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第 8 回 九州販売士交流会 を開催 

平成 25 年 11 月 9 日（土） ／ 福岡商工会議所 

 
 11 月 9 日（土）福岡商工会議所において福岡

および長崎販売士協会の共催により第 8 回の九

州販売士交流会を開催しました。 

今回で最終回となる九州販売士交流会という

こともあり、県内のみならず広島・島根・山口

在住の会員、九州各支部および長崎販売士協会

の皆さんの参加もあり、総勢 32 名の賑やかな交

流会となりました。 

販売士・ふくおか 
発行：福岡販売士協会 

平成 26年 2 月 18日 

第 36 号 

■■ 第 36号目次 ■■ 

・第 8回九州販売士交流会   …1 

・平成 26年新春懇談会     …5 

・拡大役員会議・1年の振り返り 

…7 

・支部だより         …8 

・連載＜日本の元気シニア世界遺産紀行＞…9 

・会員投稿          …19 

・新会員紹介         …23 

・お知らせ、協会現状報告   …26 

■第一部 挨拶と講演会 14:00 ～ 15:30 

・挨拶      会長 栗川 久明 

  長崎販売士協会会長 坂口 雄二 

・講演「ランチェスター戦略」 

B’Sコンサルティング代表 馬場 拓氏 

■第二部 懇親会 15:45 ～17:30 
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＜講師紹介＞ 

1974 年兵庫県生まれ、宮崎県延岡市在住 

福岡販売士協会宮崎支部会員 

1997 年桃山学院大学経済学部卒業後、㈱エーゼット商事（後

のイオンリテール）入社。西宮サティにて婦人服販売業務に

携わったことを皮切りに、ホワード㈱でも衣料品担当バイヤー

として仕入れ・売場マネジメント業務に携わる 

2007年 B’S コンサルティングを創業、中小企業診断士、一級

販売士等の知識を生かした経営コンサルタントとして活躍 

 交流会は一部・二部、 

ともに小関副会長の司

会にて進められました。 

 

 

 

■第一部：挨拶・講演会 

１．栗川会長、長崎販売士協会坂口会長挨拶 

  

冒頭、共同開催の栗川会長

および長崎販売士協会の坂

口会長より開会の挨拶があ

りました。 

 

 

 

 

 

 

また、栗川会長より、九州販売士交流会のこれ

までの経緯と今後の方向性について以下の説明

がありました。 

＜経緯＞ 

・平成 15 年 10 月に日本販売士協会、長崎販売

士協会、島原販売士協会の協力により始動。 

・九州地区販売士の研鑽と交流を通じた九州各

県の販売士協会設立を当初目的とし、販売士

の資格取得者・登録講師は誰でも参加可能。 

＜実績＞ 

・福岡で 4 回、長崎で 3 回、島原で 1 回開催 

・この交流会を基に福岡販売士協会の各県支部

が設立済 

＜今後の方向性＞ 

・当初の毎年開催が隔年開催へ変更された 

・島原販売士協会、日本販売士協会の協力が得

られなくなった 

よって、今後の運営が困難なため、福岡・

長崎両県の販売士協会の役員会にて交流会の

中止を提案、賛同を得たものである。なお、

来年度からは九州各県の販売士交流会ができ

る新たな場づくりを提案したい。 

 

２．講演会 

演題：「ランチェスター戦略」   

講師：Ｂ‘Ｓコンサルティング代表 

馬場 拓氏 

■奥様との出会い、延岡での出発 

 関西出身の馬場氏が、な

ぜ延岡で経営コンサルテ

ィングとして活躍されて

いるのか、中小企業診断士

の交流会における奥様と

の出会いから講演は始ま

りました。関西で起業された馬場氏ですが、将

来の伴侶となる奥様の実家の衣料品店の経営状

況が悪化、後継者として奥様が帰郷することと

なったため、一大決心をして延岡に随行、奥様

と共に経営再建に取り組まれたそうです。 

衣料品販売やマネジメントの経験豊富な馬場

氏のご尽力もあり、家業の衣料品店の経営状況

は改善、現在はご自身の経営コンサルティング

としての仕事も軌道に乗り、延岡を始め、宮崎、

熊本、大分を中心に幅広く活躍されています。 

 

■ランチェスター戦略との出会い 

 日々コンサルティングを重ね経営戦略につい

て考えるにつれ、大企業と中小企業の戦略が同

じで良いのか疑問を感じてい

た時に出会った本が『小さな会

社 No1のルール』という本でし

た。 

佐藤元相・竹田陽一共著 

2006年・フォレスト出版 



 

- 3 - 

「何らかの分野で 1位にならなければならない」

という本の内容に感銘を受け、早速著者である

竹田陽一氏にメールを出したことがきっかけと

なり、福岡市で竹田氏が開催している「福岡ラ

ンチェスター経営：戦略社長塾」に参加するこ

ととなりました。竹田氏は東京の NPO 法人ラン

チェスター協会設立の師である田岡氏の一番弟

子であり、独立してランチェスターに関するビ

ジネスを展開している人物です。 

 このようにして学んだランチェスターは、経

営コンサルタントとして業務を担い、経営者と

して家業を見つめる際の指針となり非常に役に

立つことになりました。 

 

■ランチェスター戦略とは 

 講演の核心である「ランチェスター戦略」に

ついて、馬場氏が感銘を受けた「１位になる必

要性」についてレジュメに沿って分かりやすく

話して頂きました。 

１．経営戦略とは何か？ 

・経営戦略とは「戦い方・経営のやり方」を決

めること。（戦術との違いに注意！） 

・戦略を考えるのが経営者の仕事 

 

２．中小企業に必要なのはランチェスター戦略 

・強者（経営資源豊富な大企業）と弱者（中小

零細企業）の戦略がある。弱者が取るべきラ

ンチェスター3つの戦略とは以下のとおり。 

   

 

 

①…強い部分に人・金の経営資源を集中させ、 

②…No2 であれば、No3、4 をつぶしにかかり、 

③…小さな分野で良いので、1位を目指すこと。 

・上位の競合には「差別化」、下位の競合には

「ミート戦略」が有効である。 

３．１位つくりの経営戦略 

・お客様は「1 番」が好き、2 番以下は記憶に

残らない。ぱっと思い浮かべてもらうような

「1位」を目指すことが必要である。 

・お客様各々に合った「1 位」が大切 

 

４．１位であればどんなメリットがあるのか 

・お客様が向こうの方からやってくる 

・口コミ、紹介客が増える 

・集客コストが下がり経常利益率にも貢献する 

 

５．１位つくりの６つのステップ 

①現状の洗い出し 

②理想のお客様を発掘（価格以外で訴求） 

③お客様の購入原因を考える 

④競争相手の商品にフォーカス（差別化） 

⑤細分化して絞り込み 

⑥自分の経験から最強の 1位を作る 

 

６．戦略を立てて１位を作る 

①商品戦略 

・市場規模の大きい商品には手を出さない（価

格競争となるため）商品細分化法を活用 

②地域戦略 

・1 点に集中できる最大範囲を決める（直接戦

が効果的にできる範囲を見極める） 

・地域を絞ることで、営業力を集中させる 

③業界・客層戦略 

・お客様は一人に絞る（理想のお客様） 

④営業戦略 

・訪問回数を増やして高感度アップ 

・営業範囲を狭くして移動距離を減らす 

⑤顧客維持戦略 

・お客様から忘れられないようにするために、

サンキューレター、DM、メルマガ発行等実行 

 

経営力向上のためには、既存顧客の来店回

数・買上点数を増加させること、また中小企業

に必要な戦略「戦わずして勝つ」ためには「何

らかの分野でＮｏ１になること」が重要である

ことを、家業の実例を交えながら分かりやすく

説明して頂きました。 

①一点集中主義 

②「足下の敵」攻撃の法則 

③ナンバー１主義 
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■第二部：懇親会 

引き続き小関副会長の司会による懇親会、 

福岡商工会議所白倉氏の乾杯で始まりました。 

 

 

 

 

  

 

 

まずは、長崎販売士協会の皆さんより自己紹介 

←坂口会長 

  ↓冬木副会長 

 

 

 

 

 

↓木村さん 

 

 ↓藤原副会長 

           

 

 

  

↓吉岡副会長 

 

 

 

 

 

久しぶりに合う会員同士、話が弾みます 

続いて、福岡販売士協会会員の近況報告… 

←磯道さん 

   ↓西口さん 

 

 

 

 

←毛利さん 

    

 

    牛黄蓍さん→ 

 

 

 

 

 

←竹中さん 

 

そして、ドキドキワクワクのビンゴ大会 

  更に、近況報告＆歓談は続きます… 

 

 

 

 

 

    ↑岡野理事     

↑溝部大分支部長   

 

 

 

 

 

   ↑高柳さん        

↑吉田さん 

 

気づけば、あっという間に 2時間が経過… 

残念ながらスピーチをお聞きできない方もい

らっしゃいましたが、最後は八尋理事伝道によ

る冬木副会長の博多一本締めで閉会しました。 

（理事 西記） 

現在デイサービス経営、 

ご相談は私まで♪ 

盛会に敬意！ 

行動＆スピード感が大切 

 

販売士取得が一期一会 

出会いが充実＆自信へ 

占い業本格始動！ 

販売士協会が人生の転機 

 

夜勤もこなすホテルマン 

これからも参加したい！ 

下関から参加 

なんと 3 人のパパに！ 

勉強を通じて販売士の魅力

を実感、1 級を目指したい 

お会いした人と今後ご縁があるかも… 

実は孫がいる“おじいちゃん” 

ＰＣ資格取得講師ですが、 

1 級販売士は難しい…。 

 

沖縄で 3 級講師を経験、 

テキストと実態が乖離、 

地域性の加味が必要と痛感 

ＨＰ刷新！ 

スキルアップにも 

つながり感謝！ 

 

工業系ノウハウの

商業系への応用を

思案中… 

2014/2/10-11 

「九州の食 EXPO」開催 

西日本総合展示場 

販売士協会が人生の転

機 

 

再開を楽しみに 

明日から 

頑張りたい！ 

販売士協会が人

生の転機 

 

♪景品はワイン♪ 
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1月 18日（土）福岡商工会議所

にて平成 26 年新春懇談会を開催、 

25名が参加しました。 

この新春懇談会は、1 回目は協

会設立前の名刺交換会だったため、

今回で 13 回目になりました。 

 

廣瀬副会長の司会のもと、最初

に栗川会長より新年の挨拶と共に

今年度のトピックス 4 点（右記参

照）の紹介がありました。 

 

乾杯の後は和やかな懇談、続いて参加者の

スピーチとなり、今年の抱負や近況報告等、

バラエティに富んだ話題を各人が提供、笑い

あり感慨ありのひと時でした。 

 

参加者スピーチ：前半の部 

※敬称略、スピーチ順に掲載しています※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年新春懇談会 

■□■ トピックス ■□■ 

１．協会ホームページ一新により活動内容の紹介が充実！ 

案内チラシ作成の効果もあり、新入会員が増加 

２．第 35号会報は過去最大の 28ページ建てを実現！ 

３．第 8回九州販売士交流会を当協会幹事で開催！ 

九州各県、広島、島根、山口より 32名の参加 

４．春季流通施設見学会「さかえ屋平恒工場」にて 

これまでにない充実した見学会の実現！ 

♪磯道さんからの差し入れ♪ 
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恒例のビンゴゲームも大いに盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者スピーチ：後半の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽しく愉快な 3 時間は中村副会長の博多一本

締めで閉会しました。この後有志で二次会へ…

更に盛り上がった一日でした。 （理事 西記） 
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会長  

1級販売士 

栗川 久明 

 

 

■拡大役員会議兼忘年会を開催 

当協会では、隔月の第 2水曜日の 7時～8時半

に麻生情報ビジネス専門学校の教室をお借りし

て役員会議を開催しています。 

毎年 12月の役員会議だけは、幹事・顧問を含む

「拡大役員会議兼忘年会」を開催しています。

本年度は平成 25年 12月 11 日（水）に八仙閣本

店で 12名（栗川、廣瀬紀子、小関、渡辺、八尋、

横山、廣瀬兼明、岡野、濱村、森山、福生、櫨

本）の参加で開催し、本年度の活動を振り返る

とともに、来年度の展望について大いに語りあ

いました。     

 

 

■この 1年の活動を振り返って 

当協会は平成 14 年 4 月 13 日に設立総会を開

催しましたので、今年 4月の年次総会で 13年目

を迎えます。当協会の活動の特色は、年次総会

で活動計画を提示し、活動計画を確実に実施し

ていることだと思います。 

 まず、今年度を振り返ってみますと、平成 25

年 4月 13日（土）の年次総会（34名出席）をか

わきりに、6月 8日（土）の春季流通施設見学会

（さかえ屋平恒工場見学、13 名参加）、7 月 20

日（土）の夏季研修会（14 名参加）、8 月 24 日

（土）の夏の納涼家族パーティ（アサヒビール

園博多、11 名参加）、11 月 9 日（土）の第 8 回

九州販売士交流会（当協会幹事、32名参加）、平

成 26 年 1 月 18 日（土）の新春懇談会（25 名参

加）と計画通りに全体会合をこなしてきました。 

また、会報も第 34 号を 5 月に、第 35 号を 9 月

に発行できました。 

 

今年のトピックスをあげてみますと、第 1 点

目は岡野理事の努力により協会のホームページ

が一新され、当協会の活動内容を非常に良く理

解してもらえるようになったことです。また、

これに合わせて新会員募集案内チラシも作成し

配布をいたしました。これらの効果と思います

が新規入会会員が 8名ありました。 

第 2 点目は会報を西理事に編集してもらい、

第 34 号（22 ページ）、第 35 号（28 ページ）と

投稿者も多く充実した紙面作りができました。 

第 3 点目は 8 回目になった九州販売士交流会

を当協会幹事で開催できたことです。九州各県

および山口・広島・島根から 32名の方々にご参

加いただきました。たいへん残念ですが九州販

売士交流会は今回で打ち切りになりました。理

由は当初の日本・長崎・島原・福岡の 4 販売士

協会共同主催が、今年は長崎と福岡の 2 協会だ

けになったためです。 

 

 さて、協会活動へのご協力のお願いをさせて

いただきます。 

第 1 点目は全体会合へのご参加を積極的にお

願いします。会場をお借りしていますので参加

人数が極端に少ないと今後の継続開催が厳しく

なります。 

第 2 点目は会報への投稿を積極的にお願いし

ます。当協会では年 3 回（5 月・9 月・2 月）に

発行しています。原稿は題名自由、1,000～1,500

文字位、顔写真添付でお送りください。 

 今年も会員みなさんの協会活動へのご参加・

ご支援・ご指導をよろしくお願い申し上げます。 

 

拡大役員会議・1年の活動振り返り 
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佐賀支部 

1級販売士 

藤山 正純 

 

 

初めまして。佐賀支部の藤山正純と申します。 

平成 24年の 4月に栗川会長の熱心なお誘いを

受け、村口氏を支部長として４名で佐賀支部を

発足しました。まだ活動は低調ですが、いつか

皆様のように、前向きに楽しく活動できるよう

頑張りたいと思っています。 

さて私は販売士としての実績が乏しい中、今

回寄稿させていただくことになったのは心苦し

い限りですが、門外漢だった私が販売士を目指

したいきさつなどをお話しして、ご笑覧いただ

くのも一興かと思い、思い切ってご披露する次

第です。 

私が販売士という資格があることを知ったの

は今から 5 年前です。それまで努めていた会社

を定年退職し、佐賀商工会議所にお世話になっ

たとき、経済産業省の委託事業である中小企業

応援センタで同僚だったのが現在の村口支部長

でした。その村口さんの保有資格が「一級販売

士」だったのです。 

私には流通業の経験はありませんでしたから、

商工会議所で多くの小売業者と接する中で、な

にかしら関係方面の勉強をする必要性を痛感し

ていたため、その「販売士」という資格に非常

に興味を持ったわけです。 

しかしその後 2 年で中小企業応援センタは縮

小改編となり、村口さんとともに私も商工会議

所から離れることになりました。センタ縮小の

きっかけは、あの悪評高かった「事業仕分け」

です。事業内容の吟味はそっちのけで、パフォ

ーマンスまがいの茶番劇が繰り広げられたので

あり、舌鋒鋭く官僚に迫る姿は一時的に国民の

喝采を浴びたものの、やがて「２番じゃだめな

んですか」という愚問が飛び出すに至って、誰

もが追求の底の浅さにあきれてしまったもので

す。オリンピックでは銀メダルは堂々たる栄冠

ですが、スーパーコンピューターの世界では 1

番と 2 番では 100 倍単位の能力差があるのであ

って、2 番のコンピュータなどは、古くさい過去

の遺物も同然なのでした。 

それからしばらくは「販売士」とは縁がなく

なっていましたが、ある事情で販売士資格を取

得する必要に迫られることになりました。巡り

合わせとは異なものです。それから 3 級の受験

までは猛特訓でした。小売業の経験のない私に

とって、テキストの一語一語が初耳の言葉ばか

りで、頭を悩ませる日々が続いたものです。 

幸いに 3 級は無事突破できました。そうなる

と現金なもので、上位資格があることが分かっ

ているのにここでうち切ってしまうのがもった

いなく思えて、直ちに 2 級の学習に取り掛かる

ことにしました。本当は、当時の私の必要性か

らいうと、この 2 級に合格できれば十分だった

のです。でも、自信を持って臨んだその受験は、

マークシートへの転記ミスが原因で失敗に終わ

ってしまいました。これで闘志に火が着きまし

た。1 年後にまた同じ試験を受けるのはまっぴら

という意地もあり、いっそのこと 1 級に挑戦し

ようと決めたのでした。 

今思うと無謀ではあったのですが、その挑戦

もなんとか成功できました。なにしろ「六十の

手習い」でしたから、才能のある若い人のよう

にはいきません。しかし、四苦八苦しながらの

勉強を、この年になって遂行できたことに、今

は深い満足を覚えています。 

それとともに、「販売士」という分野の奥深さ

や、重要性に気付いたことが、何よりも得難い

ものでした。今は、流通業に従事する人達に、

この学習を普及することを目標としています。 

佐賀支部 

支部だより 
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何の仕事でもそうだと思いますが、はじめは

先輩のやり方を学び、日々の業務に習熟するこ

とが基本です。そしてその段階が終わると、今

度は自分自身の頭で考え、判断し、遂行するこ

とが必要になるはずです。そのときに、その判

断の裏付けとして、幅広い知識と人間としての

経験値が欠かせません。若い人がそのことを実

感的に理解してくれるような指導を目指してい

ます。私自身もさらに研鑽の必要があります。

先輩販売士との交流がそれを後押ししてくれる

ものと思っています。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

 

北アメリカ篇（その１） 

 

一級販売士  

山路博之 

 

 

 

１ はじめに 

北アメリカ大陸往復・西海岸⇔東海岸・鉄道、バス、車による約 1万 8千 kmの一人旅 

 私は 2011 年と 2012 年に計 4 か月半程バッ

クパックスタイルの一人旅でヨーロッパ 30

数カ国、約 100 ヶ所の世界遺産に続き、2013

年度は 9 月中旬から約 10 週間、一人で北米大

陸のアメリカ合衆国と東部カナダの世界遺産

訪問を試みた。私が 70 歳から 71 歳にかけて

の時だった。 

北アメリカ大陸の面積は 2,449 万 k ㎡とヨ

ーロッパ大陸の 1,018 万 k ㎡と比較しても兎

に角広い。アメリカに至っては日本の約 25 倍

の約 962 万 8,000k ㎡。カナダは日本の約 27

倍の約 997 万 610ｋ㎡もある。私はその北米

大陸を鉄道・バス・車で往復・縦断し米国本

土 48 州のうち 25 州、約 1 万 8 千キロを旅し、その広さを地上を自分の足で廻ることによって身を

持って実感した。それまではアメリカ大陸は飛行機で何度か横断して、空中から眼下に広がる茶色の

広大な大陸風景と移動時間の長さでその広さ大きさを感じていただけだった。 

旅の主要目的は北米大陸の世界遺産を廻ることにあった。しかしこの広大な大陸に世界遺産は意外

に少ない。2013 年現在アメリカ合衆国領には 21 ヶ所の世界遺産（文化遺産 8、自然遺産 12、複合遺

産１）、カナダは 17 ヶ所（文化遺産 8、自然遺産 9）が登録されている。 

 

＜連載＞ 

ニッポンの元気シニア世界遺産紀行 
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私は今回の旅行で、アメリカの文化遺産は 6 か所、自然遺産は 4 か所、カナダは東部の文化遺産 2

ヶ所を訪問した。特にアメリカでは自然遺産は国立公園が多く、それらが存在する砂漠や山岳地帯に

行くには車しかなく、レンタカーを利用して行くことにした。今回約 18,000km の旅の内訳は、鉄道

で約 5,000km、バスで約 7,000km、レンタカーでは約 6,000km 移動した。 

正直言って辛かったのは、旅の最終行程の 8 日間のレンタカーによる 4,230km の旅。それは 71 歳

になったばかりの一人での運転の旅で、砂漠地帯と国立公園のある 2,000m 級の山岳地帯を連日 8 時

間以上、1 日平均 530km、多い日は 675km（422 マイル）の運転は、私の神経と肉体を酷使、おま

けに運転未熟のため砂漠で 2 度のパンク起こす始末。しかしその修理の対応で思わぬ人達との出会い

があり、予期せぬ素晴らしい収穫もあった。 

今回はその旅の概略をご紹介し、次回はアメリカ旅行で感じた様々な印象をご紹介したい。 

 

2 アメリカ大陸往復の旅概要篇 

 

第1節 アメリカ大陸横断・往路・西海岸から中西部経由ルートで東海岸へ鉄道による 

約 4,800ｋｍと車による 1,730kmの旅 

 

アメリカは、私にとって 1976 年から 1979 年まで仕事

でロスアンゼルス近郊に駐在員として住んでいたこと

もあり私自身は第 2 の故郷と思っているが、当時行けな

かった地域や世界遺産を訪問したく約 2 ヶ月間余りアメ

リカ大陸を往復する。往路はまず西海岸のサンフランシ

スコから鉄道で東海岸まで行くことにした。 

アメリカ大陸はサンフランシスコ・（SF）－シカゴ－

ワシントン DC の中西部ルートの大陸横断鉄道は約

5,150km、乗車時間だけで約 70 時間もかかる。私は大

陸横断特急の 4 メインルートの中で、最も人気の高い大陸中央を走る 1 日 1 便のアムトラック「カリ

フォルニア・ゼファー号」を利用し、途中のソルトレーク, デンバーで途中下車して観光。そしてシ

カゴからバッファロー迄レイクショアリミテッド号、カナダとの国境にあるナイアガラ滝迄メープル

リーフ号で行く。 

その前にまずサンフランシスコ（SF）で 4 日間の観光を楽しむ。私が好きな歌手アンディ・ウイ

リアムス（1927～2012）が歌った名曲「想い出のサンフランシスコ・I Left My Heart In San  

Francisco」の歌詞のように SF はどこも素晴らしい。私はこの街にはこれまで何度か行ったが、いつ

も忘れ難い想いが残る美しい街だ。だから

再度じっくり見たかった。 

私がまず行ったのは、ケーブルカーと並

びサンフランシスコの街のシンボルであ

る世界で一番美しい橋といわれるゴール

デンゲート・ブリッジ。ダウンタウンから

海岸沿いに歩いて行きながら、だんだん近

づくとその橋の大きさと角度を変えて見

る様々な橋の形に感動する。 

全長 2737ｍの橋を１時間ほどかけて歩い

アムトラック 

サンフランシスコ・ケーブルカー 
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て往復する。橋の上から見る 227m 下の太陽に輝く青い海面やサンフランシスコの街並みの風景は、

他では見られないそれは美しいものであった。 

そして観光客に人気のあるアルカトラズ島。名所フィシャ―マンズワーフ沖合 3km に浮かぶ小さ

な島だが、かつて（1934 年～1963 年）は「悪魔島」と呼ばれ脱出不可能といわれた連邦政府の弧島

の刑務所で、かの有名なギャング・暗黒街の帝王アル・カポネ（1899～1947）もここで 4 年半投獄

されていた。島から湾をへだてて見るサンフランシスコは天国だが獄はそれこそ地獄で、天国と地獄

はまさにこのことだろうと思った。 

私は MLB(アメリカ大リーグ)ファンなので、アメリカ全土の主要球場のボール・パーク・ツアー・

BALL PARK TOUR（球場観覧ツアー）に参加する。まず SF GIANTS の本拠地 AT & T PARK

のツアーに参加。これまで TV でしか見てない球場のスタンド・ダッグアウト・グランド、球場内の

選手ロッカー等に入って、自分がその現場にいる事で MLB に対し親近感がわき、更に MLB に興味

が増し、今後の試合を見るのが楽しみになった。そのあと全米主要 11 球場のボール・パーク・ツア

ーに参加して、各球団の歴史や現状を知り、各球場をつぶさに見て廻る。 

9 月下旬、ソルトレーク（ユタ州）からレンタカーで 600km 以上北方の世界自然遺産イエロース

トーン国立公園に行く。イエローストーン国立公園はアメリカ、そして世界で最初の国立公園（1872

年）で、公園といってもロッキー山脈中央部の約 2,000m 級の高さの溶岩台地に位置しワイオミング

州・モンタナ州・アイダホ州にまたがる総面積 8,900 平方 km（約 100km 四方で四国の約半分）に

も及ぶ広さだ。 

イエローストーン国立公園は幾つもの顔を持っている。眼の覚めるような鮮やかなエメラルド・ブ

ルーの温泉や豪快な間欠泉、黄色い峡谷と壮大な滝、川が穏やかに蛇行する平原、開拓者気分が味わ

える草原地帯、石灰でできた不思議なマンモス・ホットスプリングスの白いテラス等だが、最大の見

どころは、園内いたるところで見られる熱水現象である。平均 65 分の周期で約 4 万リットルの温泉

を平均 45m も吹きあげる有名なオールドフェイスなどの間欠泉、水蒸気を噴き出す噴気孔など日本

の別府温泉等を見慣れているはずの私にもそのスケールの大きさに驚きの連続であった。 

1988 年の夏、イエローストーンは大火災が発生し約 6 ヶ月後に鎮火した。落雷など自然現象によ

って起きた山火事も自然のサイクルの一つと考え、鎮火も自然のままに任せるという方針で消火活動

は行われず、公園の 36％にあたる約 3,213ｋ㎡（東京都の面積の約 1.5 倍）が焼け野原となった。植

林等行われず人間の手が入らない環境で、現在も至る所で焼け焦げた倒木や一面枯れ木の山林が見ら

れるが、自然が長い時間をかけてゆっくり回復する様子を見ることができたのは印象的だった。 

私は毎日車で公園内の見どころポイントに行くが、時々路上にバッファローの群れが見られ車を止

めて眺める。5 日間ほど公園内にいたが常に車を運転している状態、最初の 3 日間は秋晴れの景色だ

ったが、後の 2 日間は突然雪が降り始め素晴らしい雪景色の写真を撮るため、各ポイントを再訪した

く数百 km ドライブする。夜は園内のホテルは満員のため、毎日車の中で眠るが、夜中は冷え込みが

激しく目が覚めその度にエアコンで暖をとるが、ついには急激な気温低下に弱いバッテリーがいかれ

る始末。レンタカーの韓国車（H 社）はこれだから信頼できないと悪態をつく。幸い園内に修理設備

があり難を免れる。この 1 週間で約 1,730 ㎞走行する。 
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ナイアガラフォールズは南米のイグア

スの滝、アフリカのビクトリア滝とともに

世界三大瀑布と称される北米有数の景勝

地だが世界遺産ではない。滝はアメリカ滝

（幅 323m・落差 54m）とカナダ滝（幅

670m・落差 57m）の二つから成る。滝の

凄さを体験するためにアメリカ側の「風の

洞窟ツアー」に参加しブライダル・ベー

ル・フォールズの真下を歩く。上を見上げ

ると滝の水が塊になって落ちてくる。その

中で写真を撮るが、途中でずぶ濡れになっ

たカメラが故障して旅の最後まで使い物

にならなくなった。翌日カナダ側に行くため、歩いて国境に架かるレインボーブリッジを渡る。橋の

上から両側の滝を左右に見渡せ、それは圧巻の大パノラマであった。 

2014 年 1 月上旬北極からの寒波襲来で、この巨大なナイアガラの滝さえも凍りついた TV 報道があ

り驚く。 

 

第 2節 カナダ東部・バスによる 8日間約 1,300Kmの旅 

 

カナダは人口約 3,400 万人弱、通称移民の国で 200 を超える民族からなり、人口の約 24％はカナ

ダの国外で生まれた移民 1 世と言われる。言葉も英語とフランス語が公用語で、州ごとに公用語を定

め、例えば東部のケベック州はフランス語である。英語を母語とする人口は約 57％、フランス語は

約 22％といわれ、英語が通じない人達が多い地域もある。カナダ東部の歴史は複雑だ。先住民が住

んでいたが、フランス、イギリス、後にはアメリカが勢力を競いあい、各地域には多様な歴史がある。 

トロントはオンタリオ州都でカナダ最大の街でナイアガラ滝やメープル街道の拠点でもある。 

18 世紀前半までフランス領であったが、1759 年に英仏間の 7 年戦争でイギリス領へ、そして 1812

年の英米戦争で一時アメリカの占領を受けた。19 世紀末にイギリス系住民の政治、商工業の中心と

して繁栄。現在はアジア、アフリカからの移民が多く人口の過半素を占め、多民族都市へと変貌して

いる。そしてカナダの首都オタワにある世界文化遺産リドー運河に行く。1832 年に開通した北米で

最も古くから使われ続けている全長 202km の運河だ。イギリスの植民地だった頃、アメリカの軍事

侵略に備えて、物流確保のため作られた。その為蒸気船の通行も可能なように、さらに要塞も兼ねる

ように設計されている。現在は観光と娯楽用（その一部が 7.8km の世界最長のスケートリンク）に

使われている。 

私にとって最も印象的だったのは宿泊した HI-Ottawa Jail Hostel だった。名前の通り、元々1862

年建てられた JAIL(刑務所・牢獄)だった建物が現在 YOUTH HOSTEL として利用されている。狭

い部屋は鉄格子がドアでベッド 4 台が備えられ、同館の TOUR で 8 階の絞首刑台を見学する。なか

なかユニークな宿で囚人の気分で寝泊まりする。 

次はケベック CITY の世界文化遺産「ケベック・シティ歴史地区」に行く。ケベックはフランス

系カナダ人の州であり、現在でもフランスの香りを色濃く残した北米唯一の城塞都市だ。街の歴史は

17 世紀初頭フランスの植民地となり、フランスの要塞として毛皮交易と布教を軸に発展を遂げたが、

その後 1759 年に勃発した最大の戦闘、英仏の七年戦争で敗れフランスは終焉を迎える。イギリスは

ケベックを獲得するが、人口の 8 割以上を占めるフランス系住民の文化や伝統までは支配することが

ナイアガラの滝（カナダ側） 
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できなかった。現在でもフランス語が使われ、カナダとは別の国のようで、あたかもフランスを思わ

せる文化や伝統が刻まれた美しい街並みであった。現在彼らは自分たちはカナダ人ではなく、ケベッ

ク人だと主張しケベック独立運動を主張し、カナダからの独立を求めているという。私は住民達に英

語で話しかけてもフランス語で返事が返ってきて、一体ここはどこの国だと思わざるを得なかった。

街を歩くと旧市街のうち堅牢な城壁で囲まれたアッパータウンの城壁内は石畳の細い道が続き中世

ヨーロッパの雰囲気が漂い、私はこの街が好きになった。ホステルの同室は九州大学経済学部 4 年生

の S 君と一緒で、彼は就職せずここでフランス語を勉強するため来たとの事、その成果があがること

を期待していると言って別れた。 

モントリオールも 17 世紀半ばにフランスの植民地になり重要拠点として発展するが、18 世紀半ば

にイギリスに敗れ、支配権はイギリス系へ移る。しかし人口の 3 分の 2 を占めるフランス系カナダ人

はその文化を守り、人々の会話もまたフランス語、街の看板もフランス語で石造りの歴史的な建物と

相まってヨーロッパの雰囲気が漂っている。印象的なネオ・ゴシック様式の重厚な建物であるノート

ルダム大聖堂の内部の黄金の祭壇とエメラルド色の天井、バラ窓とステンドグラスの素晴らしさはヨ

ーロッパのそれと匹敵するほどだった。さらに 1976 年のモントリオール夏季オリンピック・スタジ

アムに行き、その壮大な施設を見ながら、陸上男子 5 千 m、1 万ｍに優勝したフィンランドの英雄ラ

ッセ・ビレン選手と 1981 年に、フィンランド・ヘルシンキにおいて仕事で面談したことを思い出す。 

 

 

第3節 アメリカ東海岸の縦断・バス（約 1,500km）と鉄道（約 290km）による旅 

 

カナダ東部からアメリカ東海岸沿いに南下し、ストウ・ボストン・ニューヨーク、フィラデルフィ

ア・ワシントン DC、シャーロッツヴィルを経由して南部ジョージア州・アトランタまで約 1,800km

をバスと鉄道を利用して行く。 

 まずモントリオールからグレーハウンドバ

スでアメリカ・ストウ・STOWE・VT に行く。

ここには 83歳になる旧友のBOBが住んでい

る。彼とは 1970 年代にヤマハ USA で仕事を

一緒にしてきた仲で、30 数年来クリスマス・

カードの交換をしているが長年会っておらず、

お互い生きている間に再度どうしても会いた

かった親友だ。彼と 1 昼夜一緒に過ごすが、

老齢にもかかわらず、山全体が赤や黄色、橙

などの秋の紅葉で覆われた美しいバーモント

州北部のなだらかな丘と山々をドライブで案内してくれた。ここは映画「サウンド・オブ・ミュージ

ック」のモデルとなったトラップ一家がヨーロッパを離れてアメリカに移住し故郷オーストリア・ア

ルプスをイメージさせるこの地に最後にたどりつき、スイスの山小屋風の家を建て、現在はホテル・

トラップ・ファミリー・ロッジとして世界中から旅行客を迎入れている。私が訪問した時も日本人団

体客がバスで到着していた。私は 2011 年「サウンド・オブ・ミュ－ジック」の舞台、オーストリア・

ザルツブルクを訪問し、そのロケ地を見ており、ここはその延長でどうしても行きたかった所だった。

翌日私はバス停で BOB とハグして今生の別れだと思うと涙が出そうになった。 

ボストンはアメリカの古都でサンフランシスコとともに私の好きな街の一つ。歴史的にイギリスの

13 植民地の中で、1775 年最も早く本国イギリスへ反旗を翻し、独立戦争へと突き進んだ町である。

グレーハウンドバス 
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ダウンタウンには当時の古い建物も数多く残り、近代的なビルと調和して情緒豊かな街並みである。

ダウンタウン地区にある歴史的場所や建築物であるアメリカ最古の公園・ボストンコモン、ボストン

虐殺跡、ケネディ元大統領も演説したファニュエルホールや有名な茶会事件船等を見て回る。またア

メリカ最古で世界トップレベルの大学でアカデミックな雰囲気が漂うハーバード大学（1636 年創立

で 7 人の大統領や 30 人以上のノーベル受賞者を輩出）とマサチューセッツ工科大学（MIT・1865 年

設置・77 名のノーベル受賞者輩出）のキャンパスを訪問しアメリカの大学の雰囲気を味わう。 

また MLB,BOSTON RED SOX の本拠地フェンウェイ・パークの 3 時からの球場ツアーに参加。

その日 10月 19 日はアメリカン・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第 6 戦。その夜 8時からのTIGERS

との対戦に備えて、既に上原投手が 6 歳の息子と二人ライトフィールドで野球をしながらトレーニン

グをしていたのが印象的だった。人気球団とあって 50 人ものツアー参加者は誰も彼が上原浩治とは

知らなかったので、私は彼らに目の前にいるのは Famous Japanese Pitcher KOJI UEHARA だと教

えてあげると皆熱心に興味深く見守っていた。その夜は宿で第 6 戦を TV 観戦。田沢、上原（MVP）

の好投で Detroit Tigers を破りレッドソックスが勝ち ALCS のチャンピオンになり WORLD 

SERIES に進出。その後セントルイス・カージナルスを破り WORLD チャンピオンとなる。 

ニューヨークではヤンキースタジアムの球場 TOUR に参加。TOUR 参加料は＄23(シニア割引で)

と他の 2 倍以上と高いくせに球場の外野席（センター）にある過去の名選手(ベーブルース等)の銅像

や過去の栄光をこれ見よがしに見せるのが中心で、球場自体も新しく私は古い歴史のある球場が好き

なので、ここは余り見る価値がなかった。ガイド氏と話すと、イチロー選手（ヤンキース）がシーズ

ンオフなのに毎日 1 人で練習に来ていると褒めていた。2014 年から巨額契約金で話題の田中将大投

手が入団し MLB ファンの私にはますます目が離せなくなった。 

NY で印象的だったのは、2001 年 9・11 の同時多発テロで崩壊したワールド・トレード・センタ

ー跡地のメモリアル・サイト。約 3,000 人が亡くなったが、全員の名前が跡地の POOL の廻りに刻

印してあり、一人一人名前を確かめるため見て回るが日本人の名前も 10 数名確認できた。 

NY には世界文化遺産｢自由の女神｣があり行くが、全米どこでも、建物に入る時 SAFTY CHECK 

(安全検査)が厳しく何度も検査されるのには閉口した。検査官はほとんど黒人で、普段の抑圧された

うっ憤を晴らすかのように、観光客に荒っぽい命令口調の言葉と仕草で対応するのに、彼らに悪印象

を持ち反発を覚えたのは私だけではなかろう。 

ワシントン DC は正式にはワシントン・コロンビア特別行政区と言い、アメリカ合衆国の首都であ

る。街を歩いて目につくのは黒人の多さ。アメリカの人口(現在 3 億 1,695 万人)のうち、アフリカ系

は 12.6％だが、ここワシントン DC についていえば人口の 60％と言われ、場所や時間帯によっては

ほとんど黒人ばかりになる。その後南部に行くがその比率は更に高いように見えた。 

ワシントン DC には見どころが多い。私の宿のホステルは国会議事堂（CAPITOL）に近く、周辺

にあるホワイトハウス、ワシントン記念塔、第 2 次世界大戦記念塔等見て回るが、私が一番行きたか

ったのはリンカーン記念館。半世紀前、学生時代に寮で同室の友人がアメリカ招待旅行でリンカーン

記念館の第 16 代大統領エイブラハム・リンカーンの大きな像の前で写真を撮ったのを見せられ、い

つか自分も行きたいと長年思っていたその夢が半世紀ぶりに実現した。その事をガイドの若い女性に

話すと、微笑みながら「ゆっくりリンカーン像を見て、思いを晴らしてください」と言われ、そのと

おりにする。 
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そしてポトマック川を渡った所にあるアーリントン国立墓

地に行く。約 250 万㎡の緑の丘陵に広がる国立墓地で国民的英

雄が埋葬されている。一面に白い墓標が広がる中、まず私が若

い時から尊敬し関心を持つジョン・F ・ケネディの墓に行く。

1963 年、遊説中のダラスで 46 歳の若さで暗殺された第 35 代

大統領だが、後日ダラスで暗殺現場に行き、暗殺の詳細を知る。

彼の墓石の後方には永遠の炎が燃え続けていた。そして無名戦

士の墓、海兵隊戦争記念碑（硫黄島記念碑）に行くが、ここは

第 2 次世界大戦中日本と激戦の末占領した硫黄島に、アメリカ

の兵士数名が星条旗を押し立てている有名なモニュメントだ。

公園を警備している人に現在どのくらい墓があるのか聞くと

約 30 万以上で、現在も各地の戦争で戦死者があり、墓は増え

ているとのこと。 

私が興味を持つ博物館スミソニアン協会は全部で 18 か所の

美術館・博物館があり、3 日間かけて国立航空宇宙博物館等 9

つほど廻る。日本美術品が展示されるフーリアギャラリーとアーサー・M ・サックラ―ギャラリー

に行き、紹介された東洋絵画修理室の人達と昼食をとりながら様々な話をして情報を得る。全博物館

入場無料で私のような貧乏旅行者には有り難かった。 

フィラデルフィアは 1776 年独立宣言が採択されたアメリカ合衆国の聖地で、世界文化遺産「独立

記念館」がある。独立宣言が民衆に伝えられた時打ち鳴らされた自由の象徴である「自由の鐘・リバ

ティベル」は観光客の人気の的だった。 

次にシャ―ロッツヴィルにある独立宣言の起草者第 3 代大統領トマス・ジェファソンの私邸と大学で

ある世界文化遺産「モンティセロとヴァージニア大学」に行く。当日はハローウィン（10 月 31 日）

で、ヴァージニア大学を廻っている内に、構内の芝生の広いグランドに様々な衣装や恰好をした千人

以上の親子連れが集まり、結局郊外にあるモンティセロは行きそびれ、ヴァージニア大学だけで終日

過ごし参加者と一緒にハローウィン祭りを楽しむ。 

その夜列車で南下しアトランタ・GA に移動する。10 月の北アメリカの東海岸沿いに、冬を思わせ

るカナダから、まだ夏を思わせるアトランタまで約 1,800km 縦断したことになる。 

 

第 4節 アメリカ大陸横断・復路・東海岸から南ルートで西海岸へバスによる約 4,300km の旅 

 

アメリカ大陸の復路は南部のジョージア州アトランタからメキシコ湾沿いに、夜行バスを利用しニ

ューオリンズ、ヒュ－ストン・ダラス・エルパソ・そして西海岸のロスアンゼルスからサンフランシ

スコを目指す。 

まずエキゾチックな音楽の都ミシシッピ州のニューオリンズ。ここの観光ポイントはフレンチクオ

ーターで狭い路地に 19 世紀の街並みが残るエキゾチックな旧市街にある。昼間からバーやライブハ

ウス、レストランの開けられたドアや窓からジャズやブルースの旋律が聞こえてくる。また路上ジャ

ズ・ミュージシャン達が至る所で演奏しており沢山の観光客を集めて街全体がジャズ音楽のサウンド

であふれ、1 日中街中を歩いていて楽しい街だった。ニューオリンズの街はアメリカやヨーロッパの

他の街では見られない独特の雰囲気だ。そして目の前には北アメリカ大陸最長（5,971km）のミシシ

ッピ川の雄大な景色が広がる忘れ難い街だった・ 

次にテキサス州ヒューストン経由ダラスに向かう。私がダラスに行く目的は、私の学生時代にショ

ワシントン・アーリントン墓地 
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ックを受け忘れる事ができない歴史的出来事・1963 年 11 月 21 日に起きた第 35 代大統領ジョン・F・

ケネディ大統領暗殺現場を訪れるためだった。 

ケネディ大統領が狙撃された建物にあるシックスフロア博物館に行く。このビルの 6 階にある狙撃

現場は事件当時のまま復元されていて、段ボールが積まれた現場からケネディ大統領が暗殺された眼

下のエルム通り・ELM ST を見る。博物館内は様々な映像を使いケネディ大統領の業績、暗殺状況、

その後の捜査状況等詳細に解説していた。暗殺調査のウォレン委員会はオズワルドの単独犯行と結論

づけたが、今もってその結論とは違う様々な諸説が紹介され真相はいまだヤミの中にある。ダラスの

西 50km にあるカウボーイ発祥の地フォートワ－ス・ストックヤード地区に行く。現在でも西部開拓

時代の伝統が残るカウタウン（牛の町）だ。カウボーイに先導された牛のパレードを見た後、本場で

食べたステーキの味は最高だった。 

エルパソはメキシコ国境の町だけあって、ヒスパニック系が住民の過半数以上を占めている。 

バスに乗ると英語とスペイン語で案内される。映画で見た有名なリオグランデ川を挟んでメキシコ側

の都市シウダ―フアレスと接しているので、私はまず歩いて陸橋を渡りメキシコに簡単に入国する。 

 メキシコ側に入ると雰囲気は一変し、人の群れと雑踏、汚さがフアレスの町を支配していた。早々

に引き揚げアメリカ側に戻る。しかし問題はアメリカ側に戻る時の入国審査だった。アメリカ入国の

為並んでいるのはヒスパニック系の人ばかり、その中にアジア人の私が一人ポツンといる。審査官は

なぜか私には時間をかけ、疑い深い表情で私がなぜここにいるのか厳しく詰問する。そしてやっと解

放された。私にとってエルパソ訪問は翌日からレンタカーで8日間かけてグランド・サークルGRAND 

CIRCLE（アメリカの国立公園）を廻るため、レンタカーを借りるのが主訪問目的だったのでアメリ

カに戻れて一安心する。9 日後グランド・サークルの旅からエルパソに戻り夜行バスで、ロスアンゼ

ルス経由サンフランシスコに戻り、アトランタから約 4,300km のバスの旅が終了し、私の計 10 週間

にわたるアメリカ、カナダ旅行は終了する。 

 

第 5節 グランド・サークル GRAND CIRCLE・車による 4,230kmの旅 

 

私の今回のアメリカ旅行の目玉の一つが、レンタカーによるグランド・サークルの旅だった。 

グランド・サークルはアメリカ南西部のニュ－メキシコ州（NM）・アリゾナ州（AZ）・テキサス州（TX）,

ネバダ州（NV）、コロラド州（CO）・ユタ州(UT)の砂漠や山岳地帯に広がる 10 数か所程の国立公園

等で、私が訪問したのはエルパソから順に「グアダル－ぺマウンテンズ国立公園（TX）」,世界自然遺

産「カールスバッド洞穴国立公園（NM）平原の地底に広がる魅惑的な洞窟空間」、世界遺産暫定リ

スト「ホワイトサンズ・WHITESANDS 国定公園（NM）世界最高の石膏砂丘」、世界文化遺産「タ

オス先住民集落（NM）600 年以上前の姿を残すインデアィンの日干しレンガの家」、世界文化遺産「メ

サ・ヴァ―ド国立公園（CO）断崖に築かれた先住民インデアィン・アナサジ族の集合住宅」、「モニ

ュメント・ヴァレー（AZ・UT））アメリカの原風景、ナバホ・インディアン居留地内の赤茶けた荒涼

たる荒野、世界自然遺産「グランド・キャ二オン国立公園（AZ）20 億年の地球史を刻む世界最大の

渓谷」、「セドナ（AZ）先住民の聖地」、「アリゾナ大隕石国定記念物（AZ）隕石の巨大な衝突跡」、世

界遺産暫定リスト「化石の森国立公園（AZ）]、世界文化遺産「チャコ文化の地（NM）日干しレン

ガで築かれた先住民の大規模集落」を 8 日間かけて 2、643 マイル（4230km）走破したが 1 日平均

530km 運転したことになる。ここでは特筆すべき印象深い事をご紹介したい。 

1 日目エルパソからレンタカーで「カールスバッド洞窟国立公園」等を訪問した後、ホワイトサン

ズまで行きたいと思い、山岳地帯を走り暗くなった夕方 6 時前に、眼下に街明かりが輝くアラモゴー

ド Alamogordo(NM)に到着。今日は 560km も走ったのでここで宿泊するつもりでいたが、地元の人
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に聞くとホワイトサンズはこの道をまっすぐ行けば近いという。私は少しでも早く見たいと思い軽い

気持ちで真っ暗な夜道を運転する。それが失敗の始まりだった。1 時間程約 70km 走ると

WHITESAND SMISSILE RANGE の出口標識が見え、目的地はここだと思いそこを進むと軍事基地

の門前に到着。その夜は仕方なくそこで車内に宿泊。翌早朝明るくなり始めたので、偶然横に停まっ

た車の人にホワイトサンズへの行き方を聞き早朝 7 時前にスタートする。しかし 10 分も走らないう

ちに写真を撮るためカメラを取ろうと横を向いた瞬間、車は車道をそれて 10cm 程段差のある砂漠に

突っ込む。車を車道に戻そうとハンドルを左に切った瞬間異常を感じる。降りて見ると FORD 

COMPACT 車の右側前後輪がパンクしていた。2 本とも駄目なら代替車しかない。自分ではどうしよ

うもなく、軍事基地に向かう車を止め、状況を説明し助けを求める。彼は「軍に連絡するから待て」

と言い、20 分後に軍の車が来る。MP(憲兵隊)が来たので状況を話すが、彼は地図を示しながらこの

州一帯（南北 160km、東西 64km）は陸軍の管轄下で全米最大のミサイルロケット発射場・実験場だ

という。私はスパイに間違われても仕方がなく、不法侵入したと思い逮捕されることを覚悟するが、

彼は親切にも私の代わりに彼の携帯電話でレンタカー会社に電話し代替車の手配までしてくれた。そ

して代替車が来るまで一緒にいると言う。私は恐縮し持参していた土産の日本の扇子を差し上げいろ

いろ話す。彼は代替車が来るまで時間がかかるとわかり一旦基地に戻り、後で車を待っている私に飲

物まで差し入れてくれた。 

彼が去った後も、路上で代替車を待つ私に、軍関係の車が何度か止まって、声をかけて何か困って

いたら助けますよと言ってくれた。私は困った時に助けてもらってアメリカ人の親切差を改めて認識

する。2 時間程して代替車を運転して来てくれた 81 歳の PAT も良い人で、彼は若いころの 1951 年

に朝鮮戦争で日本に行ったことがあると日本人の私に親しみを持って話し、近くの町の営業所まで連

れて行ってくれた。代替車は大型の DODGE WAGON 車。私は慣れない運転席の高い大型車に苦労

し 2 日後にまたトラブルに遭遇することになる。 

2 日後の 11 月 13 日の夕方、私はモニュメント・ヴァレーに到着。まだ明るいのでジョン・フォー

ド監督、ジョン・ウェイン主演「駅馬車」や「黄色いリボン」等の映画ロケ地で有名なヴァレードラ

イブに出かける。１周約 27km の凹凸の激しい未舗装の赤茶色の悪路を時速 20～30km で上下に揺ら

れながら注意しつつゆっくり車を進める。約 2 時間後夕陽が暮れる頃、10 番目の最後のポイントを

見終えて、公園内の高台に建つビューホテルが見える所まで来た時、運悪く尖った石を通ったのか右

前輪がパンクした。後から来たドイツ人観光客の車にホテルの VISITOR CENTER に連絡してくれ

モニュメント・ヴァレー 
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と伝言を依頼した。暗くなって、「今夜は動きようがない。仕方がない車の中で明朝何とかしよう」

と眠りかけた頃、車が来てくれた。若い女性が自分の家が近くなので自分の車に乗れという。 

後でわかったが、ここはアリゾナ州とユタ州の州境でナバホネイション（ナバホ・インディアン居

留地で準自治領・面積は九州の約 2 倍）内で、ナバホ・インディアンの人々が管理運営するナバホの

人々の公園で、彼女はナバホ・インディアンの人だけが働くホテルの人だった。彼女は家で父親に状

況を話すと、彼はすぐパンク現場に戻りスペアタイヤと交換してくれた。お礼に今夜のホテル代にと

用意していた 100 ドル札を渡すと、今夜は自分の家に泊れと言う。私はナバホ・インディアンの家や

生活を見る機会は今しかないと思い、有り難くお言葉に甘える。その夜は彼らの夕食（米を使ったイ

ンデアン料理）を食べいろいろ家族の人達と話をする。名前はMr.Jacksonで53歳、仕事はHorse man

という仕事、即ちモニュメント・ヴァレーに来る観光客相手にジョン・フォード・ポイントという巨

匠フォード監督がしばしば映画カメラをセットした有名な観光ポイントで観光客を馬に乗せ写真を

撮る仕事。代金は一人 5 ドルだと言う。 

ナバホの伝統的な丸い木造住居で電気は来ていたが、TV の明かりだけの直径 10m 位の円形の薄暗

い部屋一つで、水道はなくシャワーもトイレもない部屋の真ん中にストーブが焚かれ私から見れば粗

末な家だった。しかし家族は皆親切で、特に父親は私に色々気を使って面倒をみてくれた。特に車の

スぺアタイヤは他の車輪と比べ細いのでスピードは 55 マイルで運転せよ、そして明朝真っ先に約

300km 先のフラッグスタッフ（AZ）の DISCOUNT  TIRE 店で替えて貰えとアドバイスしてくれ

た。簡単な地図を書いてハイウエイ-89 を南に行き、3 つ目の信号の左だと説明する。翌朝出発前に

レンタカー会社に電話しパンク状況を説明、タイヤ購入代金は保険適用依頼交渉時、彼が電話を代わ

って補足説明をして手助けしてくれた。 

私はこの簡単な地図で果たして店を見つけられるか訝りながら運転を続け、3 時間程走り地図通り

行きタイヤ店を見つけほっとする。その日の夕方には目的地グランド・キャ二オンに無事到着した。

二度あることは三度ある喩えがあり再度事故を起こさないようにその後は充分気をつけて運転、歴史

的に有名なアメリカのマザーロード旧ルート 66の一部等を走り無事予定のコース約 4,200kmを走破

する。私は砂漠で 2 度車をパンクさせ、その都度現地の人に助けられたことに「自分は何と運が良い

人間だ」と思った。このようにいろいろな出来事に直面し、様々な事が体験できることが一人旅の真

の醍醐味だと思った。こんな経験はお金では買えない貴重な経験で私にとってナバホ・インディアン

に助けられた 11 月 13 日は一生忘れられない日となった。その後帰国、世界にまた大切な友人ができ

たので、娘さんの PC を通じてメールを交換、父親にクリスマス・カードを送り再度謝意を述べた。

続きは次号へ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北アメリカ篇（その 2）に続く 

次号（第 37号）乞うご期待！ 
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『倭人・倭国とは ～倭から大和へ～』 

 

 

顧問 

1級販売士 

福生 和彦 

 

 

「三国志」魏書東夷伝・倭人の条によれば「倭

人は帯方の東南大海の中に在り、山島に依り国

邑を為す」と一見日本列島を指している様に取

れるが、実態は済州島・五島列島・対馬・壱岐・

九州本島を指している。日本列島の本州・四国

に関する情報は当時の漢族系中国ではその交流

もなく皆無に近かった。 

彼等が交流していた倭人とは（１）中国大陸

の山東半島（成山角）以南より長江下流の江南

地域迄の大陸東岸地帯（２）北朝鮮のオンジン

半島（チャンサン岬）以南より韓国南岸（洛東

江下流）迄の朝鮮半島西・南岸地帯（３）日本

列島の九州西・北部海岸地帯（現在の長崎・佐

賀・福岡各県、他の九州４県は熊襲・隼人と呼

ばれた南方系倭種として対象外）の三地帯に囲

まれた環黄海圏に居住していた種族で、ルーツ

は長江下流域の江南系人種（古代中国史上には

呉人・越人として現れてくる）であり、黄河流

域に発祥の地を持つ漢族系人種とは交流はある

も漢族系に属していないが故に蔑称としての

「倭」の字が当てられ倭人と呼ばれていた。 

では倭人の中心地域は何処であったかと云う

と、先ずは江南地域に端を発し山東半島から朝

鮮半島西南部、九州西北部へと中国大陸の政情

（呉・越の戦いに拠り敗れた呉人の九州西部海

岸地帯への脱出、その後、楚に敗れた越人の朝

鮮半島西南部・九州北部への脱出）に伴い変遷

して来ており、特に朝鮮半島南部と九州北西部

に居住する倭人は血族に近い強い繋がりを持っ

ていた。従って、この倭人の大陸東岸・朝鮮半

島西南岸地帯より九州西北部への民族移動後、

倭国の中心となった邪馬台国は九州西北部から

中部に架けて位置していた。 

有史以前の古代日本列島に目を移せば、先ず

列島南部が大陸東南岸、東南アジア諸島、沖縄・

南西諸島と一部地続きの時代に同地域より移住

して来た南方系人種の縄文人（倭種）と、その

後列島が現在の状態になって大陸東岸より九州

西北部に渡海して来た江南系人種の弥生人（倭

人―呉・越人）の二種類の人種が日本列島に住

み着いた。九州に上陸した後発の江南系倭人は

先発の南方系倭種の大半を列島本土内部に追い

やり、倭人の世界を九州西北部に創り上げたが、

一部の南方系倭種が魏志倭人伝で云うところの

狗奴国（熊襲、隼人）として九州東南部に存続

した。 

その後九州では江南系倭人の邪馬台国連合

（投馬国を含む）と南方系倭種の狗奴国（熊襲・

隼人）の覇権争いが長期間に亘ったが、邪馬台

国連合の後ろ楯になっていた魏より派遣されて

いた張政の斡旋で両国は和睦し邪馬台国連合は

列島本土への進出を図った。この時代の列島本

土には倭種の縄文人や新しく朝鮮半島北東岸よ

り移住して来た北方系高句麗人が先住しており、

又、先に江南系倭人として九州北部より列島西

北部に移住した安曇族が既に「出雲」の国を創

っていた。邪馬台国連合は同じ出自の江南系倭

人としての出雲国を統制下に置き共同作戦を展

開し、列島本土の中国地方から近畿地方に定住

していた先住の縄文系人種、高句麗系人種を制

圧し、ここに倭人・倭国の邪馬台国連合と出雲

国合体の「大和」（６７０年天智天皇の時日本と

呼称する）と云う倭人連合国を奈良盆地に打ち

建てた。尚、和睦していた南方系倭種の狗奴国

（熊襲、隼人）はその後大和政権に反乱を起こ

し制圧された。 

 

 

  

会員投稿 
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『すずめの群れがやってきた！』 

  

 

1級販売士 

戸田 俊彦 

 

 

 

 

＜あさぎまだらの当たり年＞ 

1年程前に裏庭に咲いている、秋の七草の一つ

“ふじばかま”の花に、毎年 10月になるとやっ

てくる渡り蝶“あさぎまだら”のことを会報で

紹介したことがあった。 

昨年は夏の異常気象で大量発生したのか、例

年とは桁違いの“あさぎまだら”がやってきた。

4，5年前は 5，6匹来ていたのがここ数年は数匹

と数が減っていた。昨年は 20匹を超える数の“あ

さぎまだら”が来る日が 4，5日続いた。10月中

旬姿を見せ始めたころは数匹だったのが日毎に

数を増やし 20日ごろがピークで月末には姿を見

せなくなった。 

“たては蝶”や“ひょうもん蝶”、“しじみ蝶”

もそれぞれ数種類合わせて 20数匹が例年どうり

やってきて“あさぎまだら”といっしょに舞い

踊る 1 坪半ほどの“ふじばかま”の畑はちょっ

とした蝶の楽園のようであった。 

数年前より“あさぎまだら”見物は近隣の人

の名物になっており、昨年も少なくない隣人達

が見物にやってきた。3，4 人の人が畑に近づく

と“ふじばかま”に止まっていた 20数匹の“あ

さぎまだら”たちがいっせいに舞い上がるさま

はけっこう見ばえがした。 

数年前に“ふじばかま”の苗を分けたのを植

えていた町内の人の庭にも昨年は数匹飛んでき

たと云うことだし、一昨年は飛んでこなかった

水巻の義姉の庭の“ふじばかま”にもやってき

たということだったので、これは蝶の渡りのコ

ースが変わったというより、昨年は北日本の高

山地帯での繁殖数が特別多かったのではないか

と想像している。 

＜柿の実も当たり年、すずめとの柿食い競争＞ 

裏庭に柿の古木が 1 本あり、何の手入れもし

ていないのだが毎年実をつける。一昨年は夏場

にカメ虫がついたため青い実がポトポト落ちて

11 月の食べごろの頃には半分も残っていなかっ

た。 

昨年はカメ虫がつかなかったこともあり 11月

には例年になく多数の実が色づきつつあった。

ただし摘果をせず生りっぱなしであったのでひ

とつひとつの実は小さい。今年は豊作だと喜ん

でいたら、どこらともなくすずめが集まってき

て柿の実を食べはじめた。初めは 10羽足らずで

あったがみるみる数が増え数日後には 30羽を越

えていた。私の認識は、すずめは米を食べるが

それ以上に害虫を食べてくれる益鳥であるとい

うものであった。米以外にもアワやヒエ等の穀

物を食べるのは知っていたが柿の実を食べると

は想定外のことだった。 

当初は私の姿を見るだけで逃げ出していたす

ずめだがだんだん厚かましくなって、棒を振り

回して追っても、追ってもすぐ戻ってくるよう

になった。そして、すずめとの柿食い競争が始

まった。 

いっぺんに沢山とっても食べきれないという

こともあるが、すずめの方も熟れて食べごろに

なったものだけを食べてまだ早い未熟な柿には

手をつけない。それで食べごろに熟れた実の取

り合いとなった。無論、未熟な実を取り置きし

て熟れるのを待つこともできるのだが、過去ま

とめて取り過ぎて食べきれず熟しすぎて食べき

れなくなったことを何度か経験していたので、

痛む前に食べきれる量だけ、食べごろに熟した

ものだけを取るようにしていた。ここ数年にな

い大豊作であり、少々はすずめにやってもよい

とも当然思っていたが、食べごろを全部食べら

れてしまうのも嫌なので、毎日、毎日せっせと

柿の実を食べて 4 日に 1 回ぐらいの周期で実を

採取した。 
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12 月の中ごろですずめとの柿食い競争は終わ

ったが、それまで来たことがないすずめ群が現

れた要因は何か考えてみた。ここのところ何年

もの間我が庭にはノラ猫がたむろしていたのだ

が、昨年の夏前から姿を見せなくなっていた。

それが原因ではないかと推測している。 

すずめと遊んだ 1 ヶ月であったが柿をせっせ

と食べたおかげで体重が少し増えた気がする。 

 

＜私の消費税対策＞ 

消費税が初めて導入された時の駆け込み需要

は年明けの 1月から始まり、4月以降の反動も少

なかったということである。しかし、前回税率

が 3％から 5％になった時は駆け込み購入が始ま

ったのは 1 ヶ月前の 3 月になってからでありそ

の反動の 4 月からの需要の落ち込みは激しかっ

たという記録が残っているようだ。 

今回に関しては、住宅や自動車といった高額

商品の駆け込み需要のピークはすでにすぎてお

り、4月からその反動で需要が激減し、遠からず

値崩れし、乱売が始まるとのであわてて買い急

ぎせずそれまで待った方が逆に安く買えるとい

うのが一般的な認識のようだ。それで、現在使

っているパソコンは購入から 4 年をすでに過ぎ

ているが買い替えは半年先にすることにした。 

日用品に関しては 3 月になって、増税前特売

セールがあちこちで行われるだろうから、その

時買えばよいと考えたが、余分に買い置きして

おいた方がよいと思う物がほとんどないことに

気が付いた。更に今後買い置きして置きたい物

が見つかったとしても、増税後 5 月ごろに、需

要の先取りの反動で起こる販売の落ち込み対策

として行われるであろう“増税前特別セールの

売れ残り商品在庫処分特売セール”の時に買う

ことにした。 

結局、何もせずその時その時の特売セールを

利用するのが最もかしこい対処法だという結論

に落ちついた。従って、販売する方は、そうい

った消費者の心理にマッチした売り方が求めら

れるということであろう。 

 

 

『燃料電池車に試乗して』  

               

 

 

大分支部長 

1級販売士 

溝部 敏勝 

 

 

自動車が世に登場してほぼ 100年が経過しま

したが、これまでの車社会の発展を支えたのは

内燃機関のガソリン車でした。しかしそれも二

酸化炭素排出等が問題視されはじめ、地球にや

さしい車の開発が関係者間の夢の共通テーマと

なっていました。そうしている中、 

電気自動車が開発され利用されはじめましたが

走行距離が短い、充電時間が長い等、従来車に

比べ利便性の低下がいまいちブームを誘発でき

ない要因となっているように感じます。 

燃料電池車とは、水素と空気中の酸素を反応

させて電気をおこし、それをモーターで回して

走る自動車です。走行中排出されるのは、水だ

けとのことから久しく「究極のエコカー」と呼

ばれ続けてきましたが未だ量産化できていませ

ん。しかし日本メーカーは燃料電池車の開発を

加速させており、トヨタとホンダは 2015 年に、

日産も 2017年頃を目途に販売を開始する予定で

す。 

 

＜2013年 12月東京モーターショー出展燃料電池車＞ 

 

トヨタは愛知県の本社工場で 1月 6日より生

産ラインが動き始めたとのことです。当面 1日

１台のペース生産し、今年末には 1,000台体制

を確立する計画が進められております。10年前

1台 1億円と言われていた価格は、技術開発によ
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り 1千万円以下の水準まで下がってきたとのこ

とです。しかしまだ庶民価格との乖離は大きく、

さらなる量産効果と経験曲線効果（ラーニング

カーブ）によるコストダウンを期待したいとこ

ろです。 

当面の顧客はイノベーター中心ですが、本格

的普及のカギを握るアーリーアダプター（早期

採用者）への販売は水素供給インフラ整備とと

もに、東京オリンピック開催前後の 2020年代か

らと見込まれています。 

 

その燃料電池車の特徴として 

１） ゼロエミッションであること 

（走行中の二酸化炭素排出ゼロ） 

２） 非常時電源供給能力がある 

（一般家庭なら 1週間以上供給可能） 

３） なめらかな走りと静粛性 

（発進から低中速域の加速の良さ） 

４） 使い勝手の良さ 

（航続距離 500Ｋｍ以上、水素充填時間 3 分、 

 氷点下始動－30度） 

などが挙げられています。 

 

また、燃料となる水素は、 

１） 軽い 

（重さは空気の 1/15、天然ガスの 1/7） 

２） 豊富 

（地球上に水や化石資源として多く存在する、

地球上車 10億台の 2,100年間走行が可能） 

３） 反応しやすい 

（酸素との反応で容易に燃焼または発電する）  

等、特徴を有しており安全対策も含めインフラ

整備が急ぎ進められております。 

 

このたび、燃料電池試作車に試乗する機会を

得ました。試乗した感想は、室内外の静けさと

加速の良さでした。 

特に低中速域からの加速の良さは抜群で、ア

クセルを踏み込んだ瞬間上半身が後方座席に吸

込み倒されました。航空機の離陸前加速に似て

いますが、違いとして、燃料電池車はアクセル

を踏込みと同時に即車体が反応するという、全

く遊びのない加速空間を体感できたことでした。

さらに、今後自動車の主流が変わる潮目の先頭

に立てたことで、多少優越感に浸り心地よい気

分を味わえたことが大きかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜試乗した燃料電池車とともに： 

大分駅南口 ホルトホール大分玄関前にて＞ 
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2級販売士 

西口 明 

糸島市・平成 24年 

 

 

この度福岡販売士協会に入会させていただき

ました西口明と申します。各種資格講座を運営

する会社で 30 年勤めてまいりました。いわゆる

教育サービス業に身を置いてきました。専門は

パソコンや情報処理資格でパソコンやワープロ

の大衆商品化の先駆け時代から携わってきまし

たが時代は大きく変化して教育サービスの有り

様まで変化してきています。そのような業界変

化が巻き起こる中、販売士受験をしたのは一昨

年です。 

私が現職に携わった 1990 年代、パソコンを使

うにはハードはあってもソフトがない時代です

から、まずはベーシック言語を学んでソフトを

作れるようにしようという時代でした。 

仕事に活用したいという方々からすれば程遠

い道のりから学ぶしかなかったのです。反面、

仕事で使えるワープロ専用機は瞬く間に広がり

一躍ブームを作りました。しかし、1995 年の

Windows95 というパソコン OS が登場して以降、

仕事で使えるパソコンやソフトが人気となり、

数年に一度の OS のバージョンアップとともに

より便利にパソコンがなってきました。OS はパ

ソコンの基本となるソフト、この OS が高度で

あればあるほどユーザは機械を意識せずにコン

ピュータを道具として使えることになります。

インターネットの普及、iPhone 登場によるスマ

ートフォンの普及。パソコンの高機能化、イン

ターネットの普及は物販や流通形態までも変化

を及ぼしています。ここ数年もまた技術革新に

伴う時代の移り変わりの真只中にいるという感

じです。 

 

 

教育サービス界もパソコンやネットを使った

講座などが広がり学習環境も大きく変わってき

ました。時代の流れに乗ることも大事であり、

新しいものを取り入れて常に革新していくこと

も必要です。とはいっても不変なるものもある

のではないか、などと考えていたころに、速読

を学んでみたり、色彩について学習してみたり

と畑違いのことにチャレンジしていた、一昨年

販売士 3 級、2 級と受験しその内容の面白さに気

づいた次第です。資格という知識と学習スタイ

ルが商品である私達にも必要不可欠な知識の体

系があり、誰もが最低限に知っておくべき事柄

ではないかと問題集を見るのが楽しみになって

いました。 

昨年は所属組織の経営統合等の波の中、販売

士学習からは遠ざかってしまいましたが、福岡

販売士協会の活動を知り、一年ぶりに 2 級内容

をチェックしてみると、面白さを思い出すこと

が出来、さらに知識幅を広げることができるの

ではないかと協会への入会をお願いした次第で

す。 

協会では栗川会長はじめ皆様非常にご親切で

暖かく迎えていただき、先輩会員の方からは、

様々な職種の方がいらっしゃることで勉強にな

っているんだ、ということも拝聴し、ますます

楽しみになっています。 

私自身は昭和の OS 仕様ではありますが、平

成という時代の OS に乗り遅れないよう切磋琢

磨して改善改良をしていく所存です。今後とも

ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員紹介 
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2級販売士  

竹中 聡子 

福岡市・平成 24年 

 

 

 

この度、福岡販売士協会に入会させていただ

きました竹中聡子と申します。各種資格講座を

運営する会社で 20 年務めてまいりました。 

専門はパソコンや情報処理関連で、主に資格取

得のサポートや大学、企業向け研修等のインス

トラクターをしております。また、パソコン上

で展開する講座（e-ラーニング）の制作にも携わ

ってきました。 

販売士資格は、上司からの勧めで一昨年の夏

あたりから学習をはじめました。最初は難しい

かなと思ったのですが、実際に学習を始めてみ

ると販売の仕事に携わっていなくても、すべて

の職種に役立つ知識が満載で、様々な資格の内

容にも特化していることがわかり、楽しんで学

習することができました。 

「これは個人の資格取得だけに終わるのはもっ

たいない。新人研修などに取り入れるべきで

は？」と感じたくらいです。 

パソコン以外では、色彩検定（A･F･T）に数

年前から興味を持っており、資格も取得しまし

た。色彩は、ファッションやインテリアの色の

組み合わせだけでなく、人の持つ色の心理を活

用することで、商品を販売する戦略や魅せ方な

どに役立ちます。これは販売士にも通じるとこ

ろがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、暖色系の部屋と寒色系の部屋とでは、

時間経過の感じ方が違うのです。暖色系の部屋

は時間の経過が遅く感じ、ゆったりとした気分

になります。これを応用したのがファミリーレ

ストランで、同じ時間でも暖色系のレストラン

だと、長くゆったり過ごした気分になるという

ことで、お客様の満足度と回転率を上げること

ができます。 

また、濃い色と白っぽい色とでは、同じ重量

でも重く感じたり軽く感じたりすることから、

運輸業界では、白系の段ボール箱を採用してい

ますし、「明るい色は膨張してみえる」「暗い色

は収縮して見える」といったことから、囲碁の

碁石の黒は白よりもひとまわり大きく作られて

いる。といったぐあいに色彩は製品や商品、ま

たはそれを販売する空間や人の心理をコントロ

ールすることができるのです。 

将来は、色彩の知識を活かしながら販売士の

魅力を多くの人に伝えていくことができればよ

いなと考えています。 

この度協会に入会させていただいたことで、

様々な職種の方と知り合うことができ、折にふ

れていろんなアドバイスをいただくことができ

ました。毎回有識な方々との交流で、新たな世

界が広がったような気がしています。 

このような機会を作っていただき、本当にあ

りがとうございます。いつになるかは分かりま

せんが、販売士 1 級を目指して頑張りたいと思

います。 

今後とも、ご指導ご鞭撻、どうぞよろしくお

願いいたします。 
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3級販売士 

髙田 耕三 

福岡市・平成 25年 

 

 

 

 

この度福岡販売士協会に入会させて頂きま

した、髙田耕三（たかたこうぞう）と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は現在、福岡市内の企業で九州特産品の

インターネット通販事業支援を担当しており

ます。通販の内容は、インターネット上に仮

想のショッピングモールを展開し、お客様か

ら注文が入ると農家などの生産者の方から、

直接お客様へ発送を行うといういわゆる産直

方式です。 

 日頃から生産者の方と直接お話をする機会

やプロモーションの一環として展示即売会な

どを行う機会がありますが、そんなある日、

たまたまフリーペーパーの資格取得広告欄で

販売士の存在を知りました。 

 内容を調べてみると、販売士の知識はたと

えネット販売であっても、商品の品揃えや実

際の展示即売会などに役立つのではないかと

思い、資格を取得する・しないはあまり考え

ず、少しずつ学習していきました。 

試験当日は、受験されるみなさんの年齢層

の若さに少々驚かされました。（私のような中

年層はごく僅かでした。） 

 結果的に資格を取得することができ、その

後は商談会等でもある程度自信をもって生産

者の方々ともお話をすることができるように

なりました。ただ、販売士の知識を日頃の実

務に活かしていくとなると、うまくいくこと

の方が少なく、なかなか難しいと感じます。 

 

 ところで、福岡県のみならず、九州各県に

は、商品化したいが販売のノウハウを持たな

い、あるいは、販路を持たない、という生産

者の方々が大勢おられ、各地域の商工会でも、 

中小規模生産者の販路開拓支援は大きなテー

マの一つとなっているようです。そういう意

味では、ネット販売は、全国の消費者に向け

て 24時間情報を発信できるという点で、魅力

的な存在です。ただ、ネット販売は、運営コ

ストを考慮すると、実際は利益にならないケ

ースも多く、また、特に高齢の生産者の場合

パソコンの知識が乏しいという方も多いなど

課題は数多くあります。 

 

 近年、小売業界においては規模の経済によ

る事業者の淘汰に加え、ネット販売の普及に

よるボーダーレス化など、地域の中小規模生

産者を取り巻く環境は非常に厳しいものがあ

ります。しかし、私はなんとかインターネッ

トを活用して、生産者の方々をお手伝いでき

ないものかと常々考えております。 

 

最後になりましたが、協会の一員として、

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
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□□□ お知らせ □□□ 

 

◆平成 26年度年次総会 

日 時：平成 26 年 4 月 19 日（土）14：00～ 

場 所：福岡商工会議所 B1-ｂ会議室 

※ご予定をお願いします。 

 

◆福岡販売士協会の新ホームぺージ 

福岡販売士協会：http://www.farmmc.jp/  

福岡販売士協会のこれまでと現在の活動状況

がよくわかります。 

会員のＨＰをリンク欄に貼ります。 

ご連絡ください。 

 

◆会報の原稿を募集しています 

・5月・9月 4月に発行、締め切りは前月末まで 

・題名自由、1,000～1,500 文字位、顔写真添付 

・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２6年 1月） 

正 会 員 ９１名 

 １級販売士 ７０名 

 2・３級販売士 １８名 

 登録講師 ３名 

賛 助 会 員 ３社 

支

部

別

内

訳 

福岡 ７０名 

宮崎 3名 

大分 ６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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