことを考えたり

していた自分がいたことを、つい先日、書棚

にあった『マーフィの法則』を読み返してい

て想い出しました。「あの頃の自分は燃えてい

たんだな」なんて懐かしくも恥ずかしくも思

いながら。 

それは、ちょうど東京にいた３０歳頃のこ

とでしたが、「より良い自分、より良い人生と

は」なんていうことを真剣に考え、「自分とは

何か？」を模索していた時でした。偶然、あ

る書店で『マーフィの

法則』を見つけ、「自

分とは、今、自分が考

えていること、感じて

いることそれ自体な

んだ」ということに気

づかされ、いっぺんに

晴々とした爽快な気分になって自己啓発意欲

が湧いてきた記憶があります。 

要は、不運だとか不幸だと感じていたり思

っていたりしていたとすれば、それが自分で

あり、また自分は幸運だとか、恵まれている

のだから人のためになりたいなどと思ってい

たならば、それが自分なんだ」ということを

教えられたわけです。 

マーフィ（精神法則に関する第一人者）は、

良いことを考え、良いことが起こることを期

待している心には、良いことを引き付ける一

種の磁場（マグネティック・フィールド）が

働くんだと言い、良いことを期待している気

分でいると潜在意識は良いことに連なるチャ

ンスだけを掴まえるように導いてくれると言

っています。 

確かに、これまでの自分の人生を振り返っ

てみると、人生の明るい面に敏感である時は、

人生が楽しく充実感に溢れてたということを

実感します。 

そんな自分も今、古希を迎えて、なお小さ

な自分のままではありますが、大切な人たち

との出逢いなど種々の幸運に恵まれての日々

を有難く感じています。特に、縁あって福岡

販売士協会に所属できたお蔭で、いまなお機

会あるごとに多方面で経験を積んでこられた

方々と交流することができ、啓発されている

幸運にも恵まれています。 

マーフィの潜在意識についての理論と法則

に大いに生き方の原点を学ばせてもらったと

感じています。 

（H２３年１月 記） 

 

 

青春の只中を翔ぶ“勤務地・福岡市” 

 

一級販売士   

甲斐田 誠二 

 

 昭和３４年４月、福岡

市に本店がある某中小

企業専門金融機関に入

職しました。久留米からの遠距離通勤、学生

時代も４年間通学したとはいえ、給料を貰っ

ての通勤は又違った大変さが、重く肩に降り

かかる毎日でした。昭和３４年は、今の天皇

陛下が、皇太子として、美智子さんと結婚式

があった年でもあります。初めは内勤事務、

窓口係の事務を淡々としてこなすだけでした

が、すぐに得意先係としての外回り、顧客の

獲得の最先鋒を背負わされました。博多湾か

らの潮風が、強く吹く大晦日の夜、２人組ん

で、鞄には集金した百円札（当時は、百円札

が一般的に使用されていて、今の千円札の感

じ）を一杯詰め込んで、次の集金先へと。紅
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白歌合戦など夢のまた夢。１時過ぎの蒸気機

関車（鈍行）が引く列車に乗って一路久留米

へ!!数時間寝たら正月。博多駅前の支店勤務

を命ぜられた。旧博多駅は、現在の地下鉄祇

園駅、商工会議所の北側に位置していた。朝

の通勤客が勤めに向かう人の流れは、支店の

前を通り川端商店街、中洲の方へと群れて動

きが加速された状態である。その後博多駅は、

東へ移動、畑の中にポツンとその巨体を浮か

べている状態である。近隣の小川（農業用水）

で、農家の人が、大根・人参を洗う姿が、こ

こかしこに見られる。どこの金融機関も、私

共を含めて、ひよ子饅頭をもって、夜討ち・

朝駆けの大奮戦

である。売れた

土地の補償金を

求めて、預金へ

とつなぐ為に血

路を拓く大合戦

でもある。農家

の息子達は、外

車を購入、中洲その他の娯楽地へと放蕩三昧

の暮らしへ変身、出来損ないの馬鹿息子続出。

この頃から、毎日、家で９時前に夕食をとっ

たことがないという事態が続き体力的にも変

調をきたす。管弦町・人参町・西職人町、今

では見られない町名の町をグルリと市内電車

は走る。新しい博多駅周辺は、未舗装で土煙

もうもうと立ち込める。埃よけに、薄いコー

トを着て、襟にはマフラーを巻いてバイクで

の疾走。そして一軒一軒訪問しての新規客の

獲得へと。一回よりも二回・三回へと度重な

る訪問に客の気持ちもほぐれ新規客を獲得し

た時の嬉しさ、何にたとえんこともなく、又

次の獲物？を求めてチャレンジは続く。幾つ

かの市内支店勤務を経て、定年前１０年間、

学校の先生と同じようなスタイルで、“研修

担当”の辞令発令。新人研修・簿記３級を自

分で教える、主任研修・代理研修・次長研修・

支店長研修、相当の指導能力が要求され、勉

強アンド勉強の連続進行形。又本部の業務指

導担当者と組んでの、一営業店を拠点に、得

意先係を各営業店より抽出、営業店渉外係実

践訓練、グラフを作り、ポスターでの檄（げ

き）文を書き図柄を入れ、期間を区切っての

新規客獲得実践訓練、同行訪問により訪問技

法の指導、帰店後集合しての反省会等、次な

る訪問の準備ｅｔｃ。女性に限っての、ＮＴ

Ｔとタイアップしてのテレマーケティングの

推進、顧客にどのうように説明したら商品説

明が上手に電話で伝えられるか、応酬話法の

体得、２台の模擬電話を設置、舞台に上がっ

ての推進大会、壱等・弐等の被表彰者等。又

福岡商工会議所へ出張してのどんたく踊りの

練習。ビデオを撮って帰っての再映と練習、

国債窓口販売の為の証券外務員試験の実施と

学習推進。その間に織り込んでの自分自身の

資格獲得、日本商工会議所 一級販売士、経済

産業省 中小企業診断士第一次試験合格、建設

省 宅地建物取引主任者等、必死の獲得。緊張

みなぎる大蔵省（現財務省・金融庁）の突発

的・抜き打ちの検査官の検査、顧客の脱税？

を巡る国税局の強制調査等、次から次へと今

思えば劇的な場面が回想されます。然し過ぎ

去ってしまえば夢のまた夢のうちに過去の彼

方へと一瞬のうちに葬り去られてしまう。唯

一云えることは、この難しい金融機関の舵取

りの仕事を、あちこちに埋っている地雷を踏

むことなく、爆死することもなく、定年満期

支払を受けられたことは、私の努力もさるこ

とながら、同僚・顧客・家族等の大きな支え

があったればこそと深く感謝している次第で

す。“青春の只中を翔ぶ勤務地・福岡市”で

の故事にいう“一炊の夢”談義での幕を下ろ

させていただきます。 
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４２.１９５Ｋｍに魅せられて 

           

一級販売士 (大分) 

              

溝部 敏勝 

春～秋はゴルフか野球、

冬場はマラソン、プレーし

て楽しい、観て面白い、こ

んなドラマチックなスポーツは他に見当たら

ない（私の偏見？）。膝を痛めた私にとっては

もっぱら焼酎グラスを片手に 観るスポーツ

に徹している今日この頃です。 

今冬は 12月初めの福岡国際マラソンを皮切

りに 高校、大学、実業団、都道府県対抗な

どの各種駅伝大会に加え 大阪、別大、東京、

琵琶湖、そして３月中旬に行われる名古屋国

際マラソンを最後にロードのシーズンは終了

する。 私が初めてマラソンを直で観、その

すごさを観知ったのは３０数年前に遡ります。

当時、オリンピックのシルバーメダリスト「君

原選手（新日鉄八幡）」が大分の別大マラソン

に出場しました。大会当日、私は折返し地点

で山のように群がった人垣を押し分け 最前

列でカメラを持ち選手を迎えうちました。予

想された時刻になると白バイに先導され 君

原選手がトップで目の前を通過しました。独

特の首を大きく振るフオームがエンジンにな

っているかのように凄まじいスピードで走り

去り 見る見る間に背中が小さくなっていき

ました。「このペースで４２キロを走りきれる

のかな？（百ｍを 18 秒ほどで走り去りまし

た）」。ただただ驚愕し、今でもあの首振るフ

オームとスピードは脳裏に焼きついています。 

 その後、横浜で学園生活を送ることになり 

夏の野外研修として奄美大島へ渡りました。

自由時間を利用し 有

志一同島一周のサイク

リングを楽しみました。

途中、九十九折の登り

道で苦しみあえぎなが

ら自転車をこぐ仲間を

しり目に 私は案外平気でした。 私が生ま

れ育った故郷は国東半島の山村でした。幼稚

園から中学校まで片道４キロメートルほどの

起伏に富む山道を毎日歩いて通いました。そ

の甲斐あってか体力がつき 足腰が強くなっ

ていました。このサイクリングで「強み」の

レベルを確認でき 更に自信を高めることが

できました。 

 昭和の終わりは「市民マラソン大会」の勃

興期でした。村おこしの一環や、都会に出た

若者を呼び戻すＵターンイベントが各地で催

されていました。そんな折、社内の知人から

青島太平洋フルマラソンへの誘いがありまし

た。１０ｋｍまでの距離なら走った経験があ

りましたが それ以上の長い距離への挑戦は

不安で参加を逡巡してました。しかし 今回

の参加者が２０数名におよび多いことと 

「皆、素人の集団だ！」、との誘い声につられ 

ついつい遊びかてらチャレンジすることにし

ました。 

練習は、毎日の昼休みと週１回の就業後を

使い合同で走りこみました。しかし 各人、

業務の都合があり集まりも悪く 士気の低下

は避けられませんでしたが どうにか励まし

あい練習を続けることができました。 

 こうしてトレーニングを積んでいるうちに

いよいよ大会本番をむかえました。スタート

して３０キロメートルまでは比較的楽に走れ

ましたが、しかし３５キロ過ぎからは足がと

まり、苦しくなり 俗にいう「地獄」を味わ

いました。しかし気力を振り絞り何とかゴー

ルにころげ込むことができました（３時間２

４分２７秒）。テープを切った後は、達成感、
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開放感、爽快感、優越感などなど ４２キロ

を走りきったランナーにしか味わえない 言

葉で表せない心地よいものでした。 

 その後いろんな各地の大会に参加しました

が 特に印象に残っている大会は「延岡毎日

マラソン」です。延岡は駅伝強豪チーム「旭

化成」のお膝下であり宗監督や一流選手が沿

道で声援をおくってくれました。その声援を

追い風にすることができ 自己記録となる３

時間２３秒で完走できました。しかし あこ

がれのサブスリーランナー（２時間内で完走

するランナーのこと、素人では一流ランナー

の証です）にはあと一歩（２４秒）及びませ

んでした。この悔しさをバネにサブスリーを

目指し練習に励みました。 

 しかし数年前、膝に痛みを感じ医師の診察

を受けました。結果、軟骨が磨り減り「変形

性膝関節症」と告げられ走ることができなく

なりました。予期していたこととはいえ大変

ショックでした。 

今はひと月に１～２回通院し 膝にヒアル

ロン酸を注射して痛みを和らげています。ラ

ンニング仲間からは「年寄りの冷や水」と揶

揄されていますが もう一度ゴールテープを

切りたい気持ちは持ち続けています。 

 読者の皆様で マラソンに興味お持ちの方

がおられましたら くれぐれも足を酷使せず

にゆっくり走り マッサージケアーを怠らな

いように フルでなくハーフマラソンを楽し

んでください。「形あるものはいずれ無くなり

ますが、より激しく使えばより早く無くなる」

身を持って体験しました、軟骨の無い骨にし

みています。 

 

 

 

 

 

サービスとは・・・ 

佐々木 葵 

 

年末にいつもより遅い

が恒例の定期健康診断に

熊本済生会病院に行った。 

毎年結構な金額を出して

診断していたが、今回は

7000 円くらいの最低の健康診断をした。その

為か胃カメラでなく、１５年以上前にやった

記憶があるバリュームを飲む方法であった。

終わった後はいつも食堂で昼食であったが、

今回は院内の２階にあるコーヒーかコンビニ

のパンのみであった。二坪くらいのスペース

にテーブル２台椅子４脚、ボランティアグル

ープのような雰囲気の中で早々とコーヒーを

飲んだ。 

検査時間は短かったので良かったか。病気発

見も金次第・・・。 

次回の９月頃には２日間のフルコースの検診

をしよう。 

 

時間も余ったので、その後、車の定期点検

に行った。予約なしであったが、１時間待ち

で点検開始された。 

開始後３０分ころに点検結果、対処する場所

の内容と両肘を床につけて真っすぐ目を見て

きめ細かく費用の説明があった。時間も１時

間かかるとのこと。結構きめ細かく説明され

たので、費用が追加で２万円位かかるようだ

が安心して任せられると思いお願いした。 

直ぐにカウンターの受付嬢が飲み物は何が良

いか聞きに来た。さっきコーヒー飲んだので、

コーラをお願いした。週刊誌を見ているとま

た両肘を床について小盆の載せたグラスに入

ったコーラが出てきた。 

販売士としてサービスについて考えてみた。 

①ロビーは数台の新車とそのカタログ。テー

ブルは４人掛けの丸テーブルその上には小さ

な洒落た花瓶にそれぞれ違う花を生けている。 

②お客は老夫婦が事故を起こして、しきりに
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自分のミスで事故を起こしてしまった。と言

い、セールスに人が保険の対応をしていた。 

③若夫婦が新車を見ている。 

④５０代位の女性がテレビを見ながら修理待

ちの様子であった。 

⑤心地よい騒音とＢＧＭ、気にならない人の

動きが、気楽にしてくれている。 

 当然ですが、作業工場はロビーから一番遠

いところに有って工場の音はしない。 

⑥テーブルと新車の配置、エコカーの新車の

配置、テレビと豪華ではない肘置きの無い豪

華で無い椅子。テレビの横に週刊誌など数種

類と地域のフリーペーパー、漫画は無い。 

⑦持ってきたコーラにも配慮がうかがえる。 

当然かもしれないが小型の氷に入った、ちょ

っと高めのカップに小型のお盆にコースター

を敷いている。ストローはビニール袋に入っ

たものを添えて有った。 

⑧各テーブルの上には、リボンのついた１０

ｃｍ＊５ｃｍくらいの籐？のミニバスケット

に２個のビスケットと数個のミニチョコ、数

個の袋に包んだ菓子を横に置いている。 

評価はなかなか難しい。しかし相当に検討

していろいろなお客さま対応の装置または人

的対応をしていることが垣間みられた。 

①ロビーの入口、受付、車とテーブルの配置、

子供の遊び場、テレビと椅子の配置など 

②お客様の対応は椅子の座らずに両肘を床に

ついて説明している事 

③新車を見ていてもセールスしなで、ゆっく

り見ていただいている。…いつ説明するのか

少し気になる。 

④お客様には必ず受付嬢が飲み物を提供して

いるようだった。 

ちなみに１時間経過した頃には再度飲み物

がいかがですかと言ってきたので、再度コー

ラをお願いした。 

ちょっと気になったが、今度はストローを袋

から出して、おり曲がり式の先を折って、コ

ーラに予め入れて持って来た。 

あなたはどちらが良いと思いますか？ 

最後に点検をカードで決済することとした

が、少々驚いたがカードを預けて先方が決済

して精算書とカード計算書と先に渡したカー

ドを持って来た。署名はその時にした。 

海外でカードは目の前で決済する事が常識の

ようだったが、最近は変わったのかナ。 

決済終了後帰ろうとして車が出口無いので、

奥の工場まで行ったが見つからない。 

再度入り口で受付に聞くと道路の出るところ

置いてあった。決済を対応した人が、車まで

同行する事が必要であったのではないか？最

後の対応が悪く残念であった。 

 

現在理美容室の顧問を引き受けているが、 

①「いらいしゃいませ」をお客さんに髪を切

っている時はお尻を向けて言うことになるが、

是か非か。また全員で言うことが良いのか？ 

②お帰りは「ありがとうございます」なのか

「ありがとうございました」なのか？ 

 

言葉ひとつでお客様の反応が違うことが多い

サービス業は、なかなか一概にいえず、一人

一人の対お客様の感情（気持ち）に沿って言

葉を選んで発する必要がある。 

①について、基本はみんなで発することとし、

目の前のお客様を無視することになる時はそ

のお客様を優先して発声しないでいこうとし

た。 

②は「ありがとうございました」さらに「ま

たお越しください」という。こととした。 

なかなか正解は難しい。 

あなたはどうおもいますか？ 

 

大昔、彼女のしゃれた喫茶店の出来ごと。 

西日の当る窓辺で、従業員がレースのカーテ

ンを引いて日差しを遮ってくれた。 

なかなか気のきく人だと感心したその時、彼

女はほこりがしてコーヒーに入るではないか

と言った。確かに西日に照らされてキラキラ

埃が見えていた。 

同じ行為をサービスが良いと思い、一方では
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だめな事をなってします。 

サービスとはなかなか難しい。と思う。 

 

昨年、副会長から販売士のことを聞き、１回

目は販売士の合格をしないまま参加させてい

ただきましたが、昔取ったキネヅカで６月ご

ろに３級に合格したので、今回から参加をさ

せていただきました先輩諸氏にご迷惑をおか

けする事もあろうかと思いますが、よろしく

お願いします。 

以上 

 

販売士資格取得時前後の苦労話 

 

一級販売士  

 横山 修二 

 

 中小企業診断士の制度

が変わってしまった。旧

制度の合格者は、一度だ

け二次試験を受験できるという。それで私は、

こういう対策を立てた。つまり、新制度でも

う一度一次試験に合格して、二次試験の二度

のチャンスの後、旧制度の二次試験の受験資

格を利用しようというものである。 

 そうこうして新制度になってから、二年目

ぐらいに、一次試験の合格を勝ち得た。しか

し、またしても、二度の二次試験のチャンス

に失敗してしまった。そしてこれで最後と決

めたつもりではないが、もう、旧制度での二

次試験の資格を使ってしまおうと決心した。

私はずっと某受験予備校に通っていたが、そ

の年は、別の予備校に行くことにした。最初

は、学校の癖もあってか、芳しい成績ではな

かったが、年半ば頃から慣れてきて、指導講

師に名指しで褒められるようなこともあった。

結局、その年も失敗に終わるのだが、心残り

は、その学校の内部事情かどうか知らないが、

その年の最後の二日の講義と最終模擬試験が

受けられなかったことである。模擬試験で結

果でも良ければ自信を持って、二次試験に臨

めもしただろうが、無かったため、不安な心

での二次試験受験ということになり、結局、

失敗してしまった。 

 販売士の資格制度があるということは以前

から知っていた。受験科目の内容もほぼ同じ

であるということも知っていたので、それま

でに、販売士一級の試験を受けてみようかな

と思ったことはあったが、結局、実行しない

ままであった。思うに、中小企業診断士の一

次試験の勉強の最中に販売士一級を受験して

おれば、割と軽く合格できたのではないかと

思う。 

 悔いの残る中、今後の進路を考えた。そし

て、何はともあれ、先ず販売士一級を取ろう

と決心した。 

 実際に販売士一級の試験を受けてみると結

構難しく、一発合格という訳にはいかなかっ

た。科目別合格制度であったので助かったと

いう感じであった。最初は二･三年で合格でき

るだろうと思っていたが、結局、五年かかっ

て合格できた次第である。 

 合格して何か月か去った頃、日本販売士協

会から、販売士の講師と

なるための講習会の案

内が送られてきた。 

 講習会を受験後、今度

は、論文審査である。論

文の長さは、五千字から

八千字とあった。つまりパソコンでＡ４用紙

で五枚も書けば良いのであるが、これを私は、

何故か十三枚から十五枚書かねばならないと

錯覚してしまった。それで十三枚で仕上げた

段階で案内用紙を確認して慌ててしまった。

期限も差し迫ってしまっていた。結局、十三

枚の要約という形で、Ａ４用紙五枚で仕上げ

て提出ということになった。私はパソコンの

腕も余り良くない。結局、慌てたことと重な

って、論文審査の評価も余り良くなかった。

返す返すも、残念で後悔だらけの事であった。 
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気になる KEYWORD ～もしドラ～ 

 

広報委員長      

消費生活アドバイザー 

 

廣瀬 紀子 

 

ついに読んでしまいまし

た・・・略して「もしドラ」、「もし高校野

球の女子マネージャーがドラッカーの『マネ

ジメント』を読んだら」。2009年12月に発刊、

200万部を越えるベストセラー。経営学の父ド

ラッカーのマネジメントを題材にしているが、

表紙は萌え系の高校生という何とも不釣合い

な本。気になりながらも抵抗感は否めず、ロ

ングベストセラーの勢いに負け、ついに決心

して購入、一気に読みました。 

 一言で言って、「マネジメントは面白い！、

こういう視点での落とし込み方があったん

だ。」と感心しました。 

 ストーリーの概略は、興味の無かった野球

部のマネージャーをやることになった女子高

校生が、マネージャー＆マネジメントとは何

かを求め本屋へ行き、ドラッカーの「マネジ

メント」を薦められて読み始める。そしてド

ラッカーの言葉を参考に、マネージャーの資

質、組織の定義づけ（目標・使命）、市場と

顧客・・・顧客は誰か、それらを野球部に置

き換え分析し、マネージャーの役目を遂行し

ていくというもの。 

マネージャーの資質は「真摯さ」という言

葉に戸惑いながらも資質を否定されたわけで

はないという事から、まず始まる。そして野

球部は「顧客に感動を与えるための組織」と

いう定義づけに至り、顧客には観客のみなら

ず野球部員も含まれると考える。「甲子園へ

行く」という目標に向かい、マネジメントを

進める。「企業の目的は顧客の創造」という

事を機能させるための「マーケティング」と

「イノベーション」。マーケティングは、顧

客からスタートする事から、野球部員（監督・

他のマネージャーも含む）の現実・欲求・価

値をヒアリング・観察等で把握。それを元に

人の強みを生かし、イノベーションへの取り

組みへ進んでいくあたりは、特に面白い。当

然ながら、元々企業の経営学であるから、自

分としては自身の関わっている仕事への落と

し込みを考える。仕事に身が入っていない人

物の事を思うと、「働き甲斐←責任（生産的

な仕事・フィードバック情報・継続学習）」

という図式により改善できないものだろうか

などと考えてみる。 

ドラッカーの「マネジメント」は聞いた事

があったが、読むには至らなかった。しかし、

高校生でも読んで自身の問題解決へとつなげ

ているではないか。もちろん、これはもし・・・

の話で架空の事で、非現実的な部分が多いの

だが（笑）。でも経営学が、少し身近なもの

に思えてきた。書店に行くと、「もしドラ」

の横にはドラッカーの「マネジメント」エッ

センシャル版と完全版が置いてある。そちら

の売れ行きも上がっているらしい。 

 この本の作者（岩崎夏美氏）は、以前より

「マネジャー」という言葉の英語圏と日本で

の違いが気になっていたらしい。放送作家で

ある彼は、小説の元になるアイデアを自身の

ブログに書いたところ、出版社よりオファー

がきて小説化へ至ったらしい。モデルには今

をときめくＡＫＢのメンバーがなっていた事

も、支持層が広くベストセラーへ繋がったの

だろう。春にはテレビドラマ化、そして映画

化。イメージは違うものかもしれないが、見

てみようと思う。そして、みなみちゃんも読

めたのだから、私もドラッカーの「マネジメ

ント」を今度は読んでみようと思う（笑）。 

 皆様もいかがですか？「もしドラ」「マネ

ジメント」ちょっと手にしてみるのも面白い

かもしれません。 
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新会員紹介＆投稿・挨拶 

 

◆中島 良一（島根県松江市）◆ 

（平成２２年１０月 二級販売士合格） 

 

～入会のご挨拶～ 

 

この度、平成２２年１

１月に入会させて頂い

た中島です。まずは、「ど

うして島根の人が？」と

いう疑問があると思い

ますので、その疑問にお答えいたします。小

生の実家は福岡県筑後地方の八女市（九州で

は八女茶で知られており、説明の必要はない

と思いますが、中国地区では多少説明が必要

です。「県南部の黒木瞳の出身地」とたまに言

いますが。）であります。そして大学の四年間

は２時間程かけて、八女から福岡の西新まで

通学しておりました。ちょうど大学４年生の

時に地下鉄が西新まで開通しました。３０年

ほど前で懐かしく思います。卒業してからは

就職・転職で九州内を前職で福岡～熊本、現

職（食品メーカー営業）で福岡～熊本～長崎

で仕事をし、10 年前に広島、２年ほど前に島

根へといった具合に転勤してまいりました。

現在の島根県松江市の事務所では鳥取県も担

当しているのですが、小生独りだけの寂しい

（ある意味気ままな）事務所で自己管理の為

と、仕事上では主に特約店オーナー様が商談

の相手なのですが、時にはスーパーのバイヤ

ー・担当者・店主様に直接商談もありスキル

アップの為、またＣＶＳでのＯＦＣ（ｵﾍﾟﾚｰｼｮ

ﾝ・ﾌｨｰﾙﾄﾞ・ｶｳﾝｾﾗｰ）の経験も有り勉強も理解

し易いと思い、世の中・社内で流行っている

「ドラッカー理論」の勉強より販売士の資格

を取ろうと、少々ひねくれた根性で勉強し受

験しました。そして合格し、そこで販売士協

会の活動を知りました。しかし、中国地区に

は販売士協会の活動しているところが 

 

 

 

見当たらず、福岡販売士協会のＨＰを見つけ、

栗川会長へ県外にもかかわらず入会希望のメ

ールを送らせて頂いたところ、すぐに快諾の

ご返事を頂き入会させていただきました。 

  これからは、一級受験に向けての勉強も頑

張りたいと思います。そして距離・時間的に

厳しいところからですが、会合などに積極的

に出席し、皆様と親交させて頂き、色々な業

種の先輩方と色々なお話をさせて頂き、経験

を積ませて頂き、ドラッカーの言う「知識資

本」を蓄積して行きたいのが一番の願いです。

当方からも中国・四国地区の市場動向などを

発信させて頂けたらと思っております。４２

歳の頃まで九州で仕事をしてきて中国エリア

は近くて、九州と市場環境も気候も人間性も

そんなに変わらないだろうと思っていました

が、色々違っている部分もあり、現職での情

報も皆様のお仕事などには役には立たないか

もしれませんが、発信させていただけたらと

思っております。特に広島市には７年半ほど

住んでおりましたので、広島の事は色々知っ

ているつもりですので、皆様に使って頂けた

らと思います。九州を離れてちょうど１０年

ですが、九州の市場環境や市町村合併など諸

事情なども変化し、判らない事ばかりだと思

いますが、皆様のご指導ご鞭撻のほど、よろ

しくお願い申し上げます。 
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当協会発行の会報は、日本販売士協会にもお送りしており、会報に掲載された記事が 

社団法人日本販売士協会発行の月刊誌“販売士”への転載を求められ、日本全国に紹介 

される可能性も充分に考えられます。 

例）2003 年 11 月“今、食の世界に求められているもの” 

  2008 年 11 月号“食生活の明と暗” 

2009 年３月“販売士との出会い”など。 

会員の皆様の原稿を日本国内に発信するチャンスです。 

福岡販売士協会・会報の原稿募集 
 

福岡販売士協会では、年に３回（５月、９月、２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 

  参考例●販売士資格取得時前後の苦労話、後輩販売士への激励メッセージなど。 

      ●販売士の目を通して見た、小売の現場雑感、経済情勢全般への雑感。 

      ●福岡販売士協会の、今後の有り方に関する提案。 

●皆様の毎日の生活を通して見た”閑話休題”的なもの。 

●趣味の世界の紹介記事や、旅行（観光、ビジネス）で得た知識の紹介記事。 

●仕事を通して得た知識の紹介、体験談。諸々の生活体験談など。 

●氾濫する各種情報の中から、皆様が選んだ情報の分析記事。 

 

 ♪ 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 

（１） パソコンで、Ｗｏｒｄやテキストメモなどに入力したものをメールで送信 

（２） 手書き原稿を郵送で、もしくは手渡しで提出も可 

※ 手書き原稿は返却致しません。必要な方はコピーをお願いします。 

※ 手書き原稿はパソコン入力しますので、文章は楷書でお願いします。 

※ 原稿は次の会報発行まで保管し、その後廃棄します。（４ヶ月程度） 

※ 会報には顔写真入りで掲載をしますので、写真貼付をお願いします。 

（各種行事に参加し、すでに撮影した画像がある方は提出不要です） 

 

 ♪ 投稿時期：随時受付 

4 月末まで受付分は 5 月号に掲載、8 月末まで受付分は 9 月号に掲載、 

1 月末まで受付分は 2 月号に掲載します 

  ♪ 文字数：１，０００～１，５００文字程度（会報１ページ分） 

 ♪ 提出先（お問い合わせ） 

    ●廣瀬 紀子（広報委員長）：noripyon@orchid.plala.or.jp 

    ●栗川 久明（会長）   ：fukumae@zenno.jp 

 

 

 

mailto:fukumae@zenno.jp
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～お知らせ～ 

 

◆年次総会◆  

   日 時：平成23年４月16日（土） 

  場 所：福岡商工会議所604会議室 

   

◆春季流通施設等見学会◆ 

  日 時：検討中 

  場 所：検討中 

 

◆夏期研修会◆ 

  日 時：平成 23年６月 25日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 303会議室 

 

 

◆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 

福岡販売士協会・現況報告  

 
会員状況（平成２３年２月） 

正 会 員 ７５名 

 １級販売士 5９名 

 2・３級販売士 １３名 

 宮崎支部  3 名 

賛 助 会 員  5 社 

     

福岡販売士協会役員体制（平成２３年２月） 

 会 長： 栗川 久明（事務局長兼務） 

 副会長： 石原 義曠 

 副会長： 岡野 卓也（企画委員長兼務） 

 理 事： 中村 純治（研修委員長） 

理 事： 八尋 晃仁（研修副委員長） 

 理 事： 小関 芳紀（企画副委員長） 

 

 

理 事： 廣瀬 紀子（広報委員長･会報） 

理 事： 中野 法子（広報副委員長･ＨＰ） 

 理 事： 渡辺 芳雄（総務委員長） 

理 事： 長沼 玲子（総務副委員長） 

 理 事： 岩切 寛文（宮崎担当） 

 監 事： 濱村 昌男 

監 事： 福田 紘司 

 顧 問： 大原  盡 

顧 問： 福生 和彦 

顧 問： 櫨本  攻 

委 員 会 体 制 

研修委員会  

 委員長：中村 純治 副委員長：八尋 晃仁 

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://www.farmmc.jp/

