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販売士・ふくおか

平成２４年６月６日
第３１号

平成２４年度 “１０周年・年次総会” を開催
平成 24 年 4 月 14 日（土） ／ 福岡商工会議所
～

＝
司会
第一部

：

会

会員

総会議事

挨拶・議事

地域に根ざした活動の展開を
５支部（宮崎・大分・熊本・鹿児島・佐賀）と共に

次

佐田

第

＝

記念すべき設立１０周年にあたる新年度を

智彦

迎え、さらなる前進に向けての年次総会を４

14:00 ~ 14:25
会長

栗川

月１４日（土）の午後、福岡商工会議所にお

久明

いて開催しました。

・会則改訂・役員体制

当日は、陽春のさわやかな天候のもとに４

・H２３年度

活動報告と会計報告

０名の会員の皆さんと、来賓として長崎販売

・H２４年度

活動計画と会計予算

士協会から坂口会長はじめ冬木・吉岡両副会

第二部

講 演

「福岡販売士協会
第三部

懇親会

来賓挨拶
乾

～

長、大久保企画委員長、さらに福岡商工会議

１０周年を迎えて」

所からも会員サービス本部の三角本部長、田

会長 栗川

邉検定・企業研修グループ長にご来席をいた

久明

15:15 ~ 17:30

だき、総勢４６名にのぼる設立総会以来の大

長崎販売士協会

坂口

福岡商工会議所

三角 薫

杯

副会長
～

締めの挨拶

14:30 ~ 15:00

歓談・スピーチ
副会長

雄二

会長

勢による会合となりました。因みに、この日

本部長

（四月十四日）に会合や行事を行うと「四（よ
い）十（と）四（し）で、“よい年”になる」

廣瀬 紀子

ということを聞いたことがありますが、どう

～

せ語呂合わせだからと真に受けるかどうかは

小関 芳紀

別として、この日の総会はこれを裏付けるか
-1-

のように、冒頭から活気のある雰囲気で終始

第一部

し、この一年が次なる飛躍に向けて前進して

総会議事

いけるような思いに駆られました。
まず第一部の総会議事では、
「会則の改定・
新役員体制・平成２３年度の活動報告と会計

佐田会員の歯切れ

報告・平成２４年度活動計画と会計予算」に

のよい司会進行によ

ついて報告と提案があり、審議の結果いずれ

り、定刻の午後２時に

も原案どおりで承認されました。

開会した本総会は、は

なかでも、会則改定については正会員に「登

じめに栗川会長から

録講師」を加えることと役員に新たに「特別

１０周年を迎えられたことへの感謝の挨拶に

顧問」を置くことができるとしたほか、新役

併せて、現会員数が正会員７７名・賛助会員

員体制では「３副会長制」を敷くと共に、宮

３社であることの報告と共に、本総会の議事

崎・大分・熊本・鹿児島・佐賀(5 月発足)にお

が会則上出席会員の過半数以上で承認される

ける五支部長体制を敷いて新年度に臨むこと

との前置きがあり議事に入りました。

になりました。

そして、各議案に関する説明・提案が栗川

また、第二部の講演では１０年前のこの会

会長から行われ、議案ごとに都度審議された

の発起人でもあった栗川会長から「福岡販売

結果、いずれも以下のとおり出席会員全員の

士協会１０周年を迎えて」との演題で、設立

賛同を得て承認されました。

時から現在に至るまでの経緯と出来事などに
ついての紹介があり、改めてこれまでの歩み

（１）まず、第１号議案の“会則改定”につ

を確認し合いました。

いては

さらに、第三部の懇親会では和やかな立食

『第３章

会員及び会費等における第６条

パーティの場に切り替わり、スタートと同時

の会員』に関して、新たに正会員に「登録講

に親しく打ち解けた雰囲気へと一変して、冒

師」を加えることと、
『第５章 役員会におけ

頭にお祝いの言葉をいただいた長崎販売士協

る第２０条の顧問』に関しては、新たに「特

会の坂口会長・福岡商工会議所の三角本部長

別顧問」をおくことができる旨の改定案が提

のお二人をはじめ６名の来賓の方々すべてが

起され承認されました。

最後の最後までお付き合い頂き、親しくお酒

（２）また、第２号議案の役員体制について

を酌み交わしながら私たちの活動に関する課

は

題などについて一緒に語り合っていただきま

会長以下、副会長３名（うち新任３名）
・理

した。

事８名（同４名）・監事２名（同１名）・特別

お蔭で、大変有意義な時間を過ごさせても

顧問１名（同１名）
・顧問３名（同０名）の総

らい有難く思っています。

員１７名の新役員体制の案とあわせ、地域体

また、恒例となったスピーチタイムでは時

制面では宮崎・大分・熊本・鹿児島における

間的な制約もあり出席者の約半数の方々から

支部長制を敷くことが提案され、これらのこ

ではありましたがいろいろなお話を伺うこと

とについても承認されました。

ができ、この先お互いが心を合わせて活動し

なお設立以来、会長職にあった栗川久明は

ていくためにも大いに役立ったように思いま

留任し、同じく副会長職にあった筆者（石原

した。

義曠）については、この節目の１０周年を機
に退任させていただいた上で特別顧問に就き、

なお、以上の当日の模様を今少し詳しく、

後任の副会長には３氏（廣瀬紀子・中村純治・

以下に記しておきますのでご参照ください。

小関芳紀）が引き継ぐこととなりました。
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＊誌面の都合上、上記に記述した以外の各

＜監査報告＞

役員の方々の氏名の記載を省略（本会報の最

以上の会計報告に対して、濱村監事から「福

終頁参照方）します。

田監事と共に詳細に監査の結果、会計処理は
すべて適正に行われている」との報告があり

（３）第３号議案の“H２３年度活動報告と会

拍手をもって承認されました。

計報告”については
次のとおり、すべての活動を計画どおり完

（４）第４号議案“H２４年度活動計画と会計

遂した旨の状況報告とそれに伴う会計報告な

予算”について

らびに監査報告がなされ承認されました。
①

本議案についても、次のとおり提案され原

全体会合として実施した活動

案どおりの活動計画と会計予算の内容で承

・年次総会

認されました。

（４月、講演：ご存知ですか？福岡県のブ

①

ランド園芸農産物、３２名参加）

全体会合としての活動計画

・年次総会（４月、講演：福岡販売士協

・春季流通施設等見学会

会１０周年を迎えて、４６名参加）

（５月、JR 博多シティ、２０名参加）

・春季流通施設等見学会（６月、IKEA

・夏季研修会

福岡新宮店を見学予定）

（６月、講演：夢実現講座、１８名参加）

・夏季研修会（７月、その１：岡野利哉

・夏の納涼家族パーティ

理事の講師による販売士講座、その

（８月、アサヒビール園博多、１３名参加）

２：吉田由美子会員の講師による接遇

・九州販売士交流会

講座の２テーマを予定）

（１１月、於：長崎商工会議所、当協会か

・夏の納涼家族パーティ（８月、於：ア

ら１１名参加）

サヒビール園博多を予定）

・新春懇談会

・１０周年記念秋季研修会イン熊本（１

（１月、於：福岡商工会議所、懇親パーテ

０月、於：熊本商工会議所の予定）

ィ、２７名参加）

・インターネット教室（１１月、於：NTT

なお、これらの実施状況については都度「会

－IT プラザでの予定）

報」にも掲載したとおりです。
②

・新春懇談会（１月、於：福岡商工会議

個別会合等として実施した活動

所での予定）

・役員会議

＜参考＞

（毎月第２水曜日、於：麻生情報ビジネス専

H２５年度年次総会（４月１

３日、於：福岡商工会議所での予定）

門学校内）

② 個別会合としての活動計画

なお、このうち一回（１２月）は拡大役員

・役員会議（毎月第２水曜日、於：麻生

会として監事・顧問を含む全役員による会

情報ビジネス専門学校を予定）

合を実施。

・３級販売士養成講座の計画化を検討（時

・会報発行（5・9・2 月の年３回定期発行）
③

会計報告および監査報告

期等別途）
・１級販売士検定試験研究会の計画化を

＜会計報告＞

検討（時期等別途）

本年度は「収入の部の決算額が 936 千円（予

・会報発行（５・９・２月の定期発行の

算 816 千円）
」
、同じく「支出の部が 682 千円

ほか、１０周年記念論文特集を５月に

（予算 623 千円）
」であったことについての内

発行予定）

容説明とその結果、次年度への「繰越金が 254

・ホームページの運営（都度更新）

千円」となった旨の報告がなされました。

・地域別懇談会の計画化を検討（宮崎・
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熊本・大分・鹿児島・島根＆広島地域

＜講演要旨＞

など、時期等別途）

・H１３年１２月、現在は退会された他の発起
人２名と共に福岡在住の一級有資格者 180

・当協会１０周年記念統一名刺の作成に
よる広報と会員獲得活動の推進

名に対し、勧誘の案内状を発送。

③ 会計予算について

・その後、先の勧誘に対し参加の回答のあっ

本予算化にあたっては、
過去の状況を踏

た 70 名を対象に、年明けの H14 年２月に

まえ正会員等の若干数の減員（新規加入者

顔合わせのための名刺交換会を開催。38 名

と退会者の差）などを見込んだものとした

の方が参加。
・さらに、2 ヵ月後の H14 年 4 月に設立総会

結果、新年度予算の収支規模は「収入の部
781 千円」
「支出の部 662 千円」となり、

を開催。一級販売士の正会員 70 名と賛助会

次年度への「繰越金は 119 千円」となっ

員１社の代表の方が参加。運営方針と役員

ています。

体制を決定。
・また、その前後には副会長と共に新聞社等

以上、総会議事全体の詳細内容については、

に対しパブリシティを実施。

総会時にお配りした資料を参照して下さい。 ・そして、H14 年 7 月には会報「販売士・ふ
また、総会に出席できなかった会員の方々

くおか」の創刊号を発行。以後、定期発行

には別途「総会資料一式」をお届けしまし

を継続し、今年の５月号で３０号を迎える。
・その後、H15 年 10 月には販売士制度発足

たのでご覧下さい。

30 年を記念して福岡において日本・島原・
長崎・福岡の４販売士協会共催の「第一回

第二部

講演会

九州販売士交流会」を開催。
・以降、今日まで既述の２３年度活動報告に

演題
『福岡販売士協会１０周年を迎えて』

ある如き諸活動を、役員および会員諸氏の
献身的な奉仕によって毎年継続しながら現
在に至っている。

今回の講演は、
ことしが当協会
の設立１０周年
ということで、こ
の会を発起人と
して立ち上げ、設
立後は会長とし
て貢献されてきた栗川久明さんに創成期から
今日に至るまでの経緯やその間の出来事など
を約３０分に亘ってお話をしてもらいました。
その要旨については、次のようなことでし
たが折角の機会でもありますので詳しくは、
会報 創刊号

別掲のとおりご本人の自筆によりその内容を

（H14 年７月１日発行）

掲載していただくことにしましたのでご覧下
さい。
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第三部

懇親会

またパーティの半ばでは、司会の佐田さん
が頃合を見計らって恒例となったショートス

懇親パーティの第一声は、司会の佐田さん

ピーチの到来を告げ、スピーカーを指名する

がお祝いとして長崎販売士協会や養命酒福岡

と皆さん躊躇することなく次々とマイクの前

支店、宮崎支部などから差し入れいただいた

にすすんで、それぞれに聴き手の関心を惹き

お酒の贈り物の紹介をされたのに続き、北海

付けていました。

道の千歳販売士協会と日本販売士協会の元専

そんななか、今回は奇しくも皆さん一様に

務理事で現神奈川販売士協会の山本顧問から

「日常的に心がけていることや伝えたいこ

の祝電が披露され、会場内から一斉に拍手が

と」と、
「この会で刺激をうけたこと」に関し

湧くなかで始まりました。

ての話題が多くあり印象に残りました。

最初に来賓として

紙面が限られていることもあり、お話のあ

出席いただいた長崎

った内容のすべてを記述できませんが、例え

の坂口会長からは、

ば「心がけていることや伝えたいこと」では、

「１０周年を心から

・目が覚めたらサッと起き、気がついたら

お祝い申し上げ、さら

直ちに実行しよう！

なる発展を祈念いた

・積極的に行動し、チャンスをつくり出し

します」との要旨の祝

ていこう！

辞をいただき、同じく来賓として来席いただ

・世に尽くせる幸せと喜びを感じよう！な

いた福岡商工会議所の三角本部長からは、
「再

どが。

度、この任務に復帰したご縁からも４年前同

また、
「この会で刺激をうけたこと」について

様また手を携えていきましょう」との心のこ

は、

もった言葉を頂

・年老いたとの思いでいたが、この会の人

戴し、さらに「１

との出会いで改心させられた！

５周年、２０周年

・この会の会合や行事に参加するたびに、

と発展されるこ

刺激を受け学んでいる！

とを祈念します」

・販売士や登録講師の資格のお蔭で、交友

との祝辞をいた

が広がり啓発意欲が湧いている！

だきました。

などというようなことでした。

祝辞で場の空気が盛り上がってきたところ
で、乾杯の挨拶に立った廣瀬（紀子）副会長
による「皆さんと共に！」との女性の魅力い
っぱいの音頭で全員がグラスを掲げ合い、
“カ
ンパーイ！”と元気よく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グ
ラスを片手に談笑したり、お酒や料理は後回
しにして名刺交換に精を出し話し込む姿が
方々で見られました。それでも時間が経つに
つれ料理にも箸がのび、手近のビールやコー
ナーに置かれた焼酎などを注ぎあったりして、
誰もが旧知の仲のような感じで親しく交流を
楽しんでいるようでした。
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なお、スピーチに立たれた方々に敬意を表

なお、最後に筆者にも副会長退任の挨拶を

し、お名前だけですが指名された順に以下に

とのご指名をうけましたので、その場をお借

ご紹介をしておきます。

りして「創成期から、そして個人的にも還暦
から古稀までの１０年間を意義深く過ごさせ

・鹿児島支部長の宮内智明さん

ていただい

・宮崎支部の甲斐香織さん

た」旨の各位
へのお礼と
感謝の念を
伝えさせて
もらいまし
た。
こうして瞬く間に時間が流れ、締めの挨拶

・大分支部長の溝部敏勝さん
・大分支部の柳

に立たれた小関副会長からは、前任副会長と

雅晴さん

・熊本支部の吉田由美子さん

しての筆者に対し過分な労いの言葉をいただ

・下関在住の礒道友紀さん

いた後「このような交流を１０年に亘って積

・那珂川町在住で理事の岡野利哉さん

み重ねてこられたのは皆さんのお蔭です。ど

・大野城市在住の山路博之さん

うか今後とも

・福岡市在住で元顧問の大原盡さん

お 力 添 え

・長崎販売士協会企画委員長の大久保聡美さん

を！」と結ん
で、最後は一
本〆で締めて
散会をしまし
た。
（ 特別顧問 石原 義曠

・筑紫野市在住の寺園公教（きみたか）さん
・福岡市在住の河村昭一さん
・福岡市在住で理事の横山修二さん
・長崎販売士協会副会長で当福岡の会員でもあ
る冬木繁雄さん
・同じく長崎販売士協会副会長の吉岡英春さん

・宮崎支部長の岩切寛文さん

以上１６名の方々でした。
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記）

講演「福岡販売士協会・10 周年を迎えて」
会よりも販売士協会で出発したほうがいいで
会長

すよ」、「商工会議所との良好な関係づくりが

一級販売士

大切ですよ」、
「組織運営委員会・研修委員会・

栗川

広報委員会・企画委員会の 4 委員会での専門

久明

的な活動をしています」等、そのまま参考と
させていただきました。
設立総会まで長期間あいてしまうと、参加

■福岡販売士協会発足までの経緯

表明いただいた方の気持ちが離れるという心

平成 13 年 7 月に、東京・浅草で開催された

配もあり、また、参加者相互がほとんど面識

日本販売士協会主催の「講師養成講習会」に

のない状態でしたので、まずはお互いに顔見

参加し、その懇親会で一緒に受講した藤田さ

知りになれるようにということで、平成 14 年

ん、金子さんと「他の主要都市には地域毎の

2 月 9 日に福岡商工会議所で「新年名刺交換

販売士協会があり活発な活動をしている中で、 会」を開催しました。予想を上回る 38 名のご
九州最大の都市である福岡に販売士協会がな

参加をいただき、お互いに挨拶を交わす絶好

いのは残念ですね。福岡販売士協会をつくり

の機会になりました。

ましょうか」という話からスタートし、三人

また、
「新年名刺交換会」に合わせて、当時

が発起人となり設立準備を進めました。

大学生であった吉田貴司さんに「福岡販売士

そして、平成 13 年 12 月 7 日に金子さんが

協会ホームページ」を立ち上げてもらいまし

作成してくれた「福岡販売士協会設立趣意書

た。

と一級販売士各位へのご案内状」を、福岡県

平成 14 年 2 月 15 日から「福岡販売士協会

在住の 1 級販売士 180 名に郵送しました。こ

の会報名称と事業活動への提言募集」を実施

のうち配達先不明で戻つてきたのが 20 名・不

しました。会報名称については 11 名 51 件の

参加者 15 名・参加者 70 名・返事の無かった

ご提案があり、拡大発起人会で検討の結果「販

方 75 名でした。

売士・ふくおか」
（栗川提案）に決定しました。

不参加者の中には、奥さんから「主人は昨

事業活動への提言募集には大原盡さん、栗林

年亡くなりましたが、生前販売士協会をつく

脩一さんのお二人にご提言をいただきホーム

りたいと言っていたので、生存していたらき

ページに掲載しました。

っと参加していたと思います」という電話も
頂戴いたしました。
参加者 70 名は、ご返事の無い方にご参加の

■福岡販売士協会設立総会の開催に
ついて

状況や活動状況をご案内したり、登録講師の

平成 14 年 4 月 13 日に福岡商工会議所で「福

方々にはご指導のお願い状を出したり、熱心

岡販売士協会設立総会］を開催し、全国で 36

な営業活動の賜物であったと思います。
一方、販売士協会活動の進め方については、
平成 13 年 12 月 15 日に藤田さんと金子さんが

番目、九州で 3 番目の団体として正式に福岡
販売士協会が発足しました。

長崎販売士協会を訪問して、富永会長以下役

設立総会は全国から来賓 13 名と会員 50 名

員のみなさんから詳細な活動状況を教えてい

のご出席をいただき、3 部構成で、1 部は会則・

ただきました。
「将来のことを考えると販売士

役員体制・委員会体制の組織・年間活動計画
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の決定、2 部は㈱ミスターマックスの平野会長

事、長崎販売士協会より 6 名、島原販売士協

の講演、3 部は懇親会を開催しました。

会より 3 名、熊本より 6 名、佐賀より 1 名と

来賓には日本販売士協会の藤森会長・山本

九州各地よりご参加いただきました。

専務理事、長崎販売士協会の富永会長・冬木

この「九州販売士交流会」は日本販売士協

理事・浦田理事・吉岡理事、甲府販売士協会

会山本専務理事のご提案もあり、長崎販売士

の長谷川副会長、福山販売士協会の福永部長、

協会・島原販売士協会とも相談して、九州地

福岡商工会議所の橋本部長・吉田主任、北九

区販売士の研鑽と交流を通じて九州各県に販

州商工会議所の長塩課長にご臨席いただきま

売士協会が設立されることを願って開催をし

した。

ています。そのため、販売士資格者はどなた

設立総会のパブリシティは平成 14 年 3 月

でもご参加いただけるようにしています。

26 日に「福岡販売士協会設立総会の開催につ

昨年 11 月 5 日に長崎販売士協会を幹事協会

いて」
、平成 14 年 4 月 13 日に「福岡販売士協

として「第 7 回九州販売士交流会」が長崎商

会・役員名簿について」おこない西日本新聞

工会議所で開催されました。

等に掲載されました。
私は発起人として責任を取るつもりで会長

■福岡商工会議所との連携

を引き受け、福岡販売士協会の基本方針を「協
会の永続発展」におき、そのために「協会は

当協会の最初の会合の「平成 14 年 2 月の新

会員の相互研鑽の場であること」、「後輩販売

年名刺交換会」より継続して全体会合は福岡

士の育成を行うこと」、「協会活動は奉仕の精

商工会議所の会議室を借りて開催しています。

神で参加すること」
「知のネットワークづくり

それは地下 1 回に飲食店街があり「会議と懇

による異業種交流」等を行ってゆくこととし

親会」を同じ会議室でできるというメリット

ました。

があるからです。
平成 17 年には当協会が法人会員として福岡
商工会議所に加入し、平成 21 年に福岡商工会

■会報「販売士・ふくおか」を創刊

議所に当協会の賛助会員として入会していた

平成 14 年 7 月 1 日に広報委員長赤嶺さんの

だきました。

ご尽力で、会報「販売士・ふくおか」創刊号

また、
「福岡販売士協会・入会ご案内」を福

を発行することができました。今回 10 周年を

岡商工会議所に展示してもらい、新規会員獲

記念して会員みなさんに創刊号のコピーを配

得に効果をだしています。

布させていただきました。その後、年 3 回の
ペースで発行を続けて最新号は 31 号になりま

■支部発足について

した。当協会の会報の特徴はページ数の多い

平成 20 年 4 月 19 日の年次総会で「宮崎支

ことで、多くの会員の方々に投稿いただいて
いるということです。

部」を発足させることにしました。これは宮

現在会報編集は廣瀬紀子副会長・西広報副

崎の岩切寛文さんから、宮崎販売士協会設立

委員長、ホームページ更新は中野法子広報委

のため活発に活動をしているがどうしてもう

員長に大変な仕事をお願いしています。

まくいかないので、
「福岡販売士協会の宮崎支
部」として活動させて欲しいという要請に応
えたものです。体制強化ができたらいつでも

■第 1 回九州販売士交流会を開催

「宮崎販売士協会」として独立してもらって

平成 15 年 10 月 25 日に「第 1 回九州販売士

結構ですよという条件でした。

交流会」を開催しました。

また、今年１月の新春懇談会で大分の溝部

参加者は 46 名で日本販売士協会の山本専務理

敏勝さんより、同じように大分で販売士協会
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を設立したいと努力しているがなかなか動か

H15 年が最大で 95 名、その後徐々に減少し

ないので「福岡販売士協会の大分支部」とし

H22 年に最少の 72 名までなりました。その後、

て活動したいとの要請がありました。

会員獲得の努力が実ってきて、H23 年に 73 名、
H24 年には 77 名と若干増加できました。

同じように九州の他県で販売士協会を設立
したいという希望があるのでは考え、熊本・

私は販売士協会の運営もやはり経営だと思

鹿児島の登録講師の方々に呼びかけたところ、 います。これまでの協会運営はそういう意味
熊本の白石慎二さん、鹿児島の宮内智明さん

では何とか合格点をいただけるのではないか

より支部設立についてご賛同をいただきまし

と思います。

た。
本年 3 月に大分・熊本・鹿児島で現地懇談

■10 周年記念行事について

会を開催し、大分支部・熊本支部・鹿児島支
部を発足させ活動を開始することで合意しま

平成 14 年 4 月に発足しましたので、平成

した。また、4 月には佐賀で現地懇談会を開催

24 年 4 月 14 日の年次総会で 10 周年を迎えま

し、5 月より佐賀支部を発足させることで合意

した。10 周年記念行事として「10 周年記念論

しました。これで九州各県に販売士協会組織

文募集」を平成 24 年 1 月～3 月に実施し 7 名

ができ、相互交流したい販売士の受け皿がで

の応募をいただき、会報「販売士・ふくおか」

きました。

第 30 号として特集号を発行し会員みなさんに
ご高覧いただきました。また、3 月～4 月には
「協会統一名刺」を作成しご希望の会員に配

■福岡販売士協会の運営について

布いたしました。
10 月 13 日（土）に「秋季研修会イン熊本」

年次総会で年間活動計画を提示して、全体
会合の定例開催を定着させました。

を熊本商工会議所で計画しています。九州新

4 月の「年次総会」以降、6 月に「春季流通施

幹線で熊本を訪れ、研修会で講話を聞き、熊

設見学会」
、7 月に「夏季研修会」
、8 月に「納

本城を見学し、熊本の街での懇親会を楽しみ

涼ビアパーティ」
、10 月に「秋季流通施設見学

ましょう。多くの会員のご参加をお待ちして

会」または「九州販売士交流会」
、1 月に「新

います。

春懇談会」を毎年開催してきました。
また、
「年次総会」
、
「夏季研修会」
、
「九州販
売士交流会」では必ず講演会を併催し、講師

福岡販売士協会は今後も

にはできるだけ会員の方にもお願いするよう
にしています。

「顧客満足運営」に徹し

福岡販売士協会発足時に多くの方に指摘さ
れたことは、
「年会費 3,000 円で協会の収支は

永続を目指していきます。

成り立つのか」ということでした。年次総会
の資料の通り何とか余裕をもった収支報告が

会員みなさんのご支援・ご参加を

できています。
これは、役員・会員のみなさんのボランテ

よろしくお願いいたします。

ィアでのご協力、福岡商工会議所会議室の会
員価格使用、全体会合懇親会費 3,000 円の参
加者負担、また、役員会議を麻生情報ビジネ
ス専門学校教室で開催等が寄与しており、関
係のみなさんに心より感謝申し上げます。
会員の推移は H14 年 80 名でスタートし、
-9-

平成 24 年度活動計画

福岡販売士協会設立 10 周年記念行事として、 ４．夏の納涼家族パーティ（企画委員会担当）
会報「販売士・ふくおか」の「10 周年記念論

日 時：平成 24 年 8 月 25 日（土）

文特集号」を発行します。

場 所：アサヒビール園博多

また、10 周年記念福岡販売士協会統一名刺

５．10 周年記念秋季研修会イン熊本

を作成して、会員みんなで協会広報と会員獲

（熊本支部・企画・研修委員会担当）
日 時：平成 24 年 10 月 13 日（土）

得をしていきたいと考えています。
また、
「10 周年記念秋季研修会イン熊本」の
開催を検討します。

場 所：熊本商工会議所
６．インターネット教室（広報委員会担当）
日 時：平成 24 年 11 月 10 日（土）

当協会の県外会員が多くなりましたので、
地域別懇談会（宮崎地区、熊本地区、大分･豊
前地区、鹿児島地区、島根･広島地区等）を開

場 所：NTT－IT プラザ福岡
７．新春懇談会
日 時：平成 25 年 1 月 19 日（土）

催します。

場 所：福岡商工会議所
全体会合計画について

（参考）

〇九州販売士交流会は 2 年に 1 回の開催であ

平成 25 年度年次総会

り、今年は非開催年です。

日 時：平成 25 年 4 月 13 日（土）

〇今年度の全体会議は流通施設見学会を春季

場 所：福岡商工会議所

だけにして、研修会を夏季と秋季の２回開催
します。また、研修会の講師は会員より募集

個別会合計画について

をします。

１．平成 25 年度の「定例役員会議」は毎月
第 2 水曜日に開催します。
・日時：毎月第 2 水曜日 19：00～20：30

１．平成 24 年度年次総会

（5/9、6/13、7/11、9/12、10/10、11/14、12/12、1/9、

日 時：平成 24 年 4 月 14 日（土）
場 所：福岡商工会議所

2/13、3/27）

406 会議室

※4 月と 8 月は役員会議中止です。

講 演：「協会設立 10 周年を迎えて」

※5/9 と 12/12 は拡大役員会議兼懇親会です。

会長 栗川 久明

・場所：麻生情報ビジネス専門学校

２．春季流通施設等見学会（企画委員会担当）

２．「3 級販売士養成講座」と「1 級販売士検

日 時：平成 24 年 6 月 2 日（土）

定試験研究会」の開催を検討します。

場 所：4 月開業の IKEA（イケア）福岡

３．会報発行

新宮店の見学を検討中

会報「販売士・ふくおか」を年 3 回（5

３．夏季研修会（研修委員会担当）

月、9 月、2 月）発行します。ただし、別に 10

日 時：平成 24 年 7 月 21 日（土）

周年記念論文特集号を 5 月に発行します。

場 所：福岡商工会議所

会員のみなさんのご投稿をよろしくお願いい

講

たします。

演：「販売士講座~商業高校での授業
展開と課題」岡野

利哉講師

４．本年度も会報および全体行事の内容をホ

「接遇について」吉田由美子講師

ームページに掲載いたします。
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いた今年の目標に、
「販売士の資格を活かして

『熊本県支部のご紹介』
熊本支部長
白石

何か活動をする！」と書いたことが頭をよぎ

一級販売士
慎二

り、「私で良ければお引き受けいたします。」
とお返事したのが、熊本県支部発足の始まり
です。
熊本には大先輩がたくさんいらっしゃるな
か、私のような者がと思ったりもしましたが、
自分にできる事をやりながら、販売士の資格
を持っている方々のお役にたてればという想
いで、熊本県支部設立のために微力ながら動
いているところです（この原稿を書いている
のが総会の前で、4/14 の総会で正式に発足す

福岡販売士協会のみなさま、初めまして。

るとお聞きしています）
。

熊本県支部の白石慎二と申します。

支部発足にあたり、こんなことがやれたらい

この度、栗川会長のご支援があって熊本県支

いなというものがあります。それは、販売士

部が発足することとなりました。会報の紙面

の資格を取得された方同士が出会える研鑚・

をお借りして、熊本県支部の設立経緯とご紹

交流の場を作り、資格を取得する事以上に、

介をさせて頂こうと思います。

資格を取得した後に何かメリットを提供でき
る支部にしていきたいということです。お互

私が販売士の資格を取得しましたのは平成

いのスキルや経験を出し合うことで、他のメ

１１年、その４年後、博多で開催された九州

ンバーの学びや気付きに繋がるようなイベン

販売士交流会で栗川会長と初めてお会いしま

トや研修会などを開催したり、忘新年会、懇

した。それまで九州にあった販売士協会は、

親会などを通じて交流を深めてもらう機会を

長崎と島原の２ヶ所だけで、交流会が開催さ

提供することで会員同士の絆を強くしていけ

れた前年に福岡販売士協会が設立されたとの

るような支部であったらいいなと思います。

ことでした。あまり販売士協会の組織・体制

実家が流通菓子の卸売業をやっている関係で、

に詳しくなかった私にとって、なんで熊本に

お菓子の製造メーカーさんの工場見学に行く

はないんだろう？

そのうちできるのかな？

こともできますので、熊本県支部のみなさん

程度の認識で、その時一緒に参加されていた

と一緒に甘い匂いのする製造現場を見に行き

熊本の販売士の方に、
「熊本にもお願いします

たいとも考えています。

ね。」といった感じでお任せしたことを覚えて
います。

現在熊本県支部は、私以外に３名の賛同者
がいらっしゃいます。みなさん経験豊富な方

それから約１０年経った今年、お正月気分も

ばかりで、これからどんなことができるんだ

抜けきらぬ頃、福岡販売士協会のＨＰを探し

ろうと今からワクワクしています。とりあえ

て「これからもどうぞよろしくお願いしま

ずは、今年の秋に熊本で開催予定の秋季研修

す。」とメールをお送りしたのをきっかけに、

会に向けて、みなさんに喜んでいただけるよ

栗川会長から入会案内のお手紙（メールだっ

う準備をしていきたいと思っております。九

たかもしれません）が届き、それには「今年

州各地に新たに発足する他支部のみなさま、

福岡販売士協会が１０周年を迎えるのを契機

また九州にたくさんいらっしゃる販売士のみ

に、九州各県に支部を設立しようと思ってい

なさまにお会いできるのを楽しみにしており

る、ついては、白石さん熊本で支部を立ち上

ますので、これからどうぞよろしくお願いい

げられませんか。
」と書いてありました。

たします。

突然のことでびっくりしましたが、年初に書
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『変貌する大分への誘い』

間が短縮されます。
これら事業の一環として、大分駅ビルも 3 年
後を目途に新駅ビルとして生まれ変わります。
22 階建ての雄姿が大分市のシンボルとして聳え

大分支部長

輝き、
「賑わいの場」として活躍できる日が待遠

一級販売士

しい限りです。
（下記写真）

溝部

敏勝

このたび、
「福岡販売士協会、大分支部」を創
設し活動することになりました。これもひとえ
に、会員皆々様方のご協力、ご厚情によるもの
と感謝いたす所存でございます。
これを機に、当支部では、
「県下商工業活性化
への貢献」を目指し、販売士制度の普及 振興、
会員相互の交流や研鑽

親睦を深める活動を行

ってまいりますので、今後ともよろしくご指導
ご鞭撻の程お願い申し上げます。

また、今年春先、別府と大分を結ぶ「別大国
道の６車線化」が完成し、
（下記写真）別府大分

さて、折しも大分市は今年、生誕 100 周年と

間の交通量が緩和されただけでなく、距離が一

101 周年の節目を迎えました。これを記念した

段と縮まりました。この６車線化が、
「観光の別

式典、スポーツ大会等、各種イベントが催され

府」、「ビジネスの大分」
、2 都市の交流を促す大

ています。

動脈として、シナジーを産出する役割を担うも

また、本市は「県都の顔」にふさわしい、質

のと期待しているところでございます。

の高い魅力ある都心形成を目指し、
「大分駅周辺
総合整備事業」にも取組んでいるところでござ
います。その骨子は、
１）大分駅南土地区画整理事業
去る 3 月 17 日、大分駅の高架が完成開通し、
駅南口と北口がつながり、広がりのある町づく
りが行われています。従来、駅を南北移動する
に支払っていた入場券がなくなったこと、物珍
しさ、マスコミ効果も加わり、人の往来が激し
くなったように感じます。
２）大分駅付近連続立体交差事業
鉄道を高架化することにより、駅周辺でも南
北の連絡が円滑化されました。踏切を横断する

大分は、温暖な気候と美しい自然に恵まれた

必要がなくなったことで、安全性が高まり、ま

「食の宝庫」でもあります。全国に名を轟かせ

た一時停止や列車通過待ちがなく、南北の移動

た海の幸（関アジ関サバ、城下カレイ）
、山の幸

時間が大幅に短縮されました。

（豊後牛、カボス）、麦 100％酒（麦焼酎）
。
「旨

３）庄の原佐野線と併せて、東西、南北の道路

い料理と味わい深い酒に囲まれながら、のんび

を整備しています。完成後には郊外住宅地から

り、ゆったりと温泉に浸る」、大分ならではの旅

市中央へのアクセス容易化や、逆に、市中央部

を満喫してはいかがでしょう。

から高速インター、郊外施設、企業への移動時
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Concentration Camp（アウシュビッツ強制収

『ニッポンの元気高齢者放浪の旅･

容所）に着く。映画等で見覚えのある鉄条網
と監視塔に囲まれた収容所の鉄条網入口の上

ヨーロッパ編（その 2）』

部に「ARBEIT MACH TEFREI」（労働は自
由への道）の文字がすぐ目に付いた。第１収

一級販売士

容所と第 2 収容所があり、現在は全体が世界

山路

遺産で博物館となっている。まず 30 分程ユダ

博之

ヤ人大量虐殺の歴史の映画を見た後、女性ガ
イドが 4 時間程第１、第 2 強制収容所を案内
２０１１年の夏 8 月後半から秋の 10 月末ま

してくれた。欧州全体で 800 万人～1200 万人

での約 10 週間、ヨーロッパ 13 カ国、主に鉄

が虐殺されたと言われているが、ここアウシ

道を利用して一人旅をする機会を得た。これ

ュビッツでは 110 万人が虐殺されたとの事。

まで会社費用で何度も行っていたが、今回は

21 カ国からユダヤ人、ポーランド人、ジプシ

自費の旅、68 歳の高齢者だが体がまだ元気な

ーが移送され労働できないものは到着後すぐ

ので、若者と同じ Back Packer スタイルでホ

に選別されガス室に送られたそうだ。収容さ

ステルを利用した格安旅行だった。今回の主

れた 90％以上の人達が過酷な労働とトイレも

な目的は、今まで行っていないヨーロッパの

無い不衛生な生活環境によりガス室、銃殺、

地方に点在する世界遺産や永年行きたいなと

拷問・人体実験・病死等で亡くなった。ガイ

夢に見ていた憧れの地等である。どこも思い

ドに病院が併設されていたとあるがと聞くと、

出深いが特に印象深い訪問地をご紹介したい。 病院は世界の非難を欺くためのナチのプロパ
ガンダ（宣伝）だったと説明があった。
１アウシュビッツ・ビルケナウードイツ・ナ
チの強制･絶滅収容所

団体ツアー後、私は再度１人で誰もいない

1940－1945 年

静かな薄暗い各施設を廻った。1 人になると彼

（ポーランド:１９７９年文化遺産）

らの様々な遺品（例えば部屋一杯に積まれた

2011 年 9 月 1 日訪問。1939 年 9 月 1 日、

女性の毛髪の山、服やメガネ・歯ブラシ・名

ドイツのポーランド侵攻日から丁度 72 年目の

前や住所の書かれたトランク等）や体重が半

日だった。第 2 次世界大戦中ナチス・ドイツ

分になりやせ細った人たちの無残な写真、廊

によるユダヤ人絶滅を図った大量虐殺が行わ

下の両側に貼られた数百人のＩＤ用顔写真の

れたアウシュビッツ強制収容所に学生時代か

眼光鋭い男女の顔つきと経歴等をじっくり見

ら深い関心を持ち、映画「夜と霧」や「シン

ていると、彼らの無念な表情や怨念が感じら

ドラーのリスト」
、ＴＶ，本［アンネの日記］

れ、それらがしきりに私に何かを訴えかけて

等である程度の知識を持っていたが、一度は

いるようで恐怖感を覚えた。また、併設され

是非訪れて実際にこの目で見たかった念願の

た第 2 収容所のガス室焼却炉から捨てられた

地であった。

灰の中には白い人骨のかけらが幾つも混じっ

アウシュビッツにはポーランド南部の世界

ていたのを拾い、人間はここまで残酷なこと

遺産「クラクフ歴史地区」からもバスツアー

が出来るのかと思いながらそれを無慈悲にも

があるが、1 人で思う存分見たく列車でクラク

行ったナチスドイツの残酷さに対し憤りを感

フ歴史地区観光の後 Katowice(カトビ－チェ)

じた。訪問するドイツ人観光客はナチス・ド

経由ポーランドの地名の Oswiecim(オスビエ

イツの残酷さに「申し訳ない」と言うそうだ。

チム)駅に向かう。第 2 次大戦中ナチス・ドイ

そして私は非道な戦争を今後二度とおこさせ

ツに併合されドイツ名 Auschwitz(アウシュビ

てはならないと強く感じた。その後イギリス

ッツ)となった地である。その駅から約 2ｋｍ

人ツアーのおばさん達と話しをしたが、私が

歩いて 20－30 分程で Auschwitz

［我々はこれから平和を守る為に戦わねばな
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らない］と言うと、彼女らも一緒になってそ

する。楽しい旅の条件は良い天気である事。

の言葉を口にした。国は違って思いは同じで

予定を変更して明日再度ライン上りを試みる

あることを確認した。

ことにした。

後日、私はベルリン郊外にある 1936 年から

② 2 日目：9 月９日「コブレンツ→リューデ

終戦までに 10 万人以上のユダヤ人が犠牲にな

スハイム 65ｋｍ：約 6 時間の上りの旅」

った「ザクセンハウゼン強制収容所」を訪れ

期待に反してこの日も昨日と同じ様な霧雨

たが、強制労働棟やガス室等あったが、ドイ

模様で太陽は一度も顔をみせなかった。ケル

ツ国内にある施設の為か、アウシュビッツと

ンから列車でコブレンツ迄戻り乗船。昨日と

は比べようが無いほど、刺激するような展示

は逆方向の川上りで見る景色は下りと違う趣

はなかった。私は、ユダヤ人関係では世界遺

があった。この区間がライン川で一番の見所

産プラハ歴史地区（チェコ）のユダヤ人地区

で、両岸に広がる有名なマルクスブルク城、

にあるユダヤ博物館、アムステルダム（オラ

ネズミ城、ライン随一の難所ローレライ、シ

ンダ）の世界記憶遺産［アンネ・フランクの

ェーンブルク城等を見てネズミ塔のあるリュ

家］を見たが犠牲になった子供達が描いた絵

ウデスハイムに着く。両岸の丘の緑は緑一色

などを見て胸が詰まった。多くの子供達が 10

だったが、10 月 21 日にケルンから列車で再

～18 歳の年齢で亡くなっていた。アンネが亡

度ライン川沿いにフランクフルトに行った時

くなったのも 15 歳だった。

は晴天だがライン川の川面や両岸は所々霧で
覆われ、両岸に広がる山々はすでに紅葉で秋

２

ライン渓谷中流川下り、上り【ドイツ

２

００２年文化遺産】

の景色に一変していた。ヨーロッパの夏から
秋への移ろいの速さと、その変化を垣間見た。

ライン川はスイスアルプスを源とし、オラ
ンダで北海に達する 1320ｋｍのヨーロッパ最

３ ロマンティック街道【ドイツ」ヴュルツ

大の河川で［父なるライン］と呼ばれる。2000

ブルグ→フュッセン 約 10 時間のバス旅
9 月 10 日に日本人観光客には大変な人気の

年前から水運を利用、交易で栄えた。13～14
世紀に両岸の丘に多数の城砦が築かれ、現在

この街道の一日バス旅行をした。世界遺産に

では古城やその廃墟、ブドウ畑が広がってい

指定されてはいないが日本の旅行会社の目玉

るがその渓谷一帯が世界遺産として登録され

観光ルートだ。約２０数人のヨーロッパバス

ている。その船旅を 2 日間たっぷり味わった。

社の乗客のうち約１/３が日本人で新婚夫婦や

それも鉄道の EURAIL PASS がこの船にも適

女性グループであった。この街道は１２～３

用されたからだ。

世紀の中世時代にローマに続く重要な道で、

① 1 日目：9 月 8 日「マインツ→ケルン：約

ヴユルツブルグからフュッセン迄、途中は古

11 時間の下りの船旅」

き町並みが残り中世の面影が覗ける。特に途

それまでの 2 週間のヨーロッパ旅行は晴天

中のローテンブルグは城壁に囲まれた城塞都

続き、気温も高く旅行には最高の好条件だっ

市で、６０分の一時観光だけでは名残惜しく、

たがこの日は霧雨模様で肌寒さを感じた。独

私は心を奪われ後日予定を変更し再訪、２日

人に言わせれば、
これが本来の 9 月の気候で、

かけて見物した。私はこのバスの中で中年の

今までの晴天が異常気象だとの事。デッキに

ドイツ人運転手兼ガイドの男性とひと悶着あ

は時々上がったがほとんど船室から風景を眺

った。彼が横の女性達に話をしていた時、私

めながら、マインツの乗り場で知り合った 79

が周りの日本人達と喋っていたのが気に食わ

歳で一人旅をしている米人の老人マイク、同

なかったのか、突然バスを止めて私のところ

じくエチオピアの米大使館外交官で休暇中の

に来て、「話を続けるなら今バスから降りろ」

男性とじっくり様々な話題をテーマに話し込

と言った。彼は「バスの中では俺がボスで乗

む。気象条件が良くないと旅の楽しさも半減

客は俺の言うことに従え。俺は女性は好きだ
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が、男性は嫌いだ」と言う。私はその場は黙

はキリスト教徒にとってはローマ、エルサレ

って引下がったが、頭にきていたので後日バ

ムに次ぐ聖地で壮麗な大聖堂（カテドラル）

ス会社にクレームのメールを送ると、会社か

が建っている。
「ホタテの貝殻」がシンボルマ

らすぐ申し訳ないと返事が来たのでひとまず

ークで、この聖地へ中世から Camino de

溜飲を下げた。クレーム内容は販売士で学ん

Santiago(サンチャゴ巡礼路)を通り、ヨーロッ

だＣＳ:顧客満足の無さ［サービス業では、サ

パ各地から最盛期には 50 万人今でも年間

ービスを提供する側はお客様に満足を与えな

6000 人の巡礼者がいると言う。私は幸いにも

ければいけない。それなのに運転手のお客に

同年輩のカナダ人巡礼者ご夫婦と出会った。

対する態度は何と悪いんだ］という趣旨だっ

ご夫妻は今回は 500 キロの道のりを 1 日 20ｋ

た。

ｍのペースで歩いてきたとの事。成果はと聞
くと「4 年間かけての達成感」という。前回は

４

フランスから途中のスペイン Leon まで約 500

イタリア･スペインの世界遺産
両国は、世界遺産の宝庫と言われるほど沢

ｋｍ歩き、そして今回はそこから聖地まで歩

山の遺産が登録されている。イタリア半島は

いたとの事。それが達成感という言葉になっ

45 ヶ所と国別登録数世界一で 9 月 13 日から

たのだろう。当然巡礼路で同じ仲間達に出会

12 日間で 9 か所、スペインは 40 ヶ所登録さ

ったことも成果だとの事。私もその巡礼路で

れ 9 月 30 日から 8 日間で 7 か所訪問。9 月と

はないが、今回の旅で毎日 10ｋｍ以上、計約

はいえ南欧は夏時間でまだ夏の炎天下、夜 8

500ｋｍ歩いたと言うと笑っていたが、お互い

時過ぎまで明るく、気候が北欧諸国の国民性

同じ趣味であるテニスの話題になると更に話

との違いの最大の要因だと思った。

は弾んだ。

イタリアは古代ローマ帝国時代からの遺跡

また、旧市街のレストランで夕食を食べて

が余りにも多くその保護･管理に充分な手が

いると若い男性客が一人いたが、驚く事に日

回らないのかずさんさを感じたのは私だけで

本語で話しかけてきた。彼の名は SR.フランシ

はあるまい。私は[ヴェネツィアとその潟]［フ

スコ。話を聞くとたどたどしい日本語で自分

ィレンツェ歴史地区］
［シエナ歴史地区］
［ピ

はスペイン人で日本人女性が隣の港町 A

サのドゥオモ広場］
［ローマ歴史地区］
［バチ

Coruna で日本語を教えているので、そこで勉

カン市国］
「ナポリ歴史地区」
「ポンペイ遺跡」

強しているとの事。将来日本へ行きたいとも

等を訪問。古代ローマ帝国時代から人間が培

言った。私も日本語を教えているのでメール

った古代都市の遺跡群が現在では世界遺産と

で私の日本語テキストを送る約束をして別れ

してあり現代の人々はそれらを利用した観光

た。帰国後も日本語でメールのやり取りをし

産業を糧にしている。ローマ帝国時代からの

ている。旅の途中で日本語を話すヨーロッパ

ラテン民族が如何に優れていたか遺跡群を見

人やブラジル人に何度か会った。彼らは日本

ればわかるが現代のイタリア人と比較すると、 に行って勉強していたとかで立派な日本語を
その違いを思い知る。
スペインでも同じく、
「古都トレド」
「グラ

話し私も嬉しくなった。
私は永年あこがれのイタリア・スペインの

ナダのアルハンブラ宮殿」
「セビリャの大聖

世界遺産を訪問したいと思っていただけに大

堂」「サンチャゴ･デ･コンポステーラの旧市

いに満足した。しかし両国とも現在は経済的

街」等の世界遺産を訪問。古代ローマ時代か

に大きな債務問題を抱え、治安も余り良くな

らスペイン全盛期までの２千年の間に現れた

いときている。私はマドリッドの地下鉄では

３つの宗教（キリスト･イスラム･ユダヤ）と

注意していたつもりが、押されて乗車すると

それら文化が混合･混在して独特の世界遺産

き財布を摺られる失態を犯してしまった。摺

となっている。特にスペイン西端の町サンチ

られたのはその時点ではわからず、30 分後ポ

ャゴ・デ・コンポステーラは印象深い。ここ

ーチから財布が無いのに気づいた。そうだあ
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の時私の前後に居た女性 3 人が、乗った後す

性に行き方を尋ねていたら、偶然その前に駐

ぐ降車した理由がその時やっとわかった始末。 車していた車の仏人のおばさんが、我々の会
これも旅行で忘れ難い出来事だ。

話を耳にして、自分は今からモン・サン・ミ
ッシェルの近くの自宅に帰るので乗っていけ

５

スイス･アルプスのユングフラウとアレ

ッチ（2001 年･2007 年

と言われ、その親切に便乗。早く着いた分、

文化遺産）

おかげで観光に長い時間がかけられ、満足の

9 月 25 日（日）ユングフラウヨッホはスイ

いく旅となった。モン・サン・ミシェルに着

スアルプス観光のハイライトで、標高 3454ｍ

くと、まず偶然見つけた教会の日曜ミサに参

に登山鉄道で登った。前の座席に座ったオー

加、オルガン奏者の素晴らしい賛美歌に聞き

ストラリア 3 人の同年輩の男性達と世界一高

惚れた。その後、博物館でこの地の詳細な歴

い鉄道運賃だなと揶揄しながらわいわい話し

史（修道院・堅固な城砦・牢獄等に使用）を

をしていたが、それまで黙っていた私の横に

学んだ。そして修道院の眺望台から島の周り

座った若いスイス人女性が話に加わり、終点

に広がるサンマロ湾の干潟を見た後干潟に降

までの 1 時間ほど話が更に盛り上がり政治か

り貝殻を拾う。しかし 1 人旅では広い世界遺

ら経済の話まで及んだ。私はそのスイス人女

産で見落とした箇所もあり団体ツアーに加わ

性と話を続けたく、頂上では二人で終始一緒

ればそれも無かったと思う。この旅で至る所

に行動。秋晴れで眼下に広がる雪で覆われた

で時々団体ツアーの後ろにくっつき日本語や

大パノラマを満喫、二人で氷河の雪上をトレ

英語ガイドの説明を盗み聞きしたこともあっ

ッキングしたり 3 時間程様々な話が出来、大

たが、それも 1 人旅の知恵がなせる業であろ

変有意義な楽しい時間でもあった。彼女はス

う。

イスバーゼルから来て日帰り旅行との事。普
段フランス語を使い、他にドイツ語、英語が

7 名画「ローマの休日」
「サウンド

流暢に喋れ、多国語を話す事は良い仕事そし

ュウジック」の舞台を訪ねて

て高給サラリーを得る条件とも言っていた。

①9 月 17 日・18 日イタリア

私は冗談で次は私がインターネットで教える

マの休日」の舞台を訪ねて

オブ

ミ

ローマで「ロー

から日本語を勉強しなさい、マスターすれば

若かりし頃、感動を覚えて未だに忘れられ

もっと高い給料が貰えるよと言うと、彼女は

ない名画の舞台をどうしても訪ねたかった。

日本語は余りにも難しすぎるといって笑って

その一つ「ローマの休日」は日本で公開され

いた。私が日本語の漢字の難しさ等を説明し

たのは 1953 年とのことだが、私は数年たった

たのが原因か？

高校時代に最初に見た記憶がある。その後何
度も映画やＴＶで見たが、何度見ても飽きな

６

モン・サン・ミシェルとその湾【フラン

い。それは主役のオードリー・ヘップバーン

ス

１９７９年、２００７年文化遺産登録】

の熱烈なファンとなっていたからである。今

10 月 16 日（日曜）訪問。ここはフランス・

は世界文化遺産となっているローマ歴史地区

ノルマンディ海岸西端の沖合 1ｋｍに浮かぶ

があるローマが舞台だが、舞台そのものより

島で、小島全体が城砦のように聳え立つ修道

彼女が演じた場所に興味を持ったと言った方

院が 10 世紀から建てられ始めた。その後急傾

が良いが、たまたま世界遺産と重なり好都合

斜の地形に合せてノルマン、ロマネスク、ゴ

だった。舞台となったローマの旧市街は「永

シック等各様式の建物の増改築が重ねられた。 遠の都」と呼ばれ 3 世紀末にアウレリアヌス
ヨーロッパの中でも日本人観光客には人気の

帝によって築かれ、意外と狭い地域に遺跡は

世界遺産で、その日は日本人の団体観光客が

集まっている。宿に近いテルミニ(終着)駅から

あふれていた。私はこの地に行くため朝 1 人

歩き始め、映画の舞台となったサンタ・マリ

で鉄道の最寄り駅 DOL 駅前のバス停で仏男

ア・マッジョーレ大聖堂、トレヴィの泉では
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コインを投げ入れ、そしてスペイン広場とそ

が歌われたミラベル STEPS 等の舞台となっ

の階段で映画でヘップバーンが食べたジェラ

た。そしてマリアとトラップ氏が結婚式を挙

ードを同じように食べ、その後テヴェレ川を

げた教会の内部装飾の豪華さに目を見張った。

渡りサンタンジェロ城からバチカンのサン・

バス内のＴＶで映画が放映され、見てきた舞

ピエトロ寺院、パンテオン、フォロ・ロマー

台の思いを新たにした。約 4 時間のツアーは

ノそして真実の口、コロッセオ、バルベリー

瞬く間に終わった。又ザルツブルグはモーツ

二宮殿と映画の場面を思い出しながら歩いた

アルト（1756 年生まれ）の生家と住居があり

が、地図を片手に行ったり来たりしながら、

博物館となっている。私は合唱でモーツアル

また迷いながら、人に聞きながらの観光であ

トのレクイエム等を歌っておりモーツアルト

った。当然ローマの休日の舞台は今でも観光

は興味の対象であり身近に感じられた。

客の目玉で、たくさんの観光客であふれてい

１） 最後に

た 。若い観光客も多いが映画を見た中高年の

私は高齢者になり元気で体が動ける内にと、

世代がやけに多かったように思える。私と同

ヨーロッパ鉄道の旅を行ったが約 10 週間の

じ思い出を胸に抱きローマ観光をしていると

旅はあっという間に終わった。瞬く間で毎日

思えた。｢ローマの休日｣の舞台訪問は、映画

が短く感じた。それだけに毎日が新鮮で充実

を見た当時の若かりし頃の自分を思い出させ

しエキサイトな日々であった。当初組んだ日

る貴重な時間だった。

程通りに休むことなく毎日観光に時間を費や

②10 月 23 日・24 日

オーストリア

ザルツ

した。そして自分の足で良く歩き何でも見て

ブルグ「サウンド・オブ・ミュージック」の

やろうと言う精神を貫き通した。そして旅の

舞台を訪ねて

素晴らしさが病みつきとなり、旅の間中次の

この映画は 1965 年公開されたミュージカ

旅はどこに行き、いつにしようかと思う始末。

ル映画。もうクラシック映画となったがザル

今回行かなかったヨーロッパの国々や中国に

ツブルグにはこの映画の舞台を訪ねて毎年 40

もアメリカにも同じスタイルの旅をしたいな

万人以上の観光客が訪れているとの事。私も

と夢は広がっていった。海外旅行はほとんど

大学時代に見てすっかりファンとなりその後

団体旅行や豪華客船で世界一周する人もいる

何度も見た。バスツアーがあり３３ユーロと

が、自分は世界をもっと気の赴くまま自分の

高かったが申し込む。観光バスは世界各国か

足で歩き気ままな旅をしたいという気持ちが

らの観光客で予想通り満員で 46 年たった現在

強い。なぜなら自分の足で実際に歩いた所は

でも映画の人気の凄さが伺われた。幸い一番

永遠に忘れないからだ。

前の見晴らしの好い席に座れた。横に座った

飛行機を使い、ホテルに泊まる旅はまた違

おばさんはどうも日本人の顔。話をするとア

った良さはあるが、私は一人で格安旅行する

メリカ在住で 10 数年前まで東京のアメリカ大

魅力を今回覚えた。とにかく事前に用意周到

使館勤務だったとのこと。ツアー中ずっとい

な計画を立て、詳細な日程を立てておけば、

ろいろ話題で話をしたので、前にいる男性ガ

高齢者であろうと、誰でも問題なく世界旅行

イドから「うるさい。静かに」と注意される

ができる事を証明したい。又自分の夢として、

始末。サウンド・オブ・ミュージックの舞台

これから団塊の世代が高齢者（65 歳）になり、

は、世界遺産

高齢者仲間が増えるが彼らがヨーロッパ旅行

ザルツブルグ市街の歴史地区

と郊外。 主人公マリア（ジュリーアンドリュ

に行くためのアドバイスをしたいので、その

ース）がいたノンベルク修道院は 11 世紀から

為の本を書きたいと思う。これが自分の現在

着工されたホーエンザルツブルグ城塞の下に、

の最大の夢であり目標だ。その実現の為には、

トラップ一家が住んだ白い家は郊外にあり、

今回行かなかったヨーロッパの残りの国々

マリアと子供達が遊んでいる舞台は新市街に

（イギリスやスカンジナビア諸国等）を早く

あるミラベル庭園・宮殿。そこでドレミの歌

旅したいと思う。 「完了」
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新旧役員あいさつ
うど前年まで３年続いたマイナス成長からプ

副会長退任のあいさつ

ラスに転じバブル前の水準に戻った時期では
ありましたが、依然として消費不況の真っ只

特別顧問

中にあり先の見えない時代でした。

一級販売士
石原

そんな混迷の時期での門出から今日に至っ

義曠

ているわけですが、１０年経った昨今の国内
情勢はというと、長引くデフレや行き過ぎた
円高下の中で財政問題の深刻化とか産業の空
洞化や雇用喪失懸念、エネルギー問題、そし

創成期から今日まで務めさせてさせていた

て新興国の進出等と相まってのグローバル化

だいた副会長職を、この１０年と言う節目の

の進展などの新たな風も加わって大変多難な

年を迎え、栗川会長のご理解も得て退任させ

状況に直面しています。

ていただくことにいたし、あとを広瀬紀子さ

このような地殻変動を伴うような不安定な

ん・中村純治さん・小関芳紀さんのお三方に

時代を迎えて、人々の時代に対する受け止め

バトンタッチすることになりました。私個人

方も大きく変わりつつあることを痛感します。

にとっては還暦から古稀に亘って本当に意義

このことの象徴的な現象のなかのひとつを例

深い時間を過ごさせて貰えたと感謝いたして

に挙げれば「プライバシー意識の変化」があ

おります。

ります。

この紙面をお借りし、会員各位並びに会長

当協会発足の翌年の２００３年に“個人情

はじめ各役員の皆さんからいただいた在任中

報保護法”なるものが制定され、２００５年

のご交誼に対し、また先輩協会である長崎販

４月から施行されたわけでありますが、この

売士協会の皆さま、更には三角本部長はじめ

ため私たちの協会においても、新会員の勧誘

福岡商工会議所の皆さまや日本販売士協会の

など運営のために収集できていた情報の入手

山本・元専務理事をはじめとする皆さまから

が困難になった一方で、会員の方々の個人情

いただいたご指導・ご鞭撻に対しまして心か

報の取り扱いについては一切流出しないよう

らお礼を申し上げます。ありがとうございま

にと慎重を期し法を遵守してきた経緯があり

した。

ます。

かって、
「１０年ひと昔」なんて言われた時

ところが、ここにき

代がありましたが、この１０年を振り返って

てネット時代のプラ

みますと、それまでの１０年よりはるかに変

イバシーの意味は「他

化の度合いが激しく、しかも世界的な潮流の

人に知られない」こと

なかで時代が大きく動いてきたように思いま

より「自分の情報がど

す。

う流れているかを各

今や時代の変遷は４、５年とか５,６年がひ

自が自分で把握し管

と昔のようにさえ感じられるようになってま

理する」ということの

いりました。

方に重点が移ってきているように思います。

当協会が発足した１０年前の２００２年
（平成１４年）という年は、日本経済がちょ

その意味では「出さない」ことのみに固執
する今の個人情報保護の考え方は、もう古い
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のかも知れません。とは言うもののフェイス

副会長就任のごあいさつ

ブックに見られるように、人々が自らの意思
でサービスと引き換えに個人情報を晒す時代
へと移り変わってきた現象には、正直なとこ

副会長

ろ私などには衝撃的な時代の風だと感じてい

一級販売士

ます。

廣瀬

紀子

しかし、このような変化が当たり前になっ
た激動の時代だからこそ、なお一層、私たち
の協会においてもお互いを磨き合い、高め合
うための交流と研鑽の場を積極的に持ち続け、

この度、副会長をさせ
ていただくことになりました廣瀬紀子です。
10 周年を迎えた福岡販売士協会において、

この地の流通業界に貢献できる実践的な能力
を体得して行くことが自分たちにとっては欠

私に出来る事は何か、お話をいただいてから

かせないことだと認識しています。是非そう

考えてきたことを少し書きたいと思います。

していけるよう願っています。

まず、協会の運営がスムーズに長く続くに

私も、今年度からは特別顧問ということで

はどうしたら良いか？協会の理事は、皆さん

立場も役割も変わりますが、どうかこれから

ボランティアで動いていただいてます。そし

もよろしくお願いいたします。

て会員の皆さんも、自分のスケジュールをや
りくりして会合に参加していただいてます。
でしたら、
『楽しい』
『情報を得て良かった』
『役
にたてて良かった、充実感がある』等々の声
が聞けるようなネットワーク作りを心がけて
動きたいと考えています。具体的には難しい
ところですが、自らも楽しめるようにする事
で何か見えてくるのではないかと考えていま
す。
もうひとつは、女性の視点、生活者として
の視点が聞こえるようなネットワーク作りの
お手伝いが出来たらと考えています。流通業
において、ターゲットの核となっているのは
女性と高齢者という事が多くなってきていま
す。そして流通業に携わるのも女性が多いに
も関わらず、現在の福岡販売士協会ではまだ
まだ少ない状態です。女性会員の活発な活動
のお手伝いをできれば嬉しいです。
若輩者の私ですが、
このような事を心が
けて頑張りたいと思
いますので、ご指導、
ご協力を宜しくお願
いいたします。
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理事（研修副委員長）として

らの経営指導をしている企業を例に挙げなが
ら丁寧に説明してくれる。内容は、けっこう

理事

面白い、興味深い。研修会初日の午前・午後

一級販売士

２コマがいつの間にか過ぎた。今思えば、こ

岡野

の講義が、私のローギアを１つ上にチェンジ

利哉

してくれたに違いない！ 研修会２日目、３
日目・・・
今から５年前。つま

いつの間にか「販売士」を学ぶ

楽しさを感じている自分がいた。

り、平成 19 年（2007

検定試験もまずは平成 19 年に２級を取得、

年）のこと。
「販売士検定試験」と出会ったの

後の 21 年に１級を取得。さらに、同年、販売

は・・・。

士養成講習会等講師登録研修会（東京）にも

勤務先である福岡女子商業高校で商業科教

参加し、論文審査をパスし、無事に登録講師

諭として職務上で「販売士検定試験」と出会

にもなれた。

い、今思えば、この出会いが、私の針路を大

今、商業科教員として「販売士」の授業を

きく変えたのは間違いあるまい！

展開している。自分自身が「流通分野嫌い」

商業（ビジネス）教育に携わりながらも、
「流

と「流通分野好き」という両極端を味わった

通分野」が苦手だった私は、大学時代を振り

実体験のもと、授業のあり方・進め方・やり

返れば「会計コース」を専攻し、卒業して教

方次第で、受講生にこのどちらを味わわせる

員となった後も「会計」および「情報（コン

かが懸っているということを、しっかりと念

ピュータ）
」分野を中心に研修・研究を続けて

頭に置いて、日々授業を展開している。

おり、つまりは・・・、無意識的に、いつの

商業高校で資格取得といえば、今なお「簿

間にか「流通分野」を敬遠していたのである。

記」や「情報処理」分野が中心となっており、

そんな私が、職務上で「販売士検定試験」

「販売士」は、まだまだその次点に過ぎない。

を研究・研修しなければならないという状況

とは言っても「販売士」を軽んじているわけ

下に陥り、さらに「商業科教員対象１級販売

ではなく、数少ない授業コマ数の中で、あれ

士研修会」への参加という職務命令が下った。

もこれも指導したいことは山ほどあり、それ

まだ「販売士」の「は」の字も知らない私が、

を精選してカリキュラムが形成されている。

いきなり１級の研修会に参加だなんて・・・。

「販売士」を指導する商業科教員として、

気分的にかなり沈んだことを今でもしっかり

日本販売士協会の登録講師として、また、福

と記憶している。
「苦手な流通分野を何故私

岡販売士協会の一員として、今後「販売士検

が？」と思っても、言っても、仕方がない。
「や

定試験」のますますの知名度向上と、その内

るしかない！」のである。
「仕方がない、仕事

容を１人でも多くの方々に理解して頂けるよ

だから！」と自分に何度となく言い聞かせな

う、商業高校という教育現場において、私自

がら初めて開いた「販売士ハンドブック」
。さ

身に出来る限りの努力を続けていきたいと思

すがに未熟者ながらも商業科の教員であるが

う。

ゆえ、多少なりとも内容は理解できるところ

本校で「販売士」の指導を続けて今年で５

が唯一の救いである。しかし、気持ちが乗っ

年。様々な指導方法を試みる中で、様々な課

ていないため、全然進まない！ ローギア発

題も見えてきた。校内で自身で解決できるも

進したまま、なかなかギアチェンジができな

のもあれば、そう簡単でないものも多々ある。

い！

それらにおいては、福岡販売士協会とタッグ

スピードが出ない！

を組めば解決への糸口が見えてくるのではな
研修会が始まった。初日、講師の先生は中

いかとも思う。

小企業診断士の結構年配の小太りの男性。自

私は、福岡販売士協会に入会させて頂き、
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理事（企画副委員長）として

今年で３年目。まだまだ未熟な身であるが、
この度、理事（研修副委員長）という大役を
務めさせて頂くこととなり、今一度、初心に
戻りつつ、先輩の皆様方の御指導・御助言を

理事

頂きながら、福岡販売士協会のますますの発

一級販売士

展と、活動の充実を目指して頑張りたいと思

廣瀬

兼明

う。

新参者ながら、この度 10 年の歴史ある「福岡
販売士協会」の理事に就任させて頂きました廣

理事（広報副委員長）として

瀬兼明です。一昨年、2 級販売士の資格を取得さ
せて頂きました。販売士としての活動内容に共

理事

鳴し、当協会に参加させていただいております。

一級販売士
西

私事ではありますが、現在の業務が、流通業全

珠子

般にわたるシステム提案を行う会社に所属して
いる関係上、販売士として習得する内容と非常

この度の年次総会にて理事としてご承認を
いただきました西と申します。諸先輩がいら
っしゃる中でこのような大役を仰せつかり、
緊張と同時に非常に身が引き締まる思いでい
っぱいです。理事と同時に広報委員会副委員
長として会報の編集に携わることとなりまし
たので、皆様に喜んでいただけるような紙面
づくりに尽力する所存です。
さて、私は現在営業部門に属しておりお客
様と日々対応しています。情報通信業である
ため、小売業のような「有形サービス」の提
供とは異なるものの、
「通信」というサービス
を通じて自社を末永くお客様にご愛顧いただ
く点では同じです。多様複雑化するサービス
をお客様自身が導入頂くためにはまず自分自
身が理解・納得することが大前提ですが、職
歴も長くなりつつある今日、つい惰性で対応
しがちな自分への戒めも含めて、この機会に
改めて「販売」に携わる者として身を引き締

に接する部分が多くあります。
特に、メーカーから消費者に渡るまでの流れ
【SCM：ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ】を通して、それぞ
れの業種、業態にあわせて最適なフローを勉強
しながら、提案をさせていただいております。
今回、福岡販売士協会の理事に就任させていた
だき、自分に何ができるのか？自問自答の毎日
ですが、当協会を立上げ、今日まで発展させて
こられた諸先輩方の意見を聞きながら、積極的
にお手伝いをさせて頂きたいと考えております。
特に、企画部に所属させて頂きますが、小関先
輩、横山先輩にご迷惑をお掛けしないよう、多
少なりとも若い力で頑張っていきますので、是
非とも皆様のご協力、ご支援、ご鞭撻を賜りま
すようお願い致します。また、今後、この会が
より一層発展できるよう、多くの皆様に周知し
て、且つ活用出来るような集まりになるよう、
明るく、元気に頑張りますので、よろしくお願
い致します。

めて業務に邁進すると同時に皆様のお役に立
てるように頑張りたいと考えております。今
後ともよろしくお願いいたします。

- 21 -

理事（企画副委員長）として

君の下宿に遊びに行き、そこでＯ君やＳ君とも
知り合いになりました。学生時代は、パチンコ
も趣味の一つでした。新装開店の時は、球がよ
く出ると言うことは、一般的によく知られてい

理事

ることです。それで、新装開店があるとそのパ

一級販売士

チンコ屋に何時間も前に行って、最前列付近で

横山

開店を待ったものです。そして遊んで夜遅くな

修二

るともう家には帰らず、Ｙ君の下宿に行って泊
めてもらったものです。或るときなど、アルバ
イトで小遣いを稼ぐことにしました。アルバイ
このたび福岡販売士協会の理事を任せられる

ト先がＹ君の下宿に近かったので、三日連続で

ことになりました横山です。どうぞ宜しくお願

泊めてもらって、アルバイトをしたこともあり

いいたます。

ます。このＹ君とは、社会に出てからも縁があ

「友達」と言う場合、大きく分けて、個人的「友

りました。転勤で大阪にいたころＹ君は、姫路

達」と集団の中に合って個から見てその集団全

にある会社に勤務していましたので、一緒に飲

体を「友達」と言う場合の二つの言い方がある

んだり、ドライブをしながら旅をしたりしまし

と思います。

た。Ｙ君との関係でＯ君とも極めて親しい間柄

個人的「友達」について言うと、私は、人生
のいろんな局面に於いて、少数の極めて親しい」

になりました。Ｏ君とは、今でも年に一回程度
ですが、会って酒を飲んでいます。

「友達」ができるタイプだと思います。

今度、条件の会う会社に替わりました。周り

私は、福岡市西区の祖原というところで生ま

の人たちは皆いい人ばかりでうまくやっていけ

れました。幼いころ、隣に父の義理の母親の子

そうです。まえと同じビル管理の仕事ですが、

供である五郎ちゃんという叔父さんがいました。

部署は防災センターで警備の仕事も手伝います

記憶に残らない頃から、この叔父さんに連れら

ので可なり忙しいです。それで従前に比べてや

れていろんな所に行ったのだと思います。叔父

りがいがあります。

さんは小児麻痺で手と足が不自由で義務教育も

販売士１級に合格して、福岡販売士協会のみ

受けていない人でしたが、私にたくさんの事を

なさんと友達になれて、大変嬉しいです。この

教えてくれました。例えば、紙鉄砲の作り方、

たび理事の仕事をいただいて、微力ではありま

パッチンの仕方、チャンバラに使う刀の作り方

すが福岡販売士協会の運営活動に貢献したいと

等です。また、先にも書きましたが、非常に幼

思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

いころから叔父さんに連れられて小高い丘や坂
道を歩いたおかげでしょうか、私は子供のころ
から脚・腰が強く、相撲をしたり、走ったりす
るのが非常に得意でした。
学生時代にも「友達」ができました。とくに
Ｙ君，Ｏ君、Ｓ君とは極めて親しくなりました。
Ｙ君の下宿に初めて遊びに行った日の事を今で
もよく覚えています。最初から意気投合して、
夜も遅くなると「今日は泊まっていきやい」と
いうことになって、その日は泊まり、翌日は、
一緒に講義に出ました。大学時代は余り勉強し
ませんでした。それで、暇をもてあますと、Ｙ
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新会員紹介
法人を母体とした経営コンサルティング会
社）に再転職いたしました。
後藤

以後およそ 20 年間に亘り現在に至るまで、

幸一【大野城市】

一級販売士

流通小売業のみならず、製造業・建設業・卸

（平成 18 年 2 月合格）

売業・飲食業・各種サービス業と様々な業種
業態の企業様の「経営上の種々の課題の解決」
のサポート役として、真に自分自身が役に立
つ人間になることを目指して日々頑張ってお
ります。
（実際には、いつまでたっても各企業

平成 24 年４月に入会させていただきまし

経営者の 100％期待に応えられているレベル

た、後藤 幸一と申します。

には到底到達できていない……まだまだ実力

「年次総会」に出席をして、皆様にお会いし

不足の自分でありますが……。）

たかったのですが、どうしても仕事のスケジ

弊社のお客様企業は、まさしく地場の中小

ュールの都合がつかず欠席させていただきま

企業様が多いのですが、このあまりにも長引

した。

く不況の中で多くの顧客企業の経営者の方々

次回の会合でお会いできることを楽しみに

は「自社の売上やお客様の減少、利益の低下」

しております。

等による経営の悪化に頭を悩まされ続けてい

紙面上ですが、簡単に自己紹介と現在の自身

ます。
（もちろん順調に成長・発展されておら

の想いを少しお話しさせていただきます。

れる企業様も何社もあるのですが……。）

3 月生まれの、今年で５６歳になりました中

特に流通小売りの業態では、皆様もご承知

年（？）男です。

のとおり「ディスカウントスーパー」や「大

30 数年前、
「大手プレハブメーカーの営業職」

手のチェーンストア」が近隣に出店をしてく

として神奈川県で社会人としての第１歩をス

ると地場の小売スーパーや小売店さんは現実

タートし、約５年間の勤務の後、生まれ故郷

問題としていきなり、それまでの顧客の多く

の福岡に戻り「食料品スーパー」に転職しま

を失い、売上や利益が減少し事業縮小を余儀

した。

なくされたり最悪、閉店や廃業する会社（店）

住宅メーカーのセールスマンから小売業販

もでてきています。

売職への転職でしたので、この時期に流通小

もちろん経営は自由競争ですから、いつの

売業の様々な知識や技能を習得しようと販売

時も中小企業は中小企業としての自社の「強

士３級、２級と立て続けに取得しました。

みと弱さ」そして「機会と脅威」をしっかり

この頃、勉強をしました「マーケティング

と把握をして、大手の店に対抗できる「自社

戦略、商圏分析、販売・仕入管理技術、人事

の将来戦略」を常に描くとともに、その戦略

管理 etc.」を実務に役立てるうちに、徐々に

を実現できる自社組織を構築し続けることが

自分自身の中では『これらの知識や実務経験

当たり前ではありましょうが、あまりにも状

を活かして、自社（店）のみならず、経営上

況は、様々なハンデキャップがありすぎると

で、種々の悩みを抱えておられるであろう他

感じます。

の中小小売業のお役立ちが少しでもできるよ

このような状況の中で苦慮されている顧客

うな仕事したい』という気持ちが強くなって

企業様の「生き残り、勝ち残り」のために、

きていました。

真に役立つ、自分自身の能力や知識をもっと

食料品スーパーの勤務が約６年間経過した

もっと磨いていこうと決心しています。

頃、ご縁をいただき現在所属の会社（税理士

次回の会合で皆様にお会いできた際には、
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諸先輩方のご指導や経験豊富なアドバイスを

単に資格取得だけではなく、その後も継続して

いただき、ますます自己研鑽に励み、もう１

啓発につながり、少しはお役に立てるのでは？

段ステップアップした自分を確立し、
「中小企

と考え、また、学習したことを実践できる再就

業の経営者の方々の本当にお役にたてる経営

職の機会を得られることを願いつつ、1級ハンド

サポート役」を目指したいと思います。

ブックとの格闘を始めました。

よろしくお願いいたします。
ハンドブックの内容は論理的にまとまってい
て、非常にわかりやすいので、楽しく学習でき、
5つの科目を順次読み込み、ポイントの記述に重
点をおいて、繰り返し書き込みました。順調に
「わかった」気になって、試験1か月ほど前から

寺園

公教

過去問題を解いたのですが、この時点で初めて、

【筑紫野市】

自分の記憶力の衰えに愕然とし、「わかった」

一級販売士

気になっても、いざ、記述問題に向きあうと答

（平成24年2月合格）

えが出てこない、書けない、という壁にぶつか
りました。中小企業診断士の二次のように、与
件が与えられる出題形式ではなく、確かな記憶

～新たなスタート（壮にして学べば・・）！ ～

求められることに、焦り、失望し、「今年は科
目合格できれば・・」と大いにテンションが後

福岡商工会議所の販売士1級の面接試験案内
の封書を受け取った時、最終合格ではないにも

退し、合格への確信を持てないまま、ずるずる
と、受験の日を迎えました。

かかわらず、「まさか！ 5科目とも！！」とい
う驚きと同時にこみあげてくる喜びを隠しきれ

同郷の先人である、西郷隆盛が座右の銘とし

ず、家人に筆記の合格を伝えました。その後、

た、佐藤一斉の「言志四録」に、「わかくして

合格証と販売士認定証を手にして、合格できた

学べば、即ち壮にして為す有り。壮にして学べ

ことを実感し、「新たなスタート」を強く意識

ば、即ち老ゆとも衰へず。老いて学べば、即ち

しております。

死すとも朽ちず。」があります。
販売士認定証を受け取って、早速、福岡販売

販売士1級の試験申し込みの時点で勤務して
いた会社をその後退職し、現在は、再就職のた

士協会への入会のご依頼をいたしました。栗川

めの活動をしている55歳です。販売士の勉強は3

会長より福岡販売士協会が10周年であることな

級、2級と順次、仕事の合間で継続してきました。

ど、丁寧にご連絡を頂戴し、作っていただいた

退職を意識した昨年末に、「どうせ資格を取る

名刺を拝見し、合格の喜びとともに、「衰へな

なら1級を」と考え、受験申し込みをしました。

い」よう、今後も継続して学習しなければ、と

在職中より、販売士の学習がビジネスにかかわ

意を新たにしております。

るすべての方に有用で、日常生活に密着した、

未熟な新参者に自己紹介の機会をいただき、誠

知れば知るほど知恵の働きを助ける内容だと感

にありがとうございます。

じ、在職中は部下に学習や資格取得を勧めてき
ました。当の本人はなかなか受験にまで意を決
することができなかったのですが、第二の人生
のスタートに向けて、販売士1級の資格取得とそ
の後の販売士協会への講師登録により、可能で
あれば販売士の資格を取得する方のお手伝いを
し、普及のすそ野の一翼を担うことができれば、
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その結果、平成 24 年２月、３回目の挑戦にし
てようやく、１級販売士に合格することができ
大

柳

雅晴【大分市】

ました。

一級販売士
（平成 24 年 2 月合格）

○販売士に合格して
私は「店舗」が大好きです。これは、幼い頃
から、祖父や父が、
「店舗」によく連れて行って

○入会のご挨拶

くれたからだと思います。他界した祖父は、商

福岡県販売士協会発足 10 周年おめでとうござ
います。
柳

店街を歩くのが好きでしたので、よく一緒に歩
きました。父の職場は、昔は商店街の中にあり

このたび入会させていだだきました大分市の

ました。土日など「店番」に連れて行ってもら

雅晴と申します。協会発足 10 周年、また大

い、一日中「店舗」や商店街で遊びました。そ

分支部設立という記念すべき節目の時期に、入

の影響からか、
「店舗」に興味をもつようになり、

会申出を承諾いただきありがとうございました。

時間があれば、商店街などを見て歩くようにな

まだまだ努力が必要ではございますが、会員の

りました。今でも、仕事の合間や出張の際には、

１人として、しっかりと協会活動と自己研鑽を

近くの商店街を散策するようにしています。

していきたいと思っております。どうぞよろし
くお願いいたします。

近頃は、覚えたばかりの知識をフル回転させ、
「どうしてこんなレイアウトをしているのだろ
う」などと考えながら歩き、これまでとは違っ

○販売士挑戦のきっかけと合格に至るまで

た視点で「店舗」を楽しんでいます。

現在、私は地方銀行系のシンクタンクで、大
分県内の経済動向把握や産業調査、各種アンケ

○これからの目標

ート調査などを行っています。仕事柄、常にア

近年、郊外の大型商業施設や駅ビルなど「店

ンテナを高くして情報を収集し、様々なテーマ

舗」には多くの人が集まり、活気に溢れていま

について幅広い視点から考えなければなりませ

す。しかし、長引く不況の影響などから、商店

ん。また、時には、マーケティングや統計解析

街をはじめとする中小小売店舗は、苦戦を強い

など専門的な知識が必要になることもあります。

られ、元気が少しずつなくなってきている「店

「好きこそものの上手なれ」という言葉があ

舗」もあります。

ります。調査をするなら興味のある分野が良い

これからの私の目標は、先般の年次総会でお

と思い、興味のある「店舗」
、流通分野のスペシ

会いした先輩方のような販売士になることです。

ャリストを目指すために、販売士への挑戦をは

上記のような「店舗」の元気を取り戻すために

じめました。

は、販売士としてどうすれば良いのか、何がで

２年前の初挑戦の際には、前年７月の３級販

きるのかを考えて活動していきたいと思います。

売士合格の勢いを借りて、そのまま試験に臨み

また、知識を劣化させないよう自己研鑽を継続

ました。しかし、勢いは続かず、実力も伴わず、

していきたいと思います。そして、活気溢れ、

結果は惨敗。翌年も努力不足で不合格になりま

元気を与えてくれる「店舗」のサポートができ

した。

ればと思っています。ご指導よろしくお願いい

科目合格の有効期限もありました。今年合格

たします。

できなければ１級販売士になるのを諦めようと
決め、前年、前々年の反省をしながら、秋ぐら
いから少しずつ準備を行いました。
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～お知らせ～

福岡販売士協会・現況報告

◆夏期研修会◆

日 時：平成 24 年 7 月 21 日（土）

会員状況（平成 24 年６月）

場 所：福岡商工会議所

正 会
◆夏の納涼家族パーティ◆
日 時：平成 24 年 8 月 25 日（土）

員

８６名

１級販売士

６８名

2・３級販売士

１５名

場 所：アサヒビール園博多

登録講師
賛

助

会

３名

員

３社

◆福岡販売士協会のホームぺージ◆
福岡販売士協会役員体制（平成 24 年６月）
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。

会

皆さんのご訪問をお待ちしています。

副 会 長： 廣瀬 紀子（広報担当）

http://www.farmmc.jp/

長： 栗川 久明（事務局長兼務）
中村 純治（研修担当）
小関 芳紀（企画担当）

理

事： 渡辺 芳雄
長沼 玲子

会報の原稿を募集しています

中野 法子

・パソコンで、Ｗｏｒｄやテキストメモなどに

八尋 晃仁

入力したものをメールで下記に送信ください

岡野 利哉
西

・手書き原稿郵送でも OK です

珠子

横山 修二

栗川 久明（会長） ： fukumae@zenno.jp

廣瀬 兼明
監

事： 濱村 昌男
森山 正夫

特別顧問：石原 義曠

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。

顧

問： 岡野 卓也
福生 和彦
櫨本

攻

◆福岡販売士協会･会長 栗川 久明◆

支

〒810-0055 福岡市中央区黒門8-38-402

部

体

制

TEL/FAX：092-725-6200

宮崎支部長：

岩切 寛文

携帯電話：090-7753-8018

大分支部長： 溝部 敏勝

Eメール：fukumae@zenno.jp

熊本支部長： 白石 慎二
鹿児島支部長：宮内 智明
佐賀支部長： 竹内 隆志
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