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早いもので 2月も間もなく終わり、春の訪れを

感じる日々となりましたが、会員の皆様はいかが

お過ごしでしょうか。 

昨年 11 月開催の秋季研修会は、第 8 回まで続

いた「九州販売士交流会」を土台として実施しま

した。今回は「講演者の公募」という新たな取組

みを行い、成功裡に終了することが出来ました。

また、毎年恒例の新春懇談会は今回で 15 回目と

なり、お互いの近況と今後の抱負等を交流する場

として大いに盛り上がりました。 

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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副会長（総務担当） 

１級販売士     

八尋 晃仁   

 

 

 

平成 27 年 11 月 7 日（土）、福岡商工会議所に

おいて平成 27 年度秋季研修会を開催しました。 

今回の研修会では、新たな試みとして、当協会

の会員から講師を募集したところ、横山修二理事、

三崎健会員、溝部敏勝大分支部長の 3 名の方に応

募いただきました。今回の研修会は、参加者 13

名と少なかったのですが、3 名の講師の方々の熱

意ある講演により、講演後の質疑応答も活発に行

われるなど、たいへん有意義な機会となりました。 

講師の皆様、本当にお疲れ様でした。 

 栗川会長の挨拶の後、3 名の方にご講演頂きま

した。以下、講演の要旨を記させていただきます。

（講演順） 

 

『私の人生』 横山修二理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元の高校・大学を卒業後民間企業に就職する

も 30 歳で退職、失業を経験。この時、高校後半

からこれまで勉強していなかったことを痛感！

勉強を開始する。 

手始めに得意の英語を活かした「翻訳」の仕事

を目指すが、仕事量が少なく断念する。 

その後、経営の勉強のため、中小企業診断士の

資格取得の勉強を開始し、一次試験合格を勝ち取

るも仕事の都合で二次試験断念。この時、受験予

備校での会話の中で「販売士」の資格を知り、そ

の後取得。現在、「ビル管理士」等の資格を取得

し、ビルメンテナンス会社で設備技術員と勤務し

ているが、これも勉強を続けてきた結果。 

今年 66 歳になるが、これから成功させる人生

を生きていくつもりである。 

追記：小学生の時のＵＦＯ遭遇や近所の飼い犬と

の交流など不思議な体験のお話もありま

した。 

 

 

『暗号の解き方』三崎健会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

自衛隊時代に心身共に無茶苦茶鍛えられた中

にあった「暗号解読」を紹介します。 

 

「暗号」を解読するために必要なこと 

１ モールス信号を完全におぼえる 

（和文、欧文、数字、略数字等） 

２ 換字表を完全におぼえる 

  （平仮名、片仮名、記号等） 

３ 数表を素早く処理する。 

  （ページ、行、列、乱数転記、非算術減算等）    

 

有名な「ニイタカヤマノボレ一二〇八」という

日本海軍の電文は『暗号文』ではなく、「開戦日

は 12 月 8 日（日本時間）である」という意味の、

暗号をさらに強化するための「隠語」であって、

モールス信号で「ニイタカヤマノボレ一二〇八」

と打電したわけではない。 

ちなみに、日本陸軍の「開戦日は 12 月 8 日(日本

時間)である」の電文は「ヒノデハ ヤマガタ」で

あった。 

 

秋季研修会 

研修会について 

報告します 



 

- 3 - 

日々インターネット上で暗号の解読合戦が繰

り広げられているような昨今では、「百年前や千

年前の暗号なんて、スーパーコンピュータで瞬殺

なのでは」と思ってしまうかもしれないが、昨年

作られた暗号よりも千年前の暗号の方がはるか

に解読が難しい、ということもある。 

 

～エピソード（当日レジュメより抜粋）～ 

 自衛隊発足当時、米軍はアメリカの暗号システ

ムを、押しつけようとしたが、自衛隊幹部らはこ

れを拒否、怒った米軍は最新の暗号機で組んだ暗

号を解読せよと命じた。自衛隊幹部らはこれまで

の経験から、勘を生かし、一晩でこれを解読した。

これ以来、米軍は自衛隊の暗号システムには口を

出さず、お任せとなった。 

 

 

『地球が泣いている！①地球温暖化編』  

溝部敏勝大分支部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の世界人口は 73 億人。予測によれば 2070

年には 100 億人を超える見込み。 

産業革命以降の人口、エネルギー排出量の増大

により、環境汚染・資源の減少・種の減少等の環

境異変が発生し、人類の健康を脅かし、経済社会

活動を行う上で支障を生じさせるなどの環境問

題が発生。 

（産業革命以降、人口約 4 倍、世界経済規模約 17

倍、エネルギー使用量約 11 倍に増大） 

 

大気中の温室効果ガス（95％がＣＯ２）の濃度

が高くなることにより、地球表面付近の温度が上

昇する「地球温暖化」が急速に進んでいる結果、

①異常気象による被害増加、②マラリアなど熱帯

の感染症の拡大、③海面水位上昇、④多くの種の

絶滅リスク、⑤世界の食料生産が危機にさらされ

るリスクに直面している。 

ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）第

5 次評価報告書（2014 年 10 月）によると、気温

上昇を 2℃未満に抑えるのはＣＯ２排出量を、

2050 年には 2010 年比の 40～70％減らし、今世

紀末までには、ほぼ“0”にする必要がある。 

 

ＣＯ２排出量のチィッピングポイント（※）は 2.9

兆トン（既排出量 2.0 兆トン）。 

25 年後にはチィッピングポイントを超えてしま

うと予測されている。 

（※）チィッピングポイント 

地球が自己修復できる臨界点（これを超えると自己修復不

能となる。） 

 

46 億年かけて創りあげてきた、この美しい調和

のとれた地球の姿を後世に繋げていくために、今、

私たち一人一人の考え方と行動が問われている。 

 

 

この後、懇親会が行われ、全参加者からの、近

況報告やいろいろなご意見を聞くことができま

した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、懇親会の後は希望者で恒例の「鉄鍋ぎょ

うざ」で楽しみました。

P10に関連記事を掲載しています 
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 1月16日（土）新春懇談会当日は、前日まで

の寒さは和らぎすっきりと晴れた小春日和と

なりました。 

久しぶりの会合参加の方や遠方からの参加者

もあり、始まる前から新春の挨拶とともに近況

報告などもあちらこちらで行われ、ぞくぞくと

集まりました。 

 今回の参加者は25名と賑やかな会です。担当

より当日の様子を報告させていただきます。 

副会長（広報担当） 

1 級販売士  

廣瀬 紀子 

 

 

 

◇14：00 開会挨拶               

司会（副会長：廣瀬） 

 定刻となり司会の私、副会長廣瀬の開始合図

でスタート。新春の話題という事で「初夢」の

お話。縁起の良い夢と云えば「一富士二鷹三な

すび」。実はこの続きが有り「四扇五煙草六座

頭」のめでたい夢の意味。 

 

 

 

 

さて今年の初夢に登場したのは小猿、これが干

支で縁起良いとの期待を裏切られ残念ながら

未熟との事。気持ちを切り替え努力の年の始ま

りとなりました。いくつになっても夢を持ち続

けたい、この会でそんな皆様の話もきけたらと

の思いで話をさせ

ていただきました。 

 

 

 

◇14：10 １回目全体写真（岡野理事：22名）

皆さんちょっと緊張の面持ちで。 

◇14：15 挨拶、乾杯             

＜栗川会長挨拶＞ 

今回の新春懇談会は協会設立前の名刺交換

会に始まり15回目になります。今回の参加者は

25名と賑やかとなり、又久方ぶりにサーティン

ワンアイスクリームの岡野さんも福岡出張中

で参加という事でのお礼の挨拶に始まり、今年

度のトピックス3件の報告がありました。 

新春懇談会 

懇談会について 

報告します 

２回目の 

撮影ですよ～ 
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 最大のトピックスは

秋季研修会に会員より

講師を3名募集、ぴった

り3名応募があり講演い

ただけた事。2件目は岡

野理事担当のホームペ

ージによる頻繁な情報

発信ができた事。3件目は西理事担当の会報誌

が充実したもので2回発行できた事。引き続き

協会活動への協力のお願いとして、会報への記

事投稿や4月の年次総会への参加の依頼があり

ました。また、皆さん心配しておりました会長

の膝関節の手術も無事に終わり退院できたと

の報告に、一同ホッとしました。 

 さて報告に引き続き、協会の繁栄と会員の健

勝を祈念して乾杯！と会がいよいよスタート

しました。 

◇14：25～ 懇談  

小関副会長手配の料理といくつかの差し入れ

によって懇談が弾みました。 

 

 

 

 

      

 

◇15：00 スピーチ             

出席者全員（前半） 

◆岡野卓也さん：定年になり契

約社員になってからの仕事。前

より忙しい… 

 

◆中島良一さん：広島勤務で少し福

岡に近くなってきているのですが…

福岡住まい大学生の娘さんも心配… 

 

◆冬木繁雄さん：内閣府の景気ウ

オッチャーの任務で今度東京へ… 

 

◆松尾宏一さん：ベンジンの話

…、子供の劇団などいろいろや

っています 

 

◆森山正夫さん：飯塚の旧伝

右衛門邸に訪問の様子がニ

ュースにて放映されて…。勤

務先の北九州市社会福祉協

議会、実は有名で小樽から訪

問も…。 

◆高山慶司さん：ヒットベスト３０

にR-1が…。水族館関連の仕事がし

たい。 

 

◆長沼玲子さん：契約２年目の仕

事。後輩育成を心掛けて… 

 

◆西珠子さん：鳥類センターでのボ

ランティアガイド、ステップアップ。 

 

◆中村副会長：12月ノロウイルス

で家族１１人中９人ダウン。ここで

思う事… 

◇15:40  ビンゴゲーム 

 

 

 

◇16:00  2回目全

＜差し入れ＞ 

岡野卓也さん： 

サーティンワンのマグネットクリップ、草木饅頭 

冬木繁雄さん：鹿児島焼酎「三岳」 

中島良一さん：グリコ「アーモンド効果」ドリンク 

廣瀬紀子 ：スノーボウルクッキー 
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体写真撮影（25名全員） 

◇16:10  スピーチ             

出席者全員（後半） 

◆大串雅一さん：１to１マーケティング。

後輩の人材育成について…。 

◆村口隆志さん：秋の研修会は佐賀で

開催予定です。みなさま是非おいでく

ださい… 

◆山路博之さん：中国への旅を通じて、

いろいろ考えるところあり…。 

 

◆三崎健さん：脳梗塞６周年。メカ

ニズム熟知、何でもきいてくださ

い！ 

◆岡野利哉さん：子供の無限性ってす

ごい。そろばんから学んだ我が子の暗

算力… 

◆横山修二さん：昨年宅建主任の資格

取得。 

 

◆高田暢夫さん：64歳。これからの

仕事の方向性は学生から社会人対象

へ… 

◆渡辺芳雄さん：鉄

道関連の今年の明るい話題。北海道

新幹線… 

 

◆濱村昌男さん：昨年の旅行報告。

沖縄、京都… 

◆毛利裕之さん：趣味の登山で高齢

の父と槍ヶ岳へ。登山に人生の縮図を… 

◆小野村聡太郎さん：商工会の仕事。世代交代の話

は皆熱心で、販売士１級の内容が非常に役にたって

いる… 

 

◆廣瀬兼明さん：販売士２級の勉強が

役に立っている。海外の研修生へ日本

の流通を伝えたい… 

 

◆八尋晃仁さん：息子の就職か

ら今時の就職事情について。福

岡空港工事のスケジュールにつ

いて… 

◇17：20～締めの挨拶              

◆小関副会長 

福岡販売士協会というこのメ

ンバーでの懇親会は、幅広くいろ

いろと得られるものが大きく素

晴らしいとの感想で締めの挨拶が始まりました。ま

た、今回の話題にSMAP解散?!が出なかったのが以

外。これは単なるアイドルの解散の話でなくそれぞ

れの我（が）の問題があると思うと最近思う事の話

がありました。 

締めは予行練習の後「博多手一本」でお開きに。 

  よー、シャンシャン、 

まひとつ、シャンシャン、 

いおうて（祝うて）三度、 

シャシャンシャン！ 

二次会は「鉄鍋餃子」を有志で楽しみました。 
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平成 27年 12月 9日（水）19:00～21:00に、「平

成 27年 12月度拡大役員会議＆忘年会」を八仙閣

本店で開催しました。当協会では、奇数月の第 3

水曜日 19時から役員会議を開催しています。 

毎年 12 月の役員会議だけは、監事、顧問を含む

「拡大役員会議＆忘年会」として開催しています。 

 

拡大役員会議では会員状況、会費納入状況、新

春懇談会、平成 27年度の反省、平成 28年度活動

計画等について討議しました。 

 新年 1 月 17 日（土）14 時から福岡商工会議所

で「新春懇談会」を開催するため内容の検討。ま

た、2月に会報第 42号発行の検討。4月 11日（土）

14 時からの「平成 27 年度年次総会」開催内容の

検討をし、忘年会では参加者全員より 5分間スピ

ーチをしてもらい、お互いにいろんな情報や知識

を吸収することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者は、栗川久明、廣瀬紀子、小関芳紀、 

八尋晃仁、岡野利哉、横山修二、廣瀬兼明、 

森山正夫、福生和彦、渡辺芳雄、高田暢夫 の 

11名でした。 

（栗川会長記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大役員会議＆忘年会開催 
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会長  

1 級販売士  

栗川 久明 

 

 

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 15 周年を

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 27

年 4 月 11 日（土）の年次総会（32 名出席）をか

わきりに、6 月 6 日（土）の春季流通施設見学会

（南福岡自動車学校見学・12名参加）、7月 18日

（土）の夏季研修会（中村純治副会長講師・17名

参加）、8 月 22 日（土）の夏の納涼家族パーティ

（アサヒビール園博多・8名参加）、11月 7日（土）

の秋季研修会（13 名参加）、平成 28 年 1 月 16 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 40

号（22ページ建）を 5月に、第 41号（24ページ

建）を 9月に発行できました。 

 

今年最大のトピックスは秋季研修会で会員よ

り講師 3名を募集し、応募いただいた横山修二さ

ん（私の人生）、三崎健さん（暗号の解き方）、溝

部敏勝さん（地球が泣いている！）に各 20 分の

講演をいただいたことです。 

2 点目のトピックスは岡野利哉理事が担当して

くれている当協会のホームページ・トピックス欄

で最新の情報を頻繁に提供できたことです。 

3 点目は当協会の会報「販売士・ふくおか」の

編集を西珠子理事が担当してくれ5月発行の第40

号は 22ページ建て、9月発行の第 41号は 24ペー

ジ建てと充実した紙面づくりができたことです。 

 

  

 

さて、協会活動へ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難しくなり

ます。 

第 2 点目は会報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）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。 

 

4 月 16 日には平成 28 年度年次総会を福岡商工

会議所で開催いたします。ご予定をお願いいたし

ます。 

今年も活発な協会活動を展開していきますの

で、会員みなさんのご参加・ご支援・ご指導をよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この 1 年を振り返って 
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1級販売士 

橋本 隆一 

 

 

 

 

初めまして。この度、熊本から福岡販売士協会

に入会させていただいた橋本と申します。 

これから会員の皆様と懇意にしていただきたく、

簡単に自己紹介させていただきます。 

 

私は生まれ故郷の熊本で製造販売業を営む会

社に就職し、会社員として 24年間を過ごしてま

いりました。営業の現場からスタートし、営業事

務、営業本部、財務本部、経営企画と様々な職種

を経験させていただきました。その経験を持って

独立し、現在コンサルタント業に携わっておりま

す。 

 

販売士の資格を取得したのは、流通業（スーパ

ー・コンビニ）を担当する社員に、会社が販売士

2級の資格取得を推奨し、受験費用を補助してく

れたときでした。この販売士 2級の勉強は、私に

大きな変化を齎しました。 

 

割と若くして営業本部に異動した私にとって、

海千山千の現場営業マンを相手にするのは荷の

重い仕事でした。現場経験の浅さが、自分を弱気

にさせていたのだと思います。しかし、販売士の

勉強によって原理原則を理解してからは、自信を

持って現場の営業マンに接することができるよ

うになり、企画も受け入れてもらいやすくなった

ことを覚えています。 

 

 

 

 

 

販売士 1級の取得は、財務部に席を置いていた

ときでした。財務部として財務面から経営の意思

決定を支援する立場にあった私にとって、販売士

1級の知識は大いに役立ちました。 

 

これからは、コンサルタントとして活動する

中で、自分に自信を与えてくれた販売士資格を広

めていきたいと考えております。そのためにも、

経験豊かな会員の皆様のお知恵をご教授いただ

ければ幸いです。今後ともよろしくお願い致しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

新会員ごあいさつ 
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『地球が泣いている』 

～地球温暖化編～ 

                                   

 

大分支部長 

1級販売士 

溝部 敏勝 

 

「地球の危機！ 地球が危ない！」地球温暖化

について警鐘が鳴らされています。しかし、今現

在、私たち会員個人の家庭や職場辺りで「温暖化

の影響よる生活苦」を直に膚味感じている人は少

ないと思います。そのため自分一人ではどうにも

ならない問題であり、自分の生存期間に影響が生

じなければよい、次世代が解決する問題だとあき

らめていないでしょうか？（参考ことわざ、自分

が亡くなってから洪水よ、おきてくれ） 

 

昨年 11 月パリで開催された「COP21」（気候変

動パリ会議）の主な合意内容は、 

① 参加加盟国は温暖化対策に取り組み 2020 年

以降の二酸化炭素削減目標を設定する（日本

の目標は 2030 年までに 2013 年度比 26％削

減する）。 

② 世界の平均気温上昇幅を、18 世紀半ばの産業

革命（化石燃料使用）前から 2 度未満に抑え

るを、島嶼国に配慮し、1.5℃未満に抑える努

力をする、にハードルを上げたことです。 

産業革命前に比べ 2 度を超えるとどうなるの

か ？  IPCC(Intergovernmental Panel on 

Climate Change) (気候変動に関する政府間パネ

ル)によると、氷床崩壊による海面上昇や、サンゴ

礁の全滅といった取返しのつかない影響を及ぼ

すリスクが高まると予測しています。 

しかし各国が提出した自主目標を達成しても、

今世紀末に世界の平均気温は 3 度前後上昇し、海

面水位は 63 センチ上昇するとのことです（60 セ

ンチの上昇幅は、日本近海の砂浜の 8 割を消滅す

るに相当するレベルです）。 

地球温暖化とは、「大気中の温室効果ガス（二

酸化炭素が 95％を占め、メタン、一酸化二窒素

等、）の濃度が高まることにより、地球表面付近

の温度が上昇すること」と定義されています。 

地球温暖化を抑制するには温室効果ガスの

95％を占める二酸化炭素排出量を抑える必要が

あります。しかし温室効果ガスは負の側面ばかり

ではありません。温室効果ガスが全くない状態の

地表平均気温は約-18 度維持となり、生き物にと

っては過酷な生活環境となります。 

 

 二酸化炭素排出量は増加の一途をたどってい

ます（グラフ１参照）。 

 

【グラフ 1：Co2排出量】 

 

IPCC(気候変動に関する政府間パネル）報告書

によれば、2014 年度、二酸化炭素排出量は（多

い国順）中国、アメリカ、インド、ロシア、日本、

EU 等、合計 355 億トンです（グラフ２参照）。 

【グラフ 2：各国 Co2排出量比率】 

会員投稿 
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産業革命以降、人類の活動により排出された二

酸化炭素累積量は、2 兆トンに達し大気中に留ま

っています。また同報告書は、平均気温上昇を 2

度未満に抑えるための、二酸化炭素累積排出許容

量、チッピングポイント（地球の姿が二度と元に

戻れないとする自己修復の臨界点）は、2.9 兆ト

ンと明記しています。今後各国が二酸化炭素の排

出量を抑制しつつ、経済発展していくことを予想

すると、チッピングポイント到達時期は、25 年後

（2040 年度）となる見込みです  「（2.9－2.0）

兆トン÷355 億トン＝25 年後の 2040 年」。 

 

 日本の温室効果ガスの 95％は二酸化炭素です。

またエネルギー起源の二酸化炭素排出量が 90％

を占めます（グラフ３）。 

【グラフ 3：日本の電源構成】 

 

従って国の温暖化対策は当然、エネルギー対策に

重点が置かれます。そのエネルギー対策とは下記

１）～４）です。 

 

１） エネルギー供給段階での対策：石油や石炭

などの化石燃料への依存度を低減する。 

２） エネルギー利用段階での対策：省エネを中

心に、産業、民生、交通分野などで CO2 排

出削減を促進する。 

３） 森林、吸収源対策：健全な森林の整備、保

安林の管理、保全を推進する。 

４） CO2 の回収、貯留：排出された CO2 を分離、

回収し地下や海洋の吸収能力を利用して大

気から CO2 を分離する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私はエネルギー供給段階の対策として：一昨年、

家屋屋根上に「太陽光発電パネル」を設置しまし

た。初期投資額は”0”円とリスクが少なく、ま

た支払いは毎月発電した売電料金と発生する固

定費用を相殺します。業者の事前説明から「損益

分岐点」は 8 年後ですが天候次第で短くもなり、

長くもなります。残念ながら昨年は、春先の天候

不順や夏場の長雨の影響を受けて、発電量は見込
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みの 9割程度でした。もちろん赤字決算でしたが、

温暖化対策に貢献しているんだ！今年は好転す

る、と思い祈りながら毎日天気を見守っています。 

太陽光パネル発電のメリットは、①地球にやさ

しい（二酸化炭素排出ゼロ）、②枯渇しない、③

自給できることです、また①日照時間に左右され

る（我家の場合、日照データから５月と８月の発

電量が最大で、１１月と１２月の発電量が最低と

なる計画です、最大と最小比は、1 対 0.6 でバラ

ツキが大きい）②広い面積を必要とする（原発１

基分の発電量は、東京山の手線内側に太陽光パネ

ルをビッシリ敷き詰めた発電量と同じです）、③

パネルや設置コストが高い等、デメリットもあり

ます。 

環境問題を理解するには「地球」について知る

必要があります。地球の誕生は今から 46 億年前

に遡ります。当時の地球は、灼熱のマグマオーシ

ャンで覆われ、上空は厚い雲で閉ざされ酸素はな

く、高濃度の二酸化炭素の温室効果などで気温も

相当高かったと考えられています。その後くぼん

だ地殻に雨がたまって海ができ、酸素を必要とし

ない原始生物が 6 億年後の、40 億年前に誕生しま

した。更に時は流れ、約 5 億年前に植物、4 億年

前に動物の陸上進出が始まりました。 

 今から 20 万年前、ヒト属の一種「ホモサピエ

ンス」（賢い人）がアフリカで誕生して世界中に

拡散していきました。そして生物、生態系の頂点

に立ち、自然環境を変える力を持つようになりま

した。 

 約 250 年前の産業革命を契機に、人類は科学技

術を飛躍的に向上させ経済規模を拡大させまし

た。それ以降「人口は４倍、経済規模１７倍、エ

ネルギー使用量１１倍」に増大しました。その結

果、廃棄物の排出に伴う環境汚染、環境の復元能

力を超えた採取による資源の減少、生息地の縮小

等による野生生物の種の減少といった異変が生

じました。 

 （地球の生誕から今日までを、1 年間に縮小し

て眺めると、「1 月 1 日が地球誕生、と仮定します、

春、夏、秋を経て 11 月後半に生物の陸上進出が

始まり、大みそかの 23 時 40 分頃人類の祖先（ホ

モサピエンス）が現れ、そして 23 時 59 分 58 秒

に産業革命が始まります、その僅か 2 秒後が今で

す」）。 

築城 3 年、落城 1 日といいます、46 億年かけ

て築き上げてきた、美しい地球の姿を、わずかの

期間で壊してしまおうとしています。温暖化を解

決するには、クリーンなエネルギーをつくりなが

ら緑を育て、電気を極力使用しない社会システム

を構築する。これは一人だけでは限界があります。

地球規模で考えなければならない問題に直面し

ていることを、一人一人が理解していただきたく

ことが温暖化対策のスタートになります。 
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歳 平均余命
簡易計算式
で算出
した値

誤差 歳 平均余命
簡易計算式
で算出
した値

誤差

65 16.31 16.20 0.11 65 20.31 20.25 0.06

70 12.78 12.80 -0.02 70 16.13 16.00 0.13

75 9.61 9.80 -0.19 75 12.28 12.25 0.03

80 6.94 7.20 -0.26 80 8.88 9.00 -0.12 

85 4.86 5.00 -0.14 85 6.11 6.25 -0.14 

90 3.30 3.20 0.10 90 3.98 4.00 -0.02 

94 2.38 2.05 0.33 94 2.73 2.56 0.17

95 2.18 1.80 0.38 95 2.47 2.25 0.22

男性 女性

『平均余命』 

                             

 

鹿児島支部長 

1級販売士 

宮内智明 

 

 

喜寿を迎えた同輩のクラス会で、「2016 年の東

京オリンピックを元気でテレビ観戦出来るのは

集まったメンバ－のうち何人だろうか」という事

が話題になった。 

参会の同輩諸兄は各自共「自分は後 4 年は大丈

夫（存命出来る）」と思っている様子であった。

そのあと平均寿命（85 歳）まで何人存命出来るか

の話が続いた。そこで、後日自分の平均余命推定

のため調べて入手した簡単な推定式を紹介した

い。  

 平均寿命についてはマスコミ報道などによっ

てなじみの深いものになっているが、平均余命は

医療・保険・介護従事者の間でもあまり利用され

ていないとのことである。ところが、平均余命の

ほうが実態に即しており、また、平均寿命より長

く生きる計算になる平均余命のほうが高齢者に

とっては、生活意欲を高めるために有効と考える。 

平均余命があまり普及していない背景に、平均余

命が年齢ごとに異なり、覚えにくいという理由が

考えられる。 

このため、平成 6 年、大分医科大学公衆・衛生

医学の島岡章氏が、65 歳以上の高齢者の平均余命

を求める式を考案、日本衛生学会総会で発表した

ものである。いずれの年齢でも、誤差は 0.38 歳

以下であり、十分に実用的なものだという。 

 

『平均余命の推定誤差』 

高齢者の平均余命の簡易計算式 

男 ：平均余命＝0.008×（110―年齢）の 2 乗 

女 ：平均余命＝0.010×（110―年齢）の 2 乗 

 

同氏の検討の経過は次のとおりであった由で

ある。 

 1992年の簡易生命表の 65 歳以上の平均余命を

出来るだけ簡単な係数で、しかも誤差を少なくで

きるように推定式を試行錯誤で作り、検討した。 

その結果が別表のとおりとのこと。推定誤差は 65

歳以上のどの年齢でも 0.38 歳以下（女性では、

0.22 歳以下）となった。 

 一方、一般の 2 次式で最適解の式を求めると、

誤差は 0.1 歳以下になるものの、一般の 2 次式は、

定数が 3 個あり、それも小数点以下が並んで実用

的ではなくなる。最適解を使う場合は、平均余命

の表を見るほうが早くなってしまう。 

 上記の推定式の誤差（0.38 歳以下）は、年齢を

表す時には小数点以下を使うことはないため、そ

れほどの精度は必要ないと考えられ、実用に問題

はないとしている。 

島岡氏は「実際のところは、根拠がないのだが、

今回の推定式は、男女とも 110 歳までの残りの年

数を求め、2 乗し、100 で割る。男性は女性より

余命が短く、8 掛けになる。と一見意味のありそ

うなこじつけで記憶できる」としている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 14 - 

 

 

『2015ニッポンの元気シニア世界遺産 

紀行  中国編（その４）』 

～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 

私が 2011年から始めた私の生きがいでありラ

イフワークでもある世界 5 大陸世界遺産の旅は、

今年で 5年目を迎えた。私は年金生活者であり経

済的な余裕はないので、私の旅の方法はより長く

多くの世界遺産を旅するために、旅行会社を通さ

ず全て一人で計画し、予約し実行してきた。その

旅の基本的スタイルは贅沢せず、如何に安く旅す

るかを考え 1人旅のバックパックスタイルで、移

動は鉄道かバスを利用、そして宿は車中泊か安い

ユースホステルに泊まり、そこに泊まる世界の若

者達と交流を図ってきた。食事は原則としてその

国の人々の一般的な料理、名物料理や地方料理を

食べて旅してきた。 

昨年 2015年 7月に約 1ヶ月間、中国 5千年の

歴史の主要舞台の地域である華北・華中・華南等

を旅した。前回の当会報 41 号で中国編（その３）

をご紹介したが、今回はその続きをご紹介したい。 

真夏の 7月の 1ヶ月間の中国の旅で総移動距離

は 13,450㎞。鉄道で 10,215㎞、バスで 3,240㎞、

毎日平均して約 500㎞移動、しかも早朝目的地に

到着し観光のために 1 日中ほとんど歩きまわり、

夜の列車やバスの中で座って眠りながら移動す

る車中泊の旅。広大な中国を多く旅するにはこの

ような方法で廻るしかない。しかも日中は 40度

前後の炎天下で湿度は高いという厳しいという

より過酷な日程の旅であったことは前回ご紹介

した。 

私の旅の詳細を知った人たちからは、大変なハ

ードスケジュールで凄い体力ですね。疲れません

でしたか？とか言われたが、私はそれを否定はし

ないが、自分ではまだ体力的に余力がある旅内容

だったと思う。私はどんな過酷な条件の旅に対応

できるように、日本にいるときは毎日 3時間以上

のウオーキングを続け、体力強化に繋げている成

果がでている。更に今回の旅ではまともな食事は

ほとんどとれなかった。それは移動している鉄道

の中での弁当であったり、観光時の途中空腹を感

じた時にそこにある店で短時間に取ったためだ。

それらの店は地域住民や中国人旅行者向けの汚

い店で汚い台所で料理されていた代物だ。食材も

メニューも現地人向けのもので日本人の食品衛

生感覚からいえば食べられたものではないとい

う人も多いだろう。とにかく美味しい料理ではな

く、何とか腹に何かを詰め込んで空腹を満たすの

が主目的でであった。だから、なるべく安全と思

われる焼飯や麺類など安心と思われる料理を食

べた。幸い腹を下すとか体に変調をきたすことは

なかったが、帰国して体重を図ると 3～4㎏ほど

痩せていた。 

これらの悪条件に耐えられたのも、私が半世紀

前の学生時代に真夏のインドを 1人で 2か月間鉄

道とバスで放浪し、当時 20 世紀最大の食糧危機

だったインドでインド人向けの激辛カレーなど

の食事に鍛えられたせいだったからだと思う。そ

れが現在でも生かされていたことを実感した。 

前回号では私の旅の概略、中国の世界遺産や、

私が中国旅行で感じた事、思ったことをご紹介し

た。今回は私の旅日記の中で印象的な内容をご紹

介したい。 

 

２．私の旅日記の中からの抜粋 

7 月 9 日 世界遺産「天地の中央」にある

登封の史跡群・禅宗と少林拳発祥の古刹「嵩

山少林寺」「塔林」 

昨日少林寺行バスは 9時発時と聞いていたので、

早めに 7時半に宿を出発。8 時頃バスターミナル

に着き、「少林寺」までの切符を買うと窓口の女

性が大声で指さし「あのバスに早く乗れ」と中国

語で言っているらしい。小型のバスは数席空いて

いた。中国のバスは満席になるまで客の呼び込み

をやっているので、偶然私はそのバスに乗ること
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ができた。後でわかったが、このバスは少林寺の

先まで行くバスで、私は 1 時間でも早く少林寺に

行けるので幸いだった。バスは洛陽から約 60㎞

先の山岳信仰の対象となる五岳（ごがく・泰山・

崋山等中国の五大名山）のひとつである約 1,500m

の嵩山（すうざん）を登り 9時 50分少林寺着。

私 1人下車し、そのバスは他の乗客を乗せ目的地

に向かった。 

私の嵩山訪問の目的は禅宗発祥の地であり、映

画でも見た「少林寺」見学と、世界遺産「塔林」

の訪問にあった。 

少林寺に歩いて向

かう。少林寺は北

魏時代の 495年に

創建され、インド

の僧・達磨（だる

ま）大師が、洞穴

で誰にも会わず面壁 9年の座禅修行を続け、つい

には悟りを開いて 527年に禅宗の祖となったとい

われる。現在も山の上に達磨洞が残っているが、

さらに 4.5㎞（2時間）も登らなくてはいけない

ので、私は達磨洞の訪問を断念した。 

私は「少林寺武術館演武庁」に向かう道すがら、

少林寺武術学校が目に入る。広いグランドで数百

人と思われる中高生位の年頃の男の子達が幾つ

かのグループに分かれ武術の実習・修行に励んで

いる姿が目に入り、

しばらく見学する。

「武術館演武庁」は

少林拳の演武を披露

する所で人気がある

のか，大勢の客が次

の入場を待っていた。入場料は 100元（約 2,000

円）とこれまた高い。満席なので座席は無く、舞

台の前の床に座り見る。約 30分間、映画で見た

いくつかの異なる演目はどれも少年達の激しい

修行で培われた動きときびきびした動作の演武

に見入る。私はも

っと見たいと思い、

終わってもそこに

居残り、30分ほど

彼らのリハーサル

や練習風景を見て、次の時間の同じ演武を見て少

林寺を満喫して外に出る。 

その後、禅宗と少林武術発祥の地でその総本山

「少林寺」に行く。「少林寺」の武勇伝は有名で、

唐の初めに、少林寺の僧徒 13人が、唐の太祖李

生民の天下統一を助け、武術・少林拳は天下に知

らしめられることになった。 

その後、少林寺から 400mの所にある少林寺の

歴代高僧の墓地である世界遺産「塔林」に行く。

現存するのは唐代から清代にかけてのレンガで

できた 244基の墓塔が林のように立ち並んでいる。 

私は朝早く宿

を出たまま食

事なしで過ご

したので、16

時発洛陽行バ

スが来るまで

バス停前の店で多めの食事をとる。バスには朝乗

った同じ客たちで、私はツアーバスに一人もぐり

こんだ形になった。17:40分洛陽着。この後、列

車（K239・18:55発）で太原経由平遥（へいよう）

に向かう。洛陽駅ロビーで冷たいビールを飲み、

疲れと緊張した体を休める。1日の終わりに飲む

ビール程美味いものはない。そして売店で夜食用

にいろいろ食料を買い込む。 

駅の待合室で座っていると、昨夜洛陽の YHで

同室だった同世代の日本人 N氏と遭遇する。彼は

寝台車の切符を持ち、私は普通座席の切符。私は

いつも普通座席で寝ていると言うと、彼はそんな

旅の仕方をする貴方は凄いという。 

列車に乗るときは車輛が別で、私は普通座席車

両へ行く。この列車も満席だ。3人席の真ん中で、

両脇の肘掛もなく、両側の中年男性とぴったり体

が触れ合い、眠れそうにもない。そうしていると

1人の若い男性が、ほかの席から来て「あなたは

日本人ですか？」と日本語で聞いてきた。私は彼

の日本語のうまさにびっくりしながら話す。彼は

宋君と言い洛陽の大学に通い工学部（金属関係）

で勉強をしている 22歳の学生だ。彼は実家の大

同に帰省するところで、3時間程夜話し込む。彼

は日本に興味を持っており、日本の歴史上の人物

（信長や秀吉）などの名前を知っており、私は日

＜少林寺入口の墨石＞ 

＜少林寺武校訓練場の風景＞ 

＜武術館演武庁のショー＞ 

＜世界遺産・塔林＞ 
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本語の勉強をするなら、私が日本語を留学生に教

えていた時作った日本語のテキストをメールで

送ってあげると約束する。帰国後、彼にメールを

送ると返事はすぐくるし、いろいろ質問をしてく

るし良きメル友となった。 

 

 

7 月 12日 ６つの世界遺産を擁す首都北

京・西太后が愛した清王朝を代表する 宮

廷庭園・世界遺産「頤和園」 

昨夜大同発の列車は早朝のまだうす暗い4時40

分北京駅着。宿は日本からメールで予約した時に

行き方を聞いたが、駅前と聞いていたので駅前の

広場に向かう。広場から見渡していると道を挟ん

で北京青年旅舎（YH）の大きな看板が目に入る。

北京駅前に宿があり、こんなに立地条件が良い所

に安いといっても地方都市より高い 1泊 60元

(1,200円)だが、この YHを予約してよかったと思

う。 

すぐチェックインし、シャワーを浴びすぐ 7時

から北京見学に出るが、その前に北京には 3日間

滞在するので、自由に移動できるように駅前の地

下鉄の駅で便利なIC式プリペイカード(100元分)

を購入する。 

今日は日曜日なので、さぞや街中は人出溢れてい

るだろうと想像しながら出発する。まず 15年前

に私が北京に 1か月間ほど仕事で滞在していた時

よく行った中国の象徴である天安門広場に向か

う。地下鉄天安門東駅で下車するが、下車した途

端天安門方面への道は人で溢れかえり自由に歩

けない。混雑している上に天安門広場入口では例

のごとく路上にゲートを作り荷物と身体検査が

行われている。しかも多くの警官達が至る所で目

を光らせて警備している。 

天安門は近代中国を象徴する門楼で、明の永楽

帝によって 1417年に建設された当時は承天門と

よばれた高さ 33.7mの門楼だ。1949年 10月 1日

毛沢東主席がこの楼上から中華人民共和国の成

立を宣言した所で、現在も門楼には毛沢東の大き

な肖像画が掲げられている。楼上に登りたかった

が余りの人の多さにやり過ごす。 

天安門の前に広がる天安門広場は南北 880m、東

西 500m、面積 44万㎡の世界最大の広場で、中国

近代史の舞台となった広場だ。1949年の中華人民

共和国建国式典の前に整備され、以後広場の周り

には人民英雄記念碑、毛主席記念堂、人民大会堂、

中国国家博物館等がある。この広場には 10月 1

日の国慶節には北京市民で埋まり、1966年 5月文

化大革命が発動されたときには毛沢東が 100万人

の紅衛兵を接見したという。今日の広場には、多

くの人達が記念写真を撮ったりしている様子か

ら見てお上りさんの観光客だらけで、広場の 3分

の 1位は埋まっていたと思う。 

私はすぐ入場できそうな人民大会堂に向かう。

日本の国会議事堂にあたる会議場で 1959年に建

国 10周年を記念して完成した国威象徴の 3階建

ての大きな建物で、毎年 3月に全国人民代表大会

が開催され、1万人収容の万人大会堂がある。ま

た 5年に 1度

中国共産党大

会が開催され

る。今日の北

京は 40度近

くあり蒸し暑

く、多くの観

光客がこの大

会堂の中で涼

をとり、私も

中で休みなが

ら無料の水を

何倍も飲ませ

てもらう。人

民大会堂を拝

見したが、ここに 1万人も収容できるのかと驚く。

また私は見ることができなかったが、この大会堂

には世界複合遺産・黄山を代表する迎客松（げい

きゃくまつ）の墨画が掲げられている。 

外に出ると長蛇の列が毛主席記念堂に向かっ

て並んでいるので、私も列に並び前にゆっくり進

む。炎天下 1時間程並び、やっと建物入口が近く

なった時、係員が私の所に来て、バッグを持つ私

に手荷物は預けてくるようにと命令する。近くに

は預け場所もなく、とにかくこのままでは入場で

きないとわかり、せっかく並んで待ったのに入場

＜人民大会堂の内部＞ 

＜北京・人民大会堂＞ 
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をあきらめ列を離れる。 

天安門の一角に世界遺産・故宮がありそこに向

かうが、多くの切符売場の前はまた長蛇の列。今

日の入場はまたあきらめる。しかしいつも目につ

くのは、天安門のいたる所に配備されている多く

の武装警察隊。そして路上の真ん中に見張り台で

観光客に相対して、それも多分学卒と思われる若

い男性達数人が至ると所にたむろしている。外か

ら見ている私には彼らが 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、観光客から質問があれば答えるのかも

しれない。彼らは何かの仕事をしているのだろう

が、私が思うに、日本だと会社等まず職務分析を

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、中国では余った人員がいるから、

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。それも 1～2人で済むところを 4～5

人で対応している。私の推測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。労働の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

生たちが毎年 700万人もいれば、さもありなんと

思う。 

 

 

北京の街中の人の多さに辟易し、天安門に近い

世界遺産・天壇公園に歩いて向かう。地図上では

近くにあるのに、結局地下鉄で行く。天壇は明代

の 1420年に永楽帝が天地を祀る大祈殿を創建し

たのに始まり、その後宮殿は増築され、皇帝が五

穀豊穣を祈った祭壇だ。ここも日曜日とあって混

雑していた。市内はどこも混雑しており郊外は人

が少ないのではと思い、地下鉄で北京最大の皇族

庭園である世界遺産「頤和園（いわえん）」に向

かう。ここも当てが外れ人の波。中国人は休日に

は、このような観光地で過ごすのが一般的なのだ

ろう。 

頤和園は北京の西北 12㎞にある総面積 290万

㎡の広大な中国式庭園である。12世紀半ば、金時

代の庭園を、清王朝第 6代の乾溜隆帝が離宮とし

て整えたのが始まりで、その後 1860年の第 2次

アヘン戦争で廃墟と化したが、第 9代の咸豊帝（か

んぽうてい）の側室・西太后（せいたいごう）が

8年の歳月をかけて再建した贅をつくした夏の離

宮跡だ。名称も頤和園と改められた。この再建費

は、海軍や政府の公金から巨額の費用(海軍の 15

年分の経費)が流用され、国家防衛に支障をきた

し、海軍は資金不足となり、日清戦争の清敗北を

招いたとされる。西太后は政治の実権を掌握した

のちは、大部分の時間を頤和園で過ごした。四季

の自然と広々とした景色を楽しめる頤和園は、西

太后にとって楽園だったようである。頤和園は高

さ約 60mの万寿山と人造湖である昆明湖を中心に

作られている。現在は、この世界遺産を一般に開

放され、市民の憩いの場となっている。私も 2時

間程、観光客と一緒に見て回るが、とにかく広す

ぎて到底全部は見て廻ることはできなかった。 

突然、空模様が怪しくなり、夕立が降り始めた

ので急いで地下鉄駅から北京市内に戻る。宿の YH

の同室は若いポーランド人男性、パキスタン人と

インドネシア人達でいろいろ話していると、日本

人の老人が入ってきた。彼の顔を見た途端思い出

した。洛陽の YHで同室だった N氏だった。彼と

は何かの縁があるのだろう。彼とまた話し込む。

彼は中国には 20数回来ており、中国通でいろい

ろ教えてくれた。彼は明朝、北京から 170㎞先の

清朝歴代皇帝が避暑地とした壮大な離宮と寺廟

群である世界遺産「承徳の避暑山荘と外八廟」に

向かうとの事。私も世界遺産だけに行く予定にし

ていたが、日程が調整できず今回は行けなかった。 

 

■毛沢東・もうたくとう（1893～1976）中華人民

共和国者初代国家主席。文化大革命（1966～1976）

は社会的騒乱で、名目は≪封建的文、資本主義文

化を批判し、新しく社会主義文化を創生しよう」

という政治・社会・思想・文化の改革運動だった

＜各都市で見かける中国のスローガン＞ 
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が、実質は大躍進政策の失敗によって政権中枢か

ら退いた毛沢東が自身の復権を画策し、民衆を扇

動して政権を攻撃させ失脚に追い込むための、中

国共産党の権力闘争であった。民衆や紅衛兵に

「反革命勢力」の批判や打倒を扇動した。 

 

7月 14日 起伏の険しさが特徴の世界遺産

「万里の長城・慕田峪長城」 

昨日、宿の受付で今日の世界遺産「万里の長

城・慕田峪長城（ぼでんよくちょうじょう）」の

ツアー申込みをしていた。値段は 280元の所 240

元（4,800円）と少し割引をしてくれた。この宿

からは若いイギリス人カップルが参加。彼らとバ

スの中でいろいろ話す。 

地上最大の人工建造物、史上最長の土木建築で

ある万里の長城は東西 6,350 ㎞とも 12,000㎞と

もいわれ、現在もその正確な長さは確認されてい

ないが、中国の一里は 0.5㎞なので、文字通り「万

里」を超える長さの城壁だった。長城の起源は、

春秋時代の紀元前 7世紀ころにさかのぼるが、当

時の長城は、必ずしも北方民族への防御のために

築かれたわけではなく、各諸侯国の支配域を明確

にするための軍事境界線として築城されたもの

が多い。そのころの長城は、地域の特性を生かし

た築城方法がとられ、平原に造営した場合には、

両側に板の塀を立てて中に土を入れ、杵などでつ

き固めて土壁を造る版築（はんちく）工法が多く、

山間部では近くの山で産する石を積み上げて築

いたものが多い。規模や長さは軍事的重要度に応

じて長いものは 700㎞におよび、高さは騎馬で簡

単に乗り越えられない 3m程度、厚さも上部で 2m

位の造りのものが一般的。やや離れて眺めると分

厚い土壁、あるいは高く積んだ石垣といった印象

である。現在一般によく知られている万里の長城

は、15世紀以降、明王朝が北方民族との境界防御

線として築いたものだ。 

世界遺産として登録されている万里の長城は

17の省・市・自治区に及ぶ。長城の東端は河北省

の泰皇島、西端は私が昨年行った甘粛省の嘉峪関

だが、北京郊外にある主な長城は「八達嶺（はっ

たつれい）長城」「司馬台（しばだい）長城」「慕

田峪（ぼでんよく）長城」がある。 

7時に宿を出発した中型バスは、途中各ホテル

から客を拾い満席となる。北京の東北 85㎞にあ

る慕田峪長城には 10時半頃到着。3時間の自由行

動となり、私は往復 100元(2000円)もするロープ

ウェイを使い長城の入口まで登る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慕田峪長城は緑豊かな山間にあり、八達嶺に比

べ規模は小さいが八達嶺ほど混んでなくゆっく

り観光ができる。北斉時代の 555年建造で、明代

に改修され、全長 2,250m東側のルートを登るが

500m程の距離で約 120mの高さを登る急坂。私は

1時間程かけて頂上まで登りながら、まわりの世

＜慕田峪長城バス駅(北京から路線バス有)＞ 

＜慕田峪長城全景と筆者＞ 

＜慕田峪長城風景＞ 
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界中から来ている観光客たちと歩きながら話す。

彼らはオーストラリア人家族、アメリカ人のおば

さん、フランス人やスペイン、カナダからの若い

女性達で話をすると現在中国に留学している人

達、中国語を勉強している人達が多い。中国人学

生達もいて、私は彼らに気楽に声をかけて話をす

る。13:30に登り口に戻り昼食。料金の中に昼食

も含まれている。私はまずビールを飲みたく、注

文すると普段街中で 6元（120円）のビールがこ

こでは 30元（600円）と 5 倍もするバカでかい価

格だ。ここまでは商品を車で運べるのにこんなに

高いとは、観光地ではボラれても文句は言えない。

その代り、中華料理をたらふく食べる。バスは 17

時に宿に戻る。まだ暗くなるまで時間があり、私

は地下鉄で北京の観光スポット王府井（ワンフー

チン）に向かう。北京一の繁華街と会って表通り

は洒落た店が並んでいるが、その裏道では昔なが

らの街並みと屋台がいろんな料理を売っていた。

私は 23時発の列車で瀋陽に向かうまで北京の街

中を散策する。 

21時頃北京駅前の広場に着くと、広場には多く

の客が広場に座ったり、寝転んだりして思い思い

に列車待をしていた。北京駅からの列車は始発列

車ばかりで、1列車に約 2000 人（18両 x1両に 126

人）の乗客が一斉に並んで押し合いへし合いしな

がらホームへ向かい乗り込む。そして車内で荷物

置き場の取り合いが始まる。座席のみならず通路

まで一杯で、戦後の日本の列車の風景を見る思い

だ。突然座席のない乗客の怒りが爆発した光景を

目にする。列車のサービスが余りにも悪く、1人

の中年男性が大声で文句を言っているらしく、車

掌が呼応するかのように謝るどころか、大声で客

を叱っているように見え、お互いののしりあって

いる。まわりの乗客達は私も含め、その様子を興

味津々の表情で見守っていたのが印象的だった。

そんな列車の普通座席で、私は窮屈な姿勢で眠り

に入る。 

  

 

 

 

 

7月 18日 五岳第一の名山・山全体が歴史、

文化の遺跡・世界複合遺産「泰山」 

朝７時頃起きて、同室の女性客 3人と英語で話

す。彼女らは友人同士で旅している中国の女子大

生。昨日泰山に登ってきたというので、私が今か

ら登る泰山の情報を教えてもらう。ロープウェイ

で登るのが一般的だが、片道 100元（2,000円）

もするので、私はバスの出発点・天外村広場から

中天門まで行ってそこから登ることにする。そう

すれば登りも下りも歩くことができる。彼女達も

そうしたので問題ないが、彼女達はとても疲れた

という。 

8時過ぎに泰山の麓にある一天門の宿を出発。

山の中の店では物価が高いので近くのスーパー

で水や食料を買いこむ。バスの出発地・天外村に

は大勢の客がバスを待っていた。30人乗りの中型

バスが何十台も列をなして客をピストン輸送し

ていた。天外村遊覧ルートをバスは登り 9時 20

分に山の中腹・中天門到着。 

そこから徒歩で登山開始、幅 5ｍ程の登山道は見

上げるとずっと上まで客で溢れかえり銀座並み

に混雑していた。彼らのペースに合わせゆっくり

登り始める。できれば自分のペースでスイスイ登

りたかったが登山道は人人人で追い越せない。 

 

                
 

 

 

 

 

＜泰山の石碑/霧がかかる登り道  ＞ 

＜墨石の前で筆者／頂上付近の賑わい＞ 
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世界複合遺産の泰山は、中国五大名山（泰山・嵩

山・崋山・恒山・衡山）の最高位にあげられ、道

教の総本山でもある。その景観に魅せられ多くの

文人墨客が訪れ、愛されて多くの作品が残されて

いる聖山である。また不老不死を願った秦の始皇

帝をはじめ歴代の 72人の皇帝が 2000年にわたり

山頂で天を祀り（封），山麓で地の神を祀る（禅）、

「封禅（ほうぜん）の儀式・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」をお

こなっている。この儀式は麓の岱廟（たいびょう）

から標高差 1545mの山頂の玉皇庁まで距離は約 9

㎞、7412段の石段を歩いて行われた。だから歩い

て登らなければならないとの事。 

また司馬遷の史記が伝えているが、紀元前 3世

紀、秦の始皇帝が泰山での儀式の帰りに暴風雨に

遭ったとき、大木の松の下で雨宿りをして難を逃

れた。これに感謝した始皇帝は、松に五大夫の官

位を与えたという。中国の思想では松は長寿、繁

栄といった吉兆の意味に通じめでたい木とみな

されていた。私は 4m程の道幅一杯に混雑する中

を、少しでも隙間を見つけ他の登山客を追い越し

ながらスピードを上げて登る。途中立ち止まって

下界の景色や周りの山水画的風景を楽しむ人、石

段に腰かけて休む人達が大勢いる。 

私も朝食抜きで登るので、歩きながらチョコレー

トなどでエネルギーを補給し、疲れが足に来るが

休みなく登る。 

登り始めから霧が出ており周囲や下界が見え

なくなるし、雨も途中から降り始めたので急いで

登る。そして最後の 60度もあろうかと思われる

急勾配の石段を一歩一歩登り、頂上に近い南天

門・天街まで 2時間程かけて到着。一般的には登

頂には倍以上の時間がかかるといわれている。そ

して標高 1545mの最高峰・玉皇庁（ぎょっこうち

ょう）着。私は体力に自信があったが、頂上では

さすがに疲れ、太陽が出始めて素晴らしい下界の

景色を眺めながらしばし休息しながら、昼食を兼

ねてパンやチョコでエネルギー補給をする。 

しかし泰山の入山料は 130 元(2600円)と高い。私

は 70歳以上で幸いなことに無料であったが、一

般の中国人客には入山料と高いロープウェイ代

を加えればかなりの出費になる。そして長時間か

け体力を消耗して泰山に登る意味は何だろうか

と考える。 

中国人にとって泰山登山はただの観光ではな

いのではないか？ 真の目的は、泰山に登ること

で、私がそうであるように中国人も自分の信仰心

を確認し、泰山の神に家族の安泰や健康、病気な

どの厄を除き、願い事を叶える事などを祈願して

いるのではないだろうか？ 

私は 1時間程頂上にいて下山を開始する。眼下

に広がる下界の風景、その素晴らしい景色に時々

立ち止まり写真を撮る。そして登るときもよく見

たが、登山道わきの大きな石（径石峪）に刻まれ

た北斉時代の楷書の「金剛経」、唐の玄宗皇帝の

筆による山頂にある摩崖石刻碑等、また所々に赤

字で大書された墨蹟があり詩文等文化的価値が

見てとれた。 

私は下山途中、腹の具合がおかしくなりトイレ

のお世話になるが、所々に清潔なトイレが設置さ

れており観光客には大変助かる。下山する時は登

る時より、石段を一歩一歩下りるので自分の体重

が結構足に負担がかかり膝に来る。 

下山は登りとは別のルート・紅門遊覧ルートを自

分のペースであまり休まず SLOW & STEADYで夕方

4時 40分宿に着く。宿で借りた登山杖が大変役立

った。 

私がこの登山で一番印象に残ったのは、泰山の

麓から頂上まで 7412の石段が、古代中国で造ら

れたことに驚く。 

 

 

7月 21日 44時間余り列車の旅・曲阜⇒鄭州⇒

西安⇒成都 

7月 19日 儒学の聖地・儒聖孔子ゆかりの地に

残る祠廟と墓所・世界遺産「曲阜の孔廟、孔林、

孔府」を夜中に出発した列車は 20日早朝鄭州着。

途中下車し黄河遊覧区へ。午後の列車で西安へ向

かうが、遅れ成都行乗り継ぎ列車に乗れず。幸い

夜中発の列車があり、西安駅を夜中の 01:⒛に出

発した列車 1485は普通旅客快車（普快）のロー

カル線で約 17時間かけて 842km先の成都まで走

る。曲阜から成都まで約 1700㎞、44時間の列車

の旅になる。 
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朝になり温かい弁当を買いたいが車内販売は

無く、列車は奥深い山の中を走っているので現地

調達ができないのだろうと推測する。仕方なく車

内販売の果物類を買って朝食代わりにする。列車

は中国の中央部の険しい山間部を登って奥へ奥

へと向かっているので、滅多に駅は無く停車しな

い。眼下には山沿いの深い谷に黄色く濁った狭い

川が線路沿いに流れているのが見える。乗客に聞

くと黄河だという。黄河は全長 5,464㎞で、長江

（揚子江）に次いで 2番目に長い。中国古代文明

の母体である黄河文明を育んだ河で、中国史上長

江と並び存在感がある巨大な河である。源流は青

海省バヤンカラ山脈に端を発している。私はこれ

まで鄭州や蘭州で雄大に流れる黄河を見てきた

が、源流に近づくとこんなに狭い河なのかと不思

議に思った。黄河の流域の狭い斜面の土の色は赤

い色の黄土で、植えられていたのはトウキビだけ

で猫の額ほどの狭い畑や斜面のいたる所に植え

られ大きく育っていたのが見える。私は市民農園

でトウキビを植えているので、よほど肥沃な土で

ないと成長しないことを知っている。この黄土と

恵まれた水と太陽が山間部に住む貧しい農民達

に恵みを与えているのだろう。 

こうしてローカル線に乗っていると、乗客はほ

とんど地元やこの地方の人達で中国の庶民の様

子がよくわかる。私のような外国人は例外で誰も

話しかけてこないし、私が日本語で日記を書いて

いると彼らの興味深い視線を感じる。 

列車は山岳部から下り平野地域に入り綿陽市

（四川省）という、この地域では大きな都市に到

着する。成都まであと 2時間程の行程だ。私は一

昨日曲阜を 23時の列車に乗り始めて鄭州、西安

そして成都と、途中鄭州で途中下車して黄河観光

をしたが 44時間程列車に乗りっぱなしの感じだ。 

私の前の座席に 10歳位の男の子供とおばあちゃ

んらしき人が座った。その子の我儘で傍若無人の

ふるまいには目が余る。周りの乗客に迷惑をかけ

おばあちゃんも持て余しているのがわかるが。私

にはこれが中国の一人っ子政策の弊害の一面だ

と思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都には 18:⒛着。外はまだ明るく雨が降って

いる。宿から事前にメールで聞いていた地下鉄で

宿への行き方に従う。地下から路上に出ると警官

二人が立っていたので、宿の住所を示し方角を聞

く。10分ほど歩いただろうか、後ろからパトカー

が来て私の横に泊まる。警官が中国語で私に話し

かける。私は何か悪いことをしたのだろうかとい

ぶかっていると、パトカーに乗れとジェスチャー

で示す。彼らが私を宿のユースホステルまで乗せ

てくれることがようやくわかる。私の中国での警

官に対するイメージは、15年前に北京で受けた警

官の威圧的で命令口調の悪い印象が残っており、

中国の警官のいい意味での態度の変わりように

驚く。宿までの 5分ほどの短いパトカー乗車時間

だったが、別れるときに二人に何度も謝々といっ

て礼を言う。 

＜少数民族の乗客＞ 

＜黄河の源流風景＞ 

＜列車は奥深い山岳部を走る＞ 



 

- 22 - 

ユースホステルの同室は 2人の中国人女子大生

でお互い自己紹介する。1 人は広州から来て中国

文学専攻、もう一人は山東省からきた化学を専攻

するとの事。私が日本人だと言うと「ウオー」と

少し甲高い声で言うので、私は笑いながら「どう

いう意味だ？悪い印象か？と聞くと、「いや逆だ」

といわれ、私は嬉しくなる。私が二人にとって初

めて見る日本人かもしれない。2人と英語で話し、

成都の観光地や様子を聞く。この 3日間列車移動

ばかりで、久しぶりにシャワーを浴び夕食に出か

ける。できれば中国四大料理のひとつ四川料理を

食べたく各種（5～10種類）を少量ずつ提供する

店を探したが近所にはなく、似たような店で激辛

の麺類を注文するが余りの辛さに半分残してし

まった。 

成都は豊かな成都平原にあり，水利に恵まれて

いることから「天府の国」として 2千年以上にわ

たり栄えてきた。四川省の省都で人口 1171万人

の三国志ゆかりの大都市であり、中国西南エリア

の商業、貿易、金融、農業の中心である。我々日

本人には三国時代に活躍した劉備と諸葛孔明ゆ

かりの地でありパンダの故郷、そして激辛な四川

料理で有名だ。歴史的には 2500年前にはすでに

城壁で囲まれた大規模な町がつくられていた。 

 

 

7 月 22日 成都・杜甫草堂・武侯詞博物館

そして楽山大仏へ 

私の成都滞在は、昨日予定より遅く夜に到着し

たこともあり今日の夕方までと大変短いので、早

朝 6時半から行動開始。まず杜甫草堂（とほそう

どう）に路線バスで向かう。詩聖であり放浪詩人

として名高い唐の大詩人杜甫（712～770）が晩年

過ごした住居が杜甫草堂だ。草堂に近づくとその

入り口まで・路上に杜甫の詩がたくさん刻まれて

いた。多分有名な「国破れて山河あり 城春にし

て草木深し」もどこかにあるだろうと思いつつ、

書かれた詩を踏みながら歩く。開門の 8時前に着

くと門の前にはたくさんの老人達が待っていた。

私は入場券を買おうと窓口でパスポートを見せ

70歳以上ですがというと 60 元(1,200円)が無料

との事。門の前にたむろしていた老人達も開門と

同時に無料で入場していた。彼らは見学するとい

うより、この公園で毎日太極拳をしたりカードを

したり遊んで時間をつぶすために入場したよう

だった。30分ほど見学し、次の武侯詞（ぶこうし）

博物館に向かうため出口の女性に行き方を聞く

と「日本人ですか？」と日本語で返事が返ってき

たのには驚く。中国の地方でも日本語を学んでい

る人達がいるんだなと実感する。 

武侯詞博物館は 80元(1600 円)の入場料も私は

70歳以上で無料だった。 

ここは「三国志演義」の主人公・劉備元徳（りゅ

うびげんとく・161～223年・三国時代の武将で蜀

漢の初代皇帝）と家臣達を祀った所で、蜀の軍師

であった諸葛孔明（しょかつこうめい・181～234

年）の人気が高く、孔明を祀った「武侯詞（ぶこ

うし）」の名前で呼ばれる。劉備殿には劉備を中

心に関羽（関羽）、張飛（張飛）などの彫像があ

り、回廊には 28人の家臣達の彫像がずらりと並

んでいたが、それより人気が高い諸葛孔明の彫像

や業績をたたえた碑により多くの観光客が集ま

っていたのが印象的だった。ここでは日本人団体

観光客も来ていた。この後近くにある成都を代表

する道教寺院「青羊宮（せいようぐう）」を見学。

路線バスで市内を走ると、どの都市にもある中山

山路等の標識が見える。私は自分の名前(山路)が

出ているのをしばしば見る事ができた。 

 

 

 

■「三国志」の簡単なあらまし 

約 1800年前の 2世紀頃、後漢末から魏・呉・蜀

の三国時代にかけて群雄割拠していた時代の興

亡史とその時代を駆け抜けた英雄達の物語が三

国志。中国北部を支配する魏（ぎ）、現在の四川

省から陝西省南部にかけての地域を支配した蜀

（しょく）、江南を支配した呉（ご）という三国

と蜀漢の劉備元徳（161～223）、魏の曹操（155～

220）、呉の孫権（182～252）の３つ巴の戦いや劉

備とその参謀諸葛孔明、関羽や張飛等の英雄達の

興亡を描いた古典小説「三国志演義」は「三国志

（正史）」をもとに 15世紀（明代）に編纂された。 
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三国志が心に残るのは、三国志の君主や武将の考

え方や言葉が、今のビジネス論、組織論、人心掌

握などにも通じるものが多いからだ。ちなみに現

在でもことわざとして用いられているエピソー

ドも多い。たとえば「苦肉の策」「破竹の勢い」「三

顧の礼」「泣いて馬謖を斬る」——これらは実は三

国志からきている。生死をかけた戦いの中で、知

恵を絞って計略をはかり、敵を陥れて戦に勝つ。

部下の心をつかみ、戦わせ、組織の拡大をめざす。

命はかけないまでも、ビジネス上の戦略や組織マ

ネジメントに通じるものがあると考えてもおか

しくないだろう。 

 

 

 

＜杜甫の像＞       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜杜甫草堂の入口

＞    

 

 

 

 

 

 

＜武侯詞入口＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜どの街の道路標識に私の名前・山路が 

表示されている＞ 

 

その後現存する世界最古の灌漑施設・世界遺産

「都江堰（とこうえん）」に行きたく、バスター

ミナルに向かう。私の予定では、その後 170㎞先

の楽山に行き、そこで宿泊予定だった。バスター

ミナルの荷物預け所で英語を話す女性に事情を

話すと、彼女は「都江堰行のバスはここから出る

が、帰りはこのターミナルではなく別の所で、そ

の後成都から楽山に今日中に行くのは時間的に

難しい」と説明してくれた。私は楽山行を優先し

ていたので即座に予定変更し、都江堰行はやめて

12時発のバスに飛び乗り楽山に向かう。楽山には

14時頃着。楽山を有名にしているのは世界最大と

もいわれる世界遺産「楽山大仏」だ。楽山ではホ

テル泊（119元＝約 2400円），チェックイン後す

ぐ「路線バスで楽山大仏に向かい 15時頃着。入

場料 90元(訳 1800円)は 70 歳以上でここも無料

と、私は中国政府の高齢者向けの特典を有り難く

思う。 

入場すると 2人の若い聞きなれない言葉で話す

西洋人の観光客が居たので、話しかけ何語で話し

ているのかと聞くと DUTCH(オランダ語)との事。

お互い自己紹介し最後まで一緒に見学する。その

間写真を撮ってもらったり撮ってあげたりする。

彼らは 30代で 1人はハンガリー人、もう一人は

ベルギー人だというが、なぜオランダ語で話して

いるのか詮索する事はやめた。 
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峨眉山と楽山大仏は世界複合遺産で世界最大

の磨崖仏（まがいぶつ・崖を削って作られた仏像）

で、高さ 71m、肩幅 28m、頭部の高さ約 14m頭部

の直系 10m、顔幅 10m、耳の長さ 3，3m、耳の長さ

7m、足の幅 9m、両足の上に 100人以上の人が座れ

る程巨大なもので、凌雲山の崖に彫られた弥勒座

像で凌雲大仏ともよばれている。唐代の 713年僧

海通が目の前に広がる合流する河の水難事故を

鎮めるため 90年の歳月をかけて完成した。完成

当初の楽山大仏は「全身を金色と彩色装飾で彩ら

れ木造の楼閣に覆われていたと伝えられている。 

私は最初、頭の上から大仏を見下ろす位置にい

たが、観光客は並んで楽山大仏の脇の遊歩道から

足元まで下りて下から楽山大仏を眺めている。楽

山大仏はあまりにも巨大な顔のせいかアンバラ

ンスな大仏の造形がどことなくユーモラスであ

った。大仏の全身を見渡すには前を流れる大仏見

学用の船上から見るしかないが、足元から眺める

だけで充分であった。その後彼らと凌雲寺麻浩崖

墓などを見て、バス停に戻り彼らは今から成都に

向かうので 17時半に別れる。 

楽山大仏の見学は楽しい時間であった。 

 

 

＜楽山大仏の様々な角度からの風景＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜同行した二人＞ 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜楽山大仏と筆者・ユーモラスな楽山大仏＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

次号へ続く 
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『販売士 2 級検定講座を終えて』 

 

 

理事（広報副委員長） 

1級販売士 

西 珠子 

 

 

 

昨春、中村副会長が懇意にされている有限会社

味の兵四郎様（以下、「味の兵四郎様」）より「2

級販売士の取得を通じて社員のスキルアップお

よび業務への貢献につなげたい」とのご要望を頂

きました。そこで、販売士検定 2 級合格を目指し

て講座を企画・実施する運びとなり、昨秋終了し

ました。前号（第 41 号）にて概要を掲載しまし

たが、今号にてもう少し詳しくご報告させて頂き

ます。 

 

１．ある日講師を依頼され…  

 昨年 3 月のある日、中村副会長より講座講師に

ついての打診があった時は戸惑いました。なぜな

ら、私自身 1 級検定や他資格受験の経験はあるも

のの、販売士は独学、受験は 5 年以上前、流通業

とは無縁の日常…、果たして対応できるのかと悩

みました。が、かつては受験生だった私自身苦手

な部分の理解が進まず、暗記に苦労したことが甦

り、その経験を生かして受講生の方々の勉強を少

しでもサポートさせて頂ければ、と決意しました。 

中村副会長はじめ、販売士協会の皆様からの強

大なお力添えを頂けることもあり、大船に乗った

気持ちで（正確には清水の舞台から飛び降りる気

持ちで？）自分自身の成長と挑戦も兼ねて、お引

き受けすることにしました。（思うと私よりも中

村副会長の方が「飛び降りる気持ち」だったと思

います） 

 

２．初めての顔合わせ… 

 5 月の下旬、初めて味の兵四郎様を訪問、ご担

当の世戸部長様とお会いしました。 

現在、味の兵四郎様が抱えていらっしゃる悩み

や今後の社員教育にかける熱い思いを伺い、販売

士検定講座の実施

について打ち合わ

せを行いました。 

 味の兵四郎様の

社屋は外観も立派

ですが、屋内は明る 

く開放的で本当に一目惚れしました。このような

魅力的な社屋からあの人気商品が生まれるんだ

なと納得すると同時に、このような環境で日々業

務に携わることができる社員の方々を眩しく感

じたものでした。 

 

３．初回開催までの準備 

 テキストと全日程（5 日間）は予め決定してい

ましたが、それ以外は白紙状態でした。検定は 5

科目あるため、1 科目 1 日×5 日間の全 5 回講座を

ベースに「科目の実施順」「テ

キスト・教材の活用方法」「講

座の進め方」…手探り状態でし

た。 

 考えた末、テキストをベース

に過去問等の実践演習も交え

た講座展開とし、自分自身が説

明しやすいように補助資料・スライドを準備しま

した。と、言えば非常にスムーズですが、ここに

たどり着くまでに結構試行錯誤したため、気づけ

ば開催初日が直前に迫ることとなり焦りました。

（その結果、久しぶりに徹夜をすることに…） 

 

４．いよいよ講義開催、緊張と安堵 

 7/11（土）講座開催初日の緊張感漂う中、（私だ

けでなく、受講生の方も緊張されていたと思いま

す）、「販売士検定とは」とのオリエンテーション

に始まり、最初の科目「マーチャンダイジング」

を行いました。この科目は特にボリュームがあっ

たこと、最初で慣れていないこともあり、とにか

く時間内に決められた

ところまでこなすこと

でいっぱいでした。が、

何とか自分なりに終え

ることができ、一安堵

しました。 

＜講義風景＞ 

＜本社社屋と店舗＞ 
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５．3ヶ月間の努力 

 9 月半ばにかけて全 5 回の講座を行いました。

講義が進むにつれて、慣れもあり進行がスムーズ

にできるようになりました。 

その昔、「講師の心得」として「説明時間の 10

倍の準備が必要」と聞いたことがあり、そのくら

い力を入れなければいけないと肝に銘じていた

つもりです。（実際できていたかどうかは疑問で

すが…）  

講師である私が努力するのは当然として、今回

非常に感銘を受けたのは受講生の皆様の講座に

臨む姿勢です。現場でリーダー的役割を担ってい

る方々であるため、日常業務が多忙であることは

当り前、その上で貴重な休日返上で自主的に勉強

に励まれる姿に私自身も励まされました。 

 

６．最終講義、そして花束を頂いて 

 9/12（土）第 5 日目最終日、この日は最後の科

目である「販売・経営管理」を午前中に終わらせ、

試験対策として計算問題を中心に演習を実施、午

後 4 時、何とか全ての行程を無事に（？）終わら

せることができ、全講座終了となりました。私が

安堵したのは勿論、受講生の皆様も本当に一区切

りついた瞬間でした。 

最後に受講生の皆様より花束を頂き、思いがけ

ないお心遣いに本当に感無量、講師冥利に尽きる

と心底感じました。色々と至らないところがあっ

たにも関わらず、最後まで受講していただいた皆

様に心より感謝申し上げ、検定試験でのご健闘を

お祈りしたのでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この講座終了後の 9 月末に実施された第 43 回

の検定試験に 10 名の方が挑戦され、そのうち 4

名の方が見事合格されました。僅差で残念な結果

となった方もいらっしゃったとのこと、この検定

試験への挑戦が「社員が自ら学ぶ組織」への第一

歩となったのではないかと感じています。 

 この講座を通じて味の兵四郎の皆様との貴重

な出会い、また何物にも代えがたい貴重な経験を

させて頂きました。 

また、お忙しい中講座に参加頂き様々なアドバ

イスを下さった中村副会長、岡野理事、毛利理事、

根幹で支えて下さった栗川会長に心より感謝申

し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜最終日に受講生の方々と＞ 
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思い出の写真と一言 

私は大学時代（1960～1964 年）ヨット部（当時のスナイプクラス）に在籍

し、東京湾・横須賀沖での春休み・夏休み合宿に参加していました。 

春休み（3 月下旬）の合宿では寒さのなかヨットから身体を乗り出し、強

風による傾斜を防いでいました。 

また、夏休み（７月下旬）の合宿では凪（無風状態）時の強烈な太陽光線

のもと海流を計算しながらヨット操船をしていました。 

会長 １級販売士 栗川 久明 

 

「思い出の写真と一言」と「会員自己紹介文」大募集！ 

♪ 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） 

 

mailto:fukumae@zenno.jp
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一般社団法人日本販売士協会が定期的に発行

している会報「販売士」に登録講師による「リレ

ートーク」が連載されています。 

第 9 回と第 10 回に当協会でご活躍の方々のト

ークが掲載されましたので、ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【販売士 2015年9月号より転載】

会報『販売士』より 
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【販売士 2015年 12月号より転載】 

 

＜編集後記＞ 

まもなく 3 月、別れと出会いの季節がやってきます。この春、子どもが保

育園を卒園します。嬉しさと同時に切ない気持ちになっているのは親だけ

で、本人は小学校への期待に胸を膨らませている毎日です。 

次号は総会後の 5月発行予定です。皆様の投稿お待ちしています。（Ｎ） 
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□□□ お知らせ □□□ 

 

◆平成 2８年年次総会 

日 時：平成 28 年 4 月 16 日（土）14 時～ 

場 所：福岡商工会議所・B1-ｂ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 2８年２月 1 日） 

正 会 員 91 名 

 １級販売士 72 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 3 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

