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今年は思いがけず早い秋の訪れとなりました

が、会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。 

 

毎年の恒例行事である、「春季流通施設見学会」

および「夏季研修会」が熱く盛り上がり、興奮冷

めやらぬまま終了しました。 

各々の様子について、担当役員よりご報告させ

ていただきます。 
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理事（研修委員長） 

１級販売士     

岡野 利哉   

 

 

１．はじめに 

福岡販売士協会では、会員各々の知識・技術の

向上を目的とする自主事業の一環として、「流通

施設見学会」を行っております。今日まで、メー

カーや卸売商および小売商を主として様々な業

種・業態を見学・視察させて頂きました。 

今回は、流通施設という分野ではございません

が、「南福岡自動車学校」の企業理念・経営方針

および顧客に視点をおいた販売促進課の実施す

る様々な取り組みは、流通施設の戦略と通ずるも

のがあると察し、見学先と設定しました。 

 

２．概 要 

期  日：平成 27 年 6 月 6 日（土） 

集合場所：西鉄電車「下大利駅」13 時 40 分集合 

見 学 先：南福岡自動車学校 

福岡県大野城市下大利３－２－１０ 

電話：０１２０－２０１－３７３ 

反省会：魚民（下大利東口駅前店）会費 4,000 円 

参加者：見学会 12 名 反省会 11 名 

栗川久明、廣瀬紀子、小関芳紀、八尋晃仁、 

長沼玲子、岡野利哉、横山修二、森山正夫、 

箱森哲則、山路博之、中島良一、小野村聡太郎 

 

３．スケジュール 

14:00～15:00 ① 会社説明 

代表挨拶・企業理念・目指す姿・かめライダー誕

生秘話・活動実績・質疑応答 

15:00～15:30 ② グループ会社紹介 

15:30～15:40 休憩 

15:40～16:20 ③ 施設案内 

16:20～17:00 ④ 販売促進課の取り組みについ

て・質疑応答 

 

４．内 容 

 ① 会社説明 

代表挨拶・企業理念・目指す姿・かめライダー誕

生秘話・活動実績・質疑応答 

南福岡自動車学校 代表取締役 江上 喜朗様 

 

最初は、「代表挨拶」であるが、司会者の申し

訳なさそうな表情で「事情により代表不在」との

伝達があり、代わりに、早速、南福岡自動車学校

のイメージキャラクターである「かめライダー」

の登場で始まった。 

かめライダーの「チャオ！」というおちゃらけ

た挨拶に、代表不在を告げられて拍子抜けした表

情の我々も、ついとっさに「チャオ！」と返し、

同時に、会場内に笑いが生じ、とても和やかな雰

囲気での始まりであった。（この時は、まさか、

かめライダーの正体が代表取締役の江上喜朗様

であることを知る由も無かった私たちである。） 

かめライダーが登場し、挨拶は「チャオ！」。

様々な情報が無数に飛び交い、そのほとんどが聞

き流され、見逃され、脳裏に残るものは、ほんの

僅かなものだけという今の世の中、「伝えたいこ

とほど工夫する」というかめライダーの名言が今

なお頭に残っている。（奇抜な姿で変な挨拶をす

るキャラの登場に、そもそも注目度が高い！ だ

からこそ、その発言には、しっかりと耳を傾けら

れ、印象に残るのである。） 

では、自動車学校の「伝えたいこと」は何なの

か？ それは、もちろん、「安全運転の方法・大

切さ」である。しかし、昔ながらの教育業的な側

面から、これらを教習するだけでは面白くない。

どうせ学ぶなら、様々なことを学び、新しいこと

春季流通施設見学会 

見学会について 

報告します 
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を知り得る喜びを感じさせ、また、教習生同士や

教官との出会いの場を楽しませ、さらには、教習

の費用面を負担してくれる保護者や、お世話にな

る周囲の人々への感謝の気持ちも培うサービス

業的側面も持ち合わせ、伝えていく学校でありた

いと、かめライダーは言う。（南福岡自動車学校

の企業理念「感性あふれる“ひと”を創る」） 

また、一般的な自動車学校では、入校から卒業

までの感情の変化（涙・感動・笑い・楽しさ）は、

それほどあるわけではなく、せいぜい仮免許取得

や卒業時のみであろう。南福岡自動車学校では、

その入校から卒業までの感情を「最大限にグラン

グランに揺さぶってやろう！」とかめライダーは

言う。その手段としての策（入校時の色診断、100

円カフェ、ケーキバイキング、冗談交えた講習、

脱出ゲーム的な問題解決学習、ゴロ合わせによる

暗記法など）が４０～５０あるという。 

「運転の方法・大切さ」の教育だけに留まらず、

自動車学校としての域を大幅に逸脱した教育を

行うことにより、「感性あふれる“ひと”を創る」

ことができている南福岡自動車学校では、卒業時

には、ほとんどの教習生が、教習費を負担してく

れた保護者に対して有難うとの手紙を記すとの

こと。そして、その手紙は、学校側が責任を持っ

て保護者に届けるとのこと。今では、その我が子

からの手紙に対し、南福岡自動車学校への御礼の

手紙が届くという。ここまでやっている自動車学

校は、いったい他にあるのだろうか・・・。 

 

 

 

 

 

② グループ会社紹介 

（事故なき社会株式会社・ 

一般社団法人 安全運転推進協会） 

一般社団法人安全運転推進協会 理事 宮崎渉様  

 

一般的な

自動車学校

は、免許取得

を最終目的

とし、取得す

れば終わり

である。しか

し、南福岡自

動車学校は、

そうではない。既取得者を対象に様々な取り組み

を行う以下のグループ会社があるとのこと。 

■事故なき社会株式会社 

http://www.anzenkyouiku.jp/ 

ドライバー育成のための教育研修の企画・実施 

事故防止コンサルティング業務 

安全運転にかかわる器具・装置（適性検査、管理

システムシミュレーター等）の開発、販売業務 

■一般社団法人 安全運転推進協会 

http://safe-driving.or.jp/ 

交通安全普及のための啓蒙について 

（代表理事松永勝也のＫＭ理論） 

安全運転の定量化を！（安全運転能力検定・自転

車検定） 

 

 ③ 施設案内 

上記①および②の説明内容が非常に興味深く、

それに対する質疑応答が予定時間内に到底収ま

らないという状況下に陥り、結果として「施設案

内」を省略し、「質疑応答」の時間延長へと予定

変更した。また、実施できなかった「施設案内」

については、また後日でも再訪問にて対応して頂

けるとの連絡を受けた。 

 

 

 

 

 

座右の銘   代表取締役 江上喜朗 様 

・全てを自責とする  ・物事は全て表裏一体  ・最後にカメは勝つ！ 
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④ 販売促進課の取り組みについて・質疑応答 

南福岡自動車学校 販売促進課 中山 勇介様 

              川﨑  薫様 

「目に見える営業スタッフはいませんが、“心

に寄り添う”見えない営業がいます」と販売促進

課の中山様は言う。 

入校を考え始めた人からの資料請求の対応に

始まり、個々人に最適な教習プランの提案、入校

後は卒業までの担任インストラクター制、さらに

加えて各種学内イベントと、卒業の日までしっか

りとエスコートすることが職員の使命だとのこ

と。いきなり商品を売るのではなく、個々のニー

ズに合った商品プランを提案し、その中から納得

して選んで頂き、契約へと進めていく「丁寧な顧

客応対」が口コミとなって新たな入校生につなが

るという。 

 

また、情報が溢れる現代の世の中、普通の広報

宣伝では埋もれてしまい、まったく効果が無いと

いう。目立つこと、変わったことをしないと無意

味ということで、南福岡自動車学校では、駅に設

置する看板にもジョーク交えの面白い看板を設

置したとのこと。今や、スマホでツイッターやラ

インで繋がり合う若者は、面白いものや気になる

ものを見つけると、つい撮ってシェアし合うもの

である。この看板も、若者の目にとまり、ネット

上でシェアされ反響がすごいという。 

現入校生を大切にすることで、その口コミで新

たな入校生の獲得へと繋がり、工夫を凝らした看

板は、撮られてシェアされて、勝手にどんどん広

報宣伝されていくという南福岡自動車学校の販

売促進の姿は、非常に上手く興味深いものであっ

た。 

５．見学会を振り返って 

 

流通施設の動向や進展に関しては、普段から当

たり前のように視野に入り、大概のものを把握し

てきたつもりであるが、「自動車学校」という分

野は、完全に視野から離れ、無意識的に度外視し

ていたのかもしれない。 

そもそも私自身が自動車学校に通っていた頃

を振り返ってみれば、どこの自動車学校も営業活

動やサービス面の向上を、行っていたのかもしれ

ないが、到底、それが見えないレベルのものであ

った。当時は、第２次ベビーブーム世代が免許を

取得していた頃であり、しかもモータリゼーショ

ンが進展しつつあり、誰もが自動車を運転する時

代になりつつある頃であったため、自動車学校は

何の営業もしなくても教習生が自然と集まって

いたのかもしれない。 

そういう目線で自動車学校を見つめ続け、時代

が変わった今、ふと視界に入ったのが南福岡自動

車学校であった。今回、見学会として訪問させて

頂き、小中高校の教員顔負けレベルの教育指導方

法や授業展開術、教材開発、さらに、ゆるキャラ

ブームの現代、自動車学校にだってイメージキャ

ラクター（かめライダー）が居てもおかしくはな

い！ でも、サービス面の拡充として 100 円カフ

ェやケーキバイキング等、ここまで教習生の授業

外の校内生活を充実させてくれる自動車学校は、

他にあるのだろうか。そもそも、自動車学校に「販

売促進課」という部署があること自体が驚きであ

った。まるで、流通施設同様の顧客対応・サービ

スを確立している点に、目から鱗であり、今回、

見ること、知ること、教わること、全てが驚きの

連続であった。 

参加者一同、他の自動車学校には無いであろう

取り組みの数々に圧倒され、興味・関心を抱くと

いうより、抱き過ぎ、本来の予定時間を大幅にオ

ーバーしても質疑応答が収まらない状況であっ

た。 
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見学会終了後は、「魚民下大利東口駅前店」に

て反省会を開催し、終始見学会の話で持ちっきり

で、「凄かった！」、「驚いた！」、「参加して良か

った！」、「久しぶりにこんなに活力のある企業を

見た！」等の感想・意見が飛び交っていた。そし

て、これから先、さらに進歩していくであろう南

福岡自動車学校の姿と取り組みを、引き続き見つ

め続けるとともに、ぜひとも応援していきたいと

いう意見が出ていた。 

最後になりましたが、今回の視察に対し、快く

受け入れを表明頂き、事前打ち合わせからご準備、

そして当日の内容設計・実施に至るまで、事細か

くご配慮頂きました代表取締役の江上喜朗様、販

売促進課の中山勇介様をはじめ、南福岡自動車学

校の職員の皆様方に熱く御礼申し上げます。あり

がとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 7 月 18 日（土）福岡商工会議所にお

いて第 14 回夏季研修会が開催されました。 

参加者は 17 名（栗川、中村、小関、八尋、廣瀬

（紀）、長沼、横山、毛利、森山、箱森、福生、

濱村、渡辺、三崎、中島、小野村、戸田）で昨年

度の研修会と同じでした。 

ちょっと学んで、ちょっと呑んで楽しい一日で

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

1級販売士  

中村純治 

 

 

 

夏季研修会 

研修会について 

報告します 
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１．第一部講演会 

（１）開会宣言 

毛利理事の開会宣言にて、講

演会が始まりました。 

 

 

 

 

 

（２）栗川会長の開会挨拶と講師紹介 

栗川会長より、今年度の

活動実績や今後の予定に

ついての挨拶の後、講師で

ある中村副会長の紹介が

ありました。 

 

 

 

講師紹介： 

大手家電メーカーや大手半導体メーカーのエ

ンジニアを経て、2007 年に中小企業診断士とし

て開業。福岡県の商工会で経営窓口相談や経営革

新計画の作成支援に携わった後、2010 年より

（独）中小企業基盤整備機構九州本部にて企業の

モノづくり支援・経営支援に携わっている。 

経営戦略・知財戦略・技術戦略・経営組織・管

理会計・マーケティング戦略等を中心とした技術

経営（MOT）分野に強みを持つ。特に研究開発部

門や生産工程部門の支援を得意としている。 

 

 

 

（３）講演会  

 

「社会人大学院とマーケティング戦略」 

講師：副会長 中村純治 

 

１．なかむらってどんな人 

私の社会人としての前半 30 年は企業努めでし

た。一つ目の企業は会社更生法を適用して倒産し

ました。そこで「企業ってつぶれるのだなあ」と

改めて認識しました。 

二つ目の企業は仲間と創業を経験しました。そ

の後「不渡り手形を掴む」という経験もしました。

そして会社を任意整理しました。 

三つ目の企業は、帰郷後九州で急成長中の企業

に就職をしましたが、生産工場の海外移転にあい

やむなく退社を致しました。 

この不幸な経験を活かしたいという思いで、現

在の経営を支援するという道に入ったのです。そ

して 10 年が経ちました。 

 

 

２．なかむらの職場って どんなところ 

 現在、経済産業省の所管である(独)中小企業基

盤整備機構で経営支援を担当させて頂いていま

す。それと同時に、中小企業大学校直方校や人吉

校で講師を務めさせて頂いています。 

 「(独)中小企業基盤整備機構ってどんなとこ

ろ？」と思われている方が多いので、「窓口相談

からまちづくり・中心市街地活性化支援」までの

12 の業務内容をお話させて頂きました。 

＊＊＊ 会次第 ＊＊＊ 

司会  研修副委員長 毛利裕之 

◆第一部 

 挨拶・講師紹介 会長 栗川久明 

 講演「社会人大学院とマーケティング戦略」 

         副会長 中村純治 

◆第二部 

 挨拶と乾杯  副会長 小関芳紀 

 締めの挨拶  副会長 八尋晃仁 
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３．社会人大学院って なあに？ 

 社会人大学院とは、既存の大学院に社会人が通

学しやすいような設備、施設、構成を用意してい

る大学（大学院）です。 

例えばこんな専門職大学院があります。 

○法科大学院・・・法曹養成に特化した実践的な

教育を行う大学院。修了者は新司法試験の受験資

格が与えられる。 

○会計大学院・・・財務会計の専門職大学院で、

修了者は公認会計士試験の短答式試験の一部科

目が免除される。 

○MBA 大学院・・・日本や海外の MBA（Master 

of Business Administration）を取得し企業経営

のプロをめざす大学院。 

○MOT 大学院・・・技術を含めて総合的に経営

管理を行い、経済的価値を創出していく経営の知

識を学ぶ大学院。 

○教職大学院・・・高度な専門性と実践力を身に

つけたスクールリーダーの養成を行う大学院。 

○臨床心理系大学院・・・臨床心理士を養成する

大学院。修了すると臨床心理士資格試験の受験資

格が与えられる。  

その他にも、公務員など行政に携わる者を対象と

する公共政策系大学院、医療経営や保健・医療分

野における専門家養成を目的とする医療・公衆衛

生系大学院、さらに看護・福祉系大学院、理工系

大学院、芸術・家政系大学院などがあります。 

 

 

 私は山口大学大学院技術経営研究科を卒業し

て「技術経営修士」という学位を授かりました。

そして、海外の大学（バンドン工科大学）の短期

留学まで経験させて頂きました。 

 この経験は私の一生の宝物です。「今日まで人

生に忘れてきた勉強」を取り返した気持ちです。

社会人大学院入学・通学は、けしてハードルが高

いとは言えません。「頑張ろうという気持ち」が

必ず道を開いてくれます。 

 

 

４．「マーケティング戦略」について 

 社会人大学院の授業は平日の夜か土日になり

ます。その決められた時間の中で、一定の科目と

単位を取得しなければなりません。 

 大学院は大学と異なって、学ぶところではなく

研究するところです。従ってレポートの提出とそ

の発表に追われる日々です。 

 私が卒業した MOT 大学院は MBA 大学院の理

科系版と言われています。従って技術に関する履
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修科目が大半ですが、中には財務に関するものや

マーケティングに関するものもあります。今回は

販売士協会の研修会と言うこともありましたの

で、「マーケティング戦略」の履修科目を、どの

ようにしてレポートを作成していったかのお話

としました。 

 

 

おわりに 

 販売士の方達とは 10 年来のお付き合いとなり

ます。しかし、自分のことをあまりお話しする機

会はありませでした。このような場をお借りして、

自分の足跡が整理出来たことに感謝いたします。 

 少しでも皆さんのお役に立てたと信じて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．懇親会 

懇親会は小関副会長の挨拶と乾杯で始まりまし

た。暫く懇談した後、希望者のスピーチが開催さ

れました。いつもながらの一言は楽しく拝聴させ

て頂きました。 

 

 

（１）小関副会長の挨拶と乾杯 

 

 

（２）八尋さんのスピーチ 

「飛蚊症に・・・国内線改修は 3 年ぐらいで・・・」 

 

 

（３）濱村さんのスピーチ 

「78 歳依然と元気です。人と交わることが健康

の秘訣です」 
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（４）横山さんのスピーチ 

「中三の時、東京オリンピックでした。今度は

70 歳で東京オリンピックです。老後の楽しみ？」 

 

 

（５）中島さんのスピーチ 

「近日中、会社は吸収合併、娘は福岡の大学に

入学、九州に戻りた～い。」 

 

 

（６）森山さんのスピーチ 

「若年性認知症が増えています。ストレスは適

度にあったほうがよい」 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）三崎さんのスピーチ 

「皆さんの認知症予防にために、今から文字と

色のテストを開始しま～す！」 

 

 

（８）渡辺さんのスピーチ 

「ビルの空き室率と家賃が下がる閾値には関連

性があります。博多ビルは・・・・」 

 

 

（９）長沼さんのスピーチ 

「介護などで多忙ですが、販売士の会計の仕事

は続けます。人との接触が大事です。」 
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（１０）戸田さんのスピーチ 

「人口増加と商店街衰退とは関係がありません。

犬の散歩でウオッチングしています。」 

 

 

（１１）小野村さんのスピーチ 

「子供の通信簿のお話です。強い親父を目指し

ます。」 

 

 

（１２）福生さんのスピーチ 

「「おもてなし」と「おひとよし」の話です。日

本人は「おひとよし」では？」 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１３）箱森さんのスピーチ 

「体育部長をしています。そして地域の問題に

取り組んでいます。人と人の繋がりが・・・」 

 

 

（１４）八尋副会長の締めの挨拶 

「博多一本締めで・・・ヨー」 

 

 

 

 

（１５）毛利理事の閉会の言葉 

「ひとを増やし、刺激合う関係で・・・」 

 

 

 

 

今回も楽しい研修会でありました。 
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会長 

1級販売士 

栗川 久明 

 

 

恒例の納涼ビアパーティが 8 月 22 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 12回目になります。 

長崎から冬木繁雄・吉岡英春さん、熊本から白

石慎二さんの遠方組と地元福岡からの栗川久

明・八尋晃仁・横山修二・岡野利哉・福生和彦さ

んの 8名にご参加いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。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 5名で博

多駅のカラオケ店シダックスで二次会を行い、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納涼ビアパーティの開催 
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「クレーム処理の思い出」 

 

 

会長  

1級販売士  

栗川 久明 

 

 

私は昭和 40 年（1965 年）に会社に入社し、技

術部門・循環ポンプ開発グループに配属されまし

た。 

当時の冷暖房設備は、現在のような冷・温風に

よる冷暖房システムではなく、冷・温水による冷

暖房システムが主流であり、冷・温水循環ポンプ

の需要が多くありました。 

入社後 3年間は冷・温水循環ポンプのシステム

実験とクレーム処理が主な仕事でした。 

冷暖房システムを自分で組み立て、冷暖房シス

テムや循環ポンプの問題点を見つけ出し解決す

ることでした。これらの経験で冷・温水循環ポン

プのクレームがありますと、市場に出掛けてのク

レーム処理を任されました。 

冷・温水による冷・温水暖房システムには、冷

水を作る冷水機・温水を作る温水ボイラー・冷・

温水を冷・温風に交換するファンコイルユニッ

ト・冷・温水を循環する循環ポンプ等で構成され

ていました。これらを組み合わせていろいろな

冷・温水暖房システムを組み上げて実験していま

したので配管作業等はベテランになっていまし

た。 

また、実験では配管をできるだけ耐熱性の透明

チューブで配管し、冷・温水暖房システムの循環

水量・循環水温度・配管内圧力・配管内空気溜ま

り等の関係をチェックしながら、冷・温水暖房シ

ステムや循環ポンプの問題点と解決策を検討し

ていました。 

 

 

 

一般家庭用で使われている冷・温水冷暖房シス

テムの配管は密閉式ではなく開放方式で、シスタ

ーン（シスターンタンクとも呼ばれ、補給水を貯

めておく水槽のことです）で空気と接触していま

した。 

 

当時の冷・温水による冷暖房システムのクレー

ムのうち 90％は「冷・温水が循環しない」という

ことでした。 

水の性質として温度が上昇してくると循環水

の空気含有量が少なくなり、配管内に空気を放出

してきます。この空気が冷暖房システムの配管内

を循環し、山型配管内に空気が滞留し冷温水循環

がロックされ「冷・温水が循環しない」というク

レームになります。そのため配管時に山型配管に

ならないように傾斜をつけ空気溜まりが出来な

いようにします。どうしても山型配管になるとこ

ろには空気抜き弁を取付けて配管内のエアーを

排出します。 

個人宅の冷・暖房システムクレームの場合は、

私自身で配管の傾斜確保のため山型配管の手直

し、または山型配管部に空気抜き弁を取り付けて

対処しました。 

業務用の大きな冷暖房システムクレームの場

合は、パナソニックグループの冷暖房機器担当事

業部から技術者が集められ対策をいろいろ検討

しました。結局、私が提案をしました、配管の傾

斜確保のため山型配管の手直し、または山型配管

部に空気抜き弁を取り付けて解決することが多

かったと思います。 

上記のクレーム処理で何回か会社トップにお

礼状をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

会員投稿 
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『南アフリカ長時間飛行の旅』 

 

 

顧問  

１級販売士  

福生 和彦 

 

 

喜寿を迎え最後の長距離旅行を試みた。行く先

は第一目標を南アフリカの喜望峰、第二目標をザ

ンビア・ジンバブエのビクトリア滝に定めた。理

由はヨーロッパとアジアを大西洋、インド洋で繋

ぐ喜望峰（大西洋、太平洋で繋ぐ南米チリ―のホ

ーン岬は探訪済み）と世界三大瀑布のビクトリア

滝（米国・カナダのナイアガラ滝、アルゼンチン・

ブラジルのイグアス滝は探訪済み）が秘境探訪を

やっている小生にとって最後に残された場所な

ので敢えて訪ねた訳である。此の為に某旅行会社

の格安ツアーを探し 5 月 30 日に福岡空港を出発

した。参加者は成田発 22 名、名古屋発 2 名、大

坂発 1 名、福岡発 1 名の総勢 26 名（男 16 名、女

10 名）でそれぞれが往きは香港に集合し添乗員と

合流、帰りも香港で解散することになっていた。 

これから記すことは目的地の観光見聞ではな

く、これまでの旅では経験しなかった出発地空港

から目的地空港までの乗り継ぎによる長時間飛

行の道のりである。現在、日本―南ア（ケープタ

ウン若しくはヨハネスブルグ）間には直行便はな

い。 

 

「往路」 （ ）内は日本時間 

5月 30日  

16：40福岡発 ドラゴン航空（ＫＡ０３８１便） 

19：10 香港着（20：10）日本との時差１時間    

乗換待ち時間 4時間 45分 

5月 31日  

23:55 香港発  

南アフリカ航空（ＳＡ０２８６便）（00：55） 

07：30 ヨハネスブルグ着（14:30） 

日本との時差７時間   

乗換待ち時間 2時間 35分 

 

10：05 ヨハネスブルグ発  

南アフリカ航空（ＳＡ０３２３便） （17:05） 

12：15 ケープタウン着（19：15） 

 

◎福岡―ケープタウン間飛行時間 19 時間 15 分 

乗換待ち時間 2 回 7 時間 20 分 

合計 26時間 35分 

 

「復路」（ ）内は日本時間 

６月５日 

13：15 ビクトリアフォール発  

南アフリカ航空（ＳＡ００４１便）（20：15） 

日本との時差７時間 

14：55 ヨハネスブルグ着（21：55） 

乗換待ち時間 2 時間 5 分 

17：00 ヨハネスブルグ発  

南アフリカ航空（ＳＡ０２８６便）（24：00） 

６月６日  

12：25  香港着（13：25）日本との時差 1 時間   

乗換待ち時間 2 時間 30 分 

14：55 香港発  

キャセイ航空（ＣＸ０５１０）（15：55） 

17：00 台北着（18：00）日本との時差 1 時間   

乗換待ち時間 1 時間 50 分 

18：50 台北発  

キャセイ航空（ＣＸ０５１２）（19：50） 

21：30 福岡着 

 

◎ビクトリアフォール－福岡間飛行時間  

18時間 50分 

乗換待ち時間 3 回 6 時間 25 分 

       合計25時間 15分 

 

以上の通り往復とも出発地空港より目的地空

港に着くまで 24 時間以上機中と空港に居たわけ

で、それも満席で座席の狭い窓側のエコノミーク

ラスでの老体には酷な長時間の空の旅でした。更

に喜望峰、テーブルマウンテンでの初冬の寒い強

風に曝されながらの長時間の山歩き、ビクトリア

滝でのずぶ濡れになりながらの長時間の滝の淵

巡り、もし家内が同伴していたら大変なことにな

っていたでしょう。 
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『2015ニッポンの元気シニア世界遺産 

紀行  中国編（その３）』 

～東北・華北・華中・華南・西南エリア～ 

                          

1級販売士  

山路 博之 

 

 

  

 

１ はじめに 

2011年から始めた私の現在の生きがいであり、

ライフワークでもある世界遺産の旅は今年で５

年目を迎えた。2015年は、昨年 2014年の中国・

西北エリア・シルクロードに続き広大な中国のそ

れ以外のエリアの世界遺産を 29日間（7月 6日か

ら 8月 3日まで）、駆け巡ることにした。中国は

面積で日本の 26倍もあり、アメリカ合衆国とほ

ぼ同じでとにかく広いし、人口も 13億 6千万と

世界一だ。私が今回の旅でまず何が印象に残った

かというと、広大な面積と人口の多さで、私はそ

れを実感しつつ、呆れ果て最後には正直辟易した。

また昨年は中国のシルクロードという、極端に言

えば砂漠と禿山の茶色一色の地域の旅であった

が、今年はそれとは反対に緑一色の地域の旅で、

私は中国の全く違う両面を旅したことになる。 

短い期間で広大な中国を廻るには、時間が惜しく

て鉄道とバスで移動しながら車中泊するしかな

い。私は行程の半分の 14日間は車中泊をしたが、

全部座席指定で座ることができたのがせめての

幸いだった。 

そんなハードスケジュールに加え、私の旅行は

7月・8月の中国で最も暑い夏の時期で連日 40度

前後の猛暑、地域によっては湿度が高く、日本で

は経験できない悪環境の中での旅だった。そんな

条件のもと、休日なしで毎日早朝から夕方まで歩

きながらの世界遺産の見学・そして世界遺産であ

る高い山々への登山(泰山・峨眉山・黄山・万里

の長城など)、夜は次の目的地への移動と正直言

ってこんな苛酷な旅は初めてだった。しかし旅行

中至る所で中国の若い学生達や大学の先生方と

の交流があり、彼らの助けやアドバイスを得て無

事予定通り帰国できた。瞬く間に 29日間が過ぎ

去った。 

現在日中関係は政治的には厳しい関係が続いて

いるが、国民レベルでは、彼らが私に対して示し

てくれた親切と友情は政治関係とは全く反対で

嬉しかった。私は昨年と今年の中国の約 2か月間

の旅で少しは中国のことが理解できたと思うし、

これからの中国の話題に更に興味がわくだろう。

以下今年の旅を簡単にご紹介したい。 

 

２ 私の利用した交通機関と旅行ルート 

日本と中国往復は今年も昨年同様 LCC(格安航

空会社)の春秋航空(中国)を利用。佐賀空港発・

上海 IN-OUTとした。今年の航空運賃は片道 3000

円と昨年の 2倍であったが、運賃とは別建てで徴

収される燃油サーチャージ(燃料油価格変動調整

金)が昨年に比べ安くなり、往復運賃合計は昨年

の 2万円から今年は 1万 6千円弱であった。 

中国国内移動では、今年も列車と長距離バスを利

用した。問題はその切符が現地で購入できるかど

うかだった。列車はいつも満席で、切符はすぐ売

り切れるからだ。予定した列車やバスの切符が購

入できないと、あらかじめ決めていた日程の変更

をせざるを得ない。最終的に 3回ほど当初の日程

を変更せざるを得なかった。その点寝台バスはお

客が多いと、2台、3台と増便し、折角のビジネ

スチャンスを逃さない商魂はお客にも歓迎され

ている。 

列車は今年も中国の一般の人達やローカルの

人達が利用する快速（Kナンバー）を利用。その

内寝台列車・バスは 4泊だけベッドで横になれた

が，他の 10日間は日本でいう急行列車の普通座

席で座って眠る日々が続いた。私としてはもっと
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寝台列車を利用したかったが、切符購入が不可能

で、ほとんど売り切れていたからだ。 

列車による普通座席の車中泊も 3日連続が限度で、

夜行列車で早朝目的地に着き、日中は猛暑の中、

朝から夕方まで休みを取らず毎日約 10時間程観

光のためほとんど歩き、夜の列車で次の目的地に

移動する強行日程だと、4日目はさすがの私もベ

ッドで横になりたくなるので宿で泊まるように

した。狭い 3人用座席の車中で眠るために、アル

コール度が 57％もある強い中国酒を煽って、酔い

にまかせて眠るようにした。 

このような強行日程をせざるを得ないのは、中国

領事館から 30日間の VISAしか貰えなかったため

だ。広大な中国をくまなく廻る為には、仕方なく

移動しながら眠る方法が一番効率的だからだ。そ

のためには自分の疲れや体調は考慮の対象外だ

った。 

宿泊は基本的にユースホステル（11泊）を利用。

YHがない所（3か所）は安いホテルを利用した。

YHは一般的に 1泊千円以下、ホテルも 2千円位で

ある。YHはほとんど中国人の若者達が利用してい

たが、時にはヨーロッパのフランス、スペインの

若い男女と一緒の部屋に泊まることもあった。YH

を利用するとホテルに泊まるのが、いかに無駄で

味気ないものか分かった。列車やバスの寝台料金

は、大体 100元＋α（2000円＋α）だ（クラスや

距離によって異なる）。 

 

■私の具体的移動ルート（数字は移動距離・所在

省と地名（日本語・中国語の発音） 

 

上海浦東国際空港（バス・約 100㎞）⇒蘇州（江

蘇省・そしゅう・スゥチョウ）⇒（列車・約 1100

㎞）洛陽（河南省・らくよう・ルオヤン）⇒嵩山

（すうざん・ソンシャン）⇒（バス往復・45㎞

x2）洛陽⇒龍門石窟（バス往復・12㎞ x2）・洛陽・

列車約 1080㎞）太原経由平遥（山西省・へいよ

う・ピンヤオ）平遥⇒（列車・435㎞）大同（山

西省・だいどう・ダートン）雲崗石窟（バス往復・

15㎞ｘ２）⇒（列車・372㎞）北京（ぺきん・べ

イジン）万里の長城（慕田峪長城）（バス往復・

70㎞ x2）・明十三陵・（バス・50㎞ x2）⇒（列車・

703㎞）瀋陽（しんよう・シェヤン）⇒（列車・

400㎞）大連（だいれん・ダーリェン）⇒（バス

往復・45㎞ x2）旅順（りょじゅん・ルーシュン）

⇒大連⇒（バス・816㎞）天津（てんしん・ティ

エンジン）⇒（列車・430㎞）泰山（たいざん・

タイシャン）⇒（バス・93㎞）曲阜（きょくふ・

チューフー）⇒（列車・360㎞）⇒鄭州（ていし

ゅう・ジョンジョウ）（黄河遊覧区・バス往復・

30㎞ x2）⇒（列車・511㎞＋842㎞＝1353㎞）西

安経由成都（武侯詞博物館・杜甫草堂）⇒（バス・

150㎞）楽山（四川省・らくさん・ｒラ―シャン）

（楽山大仏）⇒（バス・20㎞）峨眉山⇒（鉄道・

963㎞）昆明（石林風景名所区・バス往復 100㎞

x2）⇒（鉄道・518㎞）麗江（雲南省・れいこう・

リージャン）⇒（バス・518㎞）昆明（雲南民俗

村・雲南民俗博物館・バス往復 8㎞ x2）⇒（鉄道・

1408㎞）桂林（広西チワン族自治区・けいりん・

グイリン）（漓江下り・船 83㎞）・陽朔（ようさ

く・ヤンシュオ）（バス・65㎞）⇒桂林⇒（鉄道・

822㎞）南昌（江西省・なんしょう・ナンちゃん）

⇒（バス・180㎞）景徳鎮（江西省・けいとくち

ん・ジンダージェン）⇒（バス・150㎞）黄山（安

徽省・こうざん・ホアンシャン）（安徽省・西逓

村・バス約 40㎞ x2）・黄山市⇒（バス・85㎞）

黄山風景区⇒（バス・220㎞）杭州（浙江省・こ

うしゅう・ハンジョウ）（杭州西湖の文化的景観）

⇒（バス・202㎞）上海浦東国際空港 

2015年は以上のルートで中国を旅したが、全行程

距離は約 13450㎞

（鉄道 10,215㎞、

バス 3240㎞他）、

昨年中国・シルク

ロードを約 12000

㎞旅したので、合

計 25450㎞中国を

旅したことになる。

中国は広大で、私

は一つの大陸並の

大きさだと思って

いる。 

 

 

＜大連の街角で蓮の花売り＞ 

＜陶器の街・景徳鎮のホテルで・

中国の幼稚園の先生達と＞ 



 

- 16 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 中国の世界遺産 

中国の世界遺産数は 2015年現在 48ヶ所(文化

遺産・34、自然遺産・10、複合遺産・４)とイタ

リアの 52ヶ所に次いで世界第 2位である。私は

そのうち 2015年は 20ヶ所、2014年の 14ヶ所（シ

ルクロード中心）と合わせて計 34ヶ所訪問した

ことになる。ちなみに日本の世界遺産数は 2015

年現在 19ヶ所（文化遺産 15ヶ所・自然遺産 4ヶ

所）である。 

 

■2015年・私が訪問した中国の世界遺産 

●文化遺産(16ヶ所)：蘇州の古典庭園（江蘇省・

水の都に残る風情ある名園群） 

＊京杭大運河（けいこうだいうんが） 

北京から杭州までを結ぶ、総延長 2500㎞に及ぶ

大運河・610年に完成・蘇州は運河に囲まれた白

壁の家並みが映える，江南古典庭園都市である 

＊龍門石窟（りゅうもんせっくつ） 

河南省・5千年の歴史を数える悠久の古都・洛陽

郊外にある仏教文化を伝える多彩な彫刻群。敦

煌の「莫高窟（ばっこうくつ）」、大同の「雲崗

石窟」と並んで中国３大石窟の一つ。現存する

石窟数は 2345個、仏像数は 10万体にものぼる。

唐代仏教彫刻の傑作である石窟・高さ 17mの廬

舎那仏座像（るしゃなぶつざぞう）が有名 

＊「天地之中」歴史建築群 

河南省・山岳

信仰の対象

となる五岳

の一つ嵩山

の山岳にあ

る漢代より

清代までに

たてられた 11ヶ所の歴史的建造物。禅宗と少林

拳発祥の地「少林寺初祖庵、少林寺塔林」を訪

問 

＊古都平遥（ことへいよう） 

山西省・西周代以来約 2700年の歴史を有し、明・

清代の雰囲気が漂い、当時の町並みを残す城壁

都市で明代の 1370年から建造された城壁（周囲

は 6.4㎞、高さ 8～12m）が完璧な状態で残って

いる。 

＊雲崗石窟（うんこうせっくつ） 

山西省・大同市郊外にあり北魏の築いた巨大仏

像が鎮座する仏教遺跡で、全長約 1㎞にわたる

石窟群には 5万 1千体もの仏像がある。敦煌の

莫高窟、洛陽の龍門石窟と並ぶ中国三大石窟の

ひとつである 

＊北京の明・清王朝皇宮（故宮） 

北京の中心部にあり、かって紫禁城と呼ばれ、

皇帝の威光を象徴する絢爛豪華な宮廷建築群で

約 72万㎡の広大な敷地に約 800棟の建物（9000

室の部屋）が連なり 1420年完成、以降最後の皇

帝溥儀（ふぎ）が廃帝となるまでの約 500年間

に 24人の歴代皇帝が、ここで即位し政治を行い

居城とした。現在故宮博物院として一般に公開

されている 

＊頤和園（いわえん） 

北京市・12世紀以来の歴史があり、1888年、西

太后が巨費を投じて改修し愛した清王朝を代表

する 290万㎡の広大な宮廷庭園で贅を尽くした

夏の離宮跡 

＊天壇（てんだん） 

北京市・15世紀に明、清王朝の皇帝が天を祀り、

五穀豊穣の祈りを捧げた祈祷の場所 

＊万里の長城 

東の山海関から西の嘉

峪関まで約 3000㎞、二

重三重になっている部

分や分岐行路を含めた

全長 6000㎞を超え。現

存する長城は主に明代

に築かれた。北京郊外の

主な長城には 70㎞郊外

の八達嶺長城（はったつ

＜黄山の水墨画的風景 

    （世界遺産）＞ 

＜嵩山・少林寺武術館演武庁にて＞ ＜万里の長城（北京近郊・慕田峪長城）＞ 
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れい）、70㎞郊外の慕田峪長城（ぼでんよく）、

120㎞郊外の司馬台長城（しばだい）があるが、

私は観光客で溢れる八達嶺は過去行ったことが

あり、今回は混んでない慕田峪に行く。起伏の

険しさが特徴でロープウェィを利用して登り、

全長 2250mを登り降りする。 

＊明十三陵（みんじゅうさんりょう） 

北京郊外・明朝 16皇帝のうち 13人の皇帝が眠

る墓群で明の繁栄を物語っている 

＊瀋陽の明・清王朝皇宮(故宮)と福陵と昭陵 

遼寧省・瀋陽故宮は清朝太祖により 1638年完成。

八角二層の大正殿は漢族・満州族・蒙古族・3民

族の特徴を兼ね備え、中国少数民族の地方政権

の宮殿である 

＊曲阜（きょくふ）の孔廟・孔林・孔府（三孔） 

山東省・儒教の祖・孔子生誕と終焉の地に残る

祠廟と墓所 

＊古都麗江（ことれいこう） 

雲南省・約 800年余りの歴史をもつ古い町並み

が残り、少数民族ナシ族が多く暮らす 

＊安徽省南部の古村落・西逓（せいてい）村 

西逓は 900年以上の歴史を持ち、明・清時代に

建てられた中国の伝統的な家屋が残る古村落・

宏村は南宋代以来の歴史があり、明・清時代の

旧建築物が現存。 

＊杭州西湖（こうしゅうせいこ）の文化的景観 

浙江省・「天に極楽、地に蘇・杭（蘇州・杭州）」

と称された、宋代から続く中国随一の景勝地で

周囲 15㎞に西湖十景と呼ばれる名勝地の美しさ

は有名。 

 

●複合遺産(3ヶ所)： 

＊泰山（たいざん） 

山東省・秦漢時代より信仰の対象として、皇帝

が天地を祀る儀式「封禅」を行った神聖な山。 

標高 1524m、中国の名山「五岳」の中でも代表格

で、私は約麓から頂上までの 7000段の階段を 1

日かけて登り降りする。 

＊峨眉山（がびさん・アーメイシャン）と 

楽山大仏（らくさん・ラーシャン） 

四川省・峨眉山は中国仏教四大名山のひとつの

聖地で、美しい眉を思わせる山並みからその名

がつけられたという。2世紀以降多くの寺が、建

立された。主峰は約 3100m。古来より仙境（仙人

の住む場所）と称えられている。 

＊楽山大仏（らくざんだいぶつ） 

世界最大の石刻座像の磨崖

仏（まがいぶつ）3つの川の

合流付近にあり、氾濫や水難

事故を鎮める目的で、唐時代

の 713年に発願され 90年の

年月を経て完成。大仏の高さ

は約 71m、顔の長さだけで

14.7mもある。 

 

＊黄山（こうざん） 

安徽省・山水画を思わせる景観が広がる仙境の

地で 1800m級の峰 3座を含む 72の奇峰が林立し

ている。黄山を代表するのは「奇松、怪石、雲

海、温泉（これを黄山四絶と呼ぶ）」４つの要素

が複合して独特の景観をつくり古くから多くの

文人を魅了）。私は水墨画で見た絶景を思い出し

ながら、天都峰（標高 1810m）に登る。 

 

●自然遺産(1ヶ所) 

＊中国南部のカルスト 

雲南省の石林（せきりん）、貴州省の茘波（れい

は）、重慶市の武隆（ぶりゅう）の 3か所にある

7つの保護区 

私はその内「石林イ族自治県石林風景名所区」

に行く。カルスト地形で、後期古生代の地殻変

動により、海が隆起して石灰質の岩面が地表に

露出し、風雨による浸食や地震によって削られ

たことで出現 

 

 

４ 私がこれらの世界遺産を訪問して感じ

たこと 

 

（１） 

中国の世界遺産に行き、見学するには大変高

い移動費用と見学料がかかる。特に、山登りを

した峨眉山、黄山、泰山の入山料が、日本人の

私でさえバカ高いと思われる入山料を請求さ

＜成都近郊・楽山大仏 

（世界遺産・世界最大の磨崖仏）＞ 
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れた。例えば峨眉山。私は夕方の列車時刻まで

時間があるので、麓からバスで終点まで行って、

またバスで下山しようと思い出発する。すると

途中のゲートでバスは泊まり、ここからは入山

料が必要だという。幾らか聞くと 185元（3700

円）という。今までほとんどの世界遺産や観光

地で、70歳以上は FREE（無料）だったので大

変助けられてきたが、70歳以上なので無料で

は？と言うと「お前は CHINESE（中国人）でな

いので通常の大人の価格だ」という。私は高い

入山料を払ってまで、それ以上登山する気は無

く、バスを乗り換えて下山する。その途中の万

年寺という別の入口で、同じように 70歳以上

だがと言ってパスポートを見せると、ここでは

FREE（無料）だという。これ幸いと入山するが、

同じ山なのに最初の入口では請求され、ここで

は無料だったが何故だろう思った。後日ある中

国人にこの話をすると、多分請求したのは

LOCAL GOVERMENT(地方政府)が管理し、無料な

のは CENTRAL GOVERNMENT(中央政府)が管理し

ているからだろうと言った。しかし不思議に思

ったのは、峨眉山に何台ものバスで溢れんばか

りの中国人観光客が、なぜ高い入山料を払って

まで登っているのだろうと思ったことだった。

彼らはバスの後は頂上まではこれまた高いロ

ープウェィ代を払って登ることになる。彼らは

ただ素晴らしい景色を楽しむためだけではな

く、仏教の聖地であるために登っているのでは

ないか？強い信仰心があるからでは？と思っ

た。 

黄山では入山料は230元（4600円）だったが、

窓口の女性にパスポートを見せ 72歳だと言う

と免票・FREE（無料）ですと言われた。しかし

黄山に登るにはロープウエーを使用せざるを

得ず、片道 10数分で 90元（1800円）も徴収さ

れ往復で 3600円も払った。鉄道やバスで 10時

間乗車できる運賃と同等で、それに慣れていた

だけに、バカらしく思った。ここでも頂上まで

の狭い登山道を登る人、下山する人でまるでラ

ッシュアワーの駅のようで自由に歩けない。下

から頂上を見ると、ジグザグの道に人間の列が

延々と続いている様子が見える。 

一般の中国人達は、こんな高い入山料を払って

まで黄山に登るのか、ここも世界遺産というお

墨付きのある場所でもあるからだろう。黄山は

観光客が高いお金を払い、きつい思いをして登

っても価値がある人気の観光地なのだ。 

泰山は中国五大名山の筆頭で道教の総本山。封

禅（ふうぜん）の儀式が行われたところで有名。

封禅とは秦の始皇帝をはじめ歴代の皇帝が即

位したとき、皇帝の正当性を示すために天地を

祀る儀式のことだ。私は途中の天外村までバス

で行き、そこから標高 1545m玉皇頂までのぼり、

下りは歩いて下山する。入山料は 130元（2600

円）だったが、70歳以上で無料であった。私が

登った日は日曜日であったが、麓から何台もの

バスが途切れる事なくピストン輸送するほど、

多くの中国人観光客であふれかえっていた。 

私が驚いたのは頂上から麓まで、幅 5m程の石

段が切れ目なく続いていたこと。漢代の武帝の

時代（2100年前）に建造されたのではと思われ

るが、昔の中国は万里の長城といい、永遠に残

るスケールの大きい凄い建造物を作ったのだ

なと感心した。今回の中国世界遺産では 1日か

けて登る山々を 3山も登り、本当に疲れた旅で

あった。 

 

（２）万里の長城（慕田峪長城・ぼでんよくちょ

うじょう） 

北京郊外の有名な八達嶺長城は 15年前に行

ったことがあり、今回は慕田峪長城に行くこと

にした。ガイドブックにはローカルバスで行け

ると書いてあり、私の主義として自分で苦労し

ながら一人で行くことにした。バスのターミナ

ルに行くが関係者をはじめ誰も慕田峪行のバ

スについて知らなかったので、一人で行くこと

は諦め、結局翌日宿で手配してくれたバスツア

ーに参加する。ツアー代 280元（5600円）に現

地のロープウェィ 100元（2000円）を入れると

高い観光料になった。しかし約 1000段の階段

を登り降りしながら見る壮大な風景そしてそ

んなに多くない世界から来ている観光客との

会話や交流で楽しい有意義な時間を過ごすこ

とができた。 
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（３）桂林・漓江（りこう）下り 

私の今回のハイライトである桂林・漓江下り

は、中国の歴史的文人を唸らせた天然の山水画

の景色を TVなどで見ており是非参加したく、

事前に日本からインターネットで切符の予約

をした（350元＝7000円）。 

桂林を南北に流れる漓

江とそれに沿ってカルス

ト地形特有の山々が連な

る水墨画のような風景を

堪能したかった。しかし

ここは世界遺産にはまだ

登録されていない。 

 

 

外国人観光客は私の倍程の費用を払って参

加しているので、桂林市から 30㎞ほど先の出

発地点・竹江埠頭への送迎バス等いたれりつく

せりだが、私は個人で参加しているので、宿か

ら竹江埠頭までどうして行くか頭を悩ませた。

直接行く路線バスは無く、タクシーしかないが

100元以上かかるらしい。私はチケット受取時

に日本語が話せる中国人スタッフに相談する

と、彼は明朝自分のスクーターで竹江埠頭まで

乗せて行ってあげると言ってくれた。その代り、

インターネットの同社ブログに良いコメント

を書いてくれと言われ快諾する。翌朝約 1時間

近くかけて無事到着し彼にチップをあげ礼を

言う。漓江下りは素晴らしく、船上でオランダ

人やイギリス人家族、日本人観光客と様々な会

話を交わしながら 5時間ほどの船旅を楽しむ。

漓江下りの到着点・陽朔（ようさく）から桂林

へ路線バスで戻り夜の列車に間に合った。 

 

（４） 

世界遺産の観光に入場料がかかるのは理解

できる。しかし、それが日本人の私にとっても

高いと感じるが、国民の平均収入が日本人の数

分の一といわれる一般の中国人は更に高いと

感じるのではないだろうか？特に観光地の物

価は目に余るものがあった。例えば万里の長城

（慕田峪）の麓でのレストランで昼食をとりビ

ールを注文したら、その値段が普通１瓶６元

（120円）の所、５倍の３０元（600円）もし

た。2000m級の山の上での価格なら、麓から苦

力が商品を担いで運んだりしているのを見て

いるので理解できるが、車で運べる所での暴利

には憤りを感じた。だからガイドは観光地に入

る前に、安いスーパーの前でバスを止めここで

飲物や食料を調達するようアドバイスしてい

た。 

特に私の場合、中国通貨・元と円との両替レー

トが 2014年には 1元＝約 18円（手数料含む）

だったのが、2015年 7月には円安の関係で 1元

＝約 20円に上昇し、現地の商品価格は値上が

りしていなくても、私には昨年より 1割以上 UP

しており、食事や飲物など常に日本での価格と

比較しながら、中国の物価は安くない、むしろ

高いと感じつつ購入したものだ。それが 8月に

入り中国人民銀行が人民元の引き下げを実施。

「基準値」US$=6.4043元と設定。元安ドル高で、

1か月遅く 8月に旅すれば少しは違ったのでは

と感じているのは、私が販売士のせいだからだ

ろうか。 

 

（５） 

私が観光地や市街地で感心したのは中国の

美化運動だ。私がシルバー人材センターで公園

等の清掃をしているのでつい目につくわけだ

が、専任の清掃員が数名ユニフォームを着て路

上のゴミを掃いて美化に取り組んでいる。 

従って、観光地や街中の路上は日本並みの綺麗

さだった。 

 

（６） 

私が今回の旅で特筆したいのは、多くの若い

中国人学生に巡り合い、彼らに助けてもらった

ことだ。学生たちは９月からの新学期前の夏休

みを利用して、旅行していたのだ。私は宿で、

また移動中に、観光中に、彼らに積極的に話し

かけ、どこから来て、どこの大学で何を学んで

いるのか質問したり、また旅行の情報交換をし

あった。 

＜桂林・漓江下りの船上で 

  山水画の景色を楽しむ＞ 
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彼らは概して英語が話せ、下手な人はそれなり

に一生懸命に答えてくれる。男女数十人と話し、

私が日本人であることに、多くの中国人若者達

は興味を持ってくれた。日中の政府間は、現在

あまり良好な関係ではないが、一般国民は政治

とは別でお互い仲良くすべきだと話す若者も

いた。 

 

（７） 

また昆明から寝台列車で桂林迄行く時、英語

の上手なインテリ風の男性がいたので、1人子

政策や中国の現状等いろいろ話したが、あなた

は英語が上手だがお仕事は何ですか？と聞く

と自分は大理大学の英語の先生をしていると

の事。彼に中国の大学状況について聞く。現在

中国で高等教育機関は約 2600校以上あり、そ

の内大学・短大の数は 1900校程との事。毎年

700万人程卒業しているので、総学生数は 3千

万人程いるのではとのこと。彼の大学も 3万人

の学生がいるとの事。中国の高校生は卒業して

50％近くの学生が上の高等教育を目指すらし

い。大学も大学評価ランキングが発表され，A

クラスの大学は清華大学、北京大学、浙江大学

など 30校ほど、次に Bクラスの大学が 100校

程あるとのこと。問題は卒業時の就職で、人気

のある仕事は政府や官庁の役人とのこと。 

当然、仕事につけない学生たちも出ていること

が高学歴社会の問題で、そのため大学入試は全

国一斉に行われる一度の試験で、希望する大学

に入学できるか決まるらしいが、それも問題で

大学改革や改善が進められているとのこと。そ

の後、杭州で旧友ご夫妻に会う。彼は 4年前ま

で九大大学院に留学し、私がご夫妻に日本語を

教えていた。現在彼は浙江大学の准教授（海洋

学）だが、二人とも以前の山路先生と生徒の関

係で接してくれてうれしかった。彼とも中国の

大学についていろいろ話し合う。やはり中国で

は理工系ノーベル賞受賞者が現在皆無で、日本

とは大違いでお互い問題点を話し合った。私は

彼にノーベル賞を狙えるほどのイノベーティ

ブ（革新的）な研究をしてくださいと言うと苦

笑いをしていた。帰国後も数人の学生と英語の

先生ともメールで連絡しあっている。 

中国の観光地で感じたのは、1人や少人数で

済む仕事を複数や多くの人達が携わっている

ことだ。それも若い多分学卒と思われる男性た

ちが、外から見て何をしているのかわからない。

立って観光客を見ているので警備かもしれな

いし、客から質問があれば答えるのかもしれな

い。私が思うに、日本だと会社など、まず職務

分析を行い適正な人員配置するのが普通だが、

私がそこで感じたのは、中国では余った人達が

いるから彼らをとにかく働かせるために、必要

でもない仕事を特別に作ってやろうとしてい

るのではないかという事。これが正しいかどう

かわからないが、外から見ているとそう思わざ

るを得ない。余剰人員が多すぎることから無駄

が生じてきているとしか思えない。中国の大学

卒業生たちが、100％近くの就職率を達成する

のは、永遠に不可能なのだろうか？ 

 

（８）中国のトイレ考 

昨年中国シルクロードを旅して、地方や田舎の

トイレの汚さに辟易したことは、既にご紹介し

たが、そんなトイレが現在も多くあるのも事実

なら、今回旅した大都市や観光地のトイレは基

本的に綺麗で、清潔で、よく掃除されていると

いう事も事実だ。しかも街中に公共トイレが多

くあり、大変利用しやすかった。 

 

（９）中国の若い女性達の姿 

中国の若い女性達は多く旅行しているし、街

中を歩いているので目につくが、夏という事も

あるが、ファッションはほとんど短パン姿で、

口紅や化粧をしている人はほとんど見かけな

い。また流行なのか同じ黒いフレームの眼鏡を

かけた女性が多いというのは、コンタクトが余

りはやっていないということか？また腋毛も

そのままで、これが中国の平均女性の姿なのだ

ろう。 

（以下次号へ続く） 
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株式会社 エーアイエー 

1級販売士 

土成 邦彦 

 

     

 

 

 

この度、福岡販売士協会に入会させていただく

ことになりました、土成邦彦と申します。今後共

宜しくお願い致します。 

入会に当たりまして、自己紹介も兼ねてご挨拶

をさせていただきます。 

 

私が販売士という資格に出会ったのは大学 3年

生の時、アルバイト先の同僚が販売士 2 級の勉強

をしていることを話してくれたのがきっかけで

す。当時は「そんな資格があるんだなぁ」という

印象でした。 

その後、会計事務所に就職し（現在 9 年目にな

ります）クライアント先の社長と経営について話

し合う機会が多くなりました。その時に感じたの

は、会計や税務についてはもちろんですが、どの

ようにして販路を拡大していくのか？どのよう

にして顧客が求める製品・サービスを提供してい

くべきか？というのを話し合う機会が非常に多

いということです。 

若いなりに、何とかして目の前にいる社長の力

になれないだろうかと、何年も考えていた時に、

大学時代に出会った販売士という資格が頭をよ

ぎり、そこから独学で勉強を始めました。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年に 2 級を取得、その後、平成 25 年の

1 級受験時は 2 点の壁に泣き、平成 26 年に晴れ

て 1 級取得をし、その年の東京の登録講師の研修

会に参加させていただきました。 

販売士というのはテキストでは小売業を中心

に置いていますが、その中身は小売業だけに限ら

ず、建設業や飲食店など多くの業種に通じるもの

があります。今後は、皆様との交流の中で、さら

なる自己啓発に努め、地元企業に還元していける

よう頑張っていきたいと思います。 

 まだ 30 歳という若輩者ではありますが、今後

共宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新入会員の紹介 
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１．第 76回 3級販売士試験結果 

 今年度最初の試験となった 3級検定試験は、7

月 11日（土）に実施されました。 

 その受験者数および合格率は下記の通りです。 

 

商工 

会議所 
受験者数 実受験者数 合格者数 

合格

率 

全国 10,830名 10,010名 4,506名 45.0% 

福岡 386名 348名 171名 49.1% 

北九州 143名 135名 59名 43.7% 

久留米 - - 23名 66.7% 

直方 - 15名 10名 66.7% 

熊本 68名 64名 30名 46.9% 

鹿児島 - - 22名 - 

佐賀 - - 23名 53.5% 

大分 54名 51名 21名 41.2% 

宮崎 - - 22名 - 

長崎 - - 18名 58.1% 

那覇 - - 46名 - 

 

 

２．試験制度の改定について 

前号（第 40号）にて紹介のとおり、平成 27年

度からのリテールマーケティング（販売士）検定

試験制度が一部改定されます。 

具体的には以下の通りです。 

 

（１）検定試験の名称を、修得できる知識や実務

能力をより的確に表すために「リテールマーケテ

ィング（販売士）検定試験」に変更します。合格

者の称号は「販売士」のままです。 

（２）２級試験が、年２回実施になります。 

（３）各級の試験時間・試験問題数・試験開始時

間が変更になります。 

 

 

（栗川会長記） 

 

 

３．2級販売士検定試験対策講座の実施 

 

 今年度当初、中村副会長が懇意にしている企業

様（有限会社味の兵四郎様：筑紫野市）より、「販

売士検定受験を通じて人材育成を行いたい」と相

談を頂き、実施に向けて関係者一同力を合わせて

取り組みました。 

 

（１）実施要領 

期間：平成 27年 7～9月の 5日間（9時～16時） 

場所：味の兵四郎様本社会議室  

参加者：各部門リーダー・責任者等の希望者 

各回 8～12名（エントリーは 14名） 

使用教材：販売士検定速習レッスン（U-CAN） 

     検定試験過去問題（3年分） 

     その他補助教材 

講師：西 珠子 

 

（２）具体的実施内容 

 参加者の皆様は、販売士の学習が初めてという

こともあり、販売士検定の概要から講座をスター

トさせました。検定試験は全 5科目であるため、

1日 1科目を目安に、テキストに沿って重要箇所

の説明、模擬・過去問題の演習を行いました。 

 参加者の皆様の真剣な表情が非常に印象的で

あり、資格取得を通じたスキルアップに励む意気

込みを毎回感じました。 

本講座実施にあたり、計画から実施まで皆様の

お力添えを頂きました。心より御礼申し上げます。 

栗川会長には、計画時に講座運営やテキスト選

定等の核となる部分について、また、研修委員長

の岡野理事、副委員長の毛利理事には、講座に同

席いただいた上で、実践に基づいた様々な貴重な

アドバイスを頂きました。中村副会長には今回の

講座全体のプロデュースを頂きました。 

9月末の第 43回検定試験は間もなくです。受験さ

れる皆様が、十分に力を発揮されることを心より

祈念します。     （理事：西記）  

販売士検定試験関連 



 

- 23 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大募集！ 

平成 27 年秋季研修会の講師募集 

 

今年度の「秋季研修会」講師を会員より 3 名募集します。 

発表時間は一人 20 分で、題名は「私のマーケティング」「私の販売士と経

営」「私の経営観」「私の人生観」等自由です。 

 

※プロジェクター・スクリーンを準備します。 

発表希望者は栗川（FAX：092-725-6200 または fukumae@zenno.jp）ま

でご連絡ください。 

日 時 ：平成 27年 11 月 7 日（土）14：00～17：30 

場 所 ：福岡商工会議所・地下 B１－ａ会議室 

 

「思い出の写真と一言」と「会員自己紹介文」を募集します 

 

H28 年２月発行の会報「販売士・ふくおか」第 4２号より掲載いたします 

みなさんの寄稿をお願いします 

 

♪ 投稿時期：随時受付 

（4 月末まで受付分は 5 月号に掲載、8 月末まで受付分は 9 月号に掲載、 

1 月末まで受付分は 2月号に掲載します） 

   

♪ 文字数：１，０００～１，５００文字程度（会報１ページ分） 

  

♪ 提出先（お問い合わせ） 

  事務局：栗川 久明（fukumae@zenno.jp） 

 

＜編集後記＞ 

実りの秋・勉強の秋・スポーツの秋…と、皆様秋を満喫されていらっしゃ

ることと思います。一方、暦を見ると今年も残すところ 3 ヶ月、年末に向

けて慌ただしくなりそうですね。 

次号は年明け 2月発行予定です。皆様の投稿お待ちしています。（Ｎ） 

mailto:fukumae@zenno.jp
mailto:fukumae@zenno.jp
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□□□ お知らせ □□□ 

◆平成 27 年秋季研修会 

日 時：平成 27 年 11 月 7 日（土）14 時～ 

場 所：福岡商工会議所・B1-a 会議室 

 

 

◆福岡販売士協会のホームページ 

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。ご連絡下さい。 

 

 

◆会報の原稿を募集しています 

・5月・9月・2月に発行、締め切りは前月末 

・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 

○福岡販売士協会･沖縄支部長 志村幸司 

      Eメール：k.shimura0212@gmail.com 

 

  

 

 

会員状況（平成 27 年９月 1 日） 

正 会 員 90 名 

 １級販売士 71 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 65 名 

宮崎 2 名 

大分 7 名 

熊本 2 名 

鹿児島 7 名 

佐賀 4 名 

沖縄 3 名 

 

 

 

 

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） 

 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） 

副会長： 八尋 晃仁（総務担当） 

 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） 

 理 事： 中野 法子（広報委員長） 

理 事： 西  珠子（広報副委員長） 

 

 

理 事： 長沼 玲子（総務委員長） 

理 事： 礒道 友紀（総務副委員長） 

 監 事： 森山 正夫 

監 事： 箱森 哲則 

 顧 問： 福生 和彦 

顧 問： 濱村 昌男 

顧 問： 渡辺 芳雄 

顧 問： 高田 暢夫 

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
mailto:k.shimura0212@gmail.com

