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平成 26 年 9 月 17 日
第 38 号

第１3 回 “夏季研修会” を開催
平成 26 年７月 19 日（土） ／ 福岡商工会議所

7 月 19 日（土）福岡商工会議所において第 13
回夏季研修会が開催されました。
参加者 17 名（昨年は 14 名）と少ない参加者
でしたが、八尋晃仁副会長の司会でアットホー
ムな和気あいあいとした楽しい研修会・懇親会
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尋、岡野、横山、長沼、森山、福生、濱村、渡
辺、山路、小野村、櫨本、戸田、中島、河村さ
んの 17 名です。
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晃仁

14:00 ～ 15:30
副会長

八尋

晃仁

「英国工場立上げ体験談」
会長

■第二部

---

懇親会

栗川

久明

15:50 ～ 17:30

「英国工場立上げ体験談」
講師：栗川

八尋晃仁副会長の司会の
下、定刻通り会はスタートし

久明会長

ました。今回は栗川会長が講
師のため、司会の八尋晃仁副
会長より開会挨拶と講師紹
介がありました。

←当日の資料に加えて
八尋副会長ご準備の
「一蘭の森（糸島市志摩）
」

講演内容は英国工場出向の背景から始まり、

パンフレット、
中島さん差し

生産達成率と商品供給不足、材料管理と倉庫の

入れの「グリコ乳業アーモンド効果 2 種類」

借り上げ、協力工場と部品工場の設置等工場立
上げの苦労話の数々をお聞きしました。
また、当時のサッチャー首相の工場訪問時の

第一部：講演会

厳重警備・交通手段等の裏話は面白く興味深い
ものでした。

挨拶・講師紹介

八尋副会長

「本日の参加者は 17 名と少ないですが、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。
」との挨拶後、配付資料の確認、講師
紹介がありました。
講師は 1988～1993 年の 5 年半イギリス・ニュ
ーポート市にある「イギリス九州松下電器㈱」
に社長として勤務され、本日はその 5 年半の英
国工場立上げ体験談をお話いただきました。

＜講師紹介＞
1941 年鹿児島市生まれ、福岡市中央区黒門在住
平成 14 年 4 月福岡販売士協会設立から現在まで会長
鹿児島大学機械工学専攻科を卒業して、
九州松下電器㈱（現在のパナソニックシステムネットワ

講演内容の詳細を

ークス㈱）に入社
OA 機器技術部長、イギリス九州松下電器社長、国内
商品販売取締役事業部長、ドキュメント部門担当常務
などを歴任
定年退職後専門学校等で 2 級・3 級販売士養成講座を
担当
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9 ページから掲載しています

第二部：懇親会
懇親会は廣瀬紀子副会長の挨拶と乾杯で始ま
りました。

久しぶりに話が弾み…

今回は人数が少ないため始めから着席しての
懇親会となりました。ひととおり飲食懇談した
後、参加者全員からのスピーチが行われました。

ちょっと一息…

最後は小関副会長の一本締めで閉会しました。
（栗川会長記）
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平成 26 年度春季流通施設見学会
『春季流通施設見学会（イオンモール八幡
東およびいのちのたび博物館）を終えて』

今回は、少しでも北九州の良い所を見て体験
して頂きたい、というＰＲの気持ちもあって見
学会を企画しました。

副会長（企画担当）

流通施設見学会企画は、近年ある種の壁に直

2 級販売士

面しております。見学出来る流通施設がだんだ

小関

ん限られてきて新鮮味に欠けること、また概要

芳紀

などを説明して頂けるよう手配することも人脈
が必要でそう簡単ではないことなどが上げられ
ます。今人気が高い製造工場見学は、意外と土
福岡販売士協会の皆様、いつもご指導を頂き

曜日の休みが多く、当会の日程との調整が難し

まして有難うございます。今回、2 回目の北九州

いのが現状です。そのような環境の中、栗川会

市での見学会が開催出来、また参加された多く

長は、各支部との連携を活用して、魅力ある見

の皆様から大変良い評価を頂き、ホッとしてい

学会を検討されており、今後大いに楽しみにし

るところです。

ております。

北九州市は福岡市圏から少し遠いですし、鉱
工業の町・公害の町、少し怖い町、というイメ

前置きが長くなりましたが、

ージがあり、外から見るとあまり魅力を感じな

今回は、①北九州を再発見する、何か魅力を

いのかもしれません。しかし、私は平成 2 年に

見つける

東京から移住してから 24 年間、すでに小倉っ子

来る

に同化し北九州のさっぱりとした気風と豊かな

る種の満足感を持って次の見学会に期待する、

自然と新鮮で美味しい食べ物に魅了されすっか

という目的を持って企画を考えました。

り気に入って住んでおります。

②流通施設見学で何か学ぶことが出

③参加者の皆さんに喜んでもらえる、あ

ほとんど栗川会長に企画を具体化して頂いた

近年は、北九州市水道局が、ベトナムやカン

のが実態ですが、私はイオンモール八幡東で説

ボジア、中国、サウジアラビアなどへの上下水

明会の形式を短時間でも良いので何とかお願い

道技術の輸出事業を展開したり、若松区でのエ

出来ないものか、といろいろ考えました。そし

コタウン事業を拡大させたりと、次世代の都市

て、東京に転勤されたサーティワンアイスクリ

としてかなり頑張っております。

ームの岡野さんに相談したところ、岡野さんは
二つ返事ですぐイオンモール八幡東と話が出来
る手配をしてくれました。
ご紹介頂いて早速イオンモール窓口の女性に
連絡を取りました。すると、それはそれは大変
感じがよい応対で、結果として、イオンモール
八幡東の最高責任者であるゼネラルマネージャ
ー河野様に概要説明を担当して頂けることにな
りました。但し、当初時間は 30 分程度で、とい
うことでしたので、まあ少し短いが忙しい土曜
日でもあり有難いことだとお願いしました。

＜イオンモール八幡東をバックに＞
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ところが、当日河野様からは 30 分どころか 1

最後の締めとして、反省会を、八幡東区の旧

時間超の時間で、イオンモール八幡東の運営方

市街の焼き鳥店「ちんちくりん」にて、廣瀬副

針について、かなり詳細に説明をして頂いたの

会長の乾杯の音頭でスタートしました。それぞ

です。売り上げデータ関連のことは除きつつ、

れ今回の見学会で得た情報、学んだこと、今後

イオンモール八幡東の運営方針の基本の部分に

への反省点など大いに議論が盛り上がり、次回

ついてかなり丁寧に、また、現場感覚をきちん

の見学会への期待感を共有しながら散会となり

と説明頂き、大変勉強させて頂きました。

ました。

おそらく今までの見学会での説明で最も内容が

その後、若手会員 5 名がさらに親睦を深めよう

濃いものの一つであった、と感じました。
（※個

と、小倉に移動し、異文化交流もあり二次会・

人的見解ですが多くの参加された方が同様の感

三次会と盛り上がったとの報告がありましたこ

想であったと思われます。
）

とを付け加えたいと思います。
最後に、改めましてご協力頂いた、サーティ
ーワンアイスクリーム岡野様とイオンモール八
幡ゼネラルマネージャー河野様、渉外担当上石
様に心から御礼を申し上げたいと思います。

次に、これは私自身が北九州を再発見したの

関連の投稿を

ですが、いのちのたび博物館の見学は、一言で
は言い尽くせないのですが、「素晴らしい！凄

8 ページから掲載しています

い！博物館」でした。まだ見ていらっしゃらな
い会員の皆さんのために、詳細の説明は敢えて
致しませんが、ある意味では日本一の博物館で
はないか？と感じました。恐竜などの展示スペ
ースは圧巻です！是非、一度来館されることを
お勧め致します。

＜いのちのたび博物館

恐竜骨格標本と共に＞
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第 11 回納涼ビアパーティ
恒例の納涼ビアパーティが 8 月 23 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。納涼ビアパーティは平成 16 年
から始まり、今回は第 11 回目になります。

長崎から冬木・吉岡さん、熊本から白石さん

いろいろな話題で盛り上がり楽しいひと時を

の遠方組と地元福岡からの栗川・小関・廣瀬紀

過ごしました。日ごろは飲まない「中ジョッキ・

子、長沼・横山・森山・岡野・廣瀬兼明・松尾・

生ビール」を何杯も飲み、また焼肉も 4 種類の

佐野・礒道さんの総勢 14 名にご参加いただきま

お肉を腹一杯いただきました。

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 12 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。

常連組が多いので、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。
（栗川会長記）
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5 月度拡大役員会議の開催
長崎販売士協会定期総会への出席
会長
1 級販売士
栗川

久明

■平成 26 年 5 月度拡大役員会議を開催

■長崎販売士協会定期総会に出席

当協会の役員会は通常会長・副会長・理事の

当協会と長崎販売士協会とは、平成 12 年 4 月

構成となっていますが、役員改選後の 5 月度と

の当協会設立時より年次総会（定期総会）に相

忘年会を兼ねた 12 月度は監事・顧問のみなさん

互出席してきました。

にも参加していただき「拡大役員会議」として

本年度も長崎販売士協会の定期総会・懇親会

開催しています。

が 5 月 13 日（火）19 時 30 分から開催され、例

今年の役員改選後の「拡大役員会議」は平成

年通り栗川会長が出席しました。

26 年 5 月 21 日（水）19:00 から「長崎馳走手羽

場所は昨年に引き続き「セントヒル長崎」で

屋 福岡本店」
で下記 11 名の参加で行いました。

行われ 22 名の参加者でした。毎年、長崎販売士

（栗川久明、廣瀬紀子、中村純治、小関芳紀、

協会では前年度の販売士 2 級・3 級合格者への参

岡野利哉、横山修二、廣瀬兼明、毛利裕之、福

加を呼びかけられており、今年も多くの若い会

生和彦、濱村昌男、高田暢夫）

員の出席が目立ちました。当協会と比べると女
性会員が多い点が特に印象的でした。
今年度の役員体制は坂口会長、冬木副会長、
藤原副会長が留任され、吉岡副会長が退任され
ました。
今後とも当協会と長崎販売士協会の相互交流
を活発にしていきたいと考えています。

役員会議では通常、会員状況、年会費納入状
況、全体会合の計画と準備状況、会報発行計画
と原稿収集状況、ホームページ改訂、会計報告、
その他を検討議題にしています。
また、当協会設立後 12 年間にわたって役員会
議の場所に麻生情報ビジネス専門学校の教室を
使わせていただいており、今年度も教室使用お
願いをしております。
なお、役員会議は会員であればどなたでもオ
ブザーバーとしてご出席できます。ご希望の方
は事務局へご連絡ください。
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行事に関連する投稿
『イオンモール八幡東を見学して』
・駐車台数：2,200 台（臨時駐車場 600 台あり）
会長

・商圏人口：約 51 万人（約 20 万世帯）

1 級販売士
栗川 久明

2013 年に開業以来初となる約 2 ヶ月半にも及
ぶ長期の改装工事を行い、テナントの入れ替え
（38 店舗を新たに入居）
、イオン銀行やイオン保

平成 26 年度春季流通施設見学会で、6 月 7 日

険サービスで構成される「暮らしのマネープラ

（土）に「イオンモール八幡東」と「いのちの

ザ」の新設、
「WAON チャージャー」の増設に加え、

たび博物館」を総勢 12 名で見学しました。

モール全体のエネルギー使用量を予測・把握す

当日は九州ＪＲ鹿児島本線の「スペースワー

る「スマート BEMS」の導入による見える化、ソ

ルド駅」に 13 時に集合し、徒歩でスペースワー

ーラーパネルの設置などを行い、
「北九州スマー

ルドに隣接する「イオンモール八幡東」に向か

トコミュニティ創造事業」に参画することで、

いました。

まちぐるみの視点を取り入れた次世代型エコス

土曜日の家族連れでにぎわっている「イオン

トア「スマートイオン」の 1 号店として、2013

モール八幡東」を自由見学後、河野ゼネラルマ

年 3 月 15 日にリニューアルオープンしました。

ネージャーより 1 時間にわたって「モールの概
要と運営方針」を詳しくお聞きし質疑応答をさ

河野ゼネラルマネージャーはイオンモール八

せていただきました。

幡東を「やかた」と表現されていました。
「やかた」の経営課題をまとめてみました。

「イオンモール八幡東」の概要をネット情報

・祝・休日は駐車場が不足する

よりまとめてみました。

・流通業の現在の課題は人の確保で、入社 3

・所在地：北九州市八幡東区東田 3 丁目 2-102

ヶ月の店長もいる

・開業日：2006 年 11 月 22 日

・北九州エリアでナンバー１のショッピング

※2011 年 11 月 21 日にイオン八幡東ショッピングセンタ

センターを目指しており、かって地方百貨

ーからイオンモール八幡東に名称変更

店が持っていたステータスを持ちたい

・施設所有者：三菱 UFJ 信託銀行株式会社

・営業力の強化として、52 週マーチャンダイ

・施設管理者：イオンリテール株式会社→

ジングに沿った商品展開をしており、イベ

イオンモール株式会社

ントを重要視している

・敷地面積：67,078 ㎡

・現場力の強化として、店長会議・業種部会

・商業施設面積：58,742 ㎡

を活用して、価値観の共有によりベクトル

・延床面積：67,579 ㎡

を常に合わせている

・中核店舗：イオン八幡東店
「イオンモール八幡東」を見学し、河野ゼネ

※2011 年 3 月 1 日に名称をジャスコ八幡東店から改称

・店舗数：イオンと 148 の専門店

ラルマネージャーのお話を聞き、ネット情報を

・営業時間：イオン・専門店街：9：00～22：00

探索して、イオンモール八幡東（やかた）の経

レストラン街：10：00～23：00

営についての理解を深めることができました。
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『イオンモール八幡東の運営形態に
関する一考察』

商店街の各店は各々独自の店構え、呼び込み、
接客態度に個性がありそこには買い物客と店と
の間に何とも言えない人間的な繋がりがあった。

顧問

例えばイオンではモールの運営主体者として

1 級販売士

客を囲い込む為のイオン流のテナント従業員

福生 和彦

（各専門店の売り子）教育を行っている由で、
此の為に専門店毎の独自性が失われているもの
と思われ、恐らく何処のモールでも同様の事を
やっていると思われるが、これでは百貨店と同

先般協会有志で見学したイオンモール八幡東

じで買い物客と売り子の仲は単なる物のやり取

を例に採り、その在り方に若干の考察を試みた。

りという機械的な関係になりかねない。

同モールは 2009 年設立で敷地面積 67,000 平

確かにモールには身近に欲しい物は何でもあ

方メートル、駐車場 2,600 台、駐輪場 760 台の

り手軽に手に入り次から次へとこれ等施設は増

大型商業施設である。モールへの出店数は運営

えるだろうが、運営主体者はテナントの専門店

母体のイオンに加えテナントとして以下の専門

に対し従来の商店街をイメージさせる店構え、

店が出店している。レディス・メンズ・キッズ

各店独自の雰囲気を醸し出す工夫をする様に指

のファッション関係 38 店/雑貨・インテリア関

導して貰いたいものだ。後継者難やコスト高、

係 45 店/動物ペット関係 6 店/旅行・保険・写真

駐車場不足、立地条件の悪さ等で客足が遠のき

館・美容室関係 14 店/歯科・眼科・内科 3 診療

閉鎖の憂き目に遭っている商店街が全国で増え

所/銀行ＡＴＭ5 ケ所/レストラン・飲食関係 39

ているが、これに代わるショッピング・モール

店の 145 店がモールの 1-3 階のフロアーに所狭

やセンターに商店街の良さを憶い出させる工夫

しと、ひしめき合っている。

が為される事を運営主体者に期待したい。

営業時間はイオン本体が 7：00-22：00、専門
店街は 9：00-22：00、レストラン街は 10：00-22：
00 となっている。

『英国工場立上げ体験談』

モールの中には子供用の遊戯施設がそれなり
に設けられているが惜しむらくは買い物客用の
場所・椅子が僅かしかない。モールの中は土曜

会長

日ということもあり、一見買い物客とは見えな

1 級販売士

い人々を含め家族連れの老若男女子供で大混雑

栗川

久明

であった。確かにこの手のモールは子供連れで
ウインドウショッピングするには持って来いの
場所であり、又それなりに日常の買い物も十分

1.英国工場出向の背景

出来る便利な施設である。しかし私にはなんと

1988～1993 年（46 歳～51 歳）に英国工場に社

も言えない違和感を覚えた。何となればモール

長として出向しました。英国工場はウエールズ

全体が同じ雰囲気で出店している専門店の一つ

州ニューポート市でロンドンから西へ車で 2 時

一つに特徴が無く、各々の専門店があたかも百

間位の場所にあります。

貨店の一売り場の様な印象を与えがちだった。

私は、転勤命令には必ずハイと返事する主義

正しく商店街の百貨店化と表現しても可笑しく

で、帰宅してから家族を説得しました。

ない情景だった。

1982 年から新規商品・電子タイプライター全

つくづく昔の商店街（今でも川端商店街、新

社開発プロジェクトのプロジェクト長として事

天町商店街は残っているが）が懐かしくなった。

業化を担当しました。事業化では原価低減要求
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に言葉には言い表わせない苦労をしました。ま

本社の社長が欧州に来られてのＭＤ会議で、

た、原価低減以外にも印字品質・コレクト品質・

販売会社の追及に「半年もらえたら供給が出来

製品寿命等の確保に苦労しました。

るようにします」と約束しました。社長を英国

開発ができて、米国に続き欧州に輸出しよう
としたら、欧州委員会（当時 EC 委員会）に高額

ではＭＤ（マネージングディレクター）と呼び
ます。

のアンチ・ダンピング税を掛けられて実質的に
輸出できなくなりました。

4.タイプライターに続きプリンター・ＰＢＸも

そのため英国で現地生産をすることになり、

現地生産

部品現地調達確保のため開発を担当した私が責

日本からの欧州向けのプリンター、米国向け

任者に選ばれました。現地では仮工場から本工

の PBX（小型の電子交換機）もアンチダンピング

場に製造ラインを移設したタイミングでした。

税が掛けられ英国で生産することになりました。

英国工場からの生産供給と販売責任を持たさ
れました。

英国工場の仕事は欧州委員会がどんどん作っ
てくれるという皮肉な結果となりました。

2.アンチ・ダンピング課税 32％と部品の現地調
達率 40%以上の確保
欧州委員会と 40％現地調達率を確保する条件
でアンダーテーキングが成立しました。アンダ
ーテーキングとはいついつまでに部品現地調達
率の目標を確保しますと約束して課税を免除し
てもらうことです。
グループ会社にキーボードやモータ等を現地
生産してもらったり、東南アジア製の部品調達
を協力に進めて 40％現地調達比率を確保しまし

＜工場内の写真＞

た。
欧州委員会による毎月 1 回の資料報告と年 1
回の立ち入り調査がありました。
オフィスタイプライターとパーソナルタイプ
ライターでは部品現地調達率が異なるため、受
注の内容によっては不要なものを生産して、加
重平均で 40％を確保しました。

現地生産のための金型の作成、設備の調達、
新製品立ち上げのための日本からの技術者支援、
現地人の採用と教育、日本人出向者のお世話等
日本に相談しながらすすめていました。
ところが大きな経営課題は日本に相談すると
かえって問題化されることがわかり、すべて現

3.生産達成率と商品供給不足
日本のタイプライターメーカーは殆ど英国・
スペインで現地生産していました。日本メーカ
ー同士の競争を現地に移した感じで、仕事以外
では交流がありました。
金型を新規に作成し、現地メーカーに持ち込
んで部品の現地調達を進めましたが、生産達成
率は極端に悪い状況でした。そのため商品があ
ればすぐにでも売れる販売会社に充分な供給が
できず迷惑をかけました。

5.日本への経営相談について

地責任者である自分が決断し、推進し、結果責
任を持つということでなければ問題が解決しな
いことを知りました。
6.材料管理と倉庫の借上げ
工場は 60m×120m の大きさでしたが、倉庫ス
ペースが少なく材料管理がいつも混乱し、生産
に大きな支障をきたしていました。
思い切って古い大きな倉庫を借上げて、中古
のスチール棚を設置して立体的に材料管理し、
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月 1 回の棚卸をはじめて材料管理が安定し、生

行を実施し、温泉・テニス・ゴルフ・夕食懇親

産達成率も大きく改善しました。

会を家族で楽しみました。余興の罰ゲームで夫
婦が皆の前でキスをするのを恥ずかしがるのが

7.発注のコンピュータ化による急激な材料在庫

おかしかったです。

の増加と対策
材料指示表には材料入手が困難時のためにＯ

11．工場の徹底したクリンリネス

Ｒ使い表示があります。これが悪さをして両方

生産が軌道に乗り出してからは、工場の清

発注してしまい、余分な材料が増えてしまいま

掃・整理整頓等のクリンリネスに徹底して取り

した。

組みました。また生産技術部門を設置して、日
本の協力をもらい工程の自動化にも積極的に取

8．協力工場と部品工場の設置

り組みました。

当初は日本と同じように現地の協力工場に部

そのため、欧州工場視察のモデル工場になり、

品組立をお願いしましたが、品質問題や組合問

実に多くの会社幹部をお迎えしました。その報

題による時間外労働の拒否等で本工場のライン

告が日本に伝わっていきました。

がしばしばストップしました。
英国では同一労働同一賃金で、内製しても外
注しても費用は同じです。そこで古い大きな工
場を借上げて部品組立ての内製化に踏み切り、
生産が一層安定しました。
本工場・材料倉庫・部品工場の間にトラック
シャトル便を開設しました。シャトル便は社員
に運転免許を取らせ、トラックはリースしまし
た。また、私は毎日 1 回巡回をして、何か変化
がないかをチェックしていました。

＜工場玄関前での見学者との記念撮影＞

9．販売会社の在庫管理と商品供給

12．盛大なクリスマスパーティと現地人幹部と
の夕食会

当初は販売会社の注文に対し、生産計画で納
期回答していましたが、約束不履行で叱られて

着任した年から現地人への感謝のしるしとし

ばかりでした。思い切って生産計画ではなく、

て、ニューポート市立体育館を借りて盛大なク

生産達成率を考慮した納期回答に変更し、最初

リスマスパーティを開催しました。クリスマス

は叱られましたが約束を守ることができました。

パーティではファンシーパーティ（仮装コンテ

また、生産が計画以上にあがったときはかえっ

スト）やダンスコンテストやクリスマスプレゼ

て喜ばれました。

ント抽選会等で楽しんでもらいました。
また、定期的に現地人幹部夫妻との夕食会を

10．日本人出向者の家族について―3 年後黒字化

開催しました。現地人幹部は昼の食事を抜いて、

で家族 1 泊バス旅行

また奥さんは会社を休んで参加してくれました。

英国工場に赴任した際に、日本人出向者（12
名）の家庭訪問をし、残業・休日出勤等で大変

13．国際品質規格と国際環境規格の取得
国際品質規格 ISO9000 シリーズ取得と国際環

な状況を聞き、現在の混乱を安定させるのに 1

境規格 ISO14000 シリーズを本社よりも早く取得

年くださいとお願いしました。
3 年後に黒字転換した機会に、家族１泊バス旅

しました。
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＜ＩＳＯ14000 シリーズ認証授与＞
＜福祉団体への寄付＞

14．ベースアップ交渉について
英国は産業別労働組合のため交渉妥結しない

16．輸出貢献企業のクイーンズアワード受賞
1992 年 4 月に英国からの輸出貢献企業として

ときはロンドンの組合本部に出向いて状況を訴

クイーンズアワードを受賞しました。

えました。

受賞記念にバッキンガム宮殿に会社より 3 名
（社長・管理職・社員）招待をうけました。当

15．当時のサッチャー首相の工場訪問について
1989 年 11 月に当時のサッチャー首相の工場訪

日は運転手付の車を借りて 3 名で出掛け、おい
しいワインを堪能してきました。

問をうけました。
当時は北アイルランドの宗教対立で政府要人
へのテロが絶えず、事前・当日の警備は厳重を

17．クイックレスポンスとクイックデシジョン
を重視した経営

極めました。前日までに名簿をチェック、工場
を隈なくチェック、警察犬による危険物捜査等

現地工場にはいろんな部門からいろんな事を

がありました。当日は材料の移動禁止や駐車場

言われてきます。そういう要請に素早く対応す

の社外への移転も指示されました。

ることが仕事をさらに増やさないためのコツだ
と思います。特にクレーム対応はすぐに現地に
技術者を派遣しました。また、部下の人はじっ
と上司を見ていますので、たとえ間違っていて
も早く決断をしてあげることが大事です。ただ
し、間違ったと思ったら早く方針変更すること
も大事です。
18．英国工場での 5 年半を振り返って
英国工場での前半 3 年は大赤字で日本からの
追及が厳しく地獄でしたが、後半 2 年半は黒字

＜当時のサッチャー首相工場見学＞

になり、現地主導の経営推進ができ天国を経験
また、工場訪問を記念して施設等に寄付をす

しました。結局従業員 600 人・年商 100 億円の

るのがならわしでした。サッチャー首相へのお

規模となり、累積赤字を解消して帰国すること

土産も値段の上限が決まっていました。

ができました。
社長業は雑務全般担当であり、実にいろいろ
なことを経験させてもらいました。どんな困難
なことでも切り開いていける自信もつけること
ができたと思います。

- 12 -

会員投稿
『ＰＣＢ処理事業について』

利用されました。また、その他に塗料、感圧紙、
建築用のシーリング材などにも利用され、日本
全国で合わせると 5 万 8 千トンほど製造されて

1 級販売士

います（世界では 100 万トン以上）
。ところが、

松尾

ある年齢以上の方には記憶にあると思いますが

宏一

（若い世代はＰＣＢの存在自体を知らないよう
ですが。
）1968 年に起きた「カネミ油症」の頃を
境に、その毒性が指摘され、1974 年に生産製造、
皆様こんにちは。私は今、北九州にあるＰＣ

使用の原則禁止になりました。
（カネミ油症につ

Ｂ処理施設で働いております。この文章を読ん

いては近年、ＰＣＢが熱により化学変化したダ

でいる方々はＰＣＢ処理と聞いてもピンとこな

イオキシン類が主たる原因であるとも言われて

い方も多くいらっしゃるのではないかと思いま

います。）

すので、簡単ではありますがＰＣＢ処理事業に
ついてまとめました。少しでもご興味のある方

3.ＰＣＢの処理について

は以下の文章をご覧いただければと思います。

製造、使用禁止となったＰＣＢはその安定的
な性質が裏目となり無害化処理が困難で長い間、

1.ＰＣＢとは

それぞれの場所で保管されることとなりました。

ＰＣＢは二つのベンゼン環（Ｃ：炭素が 6 個

しかしながら時間が解決してくれるわけでも

つながっている）に塩素（Ｃｌ）が 1～10 個、

なく、ただいたずらに月日だけが流れ、この間

結合したもので塩素結合の位置によって 209 種

には保管していたＰＣＢの紛失や保管ケースの

類（の異性体）が存在します。ＰＣＢの毒性は

腐食、破損による漏洩などが発生し環境汚染も

異性体により大きな差があり、特にコプラナー

時間とともに懸念されることとなりました。結

ＰＣＢがダイオキシン類に加えられています。

果的に 30 年以上の長期保管をすることとなりま
したが、「ストックホルム条約」（残留性有機汚
染物質の減少を目的として指定物質の製造・使
用・輸出入の禁止または制限をする条約。ＰＯ
Ｐｓ条約ともいう。）を日本が受託、「ＰＣＢ特
措法（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理
の推進に関する特別措置法）」を制定し、国家プ
ロジェクトとしてＰＣＢ廃棄物早期処理の実現
に向けて動き出しました。

2.ＰＣＢ廃棄物処理に至るまでの経緯
ＰＣＢとは、1881 年にドイツで開発され、
「燃
えにくい」「電気を通さない」「粘性低い（液状
である）
」性質を持っています。この性質が電気
製品や設備の絶縁油として都合がよく、身近な
ところでは電車の車載トランスや電柱にある柱
状トランス、蛍光灯の安定器などの製造に広く
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処理の母体としては旧環境事業団が行ってい

が下がり、かつ外部漏洩の危険性も低下するこ

たＰＣＢ廃棄処理事業を引き継ぐ形で、環境省

とが可能です。ここで回収されたＰＣＢは①の

が監督官庁となり日本環境安全事業株式会社

化学処理にて無害化処理されます。

（以下ＪＥＳＣＯ）を設立し受託処理を行って

③プラズマ溶融分解法（熱分解処理）

います。ＪＥＳＣＯはＰＣＢ廃棄物処理基本計

汚染物を超高温で溶融することで汚染物ごと

画によって区分けされた全国 5 か所の地域のそ

ＰＣＢを熱分解し無害化処理する方法がプラズ

れぞれにＰＣＢ処理施設を北九州、大阪、豊田、

マ溶融分解法です。ＰＣＢ汚染物が小さく大量

東京、北海道に建設、維持管理を行っています。

にある場合（例えば蛍光灯機器に利用されてい

設備の操業は民間企業に業務委託され、北九

た安定器など）は一つ一つ個別に対応すると多

州事業所は現在、北九州環境プラントサービス

大なる労力と時間がかかります。このプラズマ

が受託しＰＣＢ廃棄物処理を行っております。

溶融分解法であれば汚染物ごと溶融できるため
効率よくＰＣＢ処理することができます。
ただし使用するプラズマガスが 1 万数千度の

4.北九州の処理事業について
北九州事業所では、中国、四国、九州、沖縄

高温である等の理由により制御が難しく、また

の 17 県を担当地域としてＰＣＢ廃棄物処理基本

分解炉の大きさに制限があり、大きな電気機器

計画に基づき 3 種類の方法にてＰＣＢの処理を

は処理できません。

行っています。
①脱塩素化分解法（化学処理）

5.ＰＣＢ廃棄物処理の見直しについて

ＰＣＢを利用した電気機器（トランスやコン

全国的にＰＣＢ処理事業は遅れています。か

デンサ）は注入されているＰＣＢ油を抜油し、

つ当初の計画では不明であったもの、後から判

抜き取ったＰＣＢ油を回収、化学的処理を行い

明した物等により処理量自体が大きく増加して

無害化処理します。この化学的処理法が脱塩素

おります。原因については様々ですが、このＰ

分解法です。

ＣＢ処理遅延の対応として国より北九州市に対

先述したとおりＰＣＢはベンゼン環に塩素が

し処理地域の拡大と期限延長の要請があり、本

結合したものであるため、この塩素を取り除く

年、北九州市は要請を受け入れることとしてい

ことで無害化することができます。塩素を取り

ます。

除くためにナトリウム（Ｎａ）を使用し塩素と
結合させ塩化ナトリウム（ＮａＣｌ：いわゆる

6.ＰＣＢ処理事業に対する所感

「塩」
）とベンゼン環の重合物とに分解します。
②真空加熱分離法

ＰＣＢはもともと自然界に存在しませんし非
常に安定的で自然界では分解されることは期待

電気機器などに注入されていた液状のＰＣＢ

できません。そのため人の手によって完全無害

油は抜油され先述①の化学処理にて無害化され

化することが必要となります。また市民、特に

ますが抜油するだけでは完全にＰＣＢを取り除

周辺の住民の方々には負の遺産であるＰＣＢの

くことはできません。電気機器の内部の細かな

処理設備建設にご協力いただいているわけです

ところや微細な穴などに入り込んだものや、シ

から周辺地域の環境汚染などは決してあっては

ーリング材のようなＰＣＢ自体を溶け込まして

ならないことです。一端、処理事業所に持ち込

いるものなどを簡単に抜き取ったり拭き取った

まれたＰＣＢを建屋外に一滴も漏らさずに完全

りすることは不可能といってもいいでしょう。

無害化処理を行うことが必須条件となります。

そこで真空に近い状態で加熱処理しＰＣＢを

このため通常の工場とは違いＰＣＢ処理設備

気化（蒸発）させ回収することでＰＣＢ汚染物

は完全に屋内、建屋内に設置されており建屋外

からＰＣＢを取り除く方法が真空加熱分離法で

に液体、気体の状態を問わず漏洩させない施設

す。この方法では真空に近い負圧化のため沸点

になっています。その管理基準は ppm（100 万
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分の 1）のさらに数コンマ以下のオーダーで、お

鵜呑みにするのではなく事実が何かを自分自身

おざっぱにいえば学校にある 25ｍプールに小さ

で確認し、その上で「安全とは何か？」
「復興は

じ 1～2 杯程度の濃度です。
（正直に言うと、よ

どうすればよいか？」熟考することが大切だと

くこんな濃度を測定できるなと感心するととも

思います。
（すみませんかなり脱線しました。
）

に分析の技術って素晴らしいとも思います。
）
また処理後に出る残渣、スラグ、溶液、排気

以上、簡単でありましたが如何だったでしょ

ガスともに卒業分析判定を行い１つ１つが合格

うか。尚、ご興味を持たれた方、更にＰＣＢに

した物でないと建屋外に出すことはありません。

ついて知りたいと思われた方は、インターネッ

今まで建屋外に出した事例は１件もありません

トで検索すると、たくさん情報がヒットします

し、今後も発生しないでしょう。ただ建屋内で

ので、そちらのほうも参考にされてください。

のトラブルにより配管等からの建屋内での漏洩
が過去数件発生したことはあります。設備自体

また、稚拙な知識しかありませんが私でよろ

は多重安全構造になっていて、トラブル発生し

しければ誠心誠意お答えしたいと思いますので

た場合でも建屋外に漏洩することはありません。

メール（matsuo@keps.co.jp）等でご連絡いただ

しかし一度このようなトラブルが発生した場合、

ければ幸いです。最後までご覧いただきありが

第三者を含めた会議の場で厳しく原因追究、対

とうございました。

策案検討が行われます。通常の工場の場合はよ
ほど酷い人的被害が発生しなければ第三者を含
めた対策会議等は開かれません。当処理施設で
は、それほど厳しい管理のもと屋外への漏洩等
が発生しないように内外を含めた多くの方々が
日々努力しています。
余談ですが安全対策では時に見た目が激しい
ものがあり、単に視覚的情報だけでは安全対策
が機能しているか判定できません。以前、某工
場で火災が発生した際に延々と炎が噴き出る映
像が放映されていましたが、実は内部のガスを
完全に燃焼させるために敢えて炎を点けていま
した。単にテレビ映像だけを見ると火災が発生
し消火できないかの如くに目に映った方々も大
勢いたのではないかと思いますが、それ自体が
安全対策であったのです。また東北大震災が発
生した際に千葉にある石製油所で大爆発が発生
し延々と鎮火しませんでした。これは耐震強度
があったにも関わらす運用を間違ったため安全
対策が有効に機能しなかった案件です。
屋外に対する漏洩基準といえば原子力発電所
でも同等以上の厳しい安全基準があります。福
島原発での東北大震災の際の様々な事象につい
ても、大切なことは報道（特にテレビ報道）を
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『大学院を卒業して』

昧授業の戸惑いと、訪問した現地企業（航空産
業・通信事業・ソフトウエアハウス・医療機器

副会長

製造・音楽産業等）の活力を肌身で感じたこと

1 級販売士

は素敵な経験となりました。下記の写真はイン

中村純治

ドネシア（バンドン空港）からシンガポール経
由で帰国した時のものです。

1.はじめに
この春、山口大学大学院技術経営研究科を卒業
しました。2 年間只管（ひたすら）頑張りました
が、その分販売士活動を等閑（なおざり）にし
てきたことをお詫び申し上げます。
2.動機
「MOT を基礎から学びたい」を思ったことが
動機です。MOT（Management of Technology）
を一言で言えば、MBA（Master of Business
Administration）の理科系版です。MBA は経営
学修士の学位が授与されるのに対して、MOT は
技術経営修士の学位が授与されます。目的は研
究者の養成でなく、企業経営の実務家を養成す
ることにあります。

4.得たものと今後
大学院で得た最大なものは「ひととの繋がり」
だと思います。同じ目的を持つもの同志が、同
じ空間・同じ時間に同じ苦しみ・同じ喜びを共
有できたことです。今後も定期的勉強会を開催
するなど一生の付き合いになりそうです。大学
は卒業しましたが、聴講生として授業に参加す
る、学会に出席するなど今後も付き合いはあり

「お父さん、大学院は習うところでなくて、自

そうです。

ら研究するところだからね。頑張ってね！」と
言う大学院卒業の娘からの有難い激励の言葉と
共に送り出されて学生生活が始まりました。思
いっきり勉強する楽しさを期待して・・・

もう一つの成果は「知識と経験」を得たこと
です。
「今を生きるための旬な知識」を得たこと
と、論理的思考を基に「自分の考えを他の人に
上手に伝える発表会」を数多く熟（こな）した

3.学生生活

ことです。下記写真は修了式で学位を受ける感

この年齢（還暦過ぎた歳）で学生生活を送れ

激の瞬間です。

ることは非常に新鮮な気持ちでした。土曜日・
日曜日は通学、平日はレポート作成に没頭する
毎日でした。よって、仕事と学業を両立するた
めの時間配分が最大の課題でした。
履修科目を紹介すると「企業経営特論」
「経営
戦略特論」
「経営組織特論」
「知的財産特論」
「会
計・財務特論」「マーケティング戦略論」「創造
的問題解決特論」「地域経済論」「地域イノベー
ション論」「研究開発型ベンチャー特論」「技術
戦略特論」など 20 科目になります。修士論文は
「中小企業における管理会計」をテーマと致し
ました。
最大の思い出はインドネシアのバンドン工科
大学に奨学生として 1 週間でしたが短期留学で
きたことです。初めて経験する海外での英語三

5.おわりに
今日を一生懸命生きることの大切さ、明日に
向かって日々成長することの大切さ、自分の経
験と知識を基に周りの世界を少しでも良くして
行こうとする姿勢の大切さなど多くのことを学
ばせて頂きました。これから先、自分がどれだ
け活躍できるか分かりませんが、一日一日を大
切に生きて行こうと思います。
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『語り継がれてほしいなー大分弁』

「事故を起こすと後がやおねーでえ」
（事故
を起こすと

後々苦労する）、などなど普段耳

にしないが昔よくしゃべったり、聞いたこと
大分支部長

のある懐かしい大分弁の標語看板がたくさん

1 級販売士

ありました。

溝部

敏勝

地元おばあちゃんたちの会話で「今日は田
んぼにいかんのかえ」といわれ「毎日田ん草
取りをするのも

やおねえ（しんどい）から

「てっ、おとう学校に来たずら、おとうの顔

よこうたんでー（休む）
、あちいときゃー（暑

見たらこぴっと（しっかりと）元気になった

い時は）こげしち（このようにして）とぎ（友

さ」。NHK 連続テレビ小説、朝ドラ「花子と

達）と かべなし（軒下）や木ん下ん（木陰）

アン」に登場するヒロイン達が使う「甲州弁」

石に

に流行の兆しがみえているのことです。

と涼しいんでー。

昨年度も同じ、NHK 朝ドラ（あまちゃん）

なんかかっちょると（もたれかかる）
あんたもいちごんもねえ

（立派なものを褒め称える時に使われます）、

でおなじみの岩手三陸地方の方言「ジェジェ

毎日田ん草とっちまわるから

さかしい人や

ジェ（驚いたりびっくりしたときに発する言

な（健康な人）、

葉）」や「おもてなし」「倍返し」などが流行

と なば（しいたけ）は、どこにだしてん（誰

語大賞の年間大賞に選ばれたのは記憶に新し

が召し上がっても）めんどうしねえおいしん

いところです。

でえ（恥ずかしくなく美味しい）」
。

うちんコメ（私の家の米）

大分県国東半島入口、杵築市大田村方面に

「日本創成会議」
（座長、増田元総務相）の

車を走らせていると道路脇に標識がありまし

将来推計人口によると、大分県は国東市や竹

た。そこに書かれているのは、

田市など地方部を中心に、11 市町村の人口が、

「乗るときゃーしゃっち飲まんでんよかろ
うがえ（車に乗る時は

あえて

2040 年は 2010 年比、40％以上減少するとの

わざわざお

ことです。当然おじいちゃん、おばあちゃん

酒を飲まなくてもいいのでは）
」という標語で

方々も少なくなって方言を聞く機会も少なく

す。（下写真）

なると思われます。
今後、大分弁は活字としては受け継がれて
いきますが、会話できる人々（お年寄り）が
いなくなってしまうことに、もったいなさや
寂しさを感じています。
政府は「地方創生担当相」を新設し、人口
が減少する中でも地方が活力を維持できるよ
うに、政策を集中的に実行するといいますが、
これが来春の統一地方選での票稼ぎだけに終
わることなく地域無形文化財（方言や民話）

他にも「おーとろっしゃ
なえ

あぶねーで（驚いた

そげーとばすん
そんなにスピー

ドを出すと危ないよ）
。

を言葉で残し、ふるさと再発見と後世への伝
承につながるような仕組みづくりにも取り組
んでほしいと思う今日この頃です。

「こん村ァ交通死亡事故ねーんで」
（この村
は交通死亡事故がない）
。
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『ドイツ旅行記 2014 年 5 月 8 日～5 月 20 日』
．．．．

・・・森山正夫 67 歳、初めての海外それも、いきなり二人での個人旅行・・・

監事
2 級販売士
森山 正夫

まえがき
かねてより私はドイツに行って見たいという気持ちはありましたが、その夢は、福岡販売士協会の
渡辺氏の知遇を得ることで、初めて実現可能となりました。
渡辺氏はご存知の方もおられると思いますが、元ＪＡＬの社員で若い頃フランクフルトで実習生を
され、当時現地の語学学校に留学の経験もあり、私にとっては非常に心強い仲間です。
今回はベルリンを起点として、ドイツを時計回りに旅する計画になりました。団体旅行に多いフラ
ンクフルト往復、ライン川短時間遊覧、ミュンヘン、新白鳥城見学のコースは、あえて採りませんで
した。北独と南独も思い切って割愛しました。
その替わり、以前東独地域であったドレスデンと、余り団体客の訪れないコブレンツを加えること
で独自性を出そうとしました。

＜訪れた町＞
①

ベルリン（5/８～5/10)

2.ポツダム ③ドレスデン(5/11～5/12)

⑤ ヴュルツブルク(5/13～5/14) 6. ローテンブルク

4 .マイセン

⑦コブレンツ (5/15～5/17)

8 .コッヘム

9. ケルン 10.リューデスハイム～コブレンツ（ライン川遊覧）⑪フランクフルト（5/18）
→5/19～5/20

帰国へ

○数字が宿泊地

(

)が宿泊期間

旅行の実務面（航空券の手配、ホテルの予約、ジャ－マン・レイルパスの購入、どこを観光するか
等々）は殆ど渡辺氏が旅行社ＨＩＳと折衝され、私がしたのは同氏の指示のもと 2 か所のホテルの予
約と後述する「ドイツ連邦議会棟」見学の予約申込みぐらいでした。

さあ出発

5 月 8 日(木)

自宅近くの高速バス停より福岡空港行きのバスに乗車することからこの旅がスタートしました。
実は福岡空港の利用も初めてに近く、東京へ行く時は専ら北九州空港を利用していたからです。往復
共ＫＬＭ（オランダ航空）を利用したのは、同社が唯一九州と欧州を繋ぐ定期路線を持っているため
です。
空港へ着き国際線への移動バスを利用し、やっと専用カウンターで渡辺氏の姿を発見しました。
初めての出国手続き後やっと機上の人となりました。座席着席し、離陸後は専ら飛行機の現在位置が
分かるモニターを見ていました。
北海道の方へ向かうと思っていた予想とは裏腹に、韓国の西方インチョン近くを横切り黄海に出た
後中国を北上しモンゴルのウランバートルの近くを更に北上、西シベリアから更に西を目指して飛行
していました。うとうとし、翌朝目が覚めたのは、バルト３国近くでフィンランド南方からデンマー
ク北方を飛行中でした。
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福岡発 10：25→（アムステルダム）スキポール空港着 15：10（以下現地時間）
→スキポール空港発 16：50→ （ベルリン）テーゲル空港着 18：05
乗換時間を除くと約 14 時間座席に座っていた事になります。
飛行中 2 度食事が出され、又これとは別に、ジュース等の飲み物、ワイン、ビール等のアルコールの
サービスもありました。
キャビン・アテンダントは茶色の肌の大柄な女性で愛想よく、英語はもとよりドイツ語にも堪能で、
渡辺氏とも会話が弾んでいました。
乗り換えたスキポール空港はとにかく巨大で、1 時間 40 分の待ち時間は手荷物検査やセキュリテ
ィ・チェックで時間を取られ、ゆっくりした気がしませんでした。
ベルリンへ近づくと、雲の切れ間より森の姿が見え大都会の近くにも拘わらず、自然が豊富に残って
いるのは、素晴らしいと思いました。

機内食

ベルリン到着

5 月 8 日(木)

現在位置のモニター

現地時間

以下現地時間

夕方テーゲル空港からはツォー駅までバスで行き、それからは今日のホテル「ウインダム・ベルリ
ン・エクセルシオール」に、歩いて５分でチェックイン出来ました。
このホテルは後述する他の 4 つのホテルに比べても 1 番グレードが高く、4 つ星ホテルでした。

ベルリン

2 日目

5 月 9 日(金)

ペルガモン博物館

①世界遺産

時差ボケのせいか 4 時前に目が覚め、静かに部屋を出た後は明るくなるまでロビーで時間をつぶし
ました。7 時少し前に食堂に行くと、もうかなりの人が見えていました。朝食は質量とも大満足、ハ
ム、パン、果物、サラダ類何れも種類豊富で野菜不足の心配は払拭されました。パンも種類が各種あ
り、ハムをのせて食べるのも美味しく後 2 日の朝食も予約しました。価格は宿泊費込と別料金の場合
がありますが、この時間に外で朝食を摂るのは大変です。ここに限らずホテルの朝食は、セルフサー
ビスで自由に選ぶ事が出来お薦めです。少し早めの朝食は、予約していた「ドイツ連邦議会棟」見学
の時間が、9 時 15 分からとなっていたからです。
ホテルを出た後は、まだ少し時間に余裕があったので「ブランデンブルグ門」まで歩き、市内有数
の目抜き通り「ウンタ－デン・リンデン」にも足を向けました。早朝のせいか、観光客の姿も多くは
見かけませんでした。予約していた議会棟見学者受付に到着後、予約書を見せその後厳重な持ち物検
査（空港と同じ様な手順）を経て、巨大な 30 人以上可能なエレベータに乗り込みました。鏡張りの
斬新な建築で螺旋スロープを登り、上方に目を向けると、来館者の映像を見ることができ、我々の姿
も写っていたのでカメラで撮りました。
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屋上に上がり、かつて「ライヒス・ターク」と呼ばれた重厚な建物と斬新的なガラス造りの新築部
分との構成に改めて目を見張りました。
議会棟を退出し、その後は緑青色の屋根と多くの彫刻に装飾された「ベルリン大聖堂」を見学後、
今日のお目当てで「博物館島」にある「ペルガモン博物館」を訪れましたが、行列が出来、待時間も
かなりあったので夕刻改めて出直す事にしました。
夕方再度博物館島を訪れました。ここには 18 本の石柱が並ぶ旧博物館始め多くの施設があります
が、中でも圧巻は「ペルガモン博物館」です。階段を上がってすぐに見える「イシュタール門」「ミ
レトスの市場門」他それに続くギリシア、ローマ時代の大規模建築物のオンパレードです。現在のト
ルコ西部で発掘されたのは 19 世紀末で、ベルリンで博物館が建設されたのは、1910 年から 1930 年に
かけての事です。
写真撮影は勿論、フラッシュさえも、警備員から咎められなかったのは、意外な感じがしました。
日本国内の博物館では想像出来ない事ですね。

連邦議会棟内部

イシュタール門

ミレトスの市場門

帰路ツオー駅近くのディスカウント・ストアに寄り、今晩の夕食用に缶ビール、ミネラルウオータ、
イチゴ、オレンジ、グレープフルーツ、バナナ等買いホテルに持ち帰り、持参したカップ麺と共に食
べました。
レシートを見て付加価値税（消費税）の複数税率の適用（19%と 7％）ミネラルウオーターと缶ビー
ルの値段が変わらない、イチゴが安い、包装袋は有料等色々勉強になりました。
カートの使用に小銭が必要ですが、使用後は返却される等興味深い点が多かったです。

ベルリン 3 日目

5 月 10 日(土曜)

サンスーシ宮殿

②世界遺産

今日はＤＢ（ドイツ国鉄）でベルリン郊外ポツダムへ行き「サンスーシ宮殿」を訪問します。
昨日はベルリン市内（ＡＢ）の１日券 6.7 ユーロでしたが、ポツダムはＣ地区で１日券は 7.2 ユーロ
します。
「サンスーシ宮殿」の入場料は 2 名で 24 ユーロでした。「サンスーシ」とは、フランス語で、
「憂い
なし」という意味です。広大な館内、豪華絢爛な室内装飾等見ごたえのあるものでした。
時間の関係でいわゆるポツダム会談のおこなわれた「ツェツィーリエンホーフ宮殿」には行きませ
んでした。夕方ベルリンへ戻った後は、ベルリンの壁跡の造成された緑地で、しばし休憩後、朝から
深夜まで楽しめる人気スポット「ハッケシャー・ホーフ」のレストランへ向かいました。建物の外壁
がオリエンタルな雰囲気を醸し出していました。
広大なベルリンをほんの少し駆け足で見たわけですが、至る所クレーンが林立していました。再開
発の動きは十数年がかりで進行中のようです。
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サンスーシー宮殿内

ハッケシャー・ホーフ中庭

同所レストランで

部

ドレスデンヘ出発！5 月 11 日(日曜)
朝食後ホテルを早めに出発し、ベルリン中央駅からドレスデン中央駅へ向かいました。
距離で 198Km、ＥＣ特急で 2 時間 5 分の所要時間です。大きなトランク持参のため、座席指定にしま
した。指定料金１人 9 ユーロ必要でした。
ドレスデン駅到着後ホテルを探すが、すぐにわからず、通りがかりの学生たちに聞き、ドレスデン
工科大学近くの「Ａ＆Ｏホテル」へたどり着きました。ホテルに入り、荷物をトランクルームで預か
ってもらいました。その足でマイセンへ行きますが、ただ日曜で工事中のため途中の駅で降ろされ、
後は代替バスとなりました。
マイセンに着き、橋の向かいから「アルプレヒト城」を見ました。しばらく川岸でゆっくりし景色
に見とれていました。橋を渡り、マイセン焼きのショーウィンドウを横目に眺め、趣のある街を見て
回りました。
遅い昼食を歴史的レストラン「ヴィンセンツ・リヒター」で摂りました。
その後約 1 時間をかけて起伏に富んだ坂道のある町中を散策した後は、ドレスデン中央駅に戻り軽め
の夕食（ウインナーサンド）を摂りました。

アルプレヒト宮殿

ヴィンセンツ・リヒター

ドレスデン中央駅

ドレスデン中央駅

ドレスデン 2 日目

5 月 12 日（月曜）

ドレスデンカード 1 日用（9.9 ユーロ）を買い、トラムを有効活用しました。
「聖母教会」見学後、橋の上からエルベ川を眺め、マイセン磁器のタイルで出来た「君主の行列（壁
画）
」を見学しました。
伝統的なレストラン「ヘンリックス」で昼食後、建設者ゼンパーの名前を冠する欧州屈指の劇場「ゼ
ンパーオペラ」に入館(入場料 8 ユーロ)。 地元の中年女性ガイドさん熱心に説明されるが、自分の
語学力では全く解りませんでした。今更悔いても遅いですが、建物内部の壮麗さは充分堪能出来たの
で満足しました。
夕方「軍事歴史博物館」(入場料 5 ユーロ)を訪問しました。展示物多く、戦車や戦争に連れて行っ
た動物たちの展示も有り、興味深く見て回りました。そういえば、ローマ時代にハンニバルが、象を
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連れアルプス越えした史実もありましたね。
夕食は寿司屋「安南イムペリアル玉口」に行き、30 歳代に見える坊主頭の店長に尋ねると、ベトナ
ム人とのことです。ここでは、チャーハンと太巻を注文しました。日本料理は何処で習ったのかと聞
くと、ミュンヘンで習ったとのこと。別の日にも、和食の店に入りましたが、店員に日本人の姿を見
ることは殆どありませんでした。
ゼンパーオペ

聖母教会

軍事歴史博物館

君主の行列（壁画）

ゼンパーオペラ

安南イムペリアル玉口

軍事歴史博物館

ドレスデンからヴュルツブルクへ 5 月 13 日（火曜）レジデンツ（司教館）③

世界遺産

ドレスデン中央駅から列車を 2 度乗換（ホーフとニュルンベルグ）ヴュルツブルク駅へ行きま
した。（距離で 491Km 所用時間 約 5 時間 24 分）車窓から何処までも平らな大草原が見える大陸的
な風景で、国内では北海道以外あまり見かけない景色です。
「アルトシュタット・ホテル」に荷物を預けた後、ホテル近くでトーストと飲み物の簡単な昼食を
摂りました。その後広壮な「レジデンツ」(司教館)を見学し、更に旧市街を回り「アルテマイン橋」
を通り、その後も引き続き市内見学をしました。夕食は趣のある「ラーツケラー」 (市役所の地下に
ある食堂)で摂りました。

車窓より

レジデンツ遠景
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ラーツケラー

ヴュルツブルク 2 日目

5 月 14 日（水曜）ローテンブルクへ

早朝ＤＢ（ドイツ国鉄）のローカル線快速の「レギオ」に乗車しローテンブルクへ向かいました。
途中スタインナッハで乗換、距離で 69Km、乗換時間も含め所要時間 1 時間 8 分。田園風景を楽しみな
がら中世の街並みがそのまま残り、城壁が街を取り囲んでいるローテンブルクへ到着。城壁の上の通
路から、赤みがかった家々の屋根を見ました。城壁には保護のため世界各地から寄付した人々の名前
が銘板に示されており、日本人の名前も散見されました。再び城壁を降りて市内散策、ガイドブック
に出てくるような街角に出会いました。
昼食は「カフェホテル・ガルニ」でスパゲッティと狩人風ステーキ、飲み物はリンゴジュースと黒
ビールでした。
昼食後は有名な「犯罪博物館」を見学しました。
（入場料 5 ユーロ）
入口の案内文もドイツ語、英語、日本語で表示され、内部は中世の拷問道具や貞操帯等奇妙な器具で
盛沢山です。パンフレットは日本語版もあり充実しています。
ドイツでは、有料トイレが普通ですが、当地では珍しく無料でしかも清潔でした。日本人も多く訪
れる名だたる観光地のせいでしょうか、理由はよく分かりません。
ヴュルツブルクへ戻り、夕食を摂りました。夕食は「すしコーナ」で、てんぷらうどん（中身は四
角い器に入った海老フライのうどん）や巻物等頂きました。

ローテンブルク城壁より

ヴュルツブルクからコブレンツへ

犯罪博物館

ローテンブルの街角

5 月 15 日（木曜）中部ライン川渓谷

④世界遺産

ヴュルツブルク～フランクフルト、マインツ経由コブレンツへ
途中マインツの駅構内で軽い昼食を摂りました。マインツ～コブレンツ間を走る鉄道には、下流に
向かってライン川左岸を走る路線と右岸を走る路線があり、左岸の方が、メイン路線で我々は左岸コ
ースを取りました。ビンゲンから先の車窓からはライン河畔の数多くの古城が川の左右に姿を現し、
途中ローレライの岩山も眺める事が出来ました。そうする間にボッパルトの駅名等確認後しばらくし
て、ようやくコブレンツ駅到着。駅から 10 分程歩き今晩のホテル「ハムホテル」に 15 時前にチェッ
クイン。ホテルで一息ついてから、ライン川沿いをしばし歩き、綺麗な店でコーヒーとサラダの軽食
を摂りました。
更に歩きライン川とモーゼル川の合流点「ドイチェス・エック」まで行きました。背後に「ドイツ
皇帝ヴィルヘルム１世」の巨大な騎馬像が、周囲を睥睨しています。更に足を延ばせば、川向うにそ
びえる「エーレンブライトシュタイン城塞」が眼に入ります。「城塞見学と往復ロープウエイのコン
ビチケット」購入（11.8 ユーロ）し、早速搭乗しました。ロープウエイからの眺めは、素晴らしく先
程の巨大な立像もはるか下方に見えました。城塞見学の途中地元のボランティアと思われる年輩の男
性から、ここで行われる映画祭等のイベントの話もありました。
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ロープウエイを降り少し歩くと、コブレンツ 2 千年の歴史を表す噴水とその説明のための表示板が
ありました。ライン川沿いを 20 分程歩き「地球の歩き方」にも載っている「ワインドルフ」レスト
ランへ向かい、そこで夕食として「ライン」と「モーゼル」の２種類のワイン、お薦め料理、サラダ
等を頂きました。ちょっとしたハプニングはあったものの、22 時過ぎにはホテルへ戻る事が出来まし
た。

ドイチェス・エック

コブレンツ 2 日目

ロープウエイより

コブレンツ 2 千年の歴史

5 月 16 日（金曜）

午前 ＤＢローカル線で、モーゼル川遡上しコッヘムへ 47Km 約 1 時間
コブレンツ発→コッヘム着（古城見学）
・・発→コブレンツ着
コッヘム駅を出てモーゼル川に架かる橋を渡り坂道をしばらく歩くと「ライヒスブルク城」に到着
お城へ続く途中で目にした中央広場のたたずまいも田舎の良さが出て美しく，お城斜面下の葡萄畑も、
見渡す限り下まで続き見事でした。
午後 コブレンツ発→ケルン着 93Km 約 1 時間

ケルン大聖堂 ⑤世界遺産

ケルンで渡辺氏のドイツ在住の妹さん御家族とお会いしました。
フランス映画の影響か? 鍵を鉄橋に鈴なりにぶら下げた橋や周辺を散策後、ケルン大聖堂へ行き 533
段の狭い石段を登りました。近くのお店に寄って、お土産の買い物にも付き合って頂きました。
ケルン駅近くで夕食を「レストラン フリュー」で御馳走になり、夜コブレンツへ戻りました。

鈴なりにぶら下がった鍵

葡萄畑とライヒスブルク城

ケルン大聖堂

ケルン大聖堂をバックに
妹さん御家族と
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コブレンツ 3 日目

5 月 17 日（土曜）中部ライン川渓谷④世界遺産

午前 コブレンツ発→リューデスハイム着 右岸線

64Km 約 1 時間

のんびりとリューデスハイムの町中散策、有名な「ツグミ横丁」を冷やかしました。ゴンドラリフト
（チケット７ユーロ）に乗り展望台「ニーダーバルト」へ上がりました。1871 年のドイツ統一を記念
して、1883 年に建てられた「ゲルマニアの女神」の立派な記念碑が、ライン川を見下ろして立ってい
ます。
昼食はワインハウス「ドロッセルホーフ」で摂りました。午後リューデスハイム～コブレンツ(距
離 60Ｋm,約 4 時間の船旅)を、ＫＤライン観光船でのんびり楽しみました。前日列車から見た時と違
い、ゆっくりした時間感覚と少し異なるアングルで、多くの古城を目にする事が出来ました。尚、Ｋ
Ｄライン乗船代は、
「ジャーマン・レールパス」の料金に含まれています。
船中横にいた自分と同年輩と思われる男性の話「自分は数回この遊覧船に乗っている。若いころミ
ュンヘンに留学していた。カメラポイントも教えてあげる。自分はブルガリア人だ。」等非常に解り
やすい英語で話してくれ、又実際幾つかの古城の解説までしてくれたので、長い船旅でしたが、お陰
で退屈を感ずることなく過ごす事が出来ました。彼は、途中ボッパルトで下船しました。
コブレンツに 18 時過ぎに戻り、和食か中華の店を探すが、すぐには見つからず、やっと「上海大
酒楼」を見つけ早速入りました。質、量並びに値段も手頃で大満足。食事後ホテルへ戻り、明日の出
発の準備をしました。

ゴンドラリフト

ニーダーバルト記念碑

徴税目的で建てられた
プファルツ城

フランクフルト

5 月 18 日(日曜)

午前 コブレンツ発→フランクフルトへ
フランクフルト中央駅到着後、今晩宿泊するホテル「エクセルシオール」へ荷物を預け、市内散策
へ出発。駅から「カイザー通り」を歩いて行くと「フランクフルト歌劇場」や「欧州中央銀行」「マ
インタワー」等今まで各地で見てきた歴史的建築物とは、一線を画する近代的高層建築群を目にしま
した。
「マンハッタン」を文字って「マインハッタン」と呼ばれる所以でしょうか？そのまま進み「ハ
ウプトバッヘ」と呼ばれる中心部に到着。「カフェ・ハウプトバッヘ」で遅い昼食（サラダ 2 種類、
リンゴジュース、リンゴ酒等）摂りますが、名物のリンゴ酒は想像していたものと違い、やや期待外
れでした。
近くに「ガレリア・カウフホーフ」や「マイ・ツアイル」等の大型商業施設の姿も目にする事が出
来ました。渡辺氏が、かってフランクフルトで勤務していた時の下宿近くを、訪問。40 年前と変わら
ない街並みで石造建築のドイツらしい光景を目にし、渡辺氏も青春時代の記憶が、新たによみがえっ
たそうです。
中心部へ戻り「レーマー」
（旧市庁舎）の 2 階の「カイザーザール」(皇帝の広間で歴代皇帝の肖像
画あり)を見学、別室に「アレクサンダー大王とペルシャ軍」との戦いを描いた巨大なタペストリー
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が、ありました。
「ゲーテハウス」は時間外で訪問出来ず、残念。
夕食は「燕京公司」という中華料理店にしました。中国人の団体客が、大きな声を出しながら、ど
っと入って来ました。我々の席近くにアジア系の同年配の夫婦がおられ、目が合い挨拶すると、奥さ
んの話では「私たちは台湾人夫婦で、夫の定年後の旅行で、ドイツの後は東欧へも出かけます。」と
のことでした。奥さんは日本語も少し話され、日本人の青年から習っているとのこと。
私が「店の名前(燕京)は北京の古称ですよね？」と御主人に尋ねると「それは大昔の話だ。」と言い
苦笑いされていました。
確かに「燕」は溯ると戦国時代七強の一つですが、2 千数百年前の話であり確かに大昔の話でした。
ホテルに戻る途中、通りから一歩入ったところでは、ドイツ人にしてはやや小柄な 50 代年配の男性
から「中国人か？」と話しかけられました。日本人だと答えると、カタコトの日本語で「バイクが好
きで自分は熊本にラリーで行った事がある」と話されました。また我々がカメラを持っている姿を見
て、充分注意するようにと言ってくれました。日本人は無防備と思われ、引ったくり等の被害に遭う
人が多いためでしょうか？
近くで大音響が流れていましたが、彼が言うには、日独ハーフの青年が演奏しているとのことでし
た。少し歩いて会場の方へ行って見ると、今まで大きな音量で演奏していた彼が、我々の姿を見かけ
るや、いきなり日本語で政治的な話を始めたので、聴衆の皆が驚いた後、笑い出してしまいました。
我々も彼にエールを送った後、その場を退出するとまた元の演奏に戻ったようです。

銀行街のビル群

フランクフルト

レーマー２階のカイザーザール

２日目

５月 19 日(月曜)

旧市庁舎レーマー

いよいよ帰国へ

フランクフルト空港 11：45 発→ スキポール空港 13：00 着/14：45 発
→ 福岡空港 08：20 着（20 日）
フランクフルト空港で、お土産用にチョコレート等最後の買物をしました。スキポール乗換時また
もや往路同様厳格なセキュリティ・チェックがあり、やれやれという感じでした。

フランクフルト駅

フランクフルト空港で
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帰国

5 月 20 日(火曜)

数時間睡眠後やっと翌朝福岡空港へ到着。
「とうとう帰ってきたね。お疲れ様でした。有難うございました。」と挨拶を交わし固い握手をした
後、渡辺氏はタクシーで、森山は高速バスで各自自宅へ戻りました。
無事に帰国出来たのも、ひとえに渡辺氏の尽力のお陰であり、改めて感謝申し上げます。
様々な場所で、色々な出会いがあり、この旅を忘れ難いものにしています。なかでも、ケルンで渡
辺さんの妹さん御家族から受けた暖かいおもてなしは、いい思い出になりました。
12 日間の旅を終えた後、国を出て初めて日本の長所、短所も客観的に感じる事が出来たと実感しま
した。気付いた点は、多々ありましたが、少しだけ触れます。
①右側通行のため、思いがけない方向から電車やバス、車が出てくる事があり、注意が必要
②鉄道については、改札口が無い、キップに搭乗時の日付記入が必要、列車内では必要最小限の事
項のみ連絡される、駅の相談窓口は、一見無愛想であるが、目的地までの複数コースを例示して
くれる
③ＩＣＥ（日本の新幹線に相当）は、予約無しで乗れるが、勿論予約者があればそちらが優先する
等、日本とは、一風違った取扱に、強烈な印象を持ちました。
歴史的建築物の圧倒的な蓄積に感銘すると同時に、親切なホテル従業員達にも感謝しています。
体力、気力等が衰えなければ、再度の挑戦も有りかな、等と独り夢想しています。
終わりに、この拙い手記を書くにあたり、渡辺氏のメモや、「地球の歩き方」等の資料を活用させ
て頂きました。
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『人生ラスト 10 年問題＝
平均寿命と健康寿命の差』

平均寿命とは 0 歳の子供が何年生きられるか
を示す数値（0 歳児における平均余命）で、日本
は 2012 年に比べ、男性は 0.27 歳、女性は 0.20
歳延びた。2013 年生まれの人のうち 65 歳まで生

1 級販売士

きるのは男性 88%、女性 93.9%、90 歳まで生きる

山路

のも男性 23.1%、女性 47.2％と試算した。厚労

博之

省によると、医療技術の向上などで、がん、心
臓病、脳卒中で死亡する人の数が減っている事
が平均寿命の延びに大きく影響している。同省
は「医療が進歩すれば、さらに平均寿命が伸び

1.はじめに

る余地がある」としている。

私もいつの間にか高齢者の仲間に入り、人生

しかし平均寿命だけが延びる事が本当にめで

の最終コーナーを走っていると自覚し自分の死

たく幸せな事なのだろうか？

を意識するようになってきた。これから果たし

我々が本当に望む事は、死ぬまで健康で元気

て何歳まで生きる事ができるのか？無意識に考

に生きていくことである。いくら寿命が伸びて

えている自分がいる。私の現在の最大目標は 100

も、病気がちで寝たきりや自立度が低下して要

歳迄元気に生きる事。そして最後はピンピンコ

支援・要介護状態で長生きしていても問題があ

ロリ（ＰＰＫ・病気に苦しむことなく、元気に

る。ここに健康寿命という Key Word がある。

長生きし、病まずにコロリと死のうという意味

3.健康寿命とは

の標語）で人生を終える事である。高齢者であ
る現在の私にとっては「健康こそ、最上の宝も

健康寿命とは平均寿命のうち、心身とも自立

の！」と言える。

し健康に生活し、活動的に暮らせる期間、即ち

この自分の寿命については、私を始め誰しも

自分の身の回りの事は自分でできる生存期間と

若い頃から関心を持つ永遠のテーマだろう。私

いえる。何歳まで自分のことは自分でできる生

も若いころから、これから述べる健康寿命につ

活が送れるか！という指標である。

いての知識をもっていれば、何かしら健康への

たとえば、80 歳まで生きたとして、介護に 3

努力をして、現在でも更に元気に若さを保って

年、入院に 3 年を要した場合には健康寿命は 74

いただろうと思う。人間の頭脳も体も含め全て、

歳となる。WHO（世界保健機関）が 2000 年に提

若いころからの鍛錬の継続・積み重ねで現在の

唱した新しい指標で、平均寿命から自立した生

自分が形成されているからである。高齢者の私

活ができない衰弱・ 病気･痴呆などによる介護

は、自分の平均寿命と健康寿命がこれからどこ

期間を差し引いた寿命のことで、寿命を伸ばす

まで伸ばせるか、これまでの自分の生き方の成

だけでなく、いかに健康に生活できる期間を伸

否が試されるだけに大いに関心がある。

ばすかに関心が高まっている。健康寿命が「健
康上の問題で日常生活が制限されることなく生

2.平均寿命について

活できる期間」と定義されているため、平均寿

先日新聞に日本人の平均寿命（2013 年度・厚

命と健康寿命との差は、日常生活に制限のある

生労働者発表）が発表された。その記事による

「健康ではない期間」を意味している。その健

と男性は 80.21 歳、女性は 86.61 歳で、いずれ

康寿命は厚生労働省（2010 年時点）によると、

も過去最高を更新し、男性が初めて 80 歳を超え

男性 70.42 歳 、女性 73.62 歳とされる。平均寿

た。国際的な比較では女性は 2 年連続世界一、

命と健康寿命の差＝不健康期間は、
男性で 10 年、

男性は前年の 5 位から 4 位に上昇した。

女性で 13 年程あるわけで、ここに「人生ラスト

（ちなみに男性の 1 位は香港で 80.87 歳）

10 年」の問題が存在する。数字上の平均寿命が
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伸びても、QOL（生活の質）が低ければ充実した

「人生ラスト 10 年問題」（介護、医療、認知

人生とはいえず、平均寿命より健康寿命を延ば

症）は、筋肉量の減少・筋肉機能の衰え、社会

すことの方に注目が集まっている。今後、平均

的活動・生産的活動が無くなってくると同時に

寿命が延びるにつれてこの差が拡大すれば、健

発生、進行する。毎日の生活習慣、食事や運動、

康上の問題だけではなく、医療費や介護費の増

人々や社会との交流、気持ちの持ち方などで変

加による家計へのさらなる影響も懸念され、健

えられるものなら、それらを実践して、病気に

康に配慮する一方で、こうした期間に対する備

ならない体を作り、毎日を健康で過ごし、ハッ

えも重要となる。疾病予防と健康増進、介護予

ピーに天寿を全うしたい！！

防などによって、平均寿命と健康寿命の差を短
縮することができれば、個人の生活の質の低下

＜健康長寿のコツ＞

を防ぐとともに、社会保障負担の軽減も期待で

① 健康で長生きするための食事をすること

きる。最近は、平均寿命を延ばすだけでなく、

② スロージョギング、メディカル（医学）ウ

健康寿命を延ばし、不健康期間を減らすことが

ォーキング、スロースイミングを続けること

重要であると考えられていて、そのためには早

…足脚などの筋肉・筋力を増量、太りすぎず

い時期から健康な生活習慣を確立し「体のメン

痩せすぎず

テナンス」
「健康増進、発病予防」という一次予

③ 腹の下に座布団をたたんで挿入し背筋運動、

防の考え方を持って生活することが大切な時代

腹筋運動、腕立て伏せ、朝晩各 10 回行うこ

になってきている。

と…筋肉・筋力の衰えを防ぎ、腰痛を防止す

私も生きている間は自分の思い通りに体を動

る

かし、好きな運動を続け、世界中を旅し、病気

④ ヨーガ体操で身体各部位の柔軟性・バラン

に苦しむことなくピンピンと生き、この世を去

スを保つ、呼吸法を意識する…頸椎、腰椎、

る時はコロリ旅立つ」事が理想だ。この事は私

骨盤を整えストレッチ、心身のリラックス

を含め誰もが望んでいることだ。このピンピン

⑤ 家事仕事（料理、洗濯、掃除）や買い物を

が先ほど話した健康寿命、そしてコロリが平均

すること

寿命といえる。

⑥ 外出して趣味の会や地域活動など他人と頻
繁に交流し、会話を活発にすること

4.人生ラスト 10 年問題

⑦ 外食や映画、音楽、美術鑑賞、旅行など社

NHK ラジオ番組（2014 年 5 月）
「朝一番・健康
ライフ」・「人生 10 年問題とスロージョギング」
を引用すると、厚生労働省 2010 年発表の健康寿
命は、男性が 71 歳、女性は 74 歳となって、平

会活動をすること
⑧ 本や新聞を読む、書く、学ぶなど知的活動
をすること
⑨ お酒をほどほどにたしなむこと、ワインを

均寿命と比較すると、男がおよそ 10 年、女がお
よそ 13 年程短くなっていて、医療や介護などに
お世話になり自立した生活を送れない期間とな

飲むこと
⑩ 庭造り、家庭菜園、日曜大工、仕事やボラ
ンティアなど生産活動をすること

っている。女が 3 年も長いのは、骨粗しょう症

⑪ 定期的に人間ドックを受けること…血中ア

や認知症にかかりやすいのが原因の一つと考え

ルブミン値が高いこと、総コレステロール値

られている。

が高すぎず、低すぎないこと

人生ラスト 10 年問題には 3 つの節目がある。
1)歩けなくなる 2）食べられなくなる

3）認

知症になることがあげられ、多くの患者をみて
いると、歩けなくなる、食べられなくなるとい
う順を追って、認知症になる人が多くいる。
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＜ウォーキングの効果 ＞

・かかとが地面についたときの反動を使って、

ウォーキングは健康寿命を伸ばし自分も家族

前に弾むようなイメージで足を前に出す（足

も幸せ！

を後ろに蹴り出さない）

人全体の筋肉の 7 割を占めるのが下半身の筋

④足の向き：

肉で、ウォーキングをすることで下半身の筋力

・2 本のレールの上を走るイメージで（関節の

維持に役立ち、日々のウォーキング習慣が全身

負担が減る、歩幅は狭く）

の筋力を減らさない事にも役立ちます。

・疲れにくいうえ足腰を痛めにくく骨格や姿勢

また、食べたり飲んだりするのは舌の筋肉が

を正しく保ったまま走れる

必要で、舌の筋肉は腕の筋肉量に左右されるこ

⑤ 呼吸：

とがわかってきました。骨格筋の量が減ると、

・口を開けて、呼吸は自然のままに

舌の筋肉量も減ってくることが科学的な検証で

・息が乱れたらペースを落とす

わかっており、ウォーキングなどの運動を心が

⑥ 腕ふり：

けることにより骨格筋の量も減らさずに済んで、

⑦ 走り終わった らストレッチ：

結局飲み込みなどの機能維持にも役立つのです。

・気にしない

・全身の緊張を解きほぐし、ストレスを解消し、

ウォーキングで歩き続ける事は、食べ続ける事

全身の血行を良くして副交感神経の働きを活

にもつながり、認知症にも有効なことがわかっ

発にしたり頭をすっきりさせる効果もある。

ています。

⑧運動量：
・時間で管理：決して無理せずまず 15 分から。

＜スロージョギングのコツ >

・「1 分走る+1 分歩く」を繰り返しても OK

① 走るペース：

・1 日 30 分、週 3 日でも効果あり。理想は、週

・走る距離やスピードより、大切なのは「笑顔
が保てるニコニコペース」

180 分（日に 30～60 分）
⑨雨の日は、スローステップ運動も大きな効果

・主観的運動強度に基づくペース管理、笑顔が

（膝痛が治る）

保てるペース

スロージョギング、スロースイミング、メデ

・鼻歌が歌える、おしゃべりができる

ィカルウォーキングは、筋肉・筋力の減少を防

・速く走る必要はない

ぎ、70 歳、80 歳、90 歳代まで、安全に健康的

→ ニコニコペースの内容：

に楽しめます！！

ア. スピードを上げると、乳酸が多く溜まる。

5.健康長寿のノウハウ

イ. 乳酸を溜めながらも、一定時間走れる。

健康長寿のコツは前項で述べたが、健康で長

ウ. 疲れたら休みをとりながら繰り返せば

生きするには常日頃から病気にならないよう予

かなり長く走れる

② 背筋は伸ばし、あごを上げて：

防に努めるのが最善の道であるとする考えや行

・あごを引くのではなく、あごを上げて走る

動、ノウハウが昔から紹介されている。
（例えば

・胸郭が開き、腹筋を使えるようになるので呼

貝原益軒の養生訓）

吸が楽になりますし、

それらは全部正しいし実績をあげている。第

・背筋が伸び足を引き上げやすくなるので動き

３者の我々はそれら全部を一度には実行できな

やすくケガもしにくくなる

い。その中から現在の自分に合って良いと思う

③ 着地：

ノウハウ、実行できるコツを選んでまず実行す

・足の指の付け根あたりで着地（かかとに衝撃
がかからない）

ること。そして長く続ける事が一番大切だと思
う。何でも「継続は力なり」で、一過性では効

・歩幅は自然と小さく。あまり前に足を出さず

果は期待できない。

に、自分の真下に足をつく
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基本的に健康を規定するのは

以上は若い時、中年の時なるべく早い時期から

① 日常の生活習慣 ＝50％

始め、長く続ければ効果はてきめん,シニア世代で

② 環境の役割＝20％

実行してなかった人達との差が大きな違いとなっ

③ 遺伝の役割＝20％

て出てくる。

④ 保健医療の役割＝10％と言われている。

6.高齢化社会の老化とサクセスフルエイ
ジング・アンチエイジングについて

例えば重複するかもしれないが下記が紹介さ
れている。
（重複項目は誰もが認める効果大のノウハウと

人間は誰も高齢になると身体的な老化現象は、

いえる）
①運動・ストレッチ・ジョッキング等の有酸素
運動、筋力トレーニング、バランス運動（片
足立ち）
。高齢者の方はともかく歩くこと（廊
下でも部屋でも OK）
。趣味をもち頭や手足を
使うこと。
②カロリー制限・腹八分目を心がけ、炭水化物
や脂質を減らして黄緑色野菜や果物を多く
とる。魚類と野菜多く摂ること。よく噛んで、
食べ過ぎないこと。
③ご機嫌・ストレスを溜めず、リラックスして
笑顔で過ごす。気配りを忘れず、周りの人と
の会話を楽しむこと。なるべく聞き上手に。
④その他

1）１日 2 リットルの水を飲む

2）

睡眠は 1 日 7 時間以上 3）ワインをグラス 1
～2 杯 4）腹式呼吸。
各種健康増進法の内、これは良い思った事を一
つ～三つ程から始めること。

遅かれ早かれ訪れ避けられないものだ。そして
人間は等しく死を迎える。老化は男性は 30 歳代
から始まっている。しかし老化や死は止める事
ができなくても遅らせる事はでき、それを実行
すれば上手に歳をとる事が出来る。
健康長寿のノウハウを継続的に実行し、アン
チエイジングを心掛けてきた人々にはサクセス
フルエイジング(成功した歳のとり方)が可能だ。
我々のまわりには同じ年齢・年代でも人によっ
て老化が進んでいる人もいれば歳のわりには、
若々しい人もいる。「とてもそんな歳には見え
ない」「肌のつやが違う」「姿勢がピンとして
いる」「脳が若い」「いつまでも生き生きして
いる」等と人から言われるように歳をとること
が『サクセスフル・エイジング』であるといえ
る。同義語でアンチエイジングと言う言葉もあ
るが、その目的は「いつまでも元気でいる事」
でサクセスフル・エイジングと同じだ。

●日常の生活習慣
＊ゆっくり食べようよく噛んで、

現在まで特に健康長寿のノウハウを実行して

腹八分目で箸をおく

こなかったシニアの人でも、エイジング（歳の

＊お魚と大豆製品欠かさずに、

取り方）のポイントがあり、今からでもできる

野菜果物バランスＯＫ

事を実行する事が大切で、高齢になっても衰え

＊ 毎 日 歩 こ う 30 分 、 足 腰 き た え て 長 寿 へ の 道

の少ない体作りや健康な心と体を維持する事を

＊早寝･早起き、タバコは吸わない、

日ごろから心がけるようにすることが大切だ。

お酒もほどほど健康の秘訣

サクセスフル、成功について大切な事は、自

＊頭を使ってボケ防止、毎日明るく夢を持て

分の周りの人との調和を大切にして目標を持ち、

＊眠れない、食欲がない、元気がない、

少し高みを目指すような生き方を心がけること。

心の風邪か

まず相談

第二の人生において、生きがいや目標をもちそ

＊ストレスためずによく眠り、過労をさけて休養を

れらが達成できた時には、幸せや達成感が得ら

＊うがい･手洗い習慣付けて、

れる。

防ごう風邪やインフルエンザ
＊あなたの健康家族の宝、すすんで健診、自己管理
＊いつでも何でも相談できる、
かかりつけ医を持ちましょう
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シニアがいつまでも元気でいるためには！

③食べることだけが楽しみ！？
歳をとってくると「食べることだけが楽しみ」

①元気でいるためには精神的要素が大切！

と栄養のバランスを考えずに自分の好きなもの

高齢になるにつれ筋肉が痩せ・骨が弱り・足

ばかり食べている人もいる。しかしながら健康

腰が弱り、そして転びやすくなってきたり、と

と免疫を保つためには私たちは食事に神経を使

体は衰えてくる。それを防ぐためには普段から

わなければならない。

の運動こそが大切だ。しかしながら運動するに

④アンチエイジングの実現

は無意識ではできない。
「運動するぞ！」という

アンチエイジングの実現には脳と体に適度で

意識をおこさないとアンチエイジングにとって

無理の無い負荷をかけ続けることがポイントに

大切な運動という行動がおこせない。

なる。私たちの行動の大元は意志＝メンタルが

②アンチエイジングは脳機能から

支配している。

筋肉や骨の衰えばかりでなく、見る、聞くな
どの機能も加齢と共に衰えていく。老化や衰え

「キレイでいたい」
「元気でいたい」と思うこと
こそがアンチエイジングの原動力になる。

を『
「あきらめ」としてとらえるのか』と『積極
的にとらえて人生をより良く過ごすためにどう
すれば良いのか考えるのか』
、では脳の神経細胞
の活性化＝アンチエンジングは大きく違ってく
る。
体も動かし体全体の血の巡りを良くして、さら
に頭＝脳を良く使い脳神経細胞を活性化するこ
とで脳の機能障害、脳の老化予防環境が図れる。
お年寄りの死亡原因の一つに【脳の血管障害】
があるが、まさに老化に消極的な生き方をして

7.終わりに

いるとその様な状態になりやすくなる。

最後に日野原重明氏（1911 年生・聖路加国際
メディカルセンター理事長等）の「若々しい老
い方」をご紹介したい。
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『人生の賞味期限』

が、たまには博多風美庵の「苺一笑」を食べ楽
しんでいる。

1 級販売士

未来創造には「気づき」と「笑う」ことが必

ユーモアコンサルタント

須条件となり、アッ！エッ！と気づき、そして、

佐田

プッ！と笑った瞬間に人間はまだまだ成長する

智彦

のだろうと考える。
昨年暮れのこと、冷蔵庫の大掃除中にお土産

笑生の笑涯現役におけるキーワードは、
「P（ﾋﾟ

で頂いた「南紀しそのビン缶詰」が奥から出て

ﾝ）・P（ﾋﾟﾝ）・E（笑顔で）・K（ｺﾛﾘ）」であ

きた。賞味期限は 2006 年 10 月と明記されてい

る。

る。

これには何よりも、人が建つ（立つ）肉体的と、
心が康らかで精神的な両方が備わったいわゆる

早速、お父さん食べてみてと命令口調で指示

「健康」で生き続け、またお引き取りの際には

がきた。我が家の厳格な掟では指示には絶対逆

人生に対して大満足の笑みを浮かべるというこ

らえない。万一逆らへでもしたら、先般お馴染

とである。

みのサラリーマン川柳が発表されたが、「妻不
機嫌 お米とみそ汁 おかずなし」では済まさ

「笑う脳には、福きたる」の言技があるよう

れず、おまけに笑酎までも笑略されてしまう始

に、「ユーモアと笑い」に広く世間様と関わり

末で、耐えるに耐えられない苦痛を味わうこと

ながら、勤酒中の酒業中の自己ﾙｰﾙを確りと守り、

となる。

活き活きと、上機嫌のシャワーを浴びるが如く、
溌溂颯爽と百花繚乱の人生をこれからも謳歌し

目をつむり食べてみたが、異常さを感じず生

たい。

本物の「笑味機嫌」は、これからの人生だ！

命への恐怖感はひとまず去りほっとしたところ
である。お陰でいまこの原稿に取り掛かれてい
る喜びを噛みしめている。
学生の販売士講義でも、生鮮食品など安心し
て食べられる期間には「消費期限」、加工食品
など美味しく食べられる比較的長期間は「賞味
期限」だと説明する。
サラリーマン川柳には毎回ユーモア溢れる迷
作に、お菓子を美味しく噛みしめながらの上機
嫌の笑生だが、新人類高齢者もこれからの 健
康・気分転換には、なにごとにも「上機嫌に振
舞う」ことがとても大切だと思う。
人生、第四コーナーを迷走中の笑生の「正味
起源」は、「一期一笑」をモットーとしている。
消費期限切れの人生を見直し、日々馬の如くム
チうたれ、昭和 19 歳の笑生も悲鳴をあげている
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『販売員を始めたキッカケはいろいろあ
ります』

20 歳で人生を変えようと転職のキッカケは
「お客様」という存在に興味を持った事でした。
アルバイトになり、たとえ給与が下がり賞与な

3 級販売士

んかなくてもと、接客の勉強の為だけに販売店

佐野

の面接を必死で受けている自分がとても不思議

初美

でしたが 2 店目で合格しここで出会った店長さ
んが販売士でした。店長さんは 3 級と 2 級の試
験や活動の話をよくされており、筑豊地区での
皆様こんにちは。お元気ですか。今年の総会

販売は競争が激しく難しいようでした。

や納涼パーティに参加させて頂きました佐野で
す。お陰をもちまして楽しい時間を過ごさせて
頂く事ができました。

次の職場は大卒の方が多く、ギリギリで合格
しました。ココは会社。大卒ってそんなに良い
のかっていつも心の中で思っていました。
「君の

私は 10 代の半ばから 15 年近く仕事をもち続

出身（大学）はどこなの？」と聞かれても自分
の説明が面倒でした。経営を出て IQ が普通のレ

けています。
勉強嫌いではなかったのですが、学校の席に

ベルを越え過ぎている方もいました。本部には

座る時間がもったいなく、逆に集中できず短時

販売士テキストを一度も開く事なく試験一発合

間で一気に大量のレポート処理をし、週末に授

格したバイヤーがいる事も知っていました。

業やテストの為博多の高校へ通い、当時は大検
や行事等へ参加し単位を増やしていました。

私は営業に向いていないし経営の頭もありま
せん。社交場とは知らずに出向けば知り合いか

高卒資格だけでなく、手に職をという事で社

ら怒られました。「ちゃんとしなさい。」自分が

長さんの勧めもあり、技士の資格取得を目指し

飼っているペットと同じで、怒られている理由

日々仕事に励む一方で、作業員だとお客様の様

すらわかりませんでした。でも学習能力はある

子や細やかな要望が見えません。受付は居眠り

といわれていました。入社後 4 年目に販売士テ

をしたり、ピントのずれたクレームを私たちに

キストを本屋で見つけて、半年間自宅で勉強し 3

伝えていました。接客をまともに勉強したこと

級を取得しました。
「国家試験でなければ何の役

のない私は技士の資格を将来もつ事ができたと

にも立たない。」と両親は腹を立てていました。

しても、あまり仕事をする意味が無いのではと、

この会社は 5 年で絶対に転職しようと決めてい

徐々に熱意を失う自分に気が付きました。

ました。退職の 2 カ月前に社内正社員募集の話
がきて、3 名のうちの 1 人に選ばれたのですが、
協定が終わると雇用条件が大幅に変わると感じ
たからです。先の見えない道なんて怖くて歩け
ない。本当は道ではないのかもしれないと思っ
ていました。
転職後しばらく戻ってきなさいといわれまし
たが、さらに半年経つと生活の行方すらわから
なくなっている人が出ており、この時に初めて
自分で選んだ販売士という資格をもち、他社へ
の転職ができた事をありがたく感じました。
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街中で雛祭りが始まっていました。私はお客
様の案内やお茶の用意をしていました。仕事に

病院通いが始まりました。自宅で治したはず
ですが職場に着くと足の裏まで紫色に腫れ続け、

慣れるまで会長さんがお声を掛けて下さったり、

結果何度も周囲に迷惑をかけてしまいました。

皆へ歌を披露して下さったり和やかな日々でし

退職後現在の会社から声が掛かり、1 年で右足の

た。
「2 階まで親切な案内をありがとう」という

靭帯も完治し、正社員としての人生がスタート

お客様の声がとても嬉しかったのを今でも覚え

し 5 年が経ちました。

ています。たった１人で次のお客様来るのを階
段の下で待機するほんの数分の事でした。全て
の窓は閉め切り状態の中、強い気圧のようなも

入会後格別のご配慮を頂き心から感謝申し上
げます。今後ともよろしくお願い申し上げます

のを感じた次の瞬間背中を軽く何かに押され右
足首を痛めていました。すぐに店長さんと連絡
を取りましたが、本当に誰も通るはずのない時
間でした。後ろの応接室の奥に、とても大きな
先代さんの肖像画が一枚ありました。掃除中に
本当に生きた人に見えるなぁといつも思ってい
ました。でもその一枚は人であり人でない…。
「絵画は何かを語る」といいます。

＜編集後記＞
今号は、力作揃いで会報史上最多ページ数を更新、編集をしながら一足早く
拝読して楽しませていただきました。投稿ありがとうございました。
早いもので夏も終わり、小売店はすっかり秋の装いとなりました。この季節
の変化を販売士的視点で感じつつ、秋の味覚も堪能したいと思います。
次号は 2 月発行予定です。たくさんの投稿お待ちしています。
（Ｎ）
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□□□

お知らせ

□□□

福岡販売士協会・現況報告
◆九州販売士懇談会イン大分
日

時：平成 26 年 11 月 8 日（土）14 時～

場

所：ホルトホール大分 404 会議室

行

事：第１部－講演会

会員状況（平成 26 年 9 月 1 日）
正

会 員

第２部－流通施設

見学会 第３部－懇親会

◆平成 27 年新春懇談会

賛

日

時：平成 27 年 1 月 17 日（土）14 時～

場

所：福岡商工会議所・地下 B1－a 会議室

支
部
別

◆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/

内

福岡販売士協会のこれまでと現在の活動状況

訳

8８名

１級販売士

6７名

2・３級販売士

18 名

登録講師

3名

助

会

員

3社

福岡

6８名

宮崎

2名

大分

6名

熊本

2名

鹿児島

6名

佐賀

4名

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。

福岡販売士協会役員体制（平成 26 年～27 年度）
会

長： 栗川 久明（事務局兼務）

◆会報の原稿を募集しています

副 会 長： 廣瀬 紀子（広報担当）

・5 月・9 月・2 月に発行、締め切りは前月末

副 会 長： 中村 純治（研修担当）

・題名自由、1,000～1,500 文字位、顔写真添付

副 会 長： 小関 芳紀（企画担当）

・パソコンで、Ｗｏｒｄやテキストメモなどに

副 会 長： 八尋 晃仁（総務担当）

入力したものをメールで下記に送信ください。

理

事： 岡野 利哉（研修委員長）

理

事： 毛利 裕之（研修副委員長）

理

事： 横山 修二（企画委員長）

理

事： 廣瀬 兼明（企画副委員長）

◆ご意見は下記の連絡先までお願いします

理

事： 中野 法子（広報委員長）

○福岡販売士協会･会長 栗川 久明

理

事： 西

・手書き原稿郵送でも OK です
栗川 久明（事務局） ： fukumae@zenno.jp

〒810-0055 福岡市中央区黒門8-38-402

珠子（広報副委員長）

理

事： 長沼 玲子（総務委員長）

TEL/FAX：092-725-6200

理

事： 礒道 友紀（総務副委員長）

携帯電話：090-7753-8018

監

事： 森山 正夫

Eメール：fukumae@zenno.jp

監

事： 箱森 哲則

○福岡販売士協会･宮崎支部長 岩切寛文

顧

問： 福生 和彦

Eメール：teliosu.kitudoi@miyazaki-catv.ne.jp

顧

問： 濱村 昌男

○福岡販売士協会･大分支部長 溝部敏勝

顧

問： 渡辺 芳雄

顧

問： 高田 暢夫

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
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