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第１2 回 “夏季研修会” を開催 

平成 25 年７月２0 日（土） ／ 福岡商工会議所 

 

 

7 月 20 日（土）福岡商工会議所において第 12

回の夏季研修会を開催しました。 

連日の猛暑で「暑い中お疲れ様です」との会

話があちらこちらで聞こえ、夏場のこの暑さに 

加え行事も多い時期という事もあり、参加人数

は 1４名と最少ではありましたが、アットホーム

な雰囲気の開催となりました。 

八尋理事のスムーズな司会の下、定刻通り会

はスタートしました。 

販売士・ふくおか 
発行：福岡販売士協会 

平成 25年 9 月 26日 

第 35 号 
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＜講師紹介＞ 

1942 年福岡市生まれ、福岡県大野城市在住。 

当協会会員。 

大阪外語大学（現在の大阪大学）・インド語科を卒業して、

日本楽器製造㈱（現在のヤマハ）に入社。 

輸出部・アメリカ現地法人駐在などを歴任。 

現在、九州国立博物館館内ガイドボランティアとして活躍。 

当協会の会報に「日本の元気シニア世界遺産の旅・ヨーロ

ッパ編」を連載 

◆第一部：講演会 

挨拶・講師紹介  栗川会長 

 栗川会長より「本日は参加者が最少となりま

したが、充実した研修会・懇親会にしたいので

ご協力をお願いします」との挨拶及び下記報告

がありました。 

 

 

 

 

 

 

＜会報誌発行について＞ 

5 月に 34 号発行済、9 月に 35 号を発行予定、

原稿を是非 8 月末までにお願いしたい。 

 

＜行事予定等＞ 

・5 月 14 日 長崎販売士協会定期総会 

栗川会長参加 

・5 月 28 日 春季流通施設見学 

（飯塚「さかえ屋平恒工場」）12 名参加 

・8 月 24 日 夏の納涼ビアパーティを開催 

・11 月 9 日「九州販売士交流会」当協会幹事で

開催予定 

 

＜新規会員獲得対策＞ 

・新規会員募集のカラーチラシ作成 

岡野理事の編集によるもの 

・久留米商工会議所掲示板にチラシを掲示 

中島良一さんより紹介 

・新ホームページ（岡野理事による）も新規会

員募集重点をおいているのでぜひ活用を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演 

「日本の常識は海外では非常識・ 

また逆の例」    

講師：山路 博之氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演は山路氏がご自身の紹介も兼ね、目標と

している人物や元気なシニア代表格の三浦雄一

郎氏の話などから始まりました。また「販売士・

ふくおか」にも連載されたご自身の旅の経験に

ついて本を出版したいとの目標もあるとのこと、

限られた時間ではありましたが、演題の「日本

の常識は海外では非常識、またその逆の例」を

中心に経験談を交えて講演は進められました。 

 

以下は配布されましたレジュメの抜粋です。 

 

『ニッポンの元気シニア世界遺産紀行』 

～ヨーロッパ篇～ 

１．私の旅・履歴書 

■学生時代 

私の海外旅行の原点 

1996年夏３ヶ月半のインド放浪の旅 

■社会人時代 

アメリカ駐在・ヨーロッパ他海外出張 
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■シニア時代 

2011 年-2012 年合計 4 ヶ月半、ヨーロッパ 30

数カ国、3万キロの鉄道・バスによる旅、約 100

カ所の世界遺産・200有余の博物館・美術館訪問 

 

２．世界遺産について 

■定義：全人類の財産、宝物・顕著な普遍的価

値を持つ物件で不動産が対象 

■種類： 

・文化遺産 

顕著な普遍的価値を持つ建築物や遺跡 

・自然遺産 

普遍的価値を持つ地形や地質、生態系、景観

を持つ地域 

・複合遺産 

文化と自然両方の普遍的価値を兼ね備える 

遺産 

■評価基準： 

文化遺産（基準 1～6）、自然遺産（基準 7～10） 

 

３．2011年・鉄道によるヨーロッパ 17,000キロ・

世界遺産の旅 

 

４．2012年・バスによるヨーロッパ 13,700キロ・

世界遺産の旅 

 

５．日本の常識は海外では非常識、また逆の例  

①習慣の違い篇 

②水・アルコール・食事・食べ物篇 

③乗物・交通マナー・鉄道篇 

  ④仕事・転職・就職篇  

⑤お金・税金篇  

⑥語学・言葉篇  

⑦病院・病気篇  

⑧国民性 

 ⑨究極の常識・非常識とは 

  

６．日本人へのギモン 

「国際人・グローバルの条件」 

①日本を知っている人  

②国際感覚を身につけている人  

③意思表示がはっきりできる人 

 

講演は元気なシニアである山路氏の精力的な

話に賛同の拍手で終わりました。講演を聞きな

がら、各会員とも自分自身の経験等を思い返し

ているようで、第二部の懇親会でのそれぞれの

経験談へとつながったようです。 

 

◆第二部：懇親会 

13 名でのアットホームな懇親会が始まり、各

人より講演の感想や自身の海外経験談、近況報

告等と全員からのスピーチが行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

最後は廣瀬副会長の一本締めで閉会しました。             

 

（副会長 廣瀬記）  

P16～の投稿記事も 

合わせてご覧ください 
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『春季流通施設見学会 

 「さかえ屋平恒工場」見学会について』 

 

 

会長  

1級販売士 

栗川 久明 

 

 

 

6月 8日（土）14:00～15：30に春季流通施設

見学会として「さかえ屋平恒工場（福岡県飯塚

市平恒）」を会員 12名（栗川、小関、廣瀬紀子、

八尋、村口、白石、戸田、福生、箱森、横山、

岡野、森山）で見学してきました。 

 

 

今回は八尋理事のお世話で、和洋菓子・パン

製造販売の「株式会社さかえ屋」のメイン工場

である「平恒工場」見学が実現しました。 

当日は九州ＪＲ筑豊本線「天道駅」に 13時 40

分に集合し、タクシーに分乗して「さかえ屋平

恒工場」に向かいました（約 10 分）。14 時より

川島副社長、市川本部長にもご出席いただき、

20分間の事前説明・40分間の工場見学・30分の

質疑応答とたいへん内容の濃い工場見学をする

ことができました。 

 

 

 

工場長のご案内で工場の中を隈なく見せてい

ただきました。一番

印象に残ったのは徹

底した衛生管理をさ

れているということ

でした。見学者は専

用の帽子・衣類・靴

に着替え、工程が変わるごとに手洗い消毒をし

てクリーンルームで身体の洗浄をうけました。 

工程は機械による自動化と作業員による手作

業が明確に区分されていました。 

お聞きすると熟練作業者の仕事を自動化するこ

とにもチャレンジされたそうですが、機械がス

ペースを取りすぎたり、また製品の出来栄えが

今一つだったため断念されたそうです。 

 

もう一点印象に残ったのが長いお菓子の冷凍

ラインです。クリスマスケーキ等は作りだめが

必要ですし大きな武器になっているなと感じま

した。 

 お菓子業界は 12月・3月・8月が多忙で 6月 7

月は閑散期だそうです。6月の閑散期に見学しま

したが工程は結構ながれていました。 

 さかえ屋さんは 113 店舗の直営店を持ってお

られ、ＯＥＭ生産もされていますが直営店優先

の考えのようです。 

行事報告 



 

- 5 - 

工場見学後 16時から「天童駅」近くの「和風

居酒屋・あんちゃん」で反省会を開催し、飲み

放題ということもあり、生ビール片手に多方面

な話題で大いに盛り上がり、楽しい会は 18時に

解散となりました。 

 

 株式会社さかえ屋をもっと理解していただく

ために同社のホームページから「会社情報」と

「企業理念」を引用しました。 

 

【会社情報】 

名  称 ：株式会社さかえ屋 

本社所在地：〒820-0073 福岡県飯塚市平恒 432

番地 6（飯塚工業団地内） 

電話 番号：0948-22-7149（本社代表番号） 

事業 内容：和洋菓子・パンの製造販売 

創  業 ：1949年（昭和 24年） 

会社設立 ：1953年（昭和 28年） 

資 本 金：2,000万円 

代 表 者：（代表取締役）森山敏弘 

年  商 ：69億円（2012年 5月期） 

従業員数 ：正社員 275名  

パートアルバイト 589名 

計 864名（2013年 2月 1日現在） 

国内主要工場： 

飯塚平恒工場（所在地は本社に同じ） 

忠隈工場（飯塚市忠隈 342-1） 

福岡工場（福岡市博多区板付 1-5-1） 

第 2工場（飯塚市平恒 432-5） 

秋松工場（飯塚市秋松 100） 

 

 

 

販売 店舗： 

「さかえ屋店舗」 

 90店舗 （福岡県内 83店舗 福岡県外 7店舗） 

「さかえ屋系列専門店」 

 23店舗 （福岡県内 21店舗 福岡県外 2店舗） 

 計 113店舗（2013年 2月 1日現在） 

専門店： 

「おんがや」「ミルクと卵」（菓子アウトレット） 

「ブランデス」「森ん子」（ベーカリーショップ） 

 

【企業理念】 

フォーハートの 4つの心を 

＜自然への感謝＞ ＜人類への愛情＞  

＜社会への奉仕＞ ＜文化への関心＞ 

と定義し新たな気持ちで取り組んでいます。 

これは、いかに時代のニーズに応えていくか、

私たちなりに考え到達した目標です。 

 

つくって売る、というこれまでに培ってきた製

造小売りのよさを生かしながら、さらに自然と

の関わりを真剣に考え、健康ややすらぎを提案

できる人にやさしい企業でありたい。 

 

良い商品を適正価格でお届けし、従来の地域密

着型のスタイルを大切にしながら、一方では新

しい商品開発や販売システムを積極的に取り入

れて、より柔軟に対応できる企業を目指してい

きたいと思うのです。 

 

素材にこだわり、契約栽培や実験農場を行って

いるのも、そうした姿勢の一つです。 

製造過程で生じる廃棄物の再利用を行うことも、

確かに負担はかかりますが、食品づくりに携わ

る企業としては、ごく当然のことだと思ってい

ます。 

 

たえず今までの価値観を見直し吟味し、伝統的

な価値基準にとらわれない斬新な発想こそが、

これからのさかえ屋を築くパワーとなると信じ

ています。 
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『納涼ビアパーティを開催』 

 

恒例の納涼ビアパーティが 8月 24日（土）12

時～14 時「アサヒビール園博多店」において開

催されました。 

長崎から冬木・吉岡・道田さん、熊本から白

石さんの遠方組と地元福岡からの栗川・小関・

長沼・横山・福生・戸田・箱森さんの総勢 11名

にご参加いただきました。 

 

常連組ばか

りなので、バ

ーベキューの

焼き方・飲み

放題の注文は

4 人ひと組の

グループの特

徴を出されていました。 

いろいろな話

題で盛り上が

り楽しいひと

時を過ごしま

した。日ごろは

飲まない「中ジ

ョッキ・生ビー

ル」を何杯も飲み、また焼肉も 4 種類のお肉を

腹一杯いただきました。 

 

２時間の飲み放題・食べ放題のコースでした

が、あっという間に時間が経過し、引き続き 10

名で博多駅のカラオケ店で二次会を行い、それ

ぞれ十八番の曲を披露しあい大いに盛り上がり

楽しんできました。  

 （会長 栗川記） 

『平成 25 年度長崎販売士協会の 

定期総会・懇親会に出席して』 

 

 5月 14日（火）19：30～20：00に「セントヒ

ル長崎」で平成 25年度長崎販売士協会の定期総

会、引き続き懇親会が行われました。 

 当協会からは私（栗川）が出席してきました。

毎年、相互に年次総会に会長・副会長が出席し

あい、お互いの交流を深めています。 

 今年は長崎販売士協会設立 31周年を記念して、

特別にホテル（セントヒル長崎）で開催されま

した。 

 

長崎販売士協会では毎年販売士検定試験の新

合格者を招待して懇親会をされていますが、今

年は商業施設等視察事業「佐賀笑売繁盛店視察」

に新合格者を招待したところ、今年 2 月の 3 級

合格者 5 名が新入会されたそうです。懇親会は

新入会員の若さと活気もあり盛り上がっていま

した。 

（会長 栗川記） 
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会長 

1級販売士 

栗川 久明 

 

 

 

平成 25 年 11 月 9 日（土）14 時より日本販売

士協会、長崎販売士協会、福岡販売士協会共催

による全九州の販売士を対象とした「第 8 回九

州販売士交流会」を福岡商工会議所にて開催し

ます。 

 この「九州販売士交流会」は当時の日本販売

士協会山本専務理事のご提案もあり、長崎販売

士協会・島原販売士協会とも相談して、九州地

区販売士の研鑽と交流を通じて九州各県に販売

士協会が設立されることを願って開催をはじめ

ました。そのため、販売士資格取得者・登録講

師はどなたでもご参加いただけるようにしてい

ます。 

 今回は福岡販売士協会が当番で「第 8 回九州

販売士交流会」を開催します。交流会の目的の

「広げよう、九州販売士の輪！」を実現すべく、

お知り合いの販売士の方々にお声を掛けていた

だき、お誘い合わせのうえご参加をよろしくお

願いいたします。 

 講演は“商売繁盛”のサポーター・ＢＳコン

サルタントの馬場拓代表に「ランチェスター戦

略」という演題で講演をお願いしております。 

また、和気あいあいと楽しく交流し語り合え

る懇親パーティ・ビンゴゲームもあります。 

 

  これまでの九州販売士交流会を振り返ってみ

ますと、当初は毎年開催していましたが第 6 回

目より 2年に 1回の開催となりました。 

また、当初は福岡・長崎・島原販売士協会の

持ち回りでしたが、第 7 回目より福岡・長崎販

売士協会の交互開催になりました。 

 

  第 1回目は平成 15年 10月 25日（土）に福岡

商工会議所で九州各地より 46名参加して行われ

ました。講演は五十二萬石・如水庵グループ代

表取締役 森恍次郎氏の「企業経営にかける情熱」

のお話をお聞きしました。 

 第 2回目は平成 16年 11 月 13日（土）に長崎

商工会議所で 36名参加して行われました。講演

は㈱梅月堂代表取締役本田時夫氏の「良い販売

員になるために必要なこと」の話をお聞きしま

した。 

   第 3回目は平成 17年 11月 12日（土）に福岡

商工会議所で 45名参加して行われました。講演

は㈱ウイルブレーン専務取締役仙波敬子氏の

「女性客が集まる販売マーケティング」の話を

お聞きしました。 

 第 4回目は平成 18年 11 月 18日（土）に長崎

商工会議所で行われました。講演はさせぼ四ヶ

町商店街組合理事長竹本慶三氏の「まちを元気

にする」の話をお聞きしました。 

 第 5 回目は平成 20 年 2 月 16 日（土）に島原

商工会議所で 40名参加して行われました。講演

は九州大学大学院理学研究員付属地震火山観測

研究センタ長教授清水洋氏の「九州の地震と火

山」の話をお聞きしました。 

第 6回目は平成 21年 10月 31日（土）に福岡

商工会議所で 45名参加して行われました。講師

に当地の著名な老舗経営者である（株）石村萬

盛堂の石村善悟社長をお迎えし「“食の安全・安

心と正しい情報”の提供がお店を救う！」の話

をお聞きしました。 

第 7 回目は平成 23 年 11 月 5 日（土）に長崎

商工会議所で 22名参加して行われました。講演

は Color Harmony代表 カラーリストの山本緑氏

に「お客様のココロをつかむ色彩戦略～色のチ

カラを使い売り上げをアップする方法～」のお

話をお聞きしました。 

第８回九州販売士交流会を成功させよう！ 
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大分支部長 

1 級販売士 

溝部 敏勝 

 

 

皆様こんにちは。 

大分支部の近況をお知らせいたします。 

 

１）新入会員紹介 

この度大分支部に朝来 浩一郎（あさき こ

ういちろう）さんが入会されました。既会員の

柳さんや河野さん、二宮さんは日曜ドラマで流

行りの「バンカー（銀行員）」や出身者ですが、

朝来さんは大手百貨店勤めのキャリアを持つ独

立診断士です。平成 24 年度登録講師論文でみご

と「佳作」を受賞し、その論文が 6 月の会報「販

売士」に掲載されたことで全国デビューも果た

しました。既メンバー共々今後ともよろしくお

願いいたします。 

 

２）大分駅周辺再開発事業 

昨春の駅周辺高架事業完成に続き、この7月、

駅南側に大分市複合文化交流施設「ホルトホー

ル大分」が完成いたしました（写真）。当ホール

は、「交流」「文化」「福祉」「健康」「情報」「教

育」「産業支援」の７機能を有しています（写真

手前は幅 100ｍのシンボルロードです）。 

大分市の新しい顔として、人、文化、産業を育

む交流の場として幅広い年齢層の市民に利用さ

れることが期待されております。 

３）世界農業遺産登録 

去る 5 月「国東半島、宇佐」が「世界農業遺

産」に登録されました。  

 

 世 界 農 業 遺 産 （ Globally Important 

Agricultural Heritage Systems:Giahs）とは、

社会や環境に適応しながら何世紀にもわたり発

達し、形づくられてきた農業上の土地利用、伝

統的な農業とそれに関わって育まれた文化、景

観、生物多様性に富んだ、世界的に重要な地域

を次世代へ継承することを目的として、2002 年

（平成 14年）に国連食糧農業機関（ＦＡＯ 本

部：イタリア・ローマ）が創設した制度です。  

日本は、平成 23年に新潟県の「トキと共生す

る佐渡の里山」、石川県の「能登の里山里海」が

認定されています、この度、「静岡の茶草場農法」

と「熊本の阿蘇」そして「国東半島、宇佐」が

認定されました。認定登録数は、世界中でわず

か 25 箇所です。（ペルーのアンデス農業や、中

国の万年の伝統稲作、インドのサフラン農業、

ケニア・タンザニアのマサイの伝統等） 

 

「国東半島、宇佐」の世界農業遺産コンセプ

トは、「クヌギ林とため池群によって持続的に維

持されている日本一の原木しいたけ生産をはじ

めとする農林水産業システム」です。 

また国東半島は「ほとけの里」としての知名

度も高く、国宝を保蔵する社寺も多い。そして

風光明媚な景勝地にも恵まれ、山の幸、海の幸

が豊富です。ぜひ観光を兼ねて旅してみてはい

かがでしょう。 

 

  

支部だより 

大分支部 

P26の新会員紹介記事も 

合わせてご覧ください 
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熊本支部長 

1級販売士 

白石 慎二 

 

 

福岡販売士協会のみなさま、いつもお世話に

なっております。熊本支部の白石でございます。

いつも温かいお言葉とご支援をいただき心から

感謝いたしております。この場をお借りして一

言お礼申し上げます。 

 

さて、昨年４月に発足した熊本支部ですが発足

後の状況を少しご報告させていただきます。 

昨年度は、秋季研修会を熊本で開催させていた

だき、会が盛会に終わったこと、また参加され

た皆様に喜んでいただけたことが一番の支部活

動でございました。研修会では、当支部の佐々

木が「店舗開発について」をテーマに登壇させ

ていただきましたし、福岡販売士協会の八尋理

事にも「観光産業の未来予想図」についてお話

しいただき、普段の仕事にとても関係の深い勉

強をさせて頂きました。懇親会では熊本地場の

料理を食べて頂くとともに、参加された皆様の

交流に少しはお役立ちできたように感じ、よう

やく一息つくことができました。一次会の後も

宿泊された方々と二次会、三次会と流れていき、

あっという間の一夜となり、とても楽しい時間

を過ごさせていただきました。また熊本で開催

する機会がございましたら、支部会員全員で精

一杯のお迎えしたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

秋季研修会以外では、昨年 9 月に熊本の老舗百

貨店の販売士 2 級対策講座を熊本商工会議所の

ご紹介で実施させていただきました。私にとっ

ては初めての講座でもありましたし、日程的に

厳しい状況でもありましたので、栗川会長にご

支援いただき無事に全 5 回の講座を遂行できま

した。合格率は予想よりも低かったのですが、

分かり易い講座だったと好評をいただき、今年

も同百貨店様より依頼され、9 月より 5 回コース

で実施する運びとなっております。 

それ以外でも、熊本の別の企業様で、販売士の

資格制度をその会社の人事制度に組み込んでい

ただき、今年の 2 月の試験で 8 名の 3 級販売士

が、また 7 月の試験で 12 名の 3 級販売士が、福

岡、熊本、鹿児島にて誕生しております。現在

は、10 月の２級試験に向けて 11 名の方が 2 級

対策講座に参加して勉強に勤しんでおられます。

社長様より「弊社の正社員全員に販売士 2 級ま

では必須として取得させる。」との頼もしいお言

葉をいただいておりますので、福岡販売士協会

およびその支部の方へ入会して頂けるようご案

内差し上げたいと思っております。 

最後になりますが、今春、当支部会員の小山先

生が逝去しましたことをご報告させていただき

ますとともに、小山先生のご冥福を心よりお祈

り申し上げます。 

秋季研修会後、佐々木が退会し、現在私と吉

田の 2 名となってしまい、支部としての活動は

ほとんどできておらず会員個々での活動が中心

となっている熊本県支部ではございますが、福

岡販売士協会及び販売士制度の生成発展に精一

杯取り組んでいきたいと思っておりますので、

今後ともご指導ご鞭撻の程どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

熊本支部 
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鹿児島支部長  

1級販売士 

宮内 智明 

  

 

 

平成 24年 1月福岡販売士協会からのお勧めに

より発足した当支部は、発足時の 6人の会員構

成です。 

 今年は 6月 29日（土）の支部会で協会の年次

総会（4月 13日開催）の概要伝達を行い、支部

活動についての話し合いを行いました。 

 そのなかで、鹿児島県シルバ－人材センタ－

連合会の「平成 25年度 シニアワ－クプログラ

ム地域事業実施計画」の中の「3級販売士養成講

習」実施についての依頼が当支部、阿部順子会

員にあり、上記連合会・商工会議所との打ち合

わせ等を経て、支部として対応することになり、

次のとおり行いました。 

 

地区 
実施 

時期 
実施会場 

定

員 

鹿児島市 

7/23

～ 

8/8 

鹿児島市福祉 

コミュニティセンタ－ 
20 

霧島市 

8/21

～ 

9/4 

隼人農村環境改善 

センタ－ 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島支部 

鹿児島支部 
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『日本の食糧事情を憂う』                

 

 

大分支部長 

1 級販売士 

溝部 敏勝 

 

 

 

６次産業化とは、「１次産業 × ２次産業 

× ３次産業＝６次産業」を表します。つま

り、１次産業がなくなれば、いくら掛算して

も“０”である、という警鐘を鳴らすために

命名されたそうです（命名者：東京大学 今

村奈良臣 名誉教授）。 

 具体的には、農林漁業者が生産する農林水

産物（１次）を使って加工（２次）や、販売

（３次）することによって付加価値を高める

取組みをいいます。我が国の産業別就業者数

は、経済の発展とともに第３次産業就業者の

比率が高まる「ペティークラークの法則」に

則った曲線を描いています（グラフ 1）。 

 

【グラフ 1  産業別就業者数】 

 

こうした動きの中、１次産業（農林漁業）を

めぐる問題は実に深刻であります。我が国の食

料自給率低下を懸念する声が叫ばれてから久し

いが、その自給率は（カロリーベース）昭和 40

年の 73%から一貫して低下を続け、平成 23年度

にはついに 39%まで落ち込み先進国中最下位と

なっています（グラフ 2）。 

 

【グラフ 2 各国の食料自給率】 

 

 

一方、地球規模に目を転じれば、世界総人口

は一昨年 70 億人を突破いたしました。この勢い

は 2050 年には 90 億人に達すると予想されて

おり食料需要は今後益々増大してまいります。 

これに対し穀物供給は、昨年アメリカを襲

った 56 年ぶりの記録的干ばつや、ロシアの天

候不順、世界各地の記録的な猛暑や豪雨等、

異常気象も合い重なって穀物相場の高騰が深

刻さを増しています（グラフ 3）。 

 

 

会員投稿 

 

今号はたくさんの投稿をいただき 

ありがとうございます。 

ジャンル毎に投稿をお届けします。（敬称略） 

【ビジネス】  ・・・・・P11～ 

溝部敏勝・堤浩 

【街訪問】   ・・・・・P14～ 

戸田俊彦・廣瀬紀子 

【人生・旅】  ・・・・・P16～ 

山路博之・福生和彦・中村純治 

【近況報告】  ・・・・・P23～ 

  栗川久明・森山正夫・小関芳紀 
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【グラフ ３ 穀物相場】 

 

エネルギー問題同様、海外依存率の高い我

が国の食料事情は、世界各地で飢饉が続けば

食料価格は跳ね上がり国益が損なわれるだけ

でなく、食料そのものを入手できない危険性

を含んでいます。これに対応するには、食料

自給率アップは喫緊の課題であるといっても

過言ではありません。 

しかし第１次産業就業者は、1953 年には 1559

万人で最も多かったが、2012 年には 240 万人に

まで減少してしまいました（グラフ 1 参照）。さ

らに就業者の高齢化（現在の平均年齢、66.2 歳）

や、TPP、R-CEP 等、貿易自由化により安価な

輸入農産物が溢れかえり、国内産の行き場が奪

われることで１次産業への魅力が低下し、結果、

離農者が増加して食料供給力が更に低下する、

いわゆる負のスパイラルに陥ることも予想され

ます。 

農業経営の難しさは価格と気候をコントロー

ルできない点にあると考えます。農産物の価格

は経験則から 7 割の幅で変動すると言われてい

ますが、例えば、ある農産物１個が今日 100 円

で売れたと仮定します。しかし数日後には 30 円

で取引される可能性があるということです。こ

うした状況に対応するためには、契約農家とし

て供給量と価格を安定させる方法もありますが、

単に収穫した農産物をそのまま販売するだけで 

 

 

なく、何らかの付加価値をつけて価格を自らコ

ントロールできる商品にすべきです。 

気候変動への対応は、現状平地栽培だけでな

く気候に左右されない大規模食物工場などを運

営して、食物工場のメリット（無農薬、温度管

理による年中栽培や収穫増、多段式スペース効

率）を活かし、高品質で安定した生産、出荷を

実現することで他国農産物と差別化をはかり競

争力を高めるやり方もあります。 

１次産業のこれからは、１次産業就業者個人、

法人に頼るだけでなく、意欲ある２次、３次業

者が１次産業分野に進出し、得意の加工技術、

販路開拓ノウハウを生かし食料供給力の低下に

歯止めをかけるだけでなく、将来的にアップタ

ーン化を図ってはいかがでしょう。また日本人

全体の食物破棄量は年間 500～800 万トンある

といわれておりますが、この量は国民 1 人あた

りに換算すると年間 50kg 相当無駄にしている

ことになります。 

この現実と予想される将来の危機感を何よ

りも国民一人一人がしっかりと共有し、個々

人、企業、政府が需要供給の両面から価値あ

る行動を起こすことで国内食糧需給の最適化

を実現し、そして食糧危機克服のリーダーと

して世界に貢献してはいかがでしょう。 
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『これからの10年と販売士』 

 

 

佐賀支部 

1級販売士 

堤 浩 

 

いま、テレビドラマで「半沢直樹」が高視聴

率をあげている。東京中央銀行という架空銀行

を舞台に、堺雅人をはじめキャスト陣やストー

リー展開の面白さが要因のようだ。 

 さて実際の銀行。いわゆるバブルの崩壊によ

って、2001年（平成13年）から2002年（平成14

年）の間、メガバンク10行が合併して、東京三

菱UFJ・三井住友・みずほの3つの銀行に集約さ

れた。なかでも1986年（明治36年）に設立され

た日本興業銀行（以下「興銀」）も、みずほ銀

行の傘下の日本コーポレート銀行として2002年

（平成14年）に再スタートをした。興銀は楽天

㈱の三木谷浩史社長が勤務した銀行である。し

かし今年、平成25年6月末、みずほ銀行と合併し

て、名実ともに日本興業銀行（以下「興銀」）

はその幕を閉じたのである。なお興銀の業績は

1986年（昭和61年）の高杉良著「小説・日本興

業銀行」に詳しい。 

 しかし、戦前から産業金融の雄として隆盛を

誇った興銀だったが、バブルに翻弄された合併

直前時期は、老舗百貨店そごうの処理問題や高

級料亭女将の尾上縫事件など金融の裏事情にも

顔を出していた。その頃を知る人も今では少な

いかもしれない。 

 先日、興銀系列の東京都民銀行と信用金庫か

ら普通銀行に転換した八千代銀行の統合が報道

された。論評では地方銀行もこれから淘汰が始

まると言う意見もあった。地方銀行統合は、ふ

くおかフィナンシャルグループや山口フィナン

シャルグループなど少なく、メガバンクのよう

な流れにないことが原因で、このままでは人口

減少と高齢化社会が進む今後の日本社会では、

地方の金融機関にも自然淘汰がくるだろうと論

じられていたのである。 

 国立社会保障人口問題研究所によると、7年後

の2020年（平成32年）台になると、日本人口は

毎年１つの県が消える勢いである60万人～100

万人ずつ減少推移していくと予想している。今、

アベノミクス第一弾の金融緩和で、大量のお金

の流れが市中に回され一部の業界では景気回復

の緒についているが、この成長戦略は人口減少

が加速する前、この10年程のうちに軌道に乗せ

ていかないといけない。その間に、お金とそれ

を消費できる（その意味では、消費市場での販

売士の役割はますます重要性を増す）環境づく

りが出来るか否かが、その後に持続的な成長に

なりうるかの試金石となると予想できる。 

第 18号「販売士・ふくおか」（平成 20年 5月

21日発行）で「サブプライムローンとＳ&Ｌ」と

題して投稿した。そして、その年 9月 15日に米

国投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻による

リーマン・ショックで世界中が大きなダメージ

を受けた。今回の投稿も何かの暗示的記事にな

るかもと、自分では心ひそかに考えている次第

である。 
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『私の町のお菓子屋さん』 

～さかえ屋工場見学後に感じたこと～ 

  

 

1級販売士 

戸田 俊彦 

 

 

 

 

＜はじめに＞ 

 25 年程前、大学生協で食品販売の統括をして

いた時、二度ほどさかえ屋さんに取引をお願い

したことがある。素材と安全性にこだわると云

うさかえ屋さんのコンセプトと生協のコンセプ

トが一致しており、販売担当者からのさかえ屋

のお菓子を売りたいという声が強かったからで

ある。しかし、残念ながら二度とも直営店以外

では販売しませんと断られた。生協だから値引

販売されるかもしれないと勘繰られたのかもし

れないが、自社商品のブランドイメージを損ね

るようなことはしないということであった。今

回の見学でさかえ屋の卸部門ができ、メインバ

ンクから役員の出向を受け入れ、同業者の OEM

生産もやっていると聞いてびっくりしてしまっ

た。 

私の住んでいる団地の近くにはさかえ屋の店

舗はないが何年か前に、さかえ屋のアウトレッ

ト店であるグリーンハート舞松原店ができ時々

利用している。それもブランドイメージを守る

ためのファクトリーアウトレットだと思ってい

た。時代の流れと消費者ニーズの変化、競合店

の多様化等々の結果であると云うことなのだろ

うが老舗企業が衰退しているのはさびしい気が

する。 

 

＜お菓子屋さんの盛衰＞ 

 私が食品販売部門の統括をしていたころ、私

の住む団地の入口付近にはお菓子屋さんがいく

つか店を構えていた。そのころ取引があり直接

納品を受けていた“洋菓子の欧州”、“吉野堂”、

“千鳥屋”、和菓子の専門店“博多清月”、和菓

子、洋菓子、メーカーを問わずなんでも売って

いる“わかみや”という名の個人商店―私はこ

こでよくカルカン饅頭を買っていた。隣の団地

の入口付近にはフランスケーキで評判の“セー

ヌ”があった。 

 現在、“洋菓子の欧州”は倒産し、“吉野堂”

と“千鳥屋”は撤退、“博多清月”も他団地へ移

転している。その後、さかえ屋の“グリーンハ

ート”と“シャトレーゼ”が進出してきた。な

んでも屋の“わかみや”はメンタイや珍味まで、

取扱商品を増やして今も健在である。 

 又、一時期評判だった“セーヌ”は香椎参道

に進出してきた“ケーキハウス・アン”に評判

を取って代わられ、その“アン”も今は青葉（舞

松原の隣の地区）にできた“くるみの木”にと

って代わられている。“くるみの木”はこの地区

では人気ナンバーワンであるが価格帯が他店よ

りワンランク上であるため我が家ではめったに

利用することはない。“シャトレーゼ”も価格は

リーズナブルであるが味が落ちるので利用する

ことは少ない。日常的に利用するのが多いのは

少し遠いが香椎参道にある“石村萬盛堂”と“グ

リーンハート”である。おつかいものには“さ

かえ屋”か“名月堂”を利用している。従って、

私のイメージとしては“さかえ屋”のライバル

は“石村萬盛堂”と “名月堂”であろうと考え

ていたので、コンビニと“シャトレーゼ”の名

があがったのは意外だった。ドメインにブレが

生じて、どこにこだわるかコンセプトがあいま

いになってきているのではないかと感じた。 

スイーツブームでパテシェが人気職種になっ

ているとのことだが、昨年の統計でもすでに 65

歳以上の高齢者の人口は 3 千万人に達し、20 歳

代と 30 歳代の合計の人口に並んでいる。今後も

高齢者人口の急増、若者人口の急減が予想され

ており、和菓子の復権は充分考えられることで

ある。逆にスイーツブームはブームに終わり、

コンビニスイーツに取って代わられる可能性も

否定できない。 
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＜おわりに＞ 

 古くからの“さかえ屋”ファンの一人として、

これからの高齢者の生活シーンにマッチした新

商品の開発とマーケティングの工夫を期待して

いる。おいしいがケーキは体に悪い。政府によ

るメタボ解消キャンペーンもはられているし、

スイーツは糖尿病の大敵でもあるのだから。 

 

 

『気になるＫＥＹＷＯＲＤ 

～武雄市図書館～』 

                            

 

副会長 

1 級販売士/消費生活アドバイザ－ 

廣瀬 紀子 

 

 

 平成 25年 4月、ＣＣＣ（ｶﾙﾁｬｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞ）

が武雄市から運営を任されて図書館をリニュー

アルオープンさせた。全国ニュースにも取り上

げられ、賛否両論の話題になりつつも、オープ

ンより 3ヵ月で利用者累計 26万人に達し、リニ

ューアル前 1年間利用者数を越える勢いである。 

 その武雄市図書館へ 8月 10日（土）、興味津々

の消費生活アドバイザー4 人（福岡県民 3人、佐

賀県民 1人）、関西在住の図書館司書 1人で見学

に行った。立地は、JR武雄温泉駅から徒歩15分、

駐車場も 90台分あるので車で来館も可能である。

満車になる事も多いらしいが（当日の土曜日午

前中も満車）、道を挟んでゆめタウンがあり、そ

ちらへ駐車するという手もある（相乗効果で買

い物客が増えるという事で大目にみているよう

だ）。 

 美術館のような外観の上に、外にカフェのテ

ーブルが並んでおり、ちょっと立ち寄りたい気

分にさせてくれる。入館すると、ＴＳＵＴＡＹ

Ａの映像・音楽コーナー（セキュリティシステ

ム有り）、販売の雑誌や本、仕切りなくそのまま

図書館の本が並んでいる。壁に面している書棚

は天井まで陳列、吹き抜けの 2 階には学習室、

専門書等がぎっしり。本の検索システムが随所

にあり、同じ書籍でも図書館としての本、購入

の本が両方検索できる。1階のスタバで飲み物を

買って館内で本を読んだり、学習室に行くこと

も出来る。ついつい長居して 1 日居ても良い快

適な空間だと感じた。 

 武雄市長の要望に応える形でＣＣＣが究極の

読者体験を提供できる場づくり、顧客（図書館

利用者）が経験を通して得る価値、すなわちカ

スタマーエクスペリエンスを高める事にこだわ

った事が分かる。 

 さて、ここまで書くと良い事づくめだが、賛

否両論有ったように問題点も多々ある。高齢者

の利用が減っていること、個人情報漏洩への配

慮の問題である。今までにない図書館の形態な

ので利用方法が不明なのだが、説明書きがあま

りない。パンフレットを手にして読解するか周

りの様子を伺って（笑）利用方法を確認、どう

しても不明な時は図書館の職員らしき人（事務

服ではなくカフェの店員っぽい服装をしている）

に尋ねる。高齢者や子供等にとってはいかがな

ものだろうか。個人情報の取り扱いに関しては、

一企業にＴポイントが利用できるという形で個

人情報が有利に流用されるのではという懸念、

又、同行した関西の人が本を運ぶワゴンに個人

情報の書かれた紙が無造作に置き去りになって

いたことに気付いた。地域性なのかその点に関

しては大らかな雰囲気があるように思えるが、

だからこそ行政が守る為の配慮をもっとすべき

だと思えた。 

 しかしながら見学後思う事は、今までは本を

借りに行くだけだった為に滞留時間は 30分前後

だったものが、ちょっとした娯楽施設のように

人が集う場になっていた図書館。福岡市近郊に

もできて欲しいというのが率直な気持ちである。 
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『国際人・グローバル人材の条件』 

 

 

1級販売士 

山路 博之 

 

 

 

私は現役時代、海外ビジネスに 20数年携わり、

1970年後半に3年間アメリカ現地法人で勤務し、

本社勤務時代には約 50回海外出張をして世界を

相手に仕事をしてきた。そして最近では 2011年

と 2012年に合計 10週間ほど、ヨーロッパ 30余

国旅をした。 

この間に世界中のビジネスマンや一般の人達

と交流したが、いつも日本人として世界で仕事

を成功させ、激しい競争の中で生き抜いていく

には如何に国際感覚が必要か実感していた。 

現在のビジネスマーケットは日本市場だけで

なく、世界市場が相手だ。日本人ビジネスマン

は世界に打って出る以上、国際人になりグロー

バル人でないといけない。今回はそれらに焦点

をあてて述べてみたい。 

 

１ 国際人の条件 

私の友人で在米 10数年の真の国際人たるＭ氏

に、今回の私の 2年にわたるヨーロッパの旅を

見て、私を国際人（cosmopolitan）であると言

ってくれたのには嬉しかった。国際人の定義は

「国際的に広く活躍する人」だ。 

Ｍ氏の言う国際人の条件とは以下であった。 

① 何でも食べられること。  

② どこででも寝ることができること 

（どんな悪条件下でも） 

③ 言葉（外国語）が話せる事。 

④ 更に私の旅の仕方を見て「何でも一人でやれ

る事」を追加した。 

しかし私は更に日本人として日本の文化・歴

史を熟知し、外国人と外国語を駆使してどんな

話題でも対等に話し議論できる知識と度胸・勇

気を持つことを加えたい。 

 

■「国際人」とは何か？様々な立場のひとがあ

げた条件を下記する。 

・国際人として世界に立ち向かう前に、まずそ

の基盤となる「日本人とは何か、日本の文明・

文化は何か」を知った「真の日本人たれ」と

いう事。それは自分の国である日本に誇りを

持ち、自国の歴史・文化に精通し、自国の未

来を語れる人。 

・世界基準で物を考え、判断し、行動に移す事

ができる人間。 

・自己の立場・意見、アイデンティティをまず

持ち、それを主張するコミュニケーション能

力を持つ。その為には外国語、特に英語能力

が要求される。同時に相手の立場に配慮し、

相手を理解しようとする謙虚さを持つこと。

そして他国の宗教や立場や慣習を重んじるこ

とができ、相互に理解しあえる人が国際人な

のではないか。     

・海外で仕事ができる人、海外で通用する人。

海外でも国内でも変わらぬ態度で仕事ができ

る人。世界基準でもブレない価値観を有して

いること。 

・自分の国さえよければ等といった小さな考え

を超えて地球レベルで物事を考える事ができ

る人。 

・現地にとけこむことができる人 

・世界中の論文を読んで疑問が持てる人、批判

することができる人。 

・答えが出ない難問・難題や厳しい状況を乗り

越えていくことができる人。 

・失敗をするがそこで学ぶことができる人。失

敗を糧にできる人。 

            

■国際人の条件の要点を纏めると以下のように

成なる。                                    

（１）日本を知っている人 

日本の歴史・文化・伝統に精通し外国人に理

解させることができる人 

（２）国際感覚を身につけている人 

語学力があり、世界を知り、世界の誰とでも

接し、世界の誰とでも議論できる豊富な話題

と内容を持っている人                
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（３）意思表示がはっきりできる人 

人前で話ができ、自分の意見・考えを持ち、

YES・NOが はっきり言え、自己責任がある人 

 

私は 2011年 10月 26日にオーストリア建国記

念日の国民の休日に、ウイーンの大統領府（王

宮）が一般に開放されたので夕方訪問、その時

刻に同国フィッシャー大統領（元首）ご夫妻が

一般訪問客と面会・握手されその光栄に浴した。

その時私は 2011年 3月 11 日の東日本大震災に

対するオーストリアから日本への支援に対する

謝意を、民間外交官として日本国民を代表して

申し上げようと思ったが、後ろに沢山の方々が

並んでいるのを見てその機会を失した。真の国

際人であれば待っている方々に迷惑をかけたか

もしれないが、無理に時間を取っても申し上げ

るべきであったと後で後悔した。 

 

２ グローバル人材・企業の条件 

文部科学省によるグローバル人材の定義は

「世界的な共生が進む現代社会において、日本

人としてのアイデンティティを持ちながら、広

い視野に立って培われる教養と専門性、異なる

言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築する

ためのコミュニケーション能力と協調性、新し

い価値を創造する能力，次世代迄も視野に入れ

た社会貢献の意識などを持った人間」とある。 

グローバル人材の条件は様々な立場の人が、

様々な条件をあげている。 

以下参考までにランダムに列記する。 

・海外どこでも生活できる適応力。「必要条件の

第一番目はどこでも生活でき、何でも食べら

れる、人間としての広い適応力が重要」 

・相手と同じ目線で接することができるコミュ

ニケーション能力。 

・日本本社に対する文化的な調整力。「現地の責

任者として赴任する人は、現地の文化がどの

ように日本と異なり、日本のやり方が通用せ

ず、現地人だけで業務を達成させるには何を

どうする必要があるかを、日本本社へ説明し

て理解させるための調整力が大変重要」、つま

り、日本本社を教育する。 

・英語あるいは現地語の能力「実務担当として

赴任する駐在員は英語や現地語が話せること

がベター」 

「グローバル人材」はビジネスの世界で必要な

条件といえる。 

 

■グローバル（国際）競争で勝つ交渉術のポイ

ント 

（2013年 3月 5日・日経新聞から抜粋・引用） 

多くの日本企業は今後も事業のグローバル化

を急ぐ。海外の事業を成功させるには製品・サ

ービスの品質やコストだけでなく、交渉力が決

め手となることも多い。グローバル交渉力を身

につけるには語学は勿論、海外進出に対する前

向きな意識も重要で「異文化と交わる事で新た

な価値やビジネスモデルを創出したい」といっ

た前向きな姿勢で臨めば現地の人や文化と交流

する意欲も高まる。 

 

■グローバル競争に勝つ交渉術のポイント 

・交渉相手のキーマンと直接対話できる体制を

つくる。 

・円滑なコミュニケーションのため、語学は必

要条件。 

・交渉への出席者の役割分担や戦略を事前に練

る。 

・複雑なプロジェクトほど相手のニーズをしっ

かり探る。 

・異文化と触れながら新しい価値を生み出す前

向きな姿勢。 

・国や地域の特性を知り、交渉プロセスの違い

に柔軟に対応する。 

 

以上は日本人が外国で行動する際、理想とす

る国際人、グローバル人材として要求される条

件である。これら条件を全部満たす完璧な日本

人やビジネスマンは、日本でも限られた人たち

かもしれない。しかし少しでも真の国際人・グ

ローバル人材となるように努力をすることが、

日本人としてまた日本人ビジネスマンとしての

レベルを上げるためには必要なことだと思う。 
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“世界は日本・日本人をどのように 

見ているか？” 

 

一方、現在世界の人達は、現在の日本や日本

人をどのように見ているか、彼らの意見をご紹

介したい。アメリカＣＮＮ・ＴＶの人が述べた

日本観「外国人も驚く日本が世界に誇れる５つ

の美点」である。 

『日本はまるで現代技術の周りを古き伝統が

回っている万華鏡のような魅惑的な国だ。この

国には創造力、奇抜なファッション、古風な美

しさ、効果的な事業、そして目もくらむファン

タジーがある。日本は全く予想もしない方法で、

五感を満足させてくれる場所だ。日本を訪問し

た際に驚かされた点を紹介する。』 

① 物価は高いが、手ごろな価格のサービスや製

品がある。 

② 見たことがないファッションがある。 

日本はおしゃれで多くの人が大変創造的な

身なりをしている。古都京都の祇園では、伝

統的な足袋と着物に身を包んだ舞妓さんた

ちが街を歩いている。ただ通り過ぎる舞妓さ

んを眺めるだけで、日本を訪れる価値はある。 

③ ハイテクと伝統（ファンタジー）との融合 

東京・秋葉原では、電器店でロボット、テレ

ビ、ビデオゲーム等ハイテク製品は何でも手

に入る。ここの通りには、マンガ店やメイド

カフェ、コスプレ（フレンチ風のメイドやア

ニメのキャラクターの格好をした少女）を多

くみかける。秋葉原は未来と過去、ハイテク

とファンタジーが融合している。 

④ 高層ビルや高速道路だけでない。 

京都には神社や寺が多い、歴史、伝統芸術、

古代宗教の街であると同時に任天堂のゲー

ム機「Wii」がある。 

⑤ 世界で最も清潔な場所。 

トイレで驚くべき現代技術が詰まった日本

のトイレ。日本の人々はどこでも、困ってい

る外国人旅行者を見つけると喜んで助けて

くれる。先入観を打ち破る驚きを与えてくれ

る。 

 

■私が 2011 年に西欧諸国で聞いた日本人への

イメージとして「日本へ行った事があるビジネ

スマンや旅行者」は「日本や日本人への素晴ら

しさ、それは日本人が礼儀正しく、正直で知的

な事」を日本で実感していたのに対して、「一般

の世界の人達」は 2011 年 3 月 11 日の東日本大

震災のテレビ報道等を見て、「震災への対応、援

助物資を受け取るときの行動を見て抱いた日本

人の規律や秩序正しさ、辛抱強さ、他人への思

いやり精神や集団の結束力、助け合い精神等」

多くが日本人への称賛の言葉であった。 

しかし 2012 年に東欧諸国で聞いた称賛は,勿

論西欧諸国で聞いた同じ内容の賞賛も多いが、

少し違った。それは歴史的に大国･帝政ロシアの

拡張政策によりいじめられてきたヨーロッパの

国々にとっては小国日本が20世紀初頭に憎きロ

シアを打ち破ったことは、日本人の想像以上の

快挙であり、彼らにとって日本という国は、半

ば伝説化していまだに強い憧れの目でみている

のだ。 

そのような日本のイメージや第 2 次世界大戦

で敗戦、壊滅し資源が乏しい日本が、日本人の

勤勉さや正直な国民性、高い教育をベースに復

興し世界の経済大国を成し遂げたこと。そのベ

ースになった日本人の優秀な教育力や技術力、

後進国に経済援助する日本、平和大国の日本、

それを成し遂げた日本人の優秀性を彼らはちゃ

んと知っていた。そして自国も日本を手本にし

て国を発展させようとする姿勢が覗えた。私は

外国にいてこそ日本の良さ,素晴らしさがよくわ

かった。日本という国は、私達や日本国民が知

らない間に、ヨーロッパの旧東欧諸国や世界の

小さな国々の理想となり、目標となっていたこ

とを実感した。 

 

以上日本・日本人は欧米諸国では全体的に好

意的に見られている事を認識した。日本人が外

国旅行をするときは、日本及び日本人の代表と

して振る舞い、その国の人達と接することが、

日本及び日本人の評価を高める大きな要素であ

ることを日本人旅行者は認識すべきであろう。 
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『釈尊の生誕と入滅の地を訪ねて』 

 

 

顧問 

1級販売士 

福生 和彦 

 

 

 

小生にとってインドという国は東南アジア最

大の国土面積を持つ国として一度は訪ねておく

べき国であった。 

タイ在勤滞在時の 1993 年にカルカッタを出

発し列車、バスを乗り継いでマドラス、ボンベ

イ、デリーとインド大陸を海岸沿いに外回り一

周を行いこれでインドは見終わったことにして

いたが、70 歳を過ぎた頃より生家の仏教（浄土

宗）に歳のせいか関心が向き始め、71 歳（2010

年）のときタイ時代に知り合った特殊旅行を企

画する知人に案内されインドの仏跡巡りを開始

した。 

先ずはブッダガヤ、ラージギール、ナーラン

ダ、サルナート、ベナーレス、バラーバル石窟

群とビハール州全域に広がる仏跡を訪ね歩いた。

翌年 2011 年はシンハラ人（仏教徒）とタミール

人（ヒンズー教徒）の争いで有名なスリランカ

の仏教遺跡を訪ね南伝上座小乗仏教の発祥の地

を見て回った。昨年 2012 年は仏教遺跡もさるこ

とながらヒンズー遺跡の豊富なインド東岸のオ

リッサ州を歩いたが、仏教がスリランカ（昔の

コロンボ）に渡る足跡がいたる所に見て取れた。 

ここまで病膏肓に入ると最後の仕上げ、締め

括りとして釈尊の生誕地のルンビニと入滅・涅

槃の地クシナガラには何が何でも行かざるを得

なくなった。本年 2 月タイの特殊旅行会社の知

人に下記のスケジュールを作って貰い仏跡巡り

に終止符を打ったので簡単に紀行内容を記した

い。 

生誕地ルンビニは国境を挟んでネパール側に

在るためネパール入国のヴィザが必要で、また

又、インド入出国ヴィザは 3 か月以内の再入国

になるので特殊ヴィザ取得が必要となった。 

＜２月１２日＞  

7：35 同行者 5 人とタイ航空にてバンコク出発 

10：30 デリー着 

13：30 インド航空にてゴラクプールへ 

15：30 着、同地に宿泊。 

ゴラクプールはデリーとカルカッタの中間に

位置し、ネパールへの入り口にあたる。 

また、インドヨーガの発祥の地で現在もその

中心地である。 

 

＜２月１３日＞ 

7：30 小型マイクロバスでゴラクプール出発 

インド・ネパール国境へ向かう 

10：30 国境の町スナウリ着 

スナウリ迄の道はネパールへの唯一の幹線道

路の為、ネパール向けの生活物資を満載した

大型トラックの大行列で渋滞も甚だしい。税

関のチェックも厳しく入国手続きに時間がか

かる。 

11：00 スナウリ出発 

のんびりした農村風景を見ながらルンビニ着。 

やっと釈尊生誕地に来たが、こんもりした森

の中に鮮やかな色どりのチベット寺院やネパ

ール寺院がこれ見よがしに在り、近くには何

故か巨大なシヴァ神のリンガ（男根柱）が屹

立している。無憂樹の大木の下に多数の僧侶

が座り込んで瞑想している。 

近くに菩提樹の巨木に囲まれた白い石作りの

沐浴場があり、釈尊が誕生するや母親のマー

ヤ夫人に抱かれ水浴した泉と云われている。

泉の傍に白亜のお堂があり中に入るとマーヤ

夫人が無憂樹の枝に手を伸ばした途端産気づ

き立ったまま釈尊を生み落した彫刻の図柄を

見ることができる。 

近くには白い巨大で豪華な仏舎利塔が建って

おり、よく見るとそこには日本語で日本山妙

法寺・世界平和仏舎利塔と銘打ってあり入り

口で日本人の僧侶が応接してくれた。 

 

18：00 クシナガラへ出発 

19：00 スナウリで順調にインドに再入国 

22：30 ゴラクプール経由でクシナガラ着 
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＜２月１４日＞ 

8：30 宿出発 

とうとう釈尊の涅槃像が横たわる釈尊入滅の

地へ来た。周辺は砂糖きび畑で道の東側に中

国の寺、その先にミャンマーの寺、西側には

チベットの寺、タイの寺があり、近くの石塀

で囲まれた一角に白い蒲鉾型のお堂を見つけ、

中に入るとそこには部屋一杯に金色に輝く釈

尊を横たえた型にした涅槃仏が安置されてお

り、その大きさは 5 メートル近くに見えた。

お堂の反対側の奥に荼毘塚という釈尊の遺体

を運び火葬し分骨した聖地があった。釈尊は

このクシナガラの地にて80歳で亡くなったと

云われている。 

12：00 クシナガラ出発 

13：00 ゴラクプール着 

16：00 デリー向けインド航空にて出発 

18：00 デリー着 

 

＜２月１５日＞ 

0：55 デリー発タイ航空出発 

6：30 バンコク着 

 

以上で仏跡巡りの旅は終了したが、これはあ

る意味で巡礼の旅にも繋がり不遜な小生の成仏

への一つの道になればとの思いもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『あきらめることを拒絶した機長 

“真実の口”』 

 

 

副会長 

1級販売士 

中村純治 

 

 

 

１．はじめに 

幼馴染の元 JAL の機長である高本孝一さんが

6 月に「真実の口」という題名の本を発行しまし

た。1997 年 6 月 8 日に発生した JL706 便事故

は彼の人生の一大事になってしまいました。10

年の苦悩を書き下ろした本です。それを今回紹

介したいと思います。 

 

 

高本孝一 著 

本の泉社 出版 

単行本 399頁 

1,890円（税込） 

 

 

 

 

 

 

２．事故調査と裁判の記録 

 香港から名古屋に飛行している時にその事故

は起こりました。突然急降下するという状況が

おこり、その後 5 回に渡って機首が上下して、

11 人の負傷者が出ました。「日航機、乱気流で大

揺れ」と言う報道と共に機長の名前も報道され

ました。 

 事故から 3 か月後の 1997 年 9 月に出された

「経過報告」と報道を受けて、警察は業務上過

失罪で本格的捜査を開始しました。被疑者扱い

での辛い取調べであったことが想像されます。

数回に渡る事情聴取後に愛知県警から書類送検

がなされました。 
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 同時に事故調査委員会による数度の事情聴取

と飛行記録の粗解析が行われました。つまり、

「操縦ミスでなかったか」が争点とされた訳で

す。日本に事故調査では、ほとんどのケースで

事故原因が解明されたことはなく、多くが「原

因不明」「操縦操作の不適切」とされてきた歴史

があり、彼は一抹の不安を感じたことでしょう。 

 

 

 事故から2年半経った1999年暮れに事故調査

報告書が公表されました。事故調査で「JL706

便事故は、機長が操縦桿を無理に操作したこと

が原因だった」と報道されるようになりました。 

2002年 5月に名古屋地検での事情聴取が始ま

りました。そして遂に時効 3 週間前の 5 月 14 日

に起訴に到りました。「検察は高本機長を業務過

失致死傷罪で本日起訴します」と宣言されたの

です。彼は「何としても事実解明の糸口を掴む

ぞ」と言う気力が沸々と湧きあがってきたとの

ことです。 

裁判は 2002 年 12 月 11 日から始まりました。

2003 年 1 月の第 2 回公判のから証人尋問開始さ

れました。客室乗務員、運航技術部長等運航関

係者、MD11 運行関係者、整備士等整備関係者、

気象担当者、JL706 便副操縦士、類似事例を経

験した機長、事故調査委員、最後に被告人であ

る高本機長への尋問がありました。そして、2004

年 3 月 24 日の第 26 回公判に於いて結審を迎え

ました。 

 2004 年 7 月 30 日、判決言い渡しが行われま

した。「被告人は無罪」、引き続き「本件事故の

発生は、被告人の操縦操作が関与していたこと

は認められるが、公訴事実に揚げられるような

結果予見義務及び結果回避義務の違反を認める

ことはできず、犯罪の証明がないので無罪の言

い渡しをする。」と言う主旨が述べられました。 

 しかし、名古屋地方裁判所の判決は無罪であ

ったものの、名古屋高等裁判所に控訴されたの

です。「あと、2 年間頑張らなくては。」と言う思

いと、「ピンチはチャンスである。真実に迫る唯

一の機会として、大切に進めて行こう。そして

ベストを尽くそう。」と言う思いが交差したそう

です。気丈な彼には感服いたします。 

 控訴審判決は 2007年 1月 9日の事でした。「本

件控訴を破棄する」という判決が下されました。

つまり無罪判決が下されたのです。これで、長

い戦いが終わりました。 

この本は、事故調査と刑事捜査の実態を伝え

たいという思いと共に安全向上・事故再発防止

に向けての一助になることを期待しつつ、1 年間

かけて書き下ろしたとのことでした。 

 

３．彼との思い出 

1979 年夏、高校の同窓会で高本君に会いまし

た。「中村君、赤坂小学校じゃなかった？」と言

われてびっくりしました。私は 6 年生になる春

に引っ越して 5 年までいた小学校の事はすっか

り忘れていたからです。彼も 5 年になる春にそ

の小学校から引っ越したのでした。そして、高

校で共に過したにもかかわらず、卒業して 10 年

目にそのことを彼に言われて思い出しました。 

「小学校の時、お互いの家に行き来して遊ん

でいたよね」と彼に言われました。私も記憶が

蘇ってきました。「そう言えば、ソフトボール大

会の時、中村を選手にと推薦してくれたこと思

い出した。あの時は嬉しかった。」この時から、

長い付き合いが始まりました。 

1986 年夏、東京の秋川渓谷で高校の同級生 10

家族ぐらいでバーベキューを企画しました。パ

イロットだった彼は「俺、アメリカから肉買っ

てくるよ」といって、10Kg ぐらい差し入れてく

れたことを覚えています。 
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秋川渓谷での思い出（左端が私、右端が高本孝一さん） 

 

1991 年、私が家族を連れて京都で仕事をして

いる時でした。「今日ハワイから大阪空港に到着

したから、茨木あたりで会わない？」と言う電

話を貰い、茨木で薬学博士である友人を含めて 3

人で呑んだことも良い思い出です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 年夏、彼と大分県日田市に野次喜多道中

に出かけました。祇園祭や温泉を堪能しました。

彼とゆっくり夜を徹して話すことができました。 

この頃私は中小企業診断士資格に挑戦してい

る時期でした。この時、彼から励ましの名言を

貰いました。「中小企業診断士になった後の自分

をイメージトレーニングすれば良いよ。すると

思いは必ず通じるから」と言われました。この

言葉は今でも心に強く残っています。 

 

 

 

 

 

 

 

そして、今年の夏、彼と出版記念食事会を筑

紫野市にある「ログハウスレストラン アラス

カ」で開催しました。このレストランは以前、

福岡販売士協会のイオンモール筑紫野流通見学

会の後、皆で懇親会を開催したところです。 

 

＜ログハウスレストラン アラスカ＞ 

 

 

４．おわりに 

今回は販売士とは直接関係がない題材を取り

上げさせて頂きました。長い付き合いにおける

信頼感が醸成された友達とは良いものです。販

売の世界でも同じことが言えると思います。 

心と心の繋がりを大事にしたいものです。 
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『「運転免許証」を自主返納しました』 

 

 

会長 

1級販売士 

栗川 久明 

 

 

2013 年 4 月 6 日付け讀賣新聞に「福岡県内で

2012 年に運転免許証を自主的に返納した人は

2,668 人で、前年の 3.6 倍に急増した。身分証明

書代わりに使える住民基本台帳カード（住基カ

ード）を無料交付する自治体が増えるなど、自

主返納を後押しする取り組みが広がっているこ

とが背景にあるとみられ、高齢者の交通事故を

減らす効果が期待されている。」という記事が掲

載されました。 

私は65歳の時に糸島市の戸建住宅から福岡市

営地下鉄「唐人町駅］近くのマンションに転居

してきました。その機会に自家用車を処分し交

通手段を電車・バスに変更しました。 

 車を運転しなくても「運転免許証」は各種証

明用に重宝してきました。ところが 71 歳の今年

は運転免許証を更新しなければなりませんので、

この機会に「運転免許証」を自主返納する決断

をしました。 

申請による運転免許の取消しは、高齢等の理

由により自動車等の運転をやめるので、免許証

を返納したいという方からの申請に基づいて、

公安委員会が当該免許を取消す制度です。 

福岡県警察本部運転免許管理課で運転免許証

の返納手続きをしました。そして、下記のよう

な「運転経歴証明書」の交付を受けました。申

請には「運転免許取消申請書」「運転免許証」「写

真（3×2.4 ㎝）」「交付手数料 1,000 円」が必要

です。 

 

また、福岡市では高齢者による運転免許自主

返納の支援事業を行っています。これは「高齢

者による交通事故の減少につなげることを目的

に、70 歳以上の方で運転免許証を平成 23 年 6

月 30 日以降に自主返納した方に、本人確認書類

となる写真付き住民基本台帳を無料交付いたし

ますという」制度です。 

早速、福岡市中央市役所に行き「写真付き住

民基本台帳カード」を申請しました。申請には

「申請による運転免許の取消通知」「顔写真（4.5

×3.5 ㎝）「本人確認書類」が必要です。 

 現在、「運転免許証」のない生活を送っていま

すが支障になることは何もありません。高齢者

で自家用車のない方には運転免許の自主返納を

お勧めします。 
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『安近短の消夏法』 

 

 

監事 

2級販売士 

森山 正夫 

 

 

 

『秋きぬと 目にはさやかに 見えねども 

風の音にぞ おどろかれぬる』 

昨日から今日（8 月 24 日～25 日）にかけての

雨で、さすがの猛暑も一息つき本格的な秋の到

来も待たれるところで、前掲の古歌を思い出し

ました。そうはいえ、まだしばらくはこの残暑

が続くと予想されます。また列島のあちこちで

異常豪雨のため甚大な被害が出ていることは御

承知のとおりで心より御同情申し上げます。 

さて、皆様はこの暑い日々をどのように過ごさ

れたのでしょうか？ 

旅行やレジャーでこの夏を謳歌された方もい

るでしょうし、仕事一筋でそれどころではない

という方も多かったのではないかと思われます。 

私自身は安価で近場で時間をかけない方法（安

近短）でこの夏を過ごしてきました。 

近くの図書館の活用がその一つです。 

今はまっているのは、塩野七海さんの著作集

です。数年前「ローマ人の物語」を読んだので

すが、内容は殆ど忘れていました。最近図書館

に行くと「ローマ人の物語」が文庫本で読みや

すくなっていました。通勤時間を利用して読む

にはちょうど良いサイズですが、43 巻あり読み

終えるには少し時間が掛かりました。これを手

始めに著者の他の作品を読みたくなりました。 

北九州市の図書館ではそうですが、他の市で

も同様なシステムがあると思います。パソコン

で、著者名、本のタイトル等で検索すれば、目

的の本が他館にある場合でも、自分の行きつけ

の図書館へ取り寄せ出来、メールや電話で連絡

してくれます。 

この方法で塩野さんの他の著作を読むことが

出来ました。ただ随分多くの作品のある人なの

で全てを読み終えるまでにはもうしばらく時間

がかかりそうです。この方法で以前読んだ司馬

遼太郎や五木寛之の作品にも応用していきたい

と思っています。 

最近 TV で話題になっている日曜日 RKB の

「半沢直樹」という番組があります。この原作

者池井戸潤氏の作品を検索すると順番待ちで何

と 76 番目と出ました。同じような事を考えてい

る人が多いことが分かり思わず苦笑しました。 

パソコンの利用でもう一点おすすめは青空文

庫の利用です。『青空文庫』は著作権の切れた作

家の作品をパソコンで見せてくれるボランティ

ア団体が行っているサービスです。 

夏目漱石や森鴎外等の古典も OK ですが、近

頃話題のスタジオジプリのアニメ映画『風立ち

ぬ』の原作も読むことが出来ます。堀辰雄の『風

立ちぬ』です。 

横書き画面を縦書きに変更するには少し工夫

が必要となります。 

以上私のささやかな夏の消夏法を話しました

が、何かの参考の一つにでもなれば幸いです。 
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『近況報告「医師会事務局長の仕事」』 

 

 

副会長 

2級販売士 

小関 芳紀 

 

 

 

副会長の小関（こせき）です。2011年 10月に

会社を退職して、2 ヶ月間懸命の就職活動の後、

栗川会長始め協会の先輩の皆さんのご指導もあ

り現在の勤務先に再就職出来ました。 

私の仕事のテーマは、医師会事業部門の組織機

能の再構築と業績の健全化・安定化です。 

 

医師会について、少しご紹介致します。 

勤務先は「公益社団法人北九州市門司区医師会」

といいます。医師会は、日本医師会を頂点とし

て全国 47都道府県に下部組織があり、またその

下に約 920 の郡市区医師会がそれぞれ独立した

法人としてあります。各地域の医療・介護・福

祉の全般に渡り、地元行政など関連機関と連携

して様々な事業を行っています。ＴＰＰ加盟問

題ではご承知の通り、国民皆保険制度の維持な

どを訴えて、日本国の世界でも最高水準の医療

保険制度を維持向上することを目指しています。

診療所の先生はそれぞれの地域に密着してかか

りつけ医としてプライマリーケアを担当し、拠

点の総合病院と連携して急性期の傷病に対応し

ています。 

医師数は全国で約 30万人、福岡県に 1万 5千

人、北九州市に 3,200 人、門司区には約 300 人

いますが、それぞれ医師会の会員は概ね 60％で

門司区医師会会員は 200名となっています。 

 

門司区医師会は、会員の医師への医学・医療

情報を提供したり、労務管理のサポートや会員

福祉活動のほか事業部門を持ち、看護学校、健

診センター、居宅介護事業、訪問看護・訪問入

浴・訪問介護事業を行っており正職員 56名、パ

ート職員 56名と 100名を超える大所帯です。 

また、医師・看護師・放射線技師・臨床検査

技師・作業療法士・理学療法士・社会福祉士・

介護支援専門員・介護福祉士など専門職の集団

でもあります。それぞれバリバリの経験豊富な

職員ばかりですので、頼りになりますしその反

面プライドも高く自身の資格やスキルに自信を

持っている人が多いので、組織への忠誠心やチ

ームワーク、お互いに協力し合って仕事を進め

ることが、意外と苦手です。 

このポイントが、私の力の発揮すべきところで、

組織としてのまとまりや連携を向上させること

を一歩一歩進めています。 

 

また、実は販売士が目指すところと、医療・

介護・福祉業界が目指すところは、かなり根っ

このところで共通点があり、ご利用者（顧客）

の信頼を得てサービスの質や真心に満足して頂

くことが非常に大切なことになります。階層別

研修や管理者会議を定期的に実施しながら、全

職員が同じ方向を向いて活動出来ることを目指

しているところです。 

最近、やたらと会議が多く、だんだんと帰る

時間が遅くなってくる今日この頃ですが、仕事

の量や多様さを楽しむ気持ちで頑張っています。 

私は、まだまだ医師会 2 年目で勉強中ですが、

販売士からそして販売士協会から学んだことを

しっかり医師会のフィールドで活かして参りた

いと考えています。 

 

今後とも、より一層のご指導のほどよろしく

お願い致します。 
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大分支部  

1級販売士 

朝来 浩一郎 

 

 

この度福岡販売士協会大分支部に新規入会

させて頂きました、朝来浩一郎と申します。 

 

 まずは、自己紹介をさせて頂きます。昭和

38 年生まれで今年ついに大台の 50 歳となり

ました。そんな私の簡単な経歴を申し上げま

すと、地元の商業高校を卒業と同時に大分県

では唯一の百貨店であります㈱トキハに入社、

主に婦人雑貨売場（婦人靴・ハンドバック・

化粧品・アクセサリー）担当として販売、仕

入、現場マネジメントに携わった後、郊外店

でありますトキハわさだタウンにて販売促進、

店舗マネジメントの仕事に従事しておりまし

た。 

 会社勤務時代に中小企業診断士の資格を取

得した後に、更なるキャリアアップを目指し

て、販売士 1 級試験にチャレンジ、平成 20 年

に何とか合格する事が出来ました。 

 平成 21 年に㈱トキハを退職、平成 22 年に

念願でありました経営コンサルタントして独

立・開業し、現在に至っております。 

 中小企業診断士としては、企業再生をメイ

ンとして活動しておりますが、常々、流通業

に長年携わったノウハウを活かして、販売士

としても何か活動が出来ないものかと考えて

おりました。 

そんな折、昨年 7 月に開催されました販売

士登録講師養成講座に参加した事をきっかけ

に、大分支部長であります溝部支部長とお知

り合いとなり、その御縁でこの度、福岡販売

士協会へ入会する事が出来た事を誠に嬉しく

思っております。 

私自身、現在は業種を問わずクライアント

である中小企業の経営改善等のお手伝いをさ

せて頂いておりますが、その中でも特に流通

小売業を取り巻く環境の変化は、ここ数年で

更に劇的に加速している事を日々痛感させら

れています。 

規制緩和の推進、インターネットやモバイ

ル環境の整備、PC や端末の高性能化等が、そ

れまで考えられなかった業種・業態の出現と

新規参入を加速させている事は、皆さんも当

然のごとく感じられていると思います。 

そのような競争環境の激化は、闇雲な価格

競争を生み、それ自体が企業の体力を弱める

事となり、結果としてこれまで日本の小売業

をけん引してきた百貨店やスーパー、地元商

店街の衰退を招いている事は紛れもない事実

だと考えます。 

では、これから先の小売業はどうなってい

くのか？ 

こんな大きな命題について、私自身、大袈

裟に語れるような存在ではではありませんが、

個人的には、小売業の原点は「人間と人間が

向き合う事でそこに商売が成立する」業種だ

と考えております。インターネットがいくら

便利だからと言っても買う側も売る側も、お

互いの人間を十分に知らなければ、そこに信

用は生まれず、結局の所、商売は成立しない

ものです。 

特にこれからの売り手（企業のみならず、

最前線の販売員も）はお客様から絶大なる信

用を得る事が最大の武器となり、それが、企

業の存続自体に係る大きな要因の一つとなる

事は間違いありません。 

私は、その絶大なる信用を得るための武器

の一つが販売士の資格ではないかなと考えて

おり、昨年の登録講師養成講座や１級資格更

新研修の折に、販売士の受験者が減少してい

る話を聞いて、非常に残念に感じております。 

 

新会員紹介 
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この寄稿にあたり、企業規模の大小を問わ

ず今後の流通業の発展に販売士の資格が役に

立つ事を改めて認識すると同時に、その裾野

が広がる事に微力ながらお役に立てればと考

えております。 

福岡販売士協会並びに各支部の皆様とも、

まだまだ面識もありませんので、早い機会に

研修会なり懇親会なりに参加させて頂き、協

会の一員となれるように活動して参りますの

で、今後とも、何卒、よろしくお願い致しま

す。 

 

 

 

 

 

1級販売士 

藤井 由香 

 

 

 

この度福岡販売士協会に入会させていただき

ました、藤井由香（ふじいゆか）と申します。 

飲食業一筋で勤めておりますが、小売りの総

合的な資格として販売士を取得したことで、次

のステージへ世界を広げたいと考え入会させて

いただきました。 

現在は、飲食店の裏方でいろいろと業務させ

ていただいておりますが、物事には必ずセオリ

ーがあり、自己流で道に迷う事のないように身

につけておくべきものだと考えております。 

まさに、販売士の資格は小売・流通の業務にお

けるセオリーであり今回この資格を獲得したこ

とを誇りに思っております。 

 

販売士の資格と出会ったのは、10年以上前に

最初の会社で洋菓子部門に携わっていた時に上

司のデスクにあった本が最初です。自分自身は、

工場の事務部門だったのですが営業経験もあり

「上司が求めていることを知ることができるか

も…」と興味を持ったのです。 

 

さっそく本屋で関連書を見てみたものの、あ

まりの数の少なさにびっくり。さらに中身のマ

ニアックさに驚いて、ついにそのまま受験とは

ならず…。 

その後、仕事も会社も変わり忘れていたので

すが、いろいろと飲食に関連する資格を学んで

いく中で再び「販売士」が登場し受験と相成り

ました。 

しかし、私と販売士試験の相性はよくないよ

うでした。全く点数が足りなかったり、あと数

点だったり、全く自信のない科目が科目合格し

たりと試練（？）が続き、「あきらめの悪い性格」

が功を奏して、長々とした受験期間を過ごすこ

ととなりましたが、今年やっと合格し次のスタ

ートラインに着くことがで来ました。 

福岡では学生さんを始め受験生は年々、増

加・若年化していることを感じております。 

また、お店の専門学校のアルバイトさんの話に

よると授業の一環として販売士を受験すること

もあると聞いております。 

 

現在の仕事でこの資格で勉強した内容を活か

すことはもちろん、今後は、苦労して合格した

自分の体験を活かし、また、まだまだマイナー

な資格である「販売士」をメジャーにするべく、

教える側になることも夢見ております。 

 

福岡販売士協会の活動は長く、活発に交流を

されているご様子ですので諸先輩方の活躍に刺

激を受けつつ、いろいろと教えを請うていきた

いと考えております。 

お手柔らかによろしくお願い申し上げます。 
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□□□ お知らせ □□□ 

 

◆九州販売士交流会 

日 時：平成 25 年 11 月 9 日（土）14：00～ 

場 所：福岡商工会議所 401 会議室 

参加資格：販売士であれば誰でも参加可能 

 

◆新春懇談会 

日 時：平成 26 年 1 月 18 日（土）14：00～ 

場 所：福岡商工会議所 B1-a 会議室 

 

◆福岡販売士協会の新ホームぺージアップ 

福岡販売士協会：http://www.farmmc.jp/  

岡野理事が編集、福岡販売士協会のこれまでの

すべてと現在の活動状況がよくわかります。 

会員のHPをリンク欄に貼ります。ご連絡下さい。 

 

◆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 

  栗川 久明（事務局） ： fukumae@zenno.jp 

 

◆ご意見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･宮崎支部長 岩切 寛文 

Eメール：

teliosu.kitudoi@miyazaki-catv.ne.jp 

○福岡販売士協会･大分支部長 溝部 敏勝 

Eメール：wbhbb435@ybb.ne.jp 

○福岡販売士協会･熊本支部長 白石 慎二 

Eメール：s-shiraishi@smc-office.com 

○福岡販売士協会･鹿児島支部長 宮内 智明 

      Eメール：t.miyauti@hb.tp1.jp 

○福岡販売士協会･佐賀支部長 村口 隆志 

      Eメール：mura@yacht.ocn.ne.jp 

 

 

会員状況（平成 25年 9月） 

正 会 員 ８８名 

 １級販売士 ６９名 

 2・３級販売士 １６名 

 登録講師 ３名 

賛 助 会 員 ３社 

支

部

別

内

訳 

福岡 ６８名 

宮崎 3名 

大分 5名 

熊本 2名 

鹿児島 6名 

佐賀 4名 

福岡販売士協会役員体制（平成 24年～25年度） 

 会 長： 栗川 久明（事務局兼務） 

 副会長： 廣瀬 紀子（広報担当） 

副会長： 中村 純治（研修担当） 

副会長： 小関 芳紀（企画担当） 

 理 事： 八尋 晃仁（研修委員長） 

理 事： 岡野 利哉（研修副委員長） 

 理 事： 横山 修二（企画副委員長） 

理 事： 廣瀬 兼明（企画副委員長） 

 理 事： 中野 法子（広報委員長） 

理 事： 西  珠子（広報副委員長） 

 

 

理 事： 渡辺 芳雄（総務委員長） 

理 事： 長沼 玲子（総務副委員長） 

 監 事： 濱村 昌男 

監 事： 森山 正夫 

 顧 問： 岡野 卓也 

顧 問： 福生 和彦 

顧 問： 櫨本  攻 

委 員 会 体 制 

研修委員会  

 委員長：八尋 晃仁 副委員長：岡野 利哉 

企画委員会  

 委員長：小関 芳紀 副委員長：横山 修二 

副委員長：廣瀬 兼明 

広報委員会  

 委員長：中野 法子 副委員長：西 珠子 

総務委員会    

 委員長：渡辺 芳雄 副委員長：長沼 玲子 

福岡販売士協会・現況報告 

http://www.farmmc.jp/
mailto:fukumae@zenno.jp
mailto:fukumae@zenno.jp
mailto:teliosu.kitudoi@miyazaki-catv.ne.jp
mailto:wbhbb435@ybb.ne.jp
mailto:s-shiraishi@smc-office.com
mailto:t.miyauti@hb.tp1.jp
mailto:mura@yacht.ocn.ne.jp
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