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平成２３年度 “年次総会” を開催  

平成２３年４月１６日 

～ 大震災による不測と不安の時代を乗り越えよう！ ～ 

 

 

 

１０年目を迎えた今年度の総会を４月１６

日（土）の午後、福岡商工会議所において開

催しました。 

当日は、３２名の会員のほか来賓として、

長崎販売士協会から坂口会長はじめ冬木・吉

岡両副会長にも参加いただき、総勢３５名に

よる総会となり、第一部の総会議事から第二

部の記念講演、そして第三部の懇親会に至る

まで司会の佐田会員の好リードもあり論議や

質疑、歓談などが活発に行われ、大変盛況裡

に終えることができました。 

また、福岡商工会議所 会員サービス本部

の猪野本部長、販売士担当の星野様にも着任

早々の多用な中を参加いただき、最後まで私

たちと共に種々の課題などについて一緒に語

り合って貰うことができましたし、記念講演

においても講師の福岡県農林水産部の重松係

長から「福岡県のブランド農産物」について 
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興味深いお話をユーモアを交えた巧みな話術

で楽しく聞かせてもらうことができました。 

さらに、今回は東日本大震災後の初めての

会合でもあったため、懇親会の場では被災さ

れた地域や人々に心を寄せた会話が多く聞か

れ、この国の一刻も早い立ち直りに希望を込

めていました。 

千年に一度ともいわれるこの度の大震災に

よって、いま国中が未曾有の被害をうけ不測

と不安の中にあるようですが、この危機に落

ち込むことなく、私たちがどう行動すれば乗

り切っていけるかをお互いに啓発し合いなが

ら、当協会の飛躍を期すと共に復興に役立つ

活動へと繋げていければと思います。 

以下は当日の概況です。 

 

第一部 総会議事 

 定刻の午後二時、冒頭、

司会の佐田会員が「さま

ざまなこと思い出す桜か

な」と、この時季への思

いを自作の句に込めて開

会を告げられた後、はじめに栗川会長が登壇

し、１０年目を迎えられたことへの感謝の言

葉とあわせ、東日本大震災からの再起を願う

旨の挨拶があり、続いて議事に入るに当たっ

て「現会員数の報告とともに、会則により本

総会の議事は出席会員の過半数以上で承認さ

れる」旨の前置きと確認がなされ議事に入り

ました。 

議案の提案・説明に関しては、直接栗川会

長から行われ、都度各議案ごとに審議された

結果、いずれも出席者全員の賛同を得て承認

されました。 

また、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議事の対象に

なってはいませんでしたが、顧問１名の減員

がある旨の報告が付け加えられました。 

なお、承認された議案は４月１７日から実

施となり、その内容については以下のとおり

です。 

 

１、 第一号議案の“会則の変更”について 

第３条の改訂について、次の提案内容で承

認されました。 

 

現行会則の中の「販売士協会のない九州地

区の販売士が希望する場合、当協会の会員と

して加入を認めるものとする」とある部分を

改め、「本人の希望がある場合、地域にかかわ

らず当協会会員として加入を認めるものとす

る」に改訂。 

＊ 詳細は、当日配布資料を参照ください。 

 

２、 第２号議案の“役員体制”について 

役員任期は２年のため、本年度の役員体制

は前年度と同体制での継続となりますが、今

回、大原顧問から８８歳の高齢を迎え職を辞

したいとの申し出があったため、顧問に限っ

ては３名から２名への減員体制になる旨の報

告があり承認されました。 

＊ 大原さん、長年に

わたりいろいろとお

力添え有難うござい

ました。 

なお、役員体制の記述は

省略しますので、当日配

布資料を参照下さい。 

 

３、 第３号議案の“Ｈ２２年度活動報告と会

計報告について 

 詳細記述は省略しますが、以下のとおりの

報告があり承認されました。 

（１） 全体会合について 

① 年次総会（４月、講演「福岡の魚が美

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」、36名参加） 

② 春季流通施設等見学会（６月、北九州

エコタウン、１２名参加） 

③ 夏季研修会（７月、講演「九州新幹線

鹿児島ルート」、２３名参加） 

④ 夏の納涼家族パーティ（８月、アサヒ

ビール園博多、１２名参加） 
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⑤ 秋季流通施設等見学会（１０月、イオ

ンモール福岡ルクル、１４名参加） 

⑥ インターネット教室（１１月、ＮＴＴ・

ＩＴプラザ福岡、１５名参加） 

⑦ 新春懇談会（１月､懇親パーティ、２６

名参加） 

なお、以上の実施概況については、都

度「会報」にも掲載し、ホームページに

もあるとおりです。 

（２）個別会合について 

  ① 役員会議（毎月第２水曜日、麻生情

報ビジネス専門学校内） 

② ３級販売士養成講座（１～２月、 

筑紫地区職業訓練協会、受講者６名） 

③ １級販売士検定通信講座（受講者４

名、） 

④ 会報「販売士ふくおか」発行（５月、

９月、２月） 

⑤ ホームページ運営 

（３）会計報告および監査報告について 

＜会計報告＞ 

本年度は「収入の部の決算額が８８２

千円（予算５９０千円）」、同じく「支出

の部が８５６千円（同６２９千円）」であ

ったことについての内容と次年度への

「繰越金は２６６千円」になった旨の報

告がありました。 

＜監査報告＞ 

以上の報告に対し、濱村監事から「福

田監事と共に詳細に監査の結果、会計処

理はすべて適正・的確に行われている」

との報告があり、承認されました。 

 

４、 第４号議案の“Ｈ２３年度活動計画と会

計予算について 

本議案についても、詳細は省略しますが

以下のとおりの提案内容で承認されました。 

（１） 全体会合について 

① 年次総会（４月、講演「ご存知です

か？福岡県のブランド農産物」 

３５名参加） 

② 春季流通施設等見学会（５月、ＪＲ

博多シティ） 

③ 夏季研修会（６月、講演「“夢実現

講座”；脳科学と行動心理学に   

基づく潜在意識を活用した夢を叶

える実践的方法」） 

④ 夏の納涼家族パーティ（８月、アサ

ヒビール園博多） 

⑤ 九州販売士交流会（１１月５日（土）

予定、長崎販売士協会担当） 

⑥ 新春懇談会（１月、懇親パーティ、

福岡商工会議所内） 

＜参考＞ Ｈ２４年度年次総会（４月、

福岡商工会議所内） 

（２） 個別会合について 

① 役員会議（毎月第２水曜日、麻生

ビジネス専門学校内） 

② ３級販売士養成講座（計画化を検

討） 

③ １級販売士検定試験研究会（通信

講座の計画化を検討） 

④ 会報「販売士ふくおか」発行（５

月、９月、１２月に計画） 

⑤ ホームページ運営 

（３） 会計予算について 

今年度予算の収支は、“九州販売士交

流会（持ち回りで２年ごとに開催）”を

今年は長崎販売士協会の担当で行われ

るため、当協会として例年同時期に開

催している秋季流通施設等見学会を見

合わせることなどにより、予算規模は

縮小し、「収入の部は５５０千円」、同

じく「支出の部は６２３千円」となり、

翌年度への「繰越金を１９２千円」と

しました。 

 

 ＊ なお、以上の３，４号議案につい

ても詳細は総会時配布の資料を参照

してください。また、総会に出席で

きなかった会員の方々には別途「総

会資料一式」をお届けしますのでご

覧下さい。 
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第二部 講演会 

 

演題：“ご存知ですか？ 

福岡県のブランド農産物” 

 

今回の講演は、福岡に協会を置く私たちに

とって、この福岡をより深く知る一環として、

昨年度の「水産物編」に引き続き第二弾とし

て、本県がいかに素晴らしい「農産物」を産

出しているかを、約５０分にわたって福岡県

農林水産部の重松流通振興係長からレジュメ

とスクリーンを使っての映像や資料をもとに

聞かせていただきました。 

行政としての県、つくる側の農家、流通や

販売にかかわる諸団体・機構等が一体となっ

て日夜努力し苦労を重ねられている結果が、

こうしたブランド品の誕生に繋がっているこ

とをうかがい知ることができました。 

以下に一聴講者として学び取った内容を略

記しておきます。 

 

（１）ブランド化をすすめるに当たっては！ 

行政をつかさどる県とし

て、ブランド化を如何なる

方策とプロセスを経て行っ

ているかについては、次の

ような考えのもとに推進し

ているとのことでした。 

① 先ずは、どこにもない「優れた品種を開

発する」という“創り出す”ための品種

の選択と開発方法の研究から始め、 

② 次に、その「生産技術をどう確立し、い

かに作る側に普及させていくか」という

開発したものの品質を最大限に発揮させ

るようにし、 

③ さらに、それらのものを「高品質であり

続け、かつ安定生産と生産の拡大へとつ

なげ、より広く世に行き渡らせる」よう

な仕組みを工夫することによって、 

④ 消費者からの認知度と信頼度を高め、「喜

んで食して貰えるように、ＰＲと販売促

進に努める」ことに注力し、 

⑤ そのうえで、こうした努力の成果をきち

っと護るという意味から「知的財産権の

保護（品種登録・商品登録）を怠らない

ようにする」ことを徹底している。 

（２）それでは、実際にどんな仕組みと体制

で行われているかというと！ 

このようなことをするには、当然県という

行政だけではできないので、 

① つくる側から販売する側までの関係諸団

体による力を結集するため「福岡県農林

水産物ブランド化推進協議会」なるもの

を設けて推進しており、 

＊ 該当諸団体名は、当日配布されたレジ

ュメを参照方。 

② また、こうしたことを行うには、労力のほ

かにお金がかかるということで県からの

援助金として年間約４,０００万円程を支

出してブランド化をすすめているとのこ

とでした。 

（３）今現在、こうして開発されたブランド

農産物にはどんなものがあるか？ 

「いちご、なす、ねぎ、とまと、いちじく、

柿、ぶどう、キウィフルーツ、みかん、菊、

お茶、米、きのこ」などがそれらの主なブラ

ンド農産物で、ブランド品別の特長について

は、次のような紹介がありました。 

① いちご ； “あまおう” 

これは、福岡県だけで生産されているイ

チゴ品種。６年連続して単価日本一（２１

年産、1,140 円/kg）という消費者の美味さ

評価もダントツ。 

また、この“あまおう”の命名は、公募

2,000点の中のただ一点から選ばれた「あか

い、まるい、おおきい、うまい」の頭文字

からとったもの。 

なお、いちご全体においては、本県は栃

木県に次ぎ全国第２位の産地。 

② な す ； “博多なす”  

この「なす」の特長は実が長いこと。果

実が２０ｃｍ前後と長く、艶のある濃い紫

紺色で柔らかい皮と肉質、それにアクの少
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ないのが特長。 

③ ね ぎ ； “博多万能ねぎ” 

この「ねぎ」は朝倉地区で作られており、

薬味・鍋物などどんな料理にも合うことで

全国的にも有名。昭和４０年代に日本で初

めて野菜が飛行機に乗って東京などに出荷

（フライト農業）されたことでも話題にな

った。 

④ とまと ； “博多のとまと” 

この品種は、赤く熟してから収穫してい

るため、とまと本来の甘みと香りがあって

ビタミンＣやカロチン、リコピンを豊富に

含む優れもの。 

今の「とまと」は、一般に流通段階で傷

まないよう赤くても皮が硬い。 

⑤ いちじく ；“とよみつひめ” 

本県開発のオリジナルブランドで、甘み

と果汁が多くイチジク臭さがないのが特長

でとにかくうまい。ただ、価格は従来品種

の 5割高（Ｈ２２年産 827/kg）。他にも“蓬

菜柿”“桝井ドーフィン”がある。 

なお、本県は全国第２位のいちじく産地

でもある。 

⑥  柿  ； “富 有” 

福岡県の柿の代表がこの品種で広く知ら

れている。最近では、新品種として“早秋”

“太秋”が仲間入りし、特に“太秋（たい

しゅう）”は見た目は悪いが甘くて美味しい

お奨め品とのこと。なお、柿も全国第２位

の産地。 

⑦ ぶどう ； “巨 峰” 

福岡県は、全国でも有数のぶどうの産地。 

その中でも、田主丸の大粒の巨峰は味が

よく好評。 

⑧ キウィフルーツ ； “博多甘熟娘”

と“博多甘香” 

本県産のものは、「すっぱさ」を避けて追

熟させ、食べ頃なものを“博多甘熟娘（は

かたうれっこ）”“博多甘香（はかたあまか）”

のブランド名で出荷している。キウィも本

県は全国第２位の産地。 

⑨ みかん ； “博多マイルド” 

マルチ栽培のこの品種は本県の自信作。

みかんは昔、一般に木箱買いしていたため

消費までに品落ちしたりしていたが、今は

カートンＢＯＸやビニール袋詰めのものを

適量買いされるようになり品質が保たれる

ようになった。 

⑩  菊  ； “雪 姫” 

この品種は、大輪で花の色が雪のように

白く透明感があり、日持ちが良く生け花や

一輪挿しの素材として好評。本県はこの輪

菊の産地として全国第２位。菊全体では第

４位。 

⑪ お 茶 ； “八女茶” 

お茶は本県を代表する特産品のひとつで、

中でも八女地区は全国的にも名高いお茶の

産地。特に栽培中に光をあてない作り方を

する玉露は高品質で全国茶品評会で１０年

連続農林水産大臣賞を受賞している。 

⑫  米； “夢つくし”と“元気づくし” 

本県の米は他県には一切出荷せず地産・

地消が特長。“夢つくし“は、美味しさで定

評のあるコシヒカリを父に、丈夫で栽培し

やすいキヌヒカリを母にいいところを受け

継がせて生まれたもの。光沢と粘りがあっ

て味も高い評価をうけている。また、最近

人気なのが暑さに強い”元気づくし“。米

は暑いと疲れて乳白色になりやすいが、こ

の品種はそうならずに一粒一粒がしっかり

として艶と程よい粘りがあり美味しい。 

⑬ きのこ ； “博多ぶなしめじ”と“博

多えのき” 

★ 品種改良により生まれた“博多ぶな

しめじ”は、うまみ成分をアップさせ、た

んぱく質や食物繊維を含む低カロリーが特

長。味噌汁などの汁物をはじめ煮物、ソテ

ーと幅広く楽しめる。“しめじ”の産地とし

ては、長野・新潟の両県が有名だが、本県

は全国第３位。 

★ この“博多えのき”も、鍋に入れた

り、ホイル焼きにしたり種々の料理に使え、

食物繊維やビタミンＢ1やＢ2などを含む低

カロリーが特長。えのきも本県は全国第３
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位の産地。 

（４）では、このようなブランド品のＰＲや

販促はどうしているのか？ 

 

特に平成１４年以降、麻生知事のトップセ

ールスやイベントなどを通じて積極的に実施

している状況を映像により紹介をうけた。主

なシーンは次のとおり。 

① 北九州空港や福岡空港、福岡女子大、も

もち浜や東京ビッグサイトなどのイベ

ント会場とか東京駅などでの販促シー

ン。 

②  本県主催の農林水産祭りの場で、ラー

メン専用小麦を知事の手によってＰＲ

したり、あまおう祭りを企画して西鉄福

岡駅やＪＲ博多シティなどで販促に努

めているシーン。 

③ その他、企業とのコラボレーションや

ホームページ、新聞広告、ＴＶでのＣＭ

とか、福岡うまかもん大使（女性）によ

るキャンペーンや販促キャラクターによ

って浸透を図っているシーンなど。 

 

以上のようなお話でしたが、農産物という

ものは長い時間をかけてどんなにすばらし

い品種を生み出したとしても、１０年も経て

ば必ず飽きられてしまうため、常に品種改良

や新たな品種の開発努力が不可欠であると

いうことでした。したがって、実際の現場で

は一品目について同時並行的に何本もの改

良・開発研究が日々すすめているようです。 

個人的にも、まだ味わっていないブランド

を是非食してみたいと思います。 

 

第三部 懇親会 

 

冒頭、司会の佐田さんから長崎販売士協会

さんから「郷土の美酒の差し

入れをいただいています」と

の報告に、みなさんから一斉

にお礼の拍手が湧いて始まっ

た懇親会は、最初に来賓とし

て出席いただいた長崎販売士協会の坂口会

長から本総会へのお祝いの言葉とともに「１

０年目を迎えられた今日までの前向きの活

動に敬意を表し更なる発展を祈念します」と

の要旨の祝辞をいただきました。 

 

また、続いて乾杯の音頭を

とられた福岡商工会議所の

猪野本部長からも、当地域の

貴重な団体として活動して

いることにエールをおくっ

ていただいたうえで「販売士

制度の発展を期し共に歩んでいきたい」との

心強い言葉をいただき、全員がグラスを掲げ

元気よく“カンパーイ！”と発声して歓談に

入りました。 

歓談に入ると、たちまち和気あいあいとお

互いがグラスを手に談笑する姿が見られ、料

理に箸をすすめながら手近のビールやコー

ナーに用意された焼酎などを注ぎ合ったり

して盛り上がっていました。 

また、会半ばでは司会の佐田さんが、頃合

を見計らって恒例になったショートスピーチ

の到来を告げ、スピーカーを指名するとそれ

らの人たちが次々とマイクの前にすすみ、近

時に体験したことや時事に関することへの感

想や論評、あるいは種々の趣味や仕事に関す

る話題とか人生訓などと尽きることなく聴き

手の関心を惹き付け、盛んに拍手を浴びてい

ました。 

こうして時間の経過を忘れるほどに盛り上

がった雰囲気の懇親会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「大震災からの一刻も早い立

ち直りのために、今私たちひとり一人の意識

と行動が大きく左右する時でもあるので、お

互いに啓発しあっていければ」との挨拶で、

最後は全員が震災の犠牲になられた方々に黙

祷を捧げ散会しました。 

 

（ 副会長 石原 義曠 記 ） 
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設立１０年目を迎えて 

 

会長     

 一級販売士  

栗川 久明 

 

  

 当協会は設立総会を平成 14 年 4 月 13 日に

開催してから、早いもので 10年目を迎えます。 

 

 当協会の活動は毎年全体行事を年 6回開催、

役員会議を毎月開催、会報を年 3 回開催、ホ

ームページを随時更新と活動が定着していま

す。 

 

 平成 23年度年次総会を 4月 16日（土）に、 

福岡商工会議所で・604 会議室で 35 名のご参

加をいただき開催しました。 

 ご来賓として例年のように長崎販売士協会

より坂口会長、冬木副会長、吉岡副会長にご

参加いただきました。また、賛助会員の福岡

商工会議所より会員サービス本部猪野本部長

と販売士担当の星野さんにご参加いただきま

した。 

 

 現在の会員数は、正会員：74名、賛助会員： 

5社です。昨年の年次総会時より 2名の増加と

なっています。 

4月に中野誠二さん、廣瀬兼明さん、宮崎の

清水三昭・甲斐香織さんの 4 名が新規加入さ

れました。 

また、会員の河村昭一さんが 2 月の検定試

験で 1級に合格されました。 

 

 年次総会では、下記の議案について満場一

致で承認されました。 

 第 1号議案では、当協会への加入について、

販売士協会のない九州地域限定を廃止し希望 

 

 

者には広く門戸を開くことにしました。 

 第 2号議案では、役員任期は 2年ですので、

今年度も昨年の役員体制が継続ですが、大原

顧問より 88歳と高齢なので顧問退任の申し出

があり承認されました。大原顧問には長い間

協会活動のご指導、ご支援をいただきありが

とうございました。 

 第 3号議案の平成 22年度の活動は計画にプ

ラスして、中野理事提案の「インターネット

教室」を開催いたしました。また、平成 22年

度収支決算書では、全体会議への参加者が計

画よりも大幅に多かったため健全財政を維持

することができました。 

 第 4号議案の平成 23年度活動計画は会報に

掲載していますが、例年通りの全体会議に、

11月 5日（土）に長崎で「九州販売士交流会」

を開催予定です。今年は皆さん一緒に長崎に

いきましょう！ 

 

 年次総会に続く全体会合として、5 月 28 日

に春季流通施設見学会として、「JR 博多シテ

ィ」を見学します。多くの方のご参加をお願

いします。 

  

会報「販売士・ふくおか」を 5月・9月・12

月に発行しますので、会員の皆さんのご寄稿

をお願いします。テーマは自由で、1,200文字

位（1ページ分）でお願いします。 

 

また、当協会のホームページは全体会合・

会報に合わせて随時更新を行いますので、定

期的にご訪問ください。 

 

 今年も活発な協会活動を行ってまいります

ので、会員みなさんの積極的なご参加をよろ

しくお願いします。 

投稿記事 ＊ 役員＊会員   ＊ 
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“大震災に思うこと” 

 

副会長   

一級販売士 

石原 義曠 

 

巨大地震・大津波に加

え原発事故の同時発生という想像を絶する３

月１１日の東日本大震災。今、私たちの国は

千年に一度とも言われるほどの大震災に見舞

われ、被災から一ヶ月以上経った現在もなお、

原発事故の収拾への難しい対応を含め国中が

深い戸惑いの中にあります。 

この現実とは思えないほどの悲惨な状況か

ら抜け出し立ち直るには、世界中から絶賛さ

れているように、国民のみんなが被災された

地域や人々に心を寄せ、その気持ちを共有し

心をひとつにしている精神性こそが復興の絶

対条件として根底になければならないことだ

と思います。 

しかし、同時に被災による生産体制への打

撃や消費の落ち込みから一刻も早く日本経済

を立ち直らせるかを考え、遅れを取ることな

く瞬時に実行に移していかなければならない

時でもあると思います。 

それには、まず現状の行き過ぎた自粛や節

約の風潮とか風評などが、例えば観光地のホ

テルや旅館の利用者が激減するようなことに

繋がっていますし、花見やゴルフなどの贅沢

は慎むべしとの考えなどが、国の経済の６割

をも占める個人消費を落ち込ませ、さらには

関連業界の雇用にも大変なマイナス要因とな

っているようですので、先ずはこうした要因

から改めていかなければ、この先景気が下ぶ

れしていくようで心配になります。 

確かに、私自身も深い悲しみに陥っている

人々、そして先の見えない過酷な生活を強い

られている方々の惨状を知るにつけ、「祭りだ、

花見だ、旅行だ、ゴルフだ！」なんていう気

分にはなりにくいのですが、ここは不謹慎と

は考えず、日本のみんなで復興を支えていく

んだということで、真っ先にこうした自分自

身の心の抑制の箍（たが）を取り外し行動す

る必要があるのではないかと感じています。 

因みに、恥ずかしくもささやかな一例です

が、自分が所属するゴルフ倶楽部で競技に参

加する時にはパープレイを逸するごとにオー

バー分を献金するというようなことを始めて

みたり、できる限りの旅行を心がけたり、当

たり前のことですが買い控えや品薄品の買占

めなどはしないようにしながら、これからも

自分にできることは何かを考えていきたいと

も思っています。 

今、私たちひとり一人の意識と行動が被災

者の心を癒すことにも繋げられる筈ですし、

また日本経済の先行きににも貢献できる時で

もある筈だと思います。  悲惨を繰り返す

ことのないしっかりとした復旧・復興によっ

て、お互いの安全と安心が確保されたこの国

の再生に希望を持ちたいと願っています。 

（ Ｈ２３年４月 記 ） 
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東日本大震災に思うこと 

 

一級販売士   

山路 博之 

 

 

平成２３年３月１１日という

日は、日本の歴史上に永遠に記憶される悲し

い日となった。M９という世界最大級の大地震、

その直後の大津波、そしてレベル７という福

島第一原発事故と三重苦が始まり、日本は未

曾有の大混乱に陥っている。ある外国人は、

この状況を CALM CHAOS( 静かなる大混乱)と称

した。その意味は、大混乱の中でも、被災者

は補給物資の奪い合いもせず又避難する時で

も、秩序を乱すことなく整然と行動する姿を

見て、海外の人達は「日本人は素晴らしい国

民だ」と高い評価を与えている。 

私の海外の友人達は、アメリカ・ヨーロッパ・

中国等からすぐメールで、お前や家族は大丈

夫かと心配してくれた。これは有難いことだ。

しかし彼らは日本通にも拘らず、日本全体が、

大地震・大津波・福島原発大事故で壊滅的状

況にあると思っている節がある。特に、福島

第一原発事故による、外国人の反応は、我々

日本人が予想も出来ない位敏感で、そう錯覚

させる日本政府や東京電力の対応、正確な彼

らが知りたい情報提供や各種メディアの情報

発信の仕方にも問題があるのではないだろう

か。情報不足が外国人の日本からの脱出・日

本渡航自粛・日本製品への風評被害等を招い

ている。私も娘夫婦が震源地に近い水戸市（茨

城県）に在住、孫達もいて福島原発事故の放

射能には特に心配で、ヨーロッパ在住の友人、

物理学博士に、メールで放射能汚染について

様々な注意やアドバイスをくれたのは助かっ

た。 

東日本大震災は２万８０００人前後の死者・

行方不明者を出した。死者の 92％が津波によ

る溺死、65％が 60歳以上の高齢者という事で、

自分と同世代の多くの方々が被災されている

と思うと胸が痛む。そして、１ヶ月以上経過

している現在でも、１万３千人以上の行方不

明者がいる。肉親や身内をなくされた被災者

にとって、国や自治体が遺体捜索に総力を挙

げて早急に邁進して欲しいと思うのは当然だ。 

これから復興に向けて日本全体が一丸となっ

て、日本を立て直す事に取り組まなければな

らない状況にあるのに、政争に明け暮れる日

本の政治力の貧弱さに危惧感を覚える。日本

の将来が問われる時期だけに、政治家や経済

界だけでなく、我々民間人も、一人ひとりが

被災者の為に、そして日本の復興支援の為に、

自分は一体何が出来るのかを問われている。

災害ボランティア活動、義援金や災害募金、

風評被害にあえぐ被災地産品の購入、支援物

資の提供、復興支援資金国債購入、節電等考

えられる。これから完全に復興するまでの長

い間を見据えて、私は一時的で無く、長期間

のスパンで考え行動していくつもりだ。 

最後に、東日本大震災の復興構想会議の斬新

な提案に期待したい。更に日本は地震国で想

定されている東海地震や南海地震が明日起き

ても不思議でないだけに、政府は東日本大震

災を教訓にして、総力を挙げて大災害に対す

る抜本的対策を構築して欲しいものだ。 
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『九州新幹線全線開業を祝して』 

一級販売士   

総務委員長   

渡辺 芳雄 

  

「さる３月１２日（土）に待望の九州新幹線・全線約２６０Kmが開業しまし

た。 

博多駅をはじめ、全１２駅ではそれぞれに盛大な開業式典が予定されていたはずですが、前日午

後に発生した「東日本大震災」により、急遽取りやめとなってしまいました。そのため静かな門

出となりました。その後の乗車率も出張や旅行の相次ぐキャンセルで、予想を大きく下回り４割

前後と聞いています。 

しかしそう遠くない時期に活況を呈する日が必ず来るものと期待しています。 

  

この九州新幹線の概要を数字の面から理解していただこうと思

いまして、１月の新春懇談会のスピーチの場で、今回の資料の

速報版をお配りしましたが内容と説明が不十分でしたので、今

回もう少し工夫したものをお届けしたいと思った次第です。ご

意見・ご指摘等いただけましたら幸いです。」 
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会社人間と家族のきずな 

 

     企画副委員長 

小関 芳紀 

 

北九州支部(！)の小関

です。 

今年は、私の人生で大きな転機の年となりま

した。この４月から、大学５年生（昨年就職

失敗のため）の二男と年子の末娘が晴れて社

会人となり、それぞれ東京と四国徳島へ赴任

のため家から出て行きました。 

長男は４年前にすでに就職して東京に住んで

おり、我が家はとうとう家内と二人きりです。 

ご近所からは、この就職難の時に子供たちが

就職が決まって良かったね、と言われるので

すが、家内に子育ての多くを任せて自分は仕

事優先という「錦の御旗」に甘えて、この２

９年間過ごしてきました。そして今いろいろ

考えさせられる状態におります。 

私は、２２才で就職を機会に実家を離れ２６

才で結婚して以来２９年間、家内と子供 3 人

の家族のため、家計も厳しいので仕事優先で

頑張ってきた自負がありました。 

なので、子育ても家事も多少は手伝いました

が、当然家内の仕事と思い今日まで大黒柱だ

と、えらそうにして来ました。 

しかし、五十半ばの年になり、若干記憶力体

力等の衰えを感じるようになり、そろそろ人

生もどのようにまとめ上げるか、老後の生活

設計はどうしようかを考えるようになり、そ

うなると、いままで空気のように思っていた

家内の存在の重要性に気付いたのです。 

考えてみれば、自分が働いて家族を養って来

たんだ！という自負と表裏一体で、実は家内

は２９年の間、家内自身の人生を懸けて私を

支え続けてくれたわけです。家内の支え無し

には私の人生はなかったんだ！と大いに反省

をし、現在は家内への感謝の気持ちでいっぱ

いです。 

実は、３月下旬に末娘から（徳島で看護士の

見習い中）「ママを大切にしないと、捨てられ

るよ！」ときつい忠告を受けておりまして、

まだ間に合うかどうか冷や冷やしながら気を

使う毎日です。子供たちがいた時は、家内の

小言の矛先は子供たちがメインでした。しか

し今は家内の小言の矛先は私しかおりません。

家内は整理魔で結構細かい方なので、片付け

下手な私はなにかと家内の小言の集中砲火を

浴びてますが、耐えに耐えています。 

私は、社長から、お前は首！と宣告されな

ければ、あと１０年くらいは仕事を続けたい

と考えていますが、景気も良くないので先行

きは不透明です。 

そうなると、いざという時の頼りは家内な

ので、今年は私の人生の大きな方針転換、つ

まり仕事優先から家庭優先へ＝家内優先へ、

大きく舵を切ったのであります。 

実は、５月中旬に、会社の社員の結婚式に

出席する予定で、乾杯の音頭を依頼されてい

るのですが、一言アドバイスを、と言われま

した。乾杯の音頭ですので、短く！いろいろ

検討しました。私は私自身の結婚生活の反省

と経験から、以下のモットーをアドバイスし

ようと考えております。 

 

「Ｈａｐｐｙ Ｗｉｆｅ， Ｈａｐｐｙ Ｌｉｆｅ ！」 

 

これは、４月中旬の某テレビ番組（新婚さ

ん・・・・！）で、外国人のだんなさんが夫

婦そして家庭の幸せのモットーとして披露さ

れたもので、私が大変感銘を受けたものです。 

「奥さんの幸せは、ご家庭の幸せ、人生の幸

せにつながります！奥様を大切に！」 

 

なお私は、家内優先ではありますが、福岡販

売士協会の行事や関連の集まりには、今後も 

最優先で参画して、勉強もし、盛り立てて参

りたいと考えておりますので、今後共ご指導 

をよろしくお願いします。 

平成２３年４月２９日  拙筆をご成婚の

記念すべき日にウィリアム王子に捧げます。 
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流通戦争だよ全員集合！ 

 

広報副委員長  

一級販売士   

中野 法子 

  

 先日、ギンギラ太陽'Sという地元劇団の公

演を見てきました。殆どの方がご存じないと

思いますが、福岡では３０００人が入る劇場

での公演チケットが即日完売するほどの人気

劇団です。観客の年齢層も幅広く、子供から

高齢者の方まで楽しめる、とてもわかりやす

くて面白く、ローカルニュースやローカルド

キュメンタリー番組などでもよく取り上げら

れている、知る人ぞ知る劇団です。 

 

 主な特徴としては、建物や乗り物の「かぶ

りモノ」をかぶって「地元の人にしかわから

ない芝居」をドラマチックに、ユーモアたっ

ぷりに展開していくお芝居です。そのストー

リーは、主宰である大塚ムネト氏の徹底した

取材と卓越した情報収集能力、そして地元福

岡を愛して止まないその情熱があふれたもの

で、観客の私たちが飽きる暇もなく笑って、

ほろりと涙してしまう素敵な内容なのです。 

 

 今回の公演タイトルは「流通戦争だよ全員

集合！」というもので、福岡の流通最先端と

も目される天神地区における流通競争を、擬

人化された「岩田屋」や「大丸」「エルガー

ラ」「イムズ」「三越」「天神コア」「ソラ

リア」などのキャラクターが、新博多駅の大

型商業施設の出現に戦々恐々とする様は、ま

さに今の福岡の流通事情を鋭くえぐっていて、

笑いながらも深く考えさせられるものでした。 

 

 また天神に新しく仲間入りした「福岡パル

コ」も新キャラクターとして登場！ 

天神の百貨店軍団の妹分として、かわいらし

く、かつしたたかに流通戦争に参入してくる

中で、天神地区が一丸となって、新たなる敵

「新博多駅」を迎え撃とうとしているあたり

も、現実でも天神地区の百貨店同士がコラボ

レーションして人の流れを博多駅から天神へ

取り戻そうと必死に頑張っている姿とオーバ

ーラップして、とても興味深いものでした。 

 

 このギンギラ太陽'Sの代表作ともいえるの

が、「天神開拓史」という演目で、天神の流

通の歴史を、やはりかぶりモノのキャラクタ

ーで演じているものです。 

 

 天神地区がここまで発展するに至ったその

苦難の歴史が描かれ、毎年上演されているほ

どの人気公演です。他にも、嘉穂劇場の復活

公演で開催された「ひよこ侍」という時代劇

作品や、「翼をくださいっ さらばYS-11」と

いう航空業界を取り上げた作品などがありま

す。 

 

 そして、次の７月公演では、いよいよ「新

博多駅」が登場します。７月と言えば消費の

夏枯れ前、お中元商戦真っ只中になります。

新しくなった博多駅がどのように捉えられ演

じられていくのか、非常に興味深く期待が持

てます。即日完売のチケットが入手できるか

どうかわかりませんが、この７月公演も是非

見に行きたいと思っています。 

 

 ご興味のある方、是非一度公演を見てみて

はいかがでしょう？ 
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市民後見人を目指し

て 

 

二級販売士   

森山 正夫  

定年退職、その後のアルバイト勤務も退職

した後、今後どのように過ごすべきか思いあ

ぐねていた頃、ある勉強会で知り合った I 氏

との話で「市民後見人」の存在を知りました。 

今年 1月 15日北九州市戸畑区で「市民後見人

を目指す人のための講演会」があり大学教授

と実際に携わっている支援員のお話がありま

した。講演会の後、基礎研修の受講希望者は

志望動機を簡単な作文で提出とのこと。その

結果で面接があり 3 月 12 日に行われました。 

3 月 25 日に「基礎研修」受講可の連絡があり

ました。5月から 7月まで各月 2回計 6回です

が、これで終わりでなく更に 9月から 12月に

かけて 10日間の「実務研修」が計画されてい

ます。実施機関での面接後、最終的に平成 24

年度以降市民後見人としてお手伝いできる予

定です。長丁場ですがこれも、なにかの縁で

人様のお役にたてればと思い決断しました。

以下は講演会の資料から抜粋して「市民後見

人」制度についてあらましを要約しました。 

成年後見制度は本人の判断能力が衰えたとき、

本人に代わって、家庭裁判所の監督のもとに

成年後見人が法的な行為を行う制度です。成

年後見制度成立の背景として、平成 12年従来

の無能力者制度が改正され介護保険制度と同

時に導入されたものです。 

財産面から   ①家族による本人の財産の

不正使用をふせぐ。 

        ②リフォーム詐欺や振り込

め詐欺事件に対応 

身体・精神面から①介護の怠慢や放棄、身体

的虐待などをふせぐ等の目的があります。 

成年後見人には本人が予め任意後見契約によ

り就任を予定した任意後見人と、家庭裁判所

により選任される法定後見人がいます。現状

は法定後見人が圧倒的で、しかも親族による

場合が多いため以下の問題が発生しています。 

（イ） 成年後見人の業務は、通常、有償で、本

人がその費用を負担する。お金の無い人

は使えない。 

（ロ） 法的な資格は不要であるが、弁護士、司

法書士などの専門職が行う場合は報酬は

安くない。 

（ハ） そのため、報酬を請求しない親族による

後見人の割合が高くなっている。（全体の

6割以上） 

（ニ） 親族後見人は、親族側の必要性から選任

申立てが行われることが多い。 

（ホ） 本人の権利擁護のため法定後見制度が積

極的に活用されていない。 

そこで市民後見人養成の必要性があげられま

す。 

（1） 弁護士、司法書士などの専門職の成年

後見人の限界 

 ・人数が限られていて、需要を満たすこと

が出来ない。 

 ・報酬が高くなるため、資産の少ない方は

利用できない。 

 ・法的な問題が少ない場合、必ずしも、専

門職の成年後見人は必要ない。 

（2） 親族後見人について 

 ・成年後見人の 6割以上が親族後見人であ

るが、本人の資産を不正流用する例が多い。 

 ・本人の財産を処分するなど、特別な事情

がないときは、親族後見人選任申立てをしな

い。 

以上のような理由で社会貢献型「市民後見人」

が求められています。 

・一般市民の中から成年後見人を養成し、安

全な社会生活を確保する必要がある。 

・多くの場合は、専門職の成年後見人でなく

てもその業務を行うことが出来る。 

（ただし、一定の法的な専門知識が必要） 

以上が制度の概要です。後は実践を通して研

修の成果を活かしたいものだと思っています。 
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60代 老人会ではパシリ役 

 

    一級販売士   

戸田 俊彦 

 

 ４月より栄寿会（老人

会）の役員をしています。 

町内会の役員の任期が終わると、民生委員に

ならないかとか、栄寿会の会長を替わってく

れないか等の勧誘を受けていた。さすがに会

長になるのはお断りしたが、同じ隣組で役員

（班長）をしている人から、家庭の事情と云

うことで泣きつかれ、班長を替わることにな

った。 

 栄寿会は福岡市の年輪クラブの末端組織で、

わずかではあるが市から運営費の補助金が出

ている。又、町内会（団地自治会）傘下の団

体であり、ここからもいくばくかの助成金が

出ている。もっとも、任意加入なので町内会

の下部組織と云うわけではない。しかし、町

内会や年輪クラブの催しがあるときは動員が

かかっていうようでもある。従って、フリー

のサークルではなく公的な色彩を部分的にも

っている。 

会員数は２００名弱であるが、町内会傘下の

中では最大の団体で、活動実績も持っている。

しかし、その栄寿会にも大きな変動が起きつ

つある。昨年、数人ではあるが、会員数が減

ったということである。それまでは右肩上が

りで会員数は増えていて初めてのことだと云

う。その原因として、直接的には昨年は異常

に物故者が多かった（前の倍の２０名亡くな

っている）ことがあるようだが、それだけで

はなさそうである。 

会員の年齢構成を見ると、８０歳以上が半分

以上を占め、６０歳代は７～８％に減ってい

る。役員も中心になっているのは７０歳代だ

が、８０歳代の方が６０歳代よりずっと多い。

栄寿会の中でも高齢化が進んでいると云うこ

とである。 

その原因は２つ考えられる。一つは６０歳代

の加入者が減っていることである。昔は“今

年６０のおじいさん”と云う小学唱歌があっ

たように、６０歳になれば年寄になったと自

他ともに認識していたものである。しかし今、

６０歳の人に年寄になったねと云おうものな

ら叩かれるのがオチである。精神年齢は実年

齢の７掛と云われ、誰も自分を年寄だとは思

っていない。従って６０歳代で会員になって

いる多くは、私のように義理や付き合いで入

った人のようである。もう一つの原因は、団

地の年齢構成が変わってきていることが考え

られる。ここ数年、それまで空地・空家だっ

たところに新しく家が建てられ、４０歳代後

半から５０歳代の人が引っ越してきて、新し

い住人になるのが続いている。逆に一人暮ら

しの高齢者が老人施設に入ったり、物故者と

なって、新しく空家や空地が生まれている。 

今、栄寿会では足腰達者で働ける人、特に６

０歳代の加入促進が最大の課題になっている。

自分で自分の後釜を見つけなければ、役員を

辞めることが出来ないと云う構造にいつの間

にか組み込まれてしまった自分の“うかつさ”

に愕然としつつ、どうしたものかと戸惑って

います。 

“６０代老人会ではパシリ役”と云う川柳が

あるがまことに名言である。 
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有田の陶器市で焼酎の器を購入 

 

一級販売士  

研修委員長  

中村 純治 

 

有田の陶器市に初めて訪

れた。有田には継続的に経営支援をおこなって

いる企業があり、月に 2 度は訪れている。既に

有田には 1 年半通っていることになる。そんな

環境なので一度は有田の陶器市に来たいと思っ

ていたが、今回思い切って訪れることができた。 

佐賀県西松浦郡有田町は「陶器の町」として

全国的にも有名である。「有田陶器市」は 1898

年に「陶磁器品評会」として始まったそうだ。

そして現在も５月の連休になると毎年開催され

ている。 

 
運動靴にリュックサックという出で立ちで有

田駅を下りた。駅のホームには有田焼で有名な

｢柿右衛門｣や「源右衛門」の作品が飾られてい

た。 

 

 

駅前は既に凄い人ごみであり、メイン通りは

上有田駅まで延々と２．８Ｋｍに及ぶ長さであ

る。通りにもそれぞれ名前が付いていた。「有田

駅前やきもの散歩道」「五区楽商店街」「皿山通

り」「トンバイベイ通り」「碗坂通り」と様々で

ある。 

今回は「焼酎用のコップを買うのだ」という

自分なりの目標を立てながら歩くことにした。

「お気に入りで、ちょっとばかり高級漂う器で

焼酎を呑むと、きっと安い焼酎も美味しいに違

いない」などと勝手に理屈をつけながら・・・ 

店舗は窯元が開いている専門店と、商社が開

いている総合店に分かれている。専門店にも超

高級店からリーズナブルなお店と多岐に渡る。

超高級店の品は日常的に焼酎を入れて呑むには

勿体ない、どちらかと言うと飾って楽しむのが

相当かなと思ってしまう。よって選択肢として

は、リーズナブルなお店で購入かな。 

先ずは総合店を覗いてみた。流石は総合店、

色々な器が所狭しと並べてある。店員が寄って

きた。 

「何かお探しですか？」と尋ねられた。 

「焼酎の器を探しているのですが」と答えた。 

「これは如何ですか？」と勧めてくる。 

目移りする中、誰のどのような作品なのか気に

なり、裏を見て文字なり刻印なりを確認してみ

た。するとそれらしきものは見当たらない。 

「これ誰の作品ですか？」と聞くと、 

女店員は「申し訳ありません、私はアルバイト

で勉強不足ですみません」と答えた。 

すると店の奥から女店主らしき人が出てきて応

対してくれた。 

「あそこにいる修行中の若者の作品なのです

よ」と説明してくれた。 

「では、なぜ作者の名前を入れていないのです

か」と聞き返すと、 

「名前を入れると製作工程が多くなり器の価格

が高くなるので、敢えて入れないようにしてい

ます」と答えが返ってきた。 

「私たちは遠くから有田までわざわざ陶器を買

いに来ています。有田で買った陶器は私のお気

に入りの品になります。従って誰がどのような

気持ちで作ったかなどのうんちくとともに購入

したいのです。では説明書きなど文字になった
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ものはありませんか」と聞き返すと、 

「以前はあったのですが、今は切らせています。

申し訳ありません」と答えが帰ってきた。 

「ものを売ると共に付加価値を売る」と言う考

えはないことがとても残念だった。ここで購入

することを諦めて店を出た。 

その後専門店にターゲットを当てて歩き回っ

た。ひとつの専門店で足が止まった。デザイン、

大きさ、価格とも気に入って見入っていた。 

「これは黒牟田焼と言って武雄唐津北部系の陶

器です。それは息子の作品なのですよ。」と上品

な女性が出てきて説明してくれた。どうも親子

三代でやっている窯元らしい。 

作者の息子さんが出てきて説明してくれた。黒

牟田焼特徴は素朴な親しみ易い意匠形状と釉調

（ゆうちょう）にあるとのことである。 

「奥様と息子さんの写真を撮らせて頂いてよい

ですか」と聞くと、快く引き受けてくれた。作

者の見える作品を購入した満足感があった。も

ちろん器の裏には刻印があり、説明書きも用意

されていた。 

 

往復 6キロメートル、12,000 歩、歩いたが満

足感に疲れも吹き飛んだ良い一日であった。器

は 5つ入手した。価格は定価の 2／3で購入でき

た。 

次の日、二人の娘婿とその器で焼酎を美味し

く呑んだ。その時に娘が横から言った。「高級な

器より、高級な焼酎の方が良かったな」と。 

 

 

 

 

 

 

 

    気になるKEYWORD ～復興～ 

 

広報委員長      

消費生活アドバイザー 

 

廣瀬 紀子 

 

２０１１年３月１１日、東北大震災が起き

た。テレビを通じてではあるが、リアルタイ

ムで見る津波は現実とは思えず、日本中が固

唾を飲んで見ていた。全てのチャンネルが特

別報道番組になり、コマーシャルも消えた。 

あれから２ヶ月の間で感じた事を「復興」を

キーワードに書きたいと思う。 

何よりもまず思うのは、忘れかけていた日

本人の心を思いだし、多くの人が日本をどう

にかしたいと一つの方向に向かい出したので

はないかということ。「今私に出来ること」

「日本はひとつ」「がんばろう日本」の言葉

が飛び交い、私の周りでも私には何ができる

だろうか、幸い福岡は地震そのものの影響は

少なく安定した生活を送っているが人事では

ない、何かできないだろうかと模索している

人が多い。戦争を知らない世代である私には、

ガレキの山を見て立ち直れるのだろうかと思

われたのだが、「日本は焼け野原から見事に

復興し発展してきのだ。大丈夫だ。」と戦争

を知っている世代の方々は太鼓判を押す。そ

してその言葉を裏付けるかのように日に日に

復興していく様子がニュースで伝えられる。

なかでも中小企業の技術力や小回りのよい働

きには感動した。移動式の太陽光発電パネル、

安価で簡単に組み立てられる設備が整ったテ

ント式ハウス、リサイクル業者のネットワー

クによる復興支援等など。火事場泥棒のよう

な情けない話もないではないが、多くの人が

復興へと知恵を絞り向かっている。 

さて私には何ができるのか。風評に惑わされ

ず、消費者としての支援から始めていきたい。 
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新規会員 投稿・挨拶 

 

 

◆河村 昭一（福岡市）◆ 

（平成 23年 2月 一級販売士合格） 

 

～一級販売士試験合格へ

の道程～ 

これまでにも何度も一

級販売士試験にチャレン

ジしようとしたが、受験す

るまでに挫折、また暫くす

るとやってみようかな、と思うが・・・挫折、

の繰り返しでそのまま一回も受験することも

なく放置状態になっていた。 

 そして十数年が経ち、平成二十年夏より私

的なことで日常生活を継続することにも支障

をきたすくらい時間的な制約を受ける境遇に

直面することとなった。 

 毎日毎日時間に追われ、職場にも迷惑をか

けながら、時には現状から逃避したいと考え

たこともあった。 

 そんな生活の中、偶然目にしたのが非暴力

運動の指導者でありインド独立の父、マハト

マ・ガンジーの次の言葉だった。 

 『明日死ぬと思って生きなさい』 

 一日一日、一秒一瞬を大切に最善を尽くし

て生きなさいという意味であろう、短い言葉

だがとても重みのある言葉だ、だが私はその

言葉に続く次の言葉に衝撃を受けた。 

 『永遠に生きると思って学びなさい』 

 この言葉から、今更勉強してもとか、時間

がないからとか、勉強しなくて済む言い訳を

無意識に考えている自分を発見した。 

この言葉で何かが吹っ切れた。そうだ、永

遠に生きると思って勉強しよう、時間は無限

だと考えるととっても気が楽になった。 

ちょうどその頃 CFP（ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ）資格

の更新のための単位取得のため、証券外務員

資格を短期間に集中して勉強できたことも影

響してか、その勢いで一級販売士の勉強を再

始動することへの意欲が強烈に復活してきた。 

思い立つが早いか、先輩の一級販売士戸田

さんに相談し、中村さんを紹介されすぐにコ

ンタクトを取り、中村研修委員長、八尋研修

副委員長にお会いし教材をお借りした。 

しかし時すでに 11月終わりの事、唯でさえ

時間がない中どうやって勉強するのか・・・ 

でも焦りはなかった、なにしろ時間は無限

だ。むしろ隙間の時間（お湯が沸くまでの間

にいくつ暗記できるかとか、朝着替えるまで

に何回言えるかとか）が面白いように活用で

きることが分かり、勉強が楽しくなっていっ

た。 

勉強をしていく中、いつしか試験合格では

なく学ぶこと自体が目的となっていったので、

ハンドブックを納得のいくレベルまでマスタ

ーするまでは合格してはいけないとの思いも

でてきたし、勉強するのが楽しくてしかたな

かった（でも試験直前になると一回で合格で

きたらいいなと思ったのも事実だが）。 

試験は散々な結果、『小売業の類型』以外は

不合格の筈と思っていたら、突然面接の案内

が届いた、きっと何かの間違いだろうと本気

で考えていた。 

面接に行ってようやく本当に合格したと安

心したが、正直どうして合格点になったのか

未だに納得できていない、納得できる知識レ

ベルになるまでこれからももっと勉強が必要

だと思う。 

気がつけばニ級販売士を取得してから 20年

近くの歳月が経っていたが・・・ 

 

『明日死ぬと思って生きなさい 

永遠に生きると思って学びなさい』 

 

 以後私の座右の銘となった。 
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◆中野 誠二（福岡市博多区）◆ 

（平成22年10月 二級販売士合格） 

 

－入会のご挨拶－ 

  平成２３年４月より、入

会させていただきました、

中野でございます。もっと

も、妻の法子が、平成１５

年に入会しておりまして、

家族参加行事には、ちょくちょく参加させて

いただいておりましたので、覚えていただい

ている方もおられることと存じます。今回二

級販売士取得を機に正式入会させていただく

ことと相成りました。 

  本業はＳＥ（セールスエンジニア）をして

おります。この「セールスエンジニア」とい

う言葉は割と最近使われはじめた肩書きで、

お客様のニーズに沿ってカスタマイズが必要

な商品を販売する技術者兼営業を示します。

当然ながら、商品を構築する技術に関する知

識（シーズに相当）と、お客様のニーズを引

き出すための接客能力が必要な業種です。 

  もともとは電気系の技術者を目指して、高

専に通っておりましたが、学費を稼ぐために

はじめたファーストフード店でのアルバイト

にて、管理者の方の目に留まり、マネージャ

ー候補として、店舗運営のノウハウをご教示

いただきました。 

  この時、製造と接客、そして集客を含めた

市場原理やPOSなどの様々な基礎理論を学ぶ

機会に恵まれました。 

 その後、一旦、小売や物流とかけ離れた、回

路設計技術者として、（正規の）社会人の一

員となり、さらにプログラミング、そしてネ

ットワークといった仕事に追われる日々が続

きました。趣味を兼ねた「パソコン通信」は、

いつしか「インターネット」に代わり、時代

がどんどん電子化へ向かっていくある日、同

僚の技術者と話している際に、ふと気がつい

たのは「専門用語」でした。 

  分野を問わず、技術者は、時間を短縮する

ためにあらゆる「長い文章」を「専門用語」

に置き換えて会話をします。特にＩＴ系の技

術者は顕著で、それを聞いたお客様は「まる

で宇宙人の会話」と苦笑されること度々。 

「技術者のコミュニケーション能力」につい

て考え始めました。 

  １４年前、プロバイダ（インターネット接

続事業者）の立ち上げを任された私は、これ

を機会に徹底的に「専門用語を使う営業」の

部分を見直しました。 

  技術者は、技術者同士で解る話をするだけ

ではなく、一般の会社のお客様へ用語を咀嚼

(そしゃく)して、お伝えすることができるこ

とが重要。そして、お伝えするだけではなく、

「お客様が理解されたことを確認」すること

が重要であるという結論にたどりつきました。

その後、この点に留意して、人材育成をおこ

ない、現在では、育成手法をほぼ確率できて

います。そして、それは現在の「セールス 

エンジニア」という肩書きにつながるものだ

と確信しております。 

  「販売士」という資格も、さまざまな専門

用語を覚え、理解したことを示すものだと思

っております。そして、資格を手にした以上、

今度はそれを「お客様へ理解」していただく

ことを主軸として、さらには、販売士という

資格そのものを一般の皆様にさらに広く「営

業」していきたいと思っております。 

 今後とも、諸先輩方のご指導御鞭撻を賜り、

自己研鑽に励みたいと考える所存です。どう

かよろしくお願い申し上げます。 

 

◆廣瀬 兼明（福岡市西区）◆ 

（平成22年10月 二級販売士合格） 

 

新会員のご挨拶 

福岡販売士協会の皆様はじ

めまして、この度新規加入

させて頂きました廣瀬兼明

と申します。お初にお目に

かかりますが、実は家の妻

が以前より福岡販売士協会に加入しており、

ほぼ強引に引っ張られてきました。 
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 販売士 2 級の資格を昨年秋に取得させて頂

きましたが、通常の業務に役立つ内容だと思

いこつこつと勉強しました。現在の職業は流

通業向けの情報システム関連（所謂 IT関連）

のサポート・提供をしております。その中で

も、特に流通全般についての知識を求められ

る部門：営業で日々飛び回っております。 

その中で、特に流通全般におけるサプライチ

ェーン（SCM）の構築が不可欠だと認識してお

ります。販売士の勉強の中でも SCM がたびた

び出てきましたが、その必要性を強烈に認識

する災害がおきました。皆様ご承知の東日本

大震災です。 

東日本の沿岸部の殆どの地域が M9.0の巨大

地震と想像を越す巨大津波の被害にあい、既

にご承知の通り、交通網の遮断、多くの家屋

をはじめ、供給としての製造から流通、また、 

需給としての小売から消費者に至まで、目を

覆うばかりの被害を被り、サプライチェーン

の断絶は驚くほどのものです。最終的な詳細

発表は後の事になりますが、国内はもとより 

日本に関連する世界中の SCM に大きな衝撃を

与えております。 

今までは、製造の基となる第一次産業⇒製造

⇒流通⇒小売⇒消費者の流れが当然の如く成

り立っておりましたが、今回の大震災によっ

て、今後のサプライチェーンの構築を根本的

に見直す必要が生じたと感じております。 

その中で、販売士としての活躍の場は何処に

あるのか？ 日常の経済活動を行う中で、よ

り効率的に、また、継続可能なサプライチェ

ーンの構築を目指さなければなりません。 

調達から供給にいたるまでの流れを整理して、

最適化を求めていかなければならないのでし

ょう。 今回の災害は本当に衝撃的なもので、

全体復旧まではまだまだ長い時間がかかるの

ですが、多くの学ぶ点もありました。 

まだまだ非力ではありますが、販売士協会の

一員に加えていただいたのを機会に、多くの

会員の方々との交流を深め、少しでも社会に

貢献できるような知恵を育てて活きたいと考

えております。若輩者ですが、皆様よろしく

お願い致します。         以上 

 

 

平成 23 年度活動計画全体会合について 

 

１、平成 23年度年次総会 

  日 時：平成 23年 4 月 16日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 604会議室 

講 演：「ご存じですか？ 

福岡県のブランド園芸農産物」 

    福岡県出前講座 

 

２、春季流通施設等見学会 

  日 時：平成 23年 5 月 28日（土） 

  場 所：「JR博多シティ」見学 

 

３、夏季研修会 

  日 時：平成 23年 6 月 25日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 303会議室 

  講 演：「夢実現講座」 

「脳科学」と「行動心理学」にも

とづく、潜在意識を活用した夢を

叶える実践的で具体的な方法。 

    長崎販売士協会 会長 坂口 雄一 

 

４、夏の納涼家族パーティ 

  日 時：平成 23年 8 月 27日（土） 

  場 所：アサヒビール園博多 

 

５、九州販売士交流会 

日 時：平成 23年 11月 5日（土） 

場 所：長崎販売士協会担当 

 

６、新春懇談会 

  日 時：平成 24年 1 月 21日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 
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～お知らせ～ 

◆春季流通施設等見学会◆ 

  日 時：平成 23年 5 月 28日（土） 

  場 所：「JR博多シティ」見学 

 

◆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/  

 

 

会報の原稿を募集しています 

・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

下記に送信ください 

・手書き原稿郵送でも OKです 

廣瀬 紀子（広報委員長）：  

        noripyon@orchid.plala.or.jp 

   栗川 久明（会長）   ：fukumae@zenno.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５月） 

正 会 員 ７４名 

 １級販売士 5６名 

 2・３級販売士 １４名 

 宮崎支部  ４名 

賛 助 会 員  5社 

     

 

福岡販売士協会役員体制（平成２３年５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： 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/
mailto:fukumae@zenno.jp

