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暑かった夏も終わり、至る所で秋を感じる今日

この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

平成 28 年 7 月１6 日（土）福岡商工会議所にお

いて、設立 15 年記念となる夏季研修会が開催さ

れました。参加者は会員 20 名と福岡商工会議所

経営支援部の参事役である岸川哲也様を交えて

有意義な一日を過ごすことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売士・ふくおか 
発行：福岡販売士協会 

平成 28年 9月 17日 

第 44号 

第 44号目次 
■行事報告 

・設立 15年記念夏季研修会  …1 

・春季流通施設等見学会    …5 

・Ｈ28年度第１回役員会議   …7 

・納涼ビアパーティ      …7 

■こんな活動やっています！  …8 

■会員投稿           …10 

■第 10回販売士表彰制度    …23 

■会報「販売士」より      …24 

■大募集！           …25 

■協会現況報告         …26 

平成 28年 7月 16日（土）：福岡商工会議所 

第一部 講演会 

・挨拶 

・講演「福岡販売士協会と異業種交流」 

～公益法人医師会事務局奮闘記～ 

講師：小関芳紀副会長 

第二部 懇親会 

設立 15年記念「夏季研修会」開催 
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副会長 

（研修担当） 

１級販売士 

中村純治 

 

 

第一部 講演会 

 

  

１．開会宣言 

司会の毛利理事による開会宣

言、いつもながら素晴らしい進

行でした。 

 

２．開会挨拶と講師紹介 

栗川会長より今年度の活動実

績や今後の予定を話された後、

講師の紹介がありました。 

 

＜会長挨拶要旨＞ 

・今回の夏季研修会は 15 回目になります。 

・4 月 16 日（土）の年次総会開催後、5 月 31 日

に会報「販売士・ふくおか」第 43 号を発行。 

・6 月 4 日（土）に春季流通施設等見学会として

北九州市小倉北区の「TOTO ミュージアム」を

見学（9 名） 

・今年度前半のトピックスは以下のとおり 

①設立 15 年記念で当協会のチラシを作成、4/16

年次総会にて配布。 

②6/3（金）の日本販売士協会年次総会で当協会

賛助会員の「麻生情報ビジネス専門学校」と「株

式会社ふくや」が表彰された（詳しくは P23） 

③年次総会、拡大役員会議、春季流通施設見学

会の集合写真を岡野理事にて記念写真に編集。 

・8 月 20 日（土）に「夏の納涼ビアパーティ」

を開催予定、例年のように「アサヒビール園博

多」でのバーベキューパーティを行うためご家

族一緒のご参加をお待ちしている。 

・9 月に会報「販売士・ふくおか」第 44 号を発

行予定、8 月末までに皆さんの寄稿をお願いし

たい。 

・11 月 5 日（土）に「九州販売士懇談会イン佐賀」

を鳥栖市のサンメッセ鳥栖で開催する。日本販

売士協会の岩間専務理事、長崎販売士協会坂口

会長も参加されるとのこと。 

 

３．講演会 

 続いて小関副会長による講演が行われました。 

 

「福岡販売士協会と異業種交流」 

～公益法人医師会事務局奮闘記～ 

 

講師：小関芳紀副会長 

 

 

 

下記のレジュメに従いお話をされました。 

講演内容は P13 をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊ レジュメ ＊＊＊ 

第 1部 自己紹介 

 （1）生い立ち 

 （2）学生時代 

 （3）社会人 

 （4）『天国と地獄』の体験 

 （5）転職と移住 

第 2部 福岡販売士協会への入会 

第 3部 医師会との出会い 

 （1）役員退任・退職 

 （2）求職活動 

 （3）キューピット出現（！？） 

 （4）医師会入職 

 （5）医師会について 

 （6）社会への貢献について 

第 4部 まとめ・質疑応答 

私が 

報告します 
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第二部 懇親会 

 

 

懇親会は中村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とても楽しく拝

聴させて頂きました。 

 

１．中村純治副会長による乾杯 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ご来賓スピーチ  

岸川哲也様 

（福岡商工会議所・経営支援部・参事役） 

 今年脳梗塞になったが、トレ

ーニングの甲斐があって今は

以前より元気に。商工会ではイ

ンバンド戦略に邁進中です。西

新を中心に高取焼・・・ 

 

 

３．参加者一言スピーチ 

 懇親会名物（！）恒例の参加者一言スピーチが

行われました。近況報告などに笑ったり、考えさ

せられたり…（詳しくは P4） 

 

 

 

 

 

 

 

４．ビンゴゲーム 

恒例のビンゴゲームが開催されました。ビンゴ

者が出て景品のワインを貰うたびに、みなさんの

歓声と拍手が鳴り響きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

←会長からワインを 

手渡される岡野理事 

 

 

５．八尋晃仁副会長の閉会の挨拶 

「追い山も終わり、いよいよ

夏！梅雨明けはまだまだですが

…。熱中症には気を付けてくだ

さい。来年の研修会も元気にお

会い致しましょう。」 

 

 

 

 

終了後は有志で二次会を楽しみました。 

今回も、とても有意義な研修会でした。 
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懇親会の参加者スピーチ 

山路博之さん
色が黒いのは世界中の太陽を浴
びているからです。今年はオース
トラリアを予定しています。また現
在、ポスティングで健康と資金を
…

横山修二さん
宅建に昨年末合格しました。

この資格を活用しようと面接に
行ったのですが、経験が必要
とのことであえなく惨敗…

中島良一さん

機能性表示食品の発売タイミン
グと売上高の確保に苦労してい
ます。記念日協会とともに記念
日作戦を考えています。野菜の
日、カフェオーレの日、牛乳の
日、コーヒーの日とか…

森田常満さん
販売士協会設立の日以来15年

ぶりの出席、社内で販売士の
教育やテナント管理等をやって
いました。昨年6月会社を退職
しました。今後は社会に役立つ
ことを…

戸田俊彦さん

もうすぐ71歳です。衰えを感じる
この頃です。老人会も解散が多

くなり、高齢化の問題が表面化
していると感じています…

高田暢夫さん

今年の販売士試験はエアコン
の効きが悪かった。3級は易し

かったが、2級は難しかった。ま
た試験日の問題で受験者が
減った…

福生和彦さん

78歳になります。最近1か月半
入院をしていました。病名が分

からず苦労しました。最近のお
医者さんは患者の顔を見るより
も…

小野村聡太郎さん

太宰府商工会に異動しました。
参道を担当しています。現在子

育てに苦労しています。将来の
ことを思うと真剣に…

渡辺芳雄さん
不動産賃貸業9階建ての責任者。
最近外人が多いと思ったら、無断
で民泊業を始めている人がいる
のです。防犯カメラで…

濱村昌男さん
私も1回から参加しています。
私の明治27年生まれの父も大
沢商会に努めていました。
シンガーミシンやカメラなど…

森山正夫さん

昨日天井裏でイタチが運動会
をしていました。私の奥さんが
イタチと目があって…私は来年
からパソコンを教える仕事を…

長沼玲子さん

母が亡くなって初盆を迎えます。
2トントラックで10台分遺品等を処
分、70万円かかりました。今は広
いガラガラの家に犬と…

岡野利哉さん

商業高校で1年を担当をしていま

す。「時間を守る」「ハイと返事を

する」「両手で渡す」など厳しく指
導。でも卒業生からは感謝の…

大串雅一さん

我が社では岡野先生の卒業生
を受け入れています。岡ちゃん

と呼ばれているとか。高田先生
には恩返しを…社内で販売士を
…

中村純治さん

熊本地震の復興支援をやって
おり、熊本に行っています。復
旧と復興の違いは…。被災証明
書と罹災証明書の違いは…

毛利裕之さん

私も復興支援に携わっており、
益城のテント村や西原村に出向
き、トイレ掃除や経営相談を…持
続化補助金やグループ補助金…
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副会長 

（企画担当） 

2級販売士 

小関 芳紀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日は、あいにくの雨模様でしたが、予定通り

JR 小倉駅南口（小倉城口）に集合し TOTO 本社

へ向かいました。（直接現地集合の松尾氏、佐田

氏除く） 

後で分かりましたが、TOTO は水に関連した事

業をしていて、ミュージアムのエントランス側の

建物は、水滴をイメージして建てられたとのこと、

当日の雨は私たちを歓迎する意味があったよう

です（！？） 

 

 

 

 

 

 

 

１．「ＴＯＴＯミュージアム」見学会 

まず、2 階映像シアターにて担当の鳥越様より、

TOTO ミュージアムの概要について説明があり

ました。その後、説明を聴く機器を装着し女性説

明員の案内にてミュージアムの見学を開始しま

した。 

 

TOTO は衛生機器のシェアでは、日本ではトッ

プ、世界でも 4 位だったと思います。その TOTO

は、森村グループのノリタケ、日本ガイシ、日本

特殊陶業（NGK）などそれぞれの業界でトップ企

業と同じ一員であることが、大変印象に残りまし

た。TOTO ミュージアムで得られる情報はあまり

に多く、この場でご紹介することは困難ですので、

北九州にいらっしゃる機会を作り、当ミュージア

ムを見学されることをお勧め致します。素晴らし

いです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、蛇足ですが、今から 34 年前の 1982 年、

戸川純の CM「おしりだって洗ってほしい！」の

テレビ CM が放映されましたが、この年に私は結

婚したことを思い出しました。 

  

２．「魚町銀店街」商店街散策 

TOTO ミュージアム見学の余韻が冷めないの

で、魚町銀店街の中にある老舗菓子の喫茶去（き

っさこ）の湖月堂本店にて名物甘味を賞味しなが

ら、ミュージアムを振り返りました。 

その後、魚町銀店街を散策して渡辺さんのアイ

デアで井筒屋百貨店本店地下街（デパチカ）を視

察しました。博多阪急のデパチカとの広さ、テナ

ントの数、品揃え、客数、熱気、魅力度などなど、

パワーの格差をしっかり見て頂きました。（泣） 

 

 

H28年度春季流通施設等見学会 

日時：6月 4日（土） 午後 1時～7時 

場所： 

１．「TOTOミュージアム」見学 

北九州市小倉北区中島 2-1-1 

TEL：093-951-2534 

２．「魚町銀店街」商店街散策 

３．居酒屋「思恩真空管」（魚町銀店街） 

私が 

報告します 
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３．反省会「居酒屋思恩真空管」 

松尾さんが合流し、栗川会長のご挨拶と乾杯の

音頭で反省会が執り行われました。松尾さんは   

今までの印象は、あまり家族や家庭の印象がなか

ったのですが、今回 TOTO ミュージアムに愛息君

を連れていらっしゃいました。小学生高学年で賢

く、いろいろな現象や物体に興味津々で、少年時

代の松尾さんはこんな感じだったのだろう！と

思ってしまうほど利発な少年で、父親の顔をしっ

かり見せて頂きました。そんなことを思いながら、

販売士協会活動をこれからもしっかり続けてい

くことを思い議論しながら、皆さんがそれぞれの

熱い思いを胸に秘めながら小倉の夜が更けてい

きました。 

私は改めて、福岡販売士協会の持つ情報提供機

能や、人的ネットワークの奥深さに気づき、これ

からも活性化しながら継続することが大切なの

だろう、と再確認出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．感想 

数年ぶりの北九州地区での見学会で、出来るだ

け多くの会員の皆さんにご参加頂きたいと思っ

ていましたが、日程等の都合などもあり、9 名と

少し少ない参加者となりました。北九州の場所的

な問題もあると思いますが、やはり皆さんが是非

行って見たい！と思う魅力やワクワク感が、足り

ないことが基本的な課題なのかな、と反省（？）

しております。 

全国でも少子高齢化が最も進んでいるのが、北

九州市で、駅前や商店街でも高齢者が多いと感じ

ますので、今後いかに魅力を醸し出すか、発信し

ていくか、北九州市は、北九州市民は考え、行動

しなければならないですね。 

 

 

 

 

 

  

参加者（敬称略） 

■「TOTOミュージアム」見学 

栗川久明、廣瀬紀子、八尋晃仁、岡野利哉、松尾宏一（親子）、渡辺芳雄、佐田智彦、小関 芳紀 合計 9名 

■「魚町銀店街」散策： 栗川久明、廣瀬紀子、岡野利哉、渡辺芳雄、小関芳紀  合計 5名 

■反省会「居酒屋思恩真空管」：栗川久明、岡野利哉、松尾宏一、渡辺芳雄、小関芳紀  合計 5名 

北九州、 

いいところ、 

いいこと、たくさんあるんです。 

住めば都で･･･ 

良い町ですよ！！！ 

以上、北九州からでした。 
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 平成 28年 5月 18日（水）19:00～21：00に「銀

香梅」（福岡市博多区博多駅東 2-7-27テラソビ

ル１F）で拡大役員会議を開催しました。 

参加者は栗川久明、廣瀬紀子、小関芳紀、八尋

晃仁、岡野利哉、西珠子、横山修二、松尾宏一、

森山正夫、高田暢夫さんの 10名でした。 

当協会では役員改選年の最初の役員会議は顔合

わせを兼ねて拡大役員会議を開催しております。

本年度は新役員として松尾宏一さんと大串雅一

さんが就任されました。残念ですが大串さんは社

員旅行で欠席でしたが、松尾宏一さんが出席して

くれました。 

今回の役員会議では会員状況、年会費納入状況

の説明と 4/16（土）の年次総会開催結果が事務局

より報告されました。 

今後の活動計画では会報第 43 号を 5 月末・第

44号を 9月末に発行を予定しています。 

また、6/4（土）に春季流通施設見学会、7/16（土）

に設立 15 年記念夏季研修会、8/20（土）に納涼

ビアパーティ、11/5（土）に九州販売士懇談会イ

ン佐賀開催を計画していますので、案内書・スケ

ジュール表等計画内容について検討しました。 

その後、廣瀬紀子副会長手配の「銀香梅」で日

本食を味わいながら懇親を深めました。 

次回の役員会議は 9/21(水)麻生情報ビジネス

専門学校 1号館で行います。 

（栗川会長記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13回目になります。 

長崎から冬木繁雄・吉岡英春さん、広島から中

島良一さんの遠方組と地元福岡からの栗川久

明・小関芳紀・八尋晃仁・長沼玲子・横山修二・

岡野利哉さんの 9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 4～5 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 6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。  

 （栗川会長記） 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1回役員会議 納涼ビアパーティ開催 
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１．設立 15年記念 会合写真の配布 

当協会は本年度設立 15 年目を迎えました。そ

の記念として協会の全体会合にご参加いただい

た方に記念写真（岡野理事撮影・編集）をお送り

することにいたしました。 

 

（１）平成 28年度年次総会（H28.4.16） 

福岡商工会議所 B1-b会議室/27名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付・タイトルを入れました 

 

（２）平成 28年度第 1回役員会議（H28.5.18） 

「銀香梅」福岡市博多区博多駅東/10名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）春季流通施設見学会（H28.6.4） 

「TOTOミュージアム」北九州市小倉北区中島 

魚町銀天街商店街散策  

反省会「居酒屋思恩真空管」 /9名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）設立 15年記念夏季研修会（H28.7.16） 

福岡商工会議所 402会議室/21名参加 

講演会：「福岡販売士協会と異業種交流」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）夏の納涼家族パーティ（H28.8.20） 

アサヒビ－ル園博多/9名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな活動やっています！ 

今年度は協会発足 15年という節目の年であり、活動

をより思い出深いものにするために新たな取組を始

めました。 

また、協会ＰＲおよび活性化のためのツールとして、

ホームページを活用していますのでご紹介します。 

（栗川会長記） 
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２．福岡販売士協会ホームページ更新 

   http://www.farmmc.jp/ 

当協会のホームページは岡野利哉理事に管理

してもらっており、会合状況等を速報体制で掲載

しています。今年度の掲載履歴と合わせてご紹介

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■トピックス（活動報告） 

・5/19「拡大役員会議」の様子を掲載 

 H28.5.18（銀香梅） 

・6/6「平成 28年度春季流通施設等見学会」の 

様子を掲載 H28.6.4（TOTO ミュージアム他） 

・7/19「設立 15年記念夏季研修会」の 

様子を掲載 H28.7.16（福岡商工会議所） 

・8/22「納涼ビアパーティ」の様子を掲載 

H28.8.20（アサヒビール園博多） 

 

 H 

■会報 

・6/6「販売士・ふくおか」第 43号 

  会報誌 43号：5/31発行 

■全体 

・5/7 4/16（土）開催の平成 28 年度年次総会に

基づき、ホームページ全体を平成 28年度の内容

に更新 

■イベント（行事案内） 

・6/6設立 15年記念夏季研修会案内を掲載 

H28.7.16（福岡商工会議所） 

・7/5「納涼ビアパーティ」の案内を掲載 

H28.8.20（アサヒビール園博多） 

・7/5 「九州販売士懇談会 in佐賀」の 

案内を掲載 H28.11.5(サンメッセ鳥栖) 

福岡販売士協会 

随時更新中！ 

ぜひ 

アクセス 

して下さい 

この他にも、 

◎福岡販売士協会ってどんな組織？  

→「会長挨拶」「会則」「役員体制」 

◎これまでの活動は？ → 「活動実績」 

◎入会したい！ → 「入会案内」 

◎他エリアの活動状況や関係組織は？ 

 → 「リンク」 

等々、、、情報満載！です。 
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20 世紀は 20 億人から 60 億人まで増加した 

『地球が泣いている』～「人口」編～ 

                                   

大分支部長 

1級販売士 

溝部 敏勝 

 

 

「地球上には何人の人が住めるのだろうか？」と

の問いに逡巡する人は少なくないのではないで

しょうか。そもそも少子化が進むわが国では、こ

れからいかに合計特殊出生率（１人の女性が一生

に産む子供数）を 2015 年度の「1.46」から「1.8」

まで引き上げるか、地方の過疎化をいかに食い止

めるか等、この問いとは全く逆方向の政策を講じ

ようとしているのですから興味も関心も薄いの

ではないでしょうか。しかし地球規模で見ると人

口問題は深刻です。 

 8 月末時点の情報では世界人口は増え続け 73

億 4 千万人を超えています。１年間に 6 千万人が

亡くなり、1 億 3 千万人が産まれています、差引

7 千万人増えていることになります。 

この増加現象は、例えば、EU 離脱で世界が注

目するイギリス（人口 6.5 千万人）という国が毎

年 1国ずつ誕生していくことを想像すればわかり

やすいかと存じます。この状況で人口が増え続け

ると2050年には97億人を超えることになります

（2015 年 7 月、国連の将来推計人口による）（グ

ラフ１参照）。 

 

【グラフ 1世界と主要国の将来人口推計】 

 

 

 

人類の祖先であるホモサピエンス（賢い人）が

地球上のアフリカに姿を現したのは今から 20 万

年前と伝えられています。ホモサピエンス（賢い

人）はその後も進化を続け、10 万年前に世界中に

拡散していきました。また 1 つの生物種が世界中

に拡散し、その地域毎の多様な環境に適合できた

生物は他に例がないといわれています。 

その後今日まで人口は増加の一途をたどって

います。かつて地球の人口収容力は 26 億人と唱

えられていましたが、1960 年にその数値を超え

ました。特に 20 世紀の人口増加は長い人類の歴

史の中でも極めて異常と読み取れます（20 世紀は

じめの 20 億人から、20 世紀終わりには 3 倍の 60

億人まで増え続けて今日に至っています）（グラ

フ２）。 

 

【グラフ 2：世界と主要国の将来人口推計】 

 

我が国の人口は 2008 年度の 1 億 2 千 8 百万人

をピークに減り続けています。現在は 1 億 2 千 5

百万人ですが、今後も減少傾向が続き 2060 年に

は 8 千 7 百万まで落ち込むと予測されています。

会員投稿 
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2060 年度の予測数は、2008 年のピーク数に比べ

－33%減少することになります。（グラフ３）。 

【グラフ 3：日本の年齢区分別将来人口推計】 

 

 人口増加がもたらすマイナス面として、①水、

食料難、②エネルギー不足、③環境破壊、などが

考えられますが、これらはすべて相互に関連し合

い地球に影響を及ぼします。 

（例えば、人口が増えると水、食料の需要が増

えます。食料への需要が増えると、多くの土地が

必要となり森林伐採が進みます。また食料の生産

や輸送が必要になり、そのすべてがエネルギーへ

の需要を増加させます。これが温室効果ガスを増

加させ気候変動を加速させます。気候変動が加速

すると、水と食料、土地にかかる負荷が増します。

これらの連鎖から、人口の増加と経済成長が進め

ば地球環境への負荷が増えていきます。） 

 「地球が人口を支える能力」と題する多くの文

献の中から、次の３つをご紹介いたします。 

１）経済成長と環境面を考慮した指標に「エコロ

ジカルフットプリント」があります。 

エコロジカルフットプリント指標は（Ecological 

footprint、略称 EF、地球の自然生態系を踏みつ

けた足跡）、人間活動がどれほど自然環境に依存

しているかを表す指標です。数値が大きいほど環

境に負荷を与えています。 

世界平均のエコロジカルフットプリント数値

は「2.7gha（グローバルヘクタール）」です。世

界公平割り当て面積（人口を支える能力）1.8 gha

の 1.5 倍です（2.7÷1.8）。つまり現在の人口と生

活スタイルを維持するためには地球が 1.5 個必要

であり、既にキャパオーバーの状態に陥っている

ことを示唆しています。 

｛参考までに日本の数値は 4.17gha です。この数

値は世界中の人々が日本人のような暮らしを始

めたら、「地球が約 2.3 個必要」ということを示

しています（4.17÷1.8）。 

同様に世界中の人々がアメリカ人と同じレベ

ルの生活をすれば、アメリカの数値 9.4 gha から

地球が約 5.2 個必要となります（9.5÷1.8）。｝ 

２）アメリカの「ワールドウォッチ研究所」は、

穀物の年間消費量から人口上限値を割り出して

います。これによると全ての人々が平等に「アメ

リカ的食生活」で暮らせば 23 億人が生存限界で

あると考えています。同様に「欧州的食生活」の

人口上限値は 41 億人、「日本的食生活」は 61 億

人、「バングラデシュ的食生活」109 億人、「生存

ぎりぎりの最低生活水準」では 150 億人が生存可

能としています。 

３）耕地面積から試算する方法、世界の耕地面積

は約 16 億 ha です。これは総国土面積の 12%に

相当します。1 人あたりの農地面積は 0.23ha を求

めることができます（16 億 ha÷73 億人）。 

2050 年の世界予測人口 97 億人を養うには、22

億haの農地が必要となります（97億人 x0.23ha）。

農業生産性や食料種類が現状維持のまま変わら

ないと仮定すれば、現在の 1.4 倍、＋6 億 ha（22

億 ha÷16億 ha）の農地面積が新たに必要となり、

これは日本国土の 16 倍に相当します（6 億 ha÷

3,700 万 ha）。 

 

以上の考え方は、食料や農地が全人類に均等分

配された場合、が条件となり現実的ではありませ

ん。2012 年度、国連報告書によれば、人類が存

続可能な人口上限数は、「80 億人」と線引きする

専門家が最も多いとのことです。 

しかし目先では、人口 73 億人中およそ 8 億人

（9 人に 1 人）が、健康で活動的な生活を送るた

めに必要かつ十分な食料を得られていません。こ

の結果年間9百万人の人々が飢餓で亡くなってい

ます。これらの現状と食料を均等分配することが

できない現実などから、日本に在住する私たちの

毎日の暮らしの中からは想像もできませんが、

「世界人口は、既に地球のキャパオーバー領域内」

に入っているように感じられます。 
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「一 日 一 笑」の日美 

 

 

ユーモアコンサルタント 

1級販売士 

佐田 智彦 

 

 

 

６月４日（土）販売士協会の皆さまと共に、地

元にいながら未だに足を運んだこともないＴＯ

ＴＯへ、とうとう見学を果たすことが出来ました。

水周りで社会へ貢献している企業だけに当日は

雨降りのお出迎えでしたが、入口から中口また出

口まで一貫した気良い流れのおもてなしは印象

に残りました。 

研修会後は、有志一同が小倉の繁華街でお楽し

みの時間帯を過されたと思いますが、この紙面を

お借りして「ＴＯＴＯ」に因んだ不常識・非真面

目なフレーズを誤披露いたします。 

思いだせば１９８０年の初め頃、笑生の現役時

代（新人営業研修を担当）の出来ごとですが、あ

る新人と東陶機器㈱の前を車で通過した折に、ア

ッ、「トト」だと嬉しそうに言った彼に返す言葉

が出なかったのが思い出されます。 

当時は社名呼名として「ＴＯＴＯ」が使用され

ていましたが、音楽好きの彼は、米国ロックバン

ドの「ＴＯＴＯ＝トト」と間違えたようです。 

 

 リオのオリンピックも無事に終りましたが、１

９６４年１０月１０日東京オリンピックの開催

式に因んでこの日を体育の日としていますが、常

日頃から己の体は健康であり続けたいものです。 

 「最近のガソリンの高騰とかけて、高齢者の悩

みと説く・・・・・その心は」、オイルショック！

なんかに負けずに体育の後は、「銭湯」がなによ

りです。 

「捨てる神あれば、抜ける髪あり」、「頭隠し

て、アデランス」で張りのないお身体を癒してく

ださい。 そして、なによりの生きがいでもある

お酒につきものおつまみには「ジュージュー」と

美味しそうな音を出しながら頂く焼き肉やお好

み焼きなんかもいいものですネ！ 

 煙が目にしみることがないように、あえてこの

日は「眼の愛護デー（横にするとメガネになる）」

でもありますので、目を優しくいたわりつつお幸

せ感をお楽しみください。 

 別の食材としては、「肉ダンゴ」も当日は特に

お薦めの一品です。 

この日は、高齢者には「転倒」防止の日でもあ

りますが、「転ばぬ先の靴選び」で実用便利な履

物を御準備しておいてください。 

正月まであと８２日間を残した１０月１０日

とはこのような日ですが、「トントン」拍子に溌

溂・颯爽たる日美を本年も健康で過ごせることが

なによりも大切なことです。 

 笑生は、現在北九州市にて「グローイング体育」

の普及活動を市民センター中心に行っています。 

コンセプトは、笑涯現役でＧrow（成長）し、Glow

（輝き）続ける「Ｐ・Ｐ・Ｅ（笑顔）・Ｋ」人生

です。 

己の裡なる欲求を導き出す自然なる身体活動

で、受け身ではなく能動的な自立型体育です。 

「健康のため、生き過ぎには、注意しましょう」

の川柳へ反発し、健康寿命と人生寿命の同一値を

目指しているこの体育のモットーは、「いつでも、

畳１枚の広さで、誰でも」出来ることです。 

その気づきへのアプローチを、ユーモアーと笑

いを取り入れて学びます。 

高齢化先進国に相応しい新人類高齢者が、人生

の笑味期限を機嫌よく学び過せるように自らの

活動と他者支援を行いつつ、善気好例者の今を駄

洒落と共に全力で生きています。 
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「福岡販売士協会と異業種交流」 

～公益法人医師会事務局奮闘記～ 

 

副会長（企画担当） 

2級販売士 

小関 芳紀 

 

 

 

第 1部 自己紹介 

（1）生い立ち 

昭和 30 年に北海道空知郡に生まれ、小学校 3

年の時、父の勤務の都合で栃木県小山市に転居。

中学 1年時に、またも父の転勤のため千葉県千葉

市に転居。昭和 45 年 4 月、千葉県立船橋高等学

校入学、勉強はそこそこでバスケットボール部の

猛練習で気力・体力を養った。（柔道部の後輩に、

野田佳彦前首相） 

（2）学生時代 

昭和 48 年 4 月、青山学院大学法学部に入学。

年間 8回程度の合宿やチームアルバイト、機体の

整備等に明け暮れた 4年間、ラインパイロット目

指していた。2つの国家資格取得（自家用操縦士、

三等航空整備士）を取得。ところが、2 年時に日

航指定養成施設が廃止となり、ラインパイロット

への夢が破れる。パイロットの夢は消えたが、国

際派ビジネスマンとして、アタッシュケースを持

ち颯爽と旅客機に乗り、海外出張する仕事を夢に

抱き、商社を受験。 

（3）社会人 

昭和 52年、株式会社大沢商会(当時東証一部上

場）に入社。明治 23 年創業、京都発祥のハイカ

ラな貿易商社。時計、宝石、自動車、カメラ、ス

ポーツ用品などのハイグレードな消費財を扱う

商社だった。会長に吉田茂のブレーン、白洲次郎

氏、ポルシェで出勤するセンスの良い紳士だった。 

私は、国内の第 4営業本部自動車関連用品部にて

営業を 3 年(札幌支店）、その後新規事業の企画

部門(本社：東京）に転勤し、小売店チェーンの

事業化を担当。昭和 56 年 7 月に新規事業を子会

社化し出向（株式会社ドライバースタンド：、カ

ー用品小売チェーン） 

国際派ビジネスマンを目指し、海外研修試験に

チャレンジ！2 回目で合格し、昭和 58 年（1983

年）8 月から約 4 ヶ月間の短期ではあるが、アメ

リカ（フロリダ州タンパ）へ！2 ヶ月間は学生で

英会話のコース、その後１ヶ月はアメリカ国内の

業界の視察、その後の 2週間でヨーロッパ４カ国

歴訪し（ＵＫ、フランス、ドイツ、イタリア）少

しずつ英語でコミュニケーションを取ることが

出来始めた。この体験は、私の人生にとってかけ

がえのない多大な影響を与えてくれた。視野の広

がり、知らない所へのチャレンジ、知らない人と

のコミュニケーションなど。 

『百聞は一見に如かず!』 

また、人見知りであった私の殻が少し割れた！ 

（4）『天国から地獄』会社の倒産 

大沢商会は、外見はスマートで業績も堅調のよ

うなイメージであったが、実際は海外事業への投

資や赤字部門の対策が遅れ、経営は悪化していた。

昭和 59年 2月 29日（うるう年）、会社更生法を

申請し事実上の倒産となった。子会社の小売店チ

ェーンの本店に取引先が約 100 人集まっていて、

事情説明をしなければならなかった。罵声も浴び

絶体絶命のピンチであったが、代金の支払いは予

定通り決済されており、近日中に説明会を開催す

ることを説明し、何とかお引取り頂いた。当時は

地獄のような体験であったが、今では本当に貴重

な体験をしたと思っている。また、次のようにチ

ェーンストアの運営ノウハウなどの勉強をさせ

てもらい現在でも役立っている。 

・日本チェーンストア協会のＳＶ（スーパーバ

イザー）研修参加 

・ペガサスクラブ研修受講 

※1962年（昭和 37年）渥美俊一氏が日本リテイリング

センターを設立。日本の大手チェーンストアがほぼ全

て、渥美俊一先生の指導を受けて成長している。 

（5）転職と移住 

大沢商会の倒産、新規事業(小売店チェーン事

業）という動きの中、家内の実家から事業を手伝

ってほしい旨のオファーがあった。家内の実家は、

北九州を地盤としたカー用品の専門店、オーナー

が家内の父親であった。経営者の一員として自身

の能力を精一杯試す絶好の機会と考え、転職を決
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意。正直東京から北九州への移住は、知らない土

地であり、本音は複雑な心境であった。 

ところが！「50歳から住みたい地方ランキング

（宝島社）」で、何と、北九州市が第 1位の栄誉

を獲得！！！（第 2位：新潟市、高知市、第 4位：

宇部市、豊後高田市）今は、私は先見の明があっ

た！と個人的に自慢して喜んでいる。 

ともかく 26年前の私は、不安を胸に平成 2年 8

月、家族 5人で東京を去り北九州に移住した。 

 

第 2部 福岡販売士協会への入会 

販売士資格歴はとても長く、昭和 55 年に東京

で 3級販売士を取得。北九州に移住し、転職して

からも、小売店で二代目が販売士を勧めたので 2

級を取得。社内でも合格者へ手当てを支給するな

どメリットを打ち出し、一時ブーム化する。その

ころ、社内だけでは井の中の蛙になるという危機

感から、視野を広げたいと思っていてタイミング

良く福岡販売士協会からの勧誘もあり入会した。

販売士協会の諸先輩との交流は、私にとり社会人

としてまた企業人としての目標あるいは、実践的

なアドバイスを頂ける尊敬する先生、先輩という

認識である。 

学生時代の友人や先輩、会社の恩師や先輩・同

僚などを東京に残し、北九州市に移住してきた私

にとっては、今の会社の上司・先輩・同僚以外で、

話が出来る、相談出来ることで、本当に有難い、

かけがえのない私にとっての財産となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3部 医師会との出会い 

（1）役員退任・退職 

諸処の事情により、平成 23年 10月末で役員の

退任及び退職することとなった。 

（2）求職活動 

早速、11 月 1 日からハローワーク通いを開始、

福岡の人材バンクも合せ毎日求人情報の検索と

目ぼしい企業団体への問い合わせをした。 

求職者の心構えや履歴書の書き方の注意点な

ど、渡辺顧問や森山監事に親身にアドバイスを頂

いた、大変感謝！ 

（3）キューピット（？）出現！ 

12月上旬のこと、共通のスポーツで親交のある

方から、もし仕事が決まっていなかったら一度履

歴書を出してみたら良い、このときに初めて医師

会の事務局長の求人の紹介があった。全く未知の

分野であるので、だめもとと思い、履歴書を送付

したところ、年末の 12 月 26 日(月）に採用面接

実施する旨の連絡があった。 

面接は、医師会会長、副会長 2名、事務局長代

理(女性）の 4 名にて行われた。採用決定は、理

事会承認が必要だとのこと、次の理事会は年明け

の 1月 6日（金）で、理事会終了後に、連絡を頂

くことになった。 

（4）門司区医師会入職 

平成 24 年 1 月 6 日（金）夜 9 時半過ぎに、自

宅に医師会から電話があり、①採用が承認された

こと、②1月 10日（月）から出社してほしいこと、

以上の説明があった。 

これは、私と家内にとって奇跡そのものであった！ 

平成 24年 1月 10日（月）午後、門司区医師会

に初出勤し、職員（管理者）が集まり挨拶し、顔

見世を行った。56歳で医療介護分野は未経験の新

人で事務局長という、なかなか厳しい新しい環境

でプレッシャーのかかる毎日が続いた。 

＜事務局長の仕事＞ 

要は････医師会の本来の仕事、医師への学術を

基本にしたサービス全般 と、事業部門(健診、

看護学校、介護部門、職員約 110 名の統括(管

理兼運営部長！） 
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実際は、事業の運営など過去の経験が、かなり

活用出来るポジションで、事務局スタッフ（女性）

がそれぞれ担当業務の実務精通しており、かなり

助けられた。 

（5）医師会について 

公益社団法人日本医師会 

設立：1916 年（大正 5 年）に全国組織として大

日本医師会が設立、1923 年に北里柴三郎が初代

会長として法定の日本医師会が誕生。 

規模：全国で医師総数 約 30万人、うち医師会

員は 16.5万人。入会は任意である。会員は A会

員の診療所（クリニック）の開業医が主力で全

国 10万軒。 

目的：学術専門団体。医道の高揚、医学及び医

師の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福

祉を増進することを目的として、医師の生涯教

育、地域医療の推進発展、保険医療の充実など

さまざまな活動・提言を行っている。 

 

A）医師会の三層構造 

それぞれ全て独立した法人である。 

日本医師会 国と連携 

都道府県医師会（47団体） 都道府県と連携 

郡市区医師会（約 900団体） 市町村と連携  

※行政と二人三脚！ 

B）公益社団法人北九州市門司区医師会 

歴史：明治 30年に門司医会が発足（医師会と歯

科医師会と薬剤師会が合わさった組織）明治 39

年に門司市医師会発足 

特長：事業に積極的だった。 

看護学校（准看）、健診センター、デイケア、

訪問看護、訪問介護、ケアマネ、訪問入浴、地

域包括支援センター（行政へ出向）会員の連携、

病診連携が上手く取れている！会員同士の意思

疎通が良く、協力体制が概ね良好であり、また

診療所と病院の意思疎通・協力体制も大変良く、

患者へのケアが上手くいっている。 

人口減、高齢化が進んでいる。→一案として、

コンパクトシティ化を進める必要性がある。 

 

（6）社会への貢献について 

個人的：私の 39 年間の仕事人生の中で、人のお

役に立てた、お客様が満足してくれた、等のやり

がいを感じてきた。社員を採用して育て、会社の

中心人物となり、自己満足をしたことも多々あっ

た。 

公益法人：5 年前に門司区医師会に入職して、公

益法人としてまさに地域に奉仕する団体の一員

となり、今までとは少し次元が違う社会貢献をす

る感覚を感じている。※営利企業では出来ない

（損得でない）公益性のある活動を推進している。 

長年医師会が実践してきていること 

☆主力は、開業医（診療所院長） 

①地域包括ケアシステムの推進（中核の存在） 

②病診連携による地域住民へのスムーズな医療

提供体制の構築 

③休日急患センターへの出務 

④学校医 

⑤産業医 

⑥医師会への活動 

⑦行政主催行事への参加 

⑧地域社会の行事への参加など、診療後や昼休

みの時間などで、委員会や講演会・研修会へ

積極的に参加する先生が多い。 

 

医師会は、地域に根ざして、地域社会の医療・介

護・福祉・保健活動に積極的に貢献してい

る！！！ 

 

医師会が守ろうとしていること（国レベルで） 

A）国民皆保険制度の維持 

①国民全員を公的医療保険で保障 

②医療機関を自由に選べる。（フリーアクセス） 

③安い医療費で高度な医療。 

④社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維持

するため、公費を投入。しかし、日本の医療

費の総額は、毎年 1 兆円を超えるペースで増

え続けており、負担の仕組みを超高齢化社会

に対応した制度への変更と、国民一人一人が

健康への意識を高め、医療費を節約しておく

ことが重要。 
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B）混合診療解禁の反対 

・混合診療とは？ 

1 つの病気やケガの治療において、健康保険が

使える「保険診療」と健康保険が使えない「自由

診療」を両方受けられる制度。日本では現在混合

診療は禁止されている。（例外的に厚生労働大臣

の定める「評価療養」と「選択療養」は保険診療

と併用が認められている。） 

・混合診療拡大のメリット 

医師と患者が合意して「選択療養」として保険

外併用療養費の対象とすれば、一部は健康保険が

使えるので高度先進医療も選びやすくなり、患者

の治療の選択肢が増える。 

・混合診療拡大のデメリット 

現状の保険外併用療養費の「評価療養」と異な

り、「選択療養」は必ずしも将来の健康保険適用

が前提ではない。たとえ効果的で安全な高度先進

医療と分かっても、健康保険が適用されず、「選

択療養」に留まれば、その治療費を患者が全額負

担することになり、患者にとってデメリットとな

る。また、患者と医師はいつも同等の立場で合意

可能か？医師に言われれば、高額な医療費を払う

人もいるであろう。症状が重いほど選択に迷う可

能性！ 

・民間の医療保険の吟味の必要性 

混合診療が解禁され、ＴＰＰが妥結されれば国

内外の保険会社がもっと参入してくる。民間の保

険会社は迅速な対応など良い反面、保険料や契約

内容に応じてサービス内容が異なることが公的

医療保険と異なる。 

・アメリカの医療保険の実情 

民間の保険会社のシェアが高く、アメリカでは

加入の保険会社の契約内容により、出来る治療が

決まる、言わば治療方針は民間の保険会社に決定

権がある。医師ではない！！！ 

 

医師会は、将来に向けても、国民の健康を守る、

医療・介護・福祉・保健活動を推進していく！！！ 

 

 

 

 

第４部 まとめ 

公益法人と民間営利企業の経営の違いはある

が、経営上必要な基盤は共通。 

 

A）組織やサービスへの Ｌｏｙａｌｔｙ（ロイ

ヤルティ）！ 

信頼・愛着・これしかない！という意識、帰属

意識。 

B）人材に要求される リーダーシップ！ 

目先の問題解決に率先して当たる、積極的な態

度！ 

私の課題 

C）相反すると思われる 2つをどう調整するのか？ 

私の人生訓『継続は力なり！』 

企業経営（小売業）『変化対応業』 

 

※医師会の介護事業も世の中の変化、人の動きの

変化に対応しなければ事業の継続は出来ない。 

 

最後に… 

講演の終わりに際し、このような機会を作って

いただき、会員として公私に渡り多くのご指導や

励ましを頂いた栗川会長始め役員の皆様、会員の

皆様に心から御礼を申し上げます。 

引続き、福岡販売士協会の発展のため、微力な

がら活動に携わって参りたいと思います。 
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『人口膝関節置換手術を受けました』 

 

 

会長  

1級販売士  

栗川 久明 

 

 

 

 

私は昨年 12月 16日に右膝変形性膝関節症のた

め人口膝関節置換手術を古賀市・亀山整形外科医

院で受けました。 

入院期間は 12月 14日～1月 7日の 24日間でし

た。1月 8日の 1級販売士更新講習会受講（福岡

商工会議所で実施）に間に合わせるために数日間

早く退院させてもらいました。 

古賀市・亀山整形外科医院は横山修二理事の紹

介で、初診日（11月 10日）にこれまでの右膝変

形性膝関節症の治療履歴をまとめて医師に説明

し入院手術が決まりました。 

その際、医師より言われたことが 3点あります。 

① 人口膝関節置換手術は一般的には体重 90㎏

（当時体重 92㎏ありました）以下が条件です。 

② 入院中は食事制限（1,800㎉/日）しますので

退院時には相当体重減が期待できます。（実際

に体重 5㎏減少しました） 

③ あなたの年齢（74歳）は人口膝関節置換手術

する人の中では若手です。 

 

 

 

1月 7日退院後は週 3日リハビリに通い、手術

後 5ヶ月で杖を手離すことができました。また、

リハビリ通院も 6ヶ月で終了しました。 

変形性膝関節症は日本人の中高年に多い病気

で、正座が出来なくなり、階段昇降が困難になり、

ひいては、歩行すら痛みのために不自由になる疾

患です。 

私は、初期治療法であるヒアルロン酸注射、リ

ハビリテーション、足底板使用を平成 22年～24

年に通院治療をうけました。 

しかし、歩行時の痛みがひどくなり、平成 24

年 12月に右膝関節鏡視下半月板切除の手術を受

けました。 

ところが、3年後には再び歩行時の痛みがひど

くなり、今回の人口膝関節置換手術を受けること

になりました。 

退院時に医師からは今後 20年間大丈夫ですよ

と言われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人口膝関節置換術の流れ】 

（人口膝関節ドットコムより転載） 
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私のスポーツ・履歴書（その１） 

 

                          

1級販売士  

山路 博之 

 

 

 

１．はじめに 

私はこの 5年間毎年夏に 1～2ヶ月海外の世界

遺産巡りをしているが、今年は久しぶりに日本の

猛暑の夏にどっぷりつかっている。そして毎日、

第 31回リオデジャネイロオリンピック 2016（現

地・2016年 8月 5日～8月 21日）を TVで食い入

るようにみていた。日本選手はメダル総数 41個

（金 12．銀 8、銅 1）、入賞種目数 87と共に過去

最多の大活躍ぶりで、オリンピックを見ている私

を始め、多くの日本国民に感動・感激・喜び・元

気や勇気を与え、そして日本人に誇りを持たせ愛

国心を沸き立たせてくれた。スポーツにはそのよ

うなお金では買えない素晴らしい効用がある。ま

た、私のテニス仲間にはプロ野球ソフトバンクホ

ークスを応援する熱狂的なファンが数人いる。あ

る男性は年間シートを買い、ドームの試合は毎回

試合に行かれている徹底ぶりだ。彼らに言わせれ

ば、ホークス愛は熱烈で、勝っては大喜び、負け

ては悲嘆にくれ、それは尋常でなく、その喜怒哀

楽は彼らの人生の一部で、これもスポーツのなせ

る業だ。たかが野球、されど野球だ。 

振り返って私にとってスポーツとは何なのか？

我が人生にとって、スポーツは生きる術であった

し、見ても楽しく、プレーしても楽しく、私が生

きてきた 70数年の時間をどれほど豊かにしてく

れたことか。私は特別優れたスポーツ選手でもな

かったが、スポーツを人一倍愛してきた。私には

スポーツ無しの人生は考えられない。 

特に私は現役時代、長年海外でスポーツに関わる

仕事をしてきた。その間、世界のオリンピック金

メダリストや各種スポーツの世界的なトップス

ターと会い、話をする機会があった幸運に恵まれ

た事ほど幸せなことはなかった。 

 

この機会に私の人生に於ける世界の名だたるス

ポーツ選手達との関わりを思い起こしながら、私

のスポーツの履歴書を残しておきたい。何も自慢

するものではないことだけは銘記しておきたい。 

 

２．私のスポーツ・履歴書 

1）私の学生時代・スポーツとの関わり 

私は小学生の頃から、スポーツというより、

当時の言葉で運動が好きで遊びと言えば近所の

子供たちと町内の道でかけっこ競争をしたりし

ていたものだ。私の小学校時代は昭和 30年前後

で、現在の様に様々な民間スポーツクラブがある

わけで無く、金がかからない運動である走ること

やソフトボール等をやっていたにすぎない。特に

体育の時間では長距離競争が好きで得意だった

と思う。運動会では短距離のクラスのリレーメン

バーには選ばれなかったし、運動の才能も秀でて

いるわけでもなく、ただ運動好きの少年にすぎな

かった。しかし、その頃からの習性で運動を一生

続けることができたのは幸せであった。運動が好

きな少年はスポーツを見る事も当然好きであっ

た。 

特にオリンピックには関心があり、その記憶の

最初は、私が小学 4年生の夏休み時、1952年の第

15回ヘルシンキ夏季オリンピックであった。私は

ラジオにかじりつき、アナウンサーの声が聞きに

くく、波のごとく大きくなったり小さくなったり

したオリンピックの実況放送を熱心に聞いたよ

うな記憶がある。日本が敗戦後初めて参加した夏

季オリンピックで、日本選手で唯一金メダルを獲

得したレスリングの石井庄八選手の名前は今も

って忘れられない。その後のオリンピックからは

毎回テレビを通して見てきた。 

私が自分で実際にスポーツにのめり込んだの

は大学時代だった。私は大阪外国語大学入学後何

のためらいもなく、無経験の硬式テニス部に入部

した。何故テニスを選んだのか？小さな大学の狭

いグランドで少ない部員が楽しそうにボールを

打ち合っていたのを見て無性にやりたくなった

からだ。 

  



 

- 19 - 

また、特に忘れられないのは 1年生の夏の合宿

で松本（長野県）に行き、練習が本格的なスポー

ツをやったことが無い私の体に厳しすぎたのか、

体が参り途中で急性盲腸炎にかかったことだ。手

術の為合宿が終わっても 1人病院に取り残されて

しまったが、これで少し休めると思いほっとした

ことを覚えている。テニス部生活は、私の一生の

体力つくりと、テニスを一生続けるきっかけとな

り、良いスポーツを選んだと感謝している。また、

幸いにも大学時代スキーをする機会に恵まれ、ス

キーが好きになった。それが社会に出て大変役に

立った。 

 

３．私の社会人時代・スポーツが天職とな

り有名スポーツ人に会えた幸せ 

就職するにあたり、会社選択では当然自分の好

きな仕事、好き事ができる会社を希望した。私は

高校時代吹奏楽部で楽器（クラリネット）を吹い

ていたし、ヤマハスキーで有名な日本楽器（現ヤ

マハ株式会社）に興味を持った。そして世界に楽

器やスポーツ用品を輸出する仕事に興味を持ち

1968年入社した。会社の方針は RICHER LIFE(よ

り豊かな生活を提供)で、私は自分でヤマハ製品

を使うことで自らそれを体験することができた。

結果的に私は良い会社に入り、自分の好きな仕事

に専念できたと思う。 

入社後、2年ほど東京支店で楽器の小売販売や

卸販売を経験。そして 1970年、本社の輸出部に

配属され、楽器の輸出を担当した。しかしヤマハ

楽器の輸出は既に長い歴史があり組織は固定さ

れ、輸出部員は大学の先輩諸氏であったり、海外

駐在経験者やその後継者となる優秀な先輩部員

が大勢いて、新人の私には最初からは重要な仕事

はなくあまり面白い仕事ではないなと思い始め

た時、スポーツ部門の輸出の仕事があり、男性２

人だけが担当していたのを知った。その責任者が

大学時代のテニス部の先輩だった。私は自分でス

キーやテニスをやっていたのでスポーツ用品輸

出の仕事に興味を持ち、異動を希望し、しばらく

してスポーツ輸出業務を担当することになった。 

スポーツ部門ではまだ売り上げが少なく、広い世

界のマーケットを男性 2人で担当したので、幸い

にも私は一人で全ヨーロッパ全域を担当するこ

とになった。当時ヤマハスポーツ用品はスキー用

品とアーチェリー用品だけだったが、新規に世界

で初めての新素材のテニスラケットが開発され

た。それまでテニスラケットは木製ラケットとメ

タル製のラケットだけだったが、ヤマハが新素材

のコンポジット（COMPOSIT）ラケット（FRPやカ

ーボンなどの新素材を使ったラケット）を世界に

先駆て開発、価格も従来の倍以上の値段だった。

画期的なラケットは世界の業界及びテニスプロ

や愛好者達に注目を集めた。ヤマハスポーツ用品

はアメリカだけ現地法人に駐在員を置いて販売

していたが、その他は現地の輸入・卸業者経由で

販売していたので、私は特にテニスラケットを拡

売するためヨーロッパ各国の取り扱い会社の開

拓及び販促活動が主業務となった。 

 

■スポーツ用品見本市 

スポーツ業界特有のビジネス方法であるドイ

ツ・ミュンヘンで開催される年 2回（春と秋）の

最大の国際見本市（メッセ ISPO）に出展して、私

はヤマハブースの責任者として各国の取引先相

手や新規取引先探しの交渉業務をおこなった。そ

してフランス、イタリ、スペイン、イギリスなど

各国での見本市は各国の取引先に任せ、私が本社

から出張して彼らをサポートしていた。各見本市

では、全世界の主要スポーツメーカーが各ブース

をもって出典し、客寄せに各メーカーが契約して

いる世界の有名選手やオリンピックのメダリス

トを呼びサイン会などを開催していた。そこで、

私は各ブースに行って彼らに

会ってサインをもらったり、

話す機会を持つことができた。

例えばサッカーのスターマラ

ドーナ選手などである。私は

10年間ほどヨーロッパを担当

し、すっかりヨーロッパに魅

かれてしまった。 

＜マラドーナ選手＞ 
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■1970～80年代にはテニスの国際4大大会である

イギリス・ウインブルドンテニス選手権大会に毎

年通い、当時のイギリスの男子トッププレイヤー

でヤマハの契約選手ジョン・フィーバー選手が同

大会のプレーヤ・リエゾン（同大会のスタッフ）

で普段はチケットが無いと入れない大会会場や

センターコートでの試合、選手控室に、彼と一緒

に顔パスで入るチャンスがあったりしたのは役

得だった。試合を見ながらヤマハテニスラケット

使用契約の為世界の有望なトップ選手を探すこ

とだった。 

＜ウインブルドン・センターコート＞ 

印象に残った選手はドイツのボリス・ベッカー。

彼がウインブルドンに 1985年、まだ 17歳で初出

場。1回戦でヤマハ契約選手のハンク・フィスタ

ー（アメリカ）と当たり、私はその試合を見てい

たが、彼はその後あれよあれよと勝ち抜き、その

年男子シングルスで優勝してしまった。私は他に

フレンチオープン（パリ）やイタリアオープンの

会場にも足を延ばした。 

 

■1976年から 1979年まで 3年間、ヤマハのアメ

リカ現地法人ヤマハインターナショナル（ロスア

ンゼルス）のスポーツ部門の駐在員として勤務し

た。そして私にとって天職であるスポーツビジネ

スを担当、米国国内での見本市への出展、出張等

でアメリカ全土を廻った。 

スポーツ愛好家の私が一番嬉しくエキサイト

した事は、シカゴ（NSGA SHOW）やニューヨーク

（NY）、マイアミ、ラスベガス（SIA）等でのスポ

ーツトレードショウ（見本市）で、各メーカーと

契約しているアメリカや世界のスポーツ界のス

ーパースターやオリンピック金メダリスト、世界

のテニストップ選手達に会えて、サインを貰った

り話ができた事だ。彼らは各スポーツメーカーの

契約選手であり広告塔なので、ヨーロッパ同様ス

ポーツ見本市の各メーカーブースに招かれサイ

ン会等をして客寄せしていた。 

私が会ったスーパースターで印象に残ったの

は、例えば MLBのトム・シーバー投手（MLB1967

－1986年、大リーグで 311勝し最多勝とサイヤン

グ賞各 3回・1992年殿堂入り）からサインを貰う

時、彼は笑顔で私に「こんにちは」と日本語で迎

えてくれたのは忘れられない。また、私は他のブ

ースを訪問。ある時、ダーツを展示しているブー

スがあり、私が興味を持って見ていると、そこの

男性担当者が教えるからやってみろという。彼は

私にいろいろ実技指導してくれたが、聞くと自分

はダーツの世界チャンピオンだとの事。とにかく、

各ブースには様々な競技のチャンピオンがいた。

彼らと接することができたのは、仕事を通しての

役得だと思っている。 

 

■ヤマハテニスラケットの契約選手で 1960年代

に世界のテニス界をリードしていたオーストラ

リアの選手達の一人であったフレッド・ストール

（1960年代オーストラリアテニス界の最盛期を

彩った男子選手の 1人でテニス・グランドスラム

の全米と全仏シングルスで各 1回優勝・全英・全

米・全仏・全豪等のフランド

スラムでダブルスで 10回優

勝し数々のタイトルを獲得）

とは、1978年コロラドの VAIL

スキー場でヤマハディーラー

ミーティングで彼も参加、宿

で彼と一晩飲みながら話した

りしたこともあった。 

＜フレッド・ストール選手＞ 

また、ヤマハが 1980年代にテニス・グランド

スラム・女子シングルス最多優勝 24回を誇るオ

ーストラリアのマーガレット・コート（1942～）

と契約した時、本社浜松に来訪され、その時お会

いしたこともあるし、アメリカの女子テニス界に

君臨したビリー・ジーン・キング（グランドスラ

ム女子シングルス 12回優勝）とも見本市でお目

にかかったこともある。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Centre_Court_roof.jpg
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■各国の見本市やテニス・ウインブルドン大会等

で各界の要人に会うことができた。例えば 1977

年米フロリダ・マイアミでのスポーツ見本市で来

賓の第 38代フォード大統領（1974～1976）が、

ヤマハのブース前に来られ、私は間近でフォード

元大統領に会えた事も印象に残る。本来ならフォ

ード大統領（1913～2006）は現役大統領として招

待されていたが、前年の大統領選挙で民主党のカ

ーター大統領に敗れてしまっていた。また私は

1980年代に、IOC(国際オリンピック委員会)の当

時の会長サマランチ氏がミュンヘンのスポーツ

トレードショウ・ISPOで視察に来られた時、偶然

近くで拝見した事がある。また日本 IOC委員だっ

た猪谷千春氏(1956コルティナダンペッツオ冬季

オリンピック・スキー回転でオーストリーア・ト

ニーザイラーに次ぎ日本人初の銀メダリスト)が、

ウィンブルドンテニス大会に来られた時拝見し

た。私はヨーロッパを 10年間・30回も日本と往

復すれば、見本市や大会会場で有名選手に会うの

は日常の事だったし、ロンドンからの帰国便で要

人と同乗、例えば 1980年代巨人監督を辞し、フ

リーで活動していた長嶋茂雄氏が成田空港で、荷

物引き取り時、私の横に立っておられたし、中曽

根元首相も拝顔した。 

 

■例外として特に思い出深い出来事は 1981年に

フィンランドのヤマハスポーツ用品の取引先を

探す為ヘルシンキで業者選定の面接をした時、

1972年のミュンヘンオリンピック及び 1976年モ

ントリオール・オリンピックで陸上 5千 m、1万 m

の 2種目、2大会連続の金メダリスト、フィンラ

ンドの英雄ラッセ・ビレン選手が突然面接に来て

くれ、引退後にスポーツビジネスをするのでヤマ

ハを扱いたいと言って

くれた事もあった。私

は両オリンピックで彼

の走りを TVで見てい

ただけに大いに感激し

た。 

 

 

＜ラッセ・ビレン選手＞ 

■アーチェリーの世界選手権大会（例えば 1989

年スイス・ローザンヌ大会等に出席し、世界のト

ップ選手達がほとんどヤマハアーチェリー用具

を使用してくれていたので、オリンピックの金メ

ダリストや各世界大会の優勝者に会って彼らに

ヤマハアーチェリーの感想や希望を聞いたり、ま

た山本博選手（1984ロスアンゼルス・オリンピッ

ク男子個人銅メダリスト・2004アテネオリンピッ

ク銀メダリスト）等の日本代表選手達と交流を持

ったこともある。 

 

■日本人選手と言えば、ヤマハスポーツ部には扱

い商品のスキー、アーチェリー、テニス、バドミ

ントンの国内トップクラスの選手達がスポーツ

部の社員として沢山いた。彼らは、各競技の日本

チャンピオンや学生時代のチャンピオンだった。

例えばヤマハスキーはスキートップメーカーと

して、例えば 1964年インスブルック冬季オリン

ピック代表富井一選手（アルペンスキー回転・大

回転・滑降出場）や 1972年札幌冬季オリンピッ

ク代表市村政美選手（アルペンスキー回転 17位）

等の日本代表選手達がいた。毎年冬に私は彼らと

スキーツアーで苗場や志賀高原などに行った時

は、彼らと一緒に滑ることができたのは良き思い

出だ。これはヤマハスポーツに在籍したからこそ

味わえる特権だった。 

またテニスではデビスカップ選手（田辺 正）

や学生時代のトップ選手たちが居て、私は彼らと

時々コートで相手をしてもらったりしたものだ。 

他に、ヤマハ野球部は川島勝司監督のもと社会人

野球・都市対抗野球大会で優勝 3回（1972，1987，

1990）を誇る名門チームで、試合会場であった後

楽園球場や現在の東京ドームに応援に行くこと

が奨励され、私は毎回何度も仕事の合間に行った

ものだ。また野球部を引退した選手たちはスポー

ツ部門にもいて、彼らは高校時代甲子園で、また

大学では神宮で大活躍した有名な選手達で、時々

昼休み、PL高校のエース投手だった森永投手とキ

ャッチボールをしたり、早稲田で活躍した箕輪選

手からは現役時代の自慢話を聞くのが楽しみだ

った。時には輸出部で作った野球チームと引退し

た選手達と草野球をよくしたものだ。またヤマハ



 

- 22 - 

卓球部には 1979年世界卓球平城大会の男子シン

グルスチャンピオン小野誠治選手等が居て、一流

選手達と話しができて幸せだった。 

また当時ヤマハバドミントン女子チームは日本

リーグに参戦し、選手強化のために中国の女子選

手で 1988年全英オープン女子シングルス優勝の

グー・ジャーミンと世界主要大会で優勝したチェ

ン・ピン 2選手をヤマハが採用。そして 1990年

に私がヤマハバドミントンチーム飯野佳孝監督

(全日本総合バドミントン選手権大会男子複で 4

度優勝)と 2人の中国女子選手達を率いてヨーロ

ッパに遠征し彼らは、デンマーク、フィンランド、

イギリスで現地トップ選手達との試合、若手選手

の指導、親善試合を行い、私はそのアレンジ、サ

ポートをしたのも良い思い出だ。 

  

 

                         

 

 

  

前号（第 43号）の山路氏の投稿記事「中国編（その５）」に下記の間違いがありました。 

P12、上から 4行目 

（誤）…現地での総移動距離数約 7,500㎞、… 

（正）…現地での総移動距離数約 7万 5千㎞… 

不手際を深くお詫び申し上げ、訂正いたします。 
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当協会の設立時からの賛助会員である「株式会

社ふくや」と「麻生情報ビジネス専門学校福岡校」

が平成 28 年 6 月 3 日の日本販売士協会通常総会

で、販売士制度の積極的な活用を通じ同制度の普

及と発展に貢献により表彰されました。 

 以下、日本販売士協会のホームページの記事を

紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 10回販売士制度表彰 

第１０回販売士制度表彰を実施 

 一般社団法人日本販売士協会は、平成 28年 6月 3

日に開催した同協会「通常総会」において、標記表彰

式を実施した。 

 「販売士制度表彰」は、平成 18（2006）年度から実

施しており、今回（平成 27年度）で 10回目となる。

社員に販売士資格の取得を積極的に奨励するなど、社

内の人材育成・能力開発に活用している企業、また、

授業にリテールマーケティング（販売士）検定試験の

学習内容を取り入れて教育に活用している教育機関な

ど、販売士制度の活用を通じ、同制度の普及と発展に

貢献した功績について表彰するもの。 

 今回、表彰を受けた企業（4社）・教育機関（1校）

は次のとおり（順不同）。 

北陸コカ･コーラボトリング株式会社 

（富山県高岡市、業種：食品販売） 

株式会社トーハン（東京都新宿区、業種：出版卸） 

株式会社マルハチ（兵庫県神戸市、業種：小売） 

麻生情報ビジネス専門学校福岡校 

（福岡県福岡市、業種：学校法人） 

株式会社ふくや 

（福岡県福岡市、業種：食料品製造・卸・小売） 

【日本販売士協会 ホームページより転載】 
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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」に当協会でご活躍の方々

のメッセージが掲載されています。 

 

前号（通巻第 20号）に引き続き、登録講師に

よる「リレートーク」が連載されました。 

 

【販売士 2016年 6月号より転載】 

会報『販売士』より 
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大募集！ 

「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、 

私はいわゆる「格安スマホ」を使っていますが、端末の調子が悪いので買いなおすことにしました。数ある機種の中か

ら、今回選んだのは「HUAWEI」、中国のメーカーです。「Made in JAPAN」大好きな私としては結構思い切った決断だっ

たのですが、あらゆる点で期待を大きく上回るものでした。先入観でこれまでも損をしていたのかも…サービスも製品

も選択肢が広がる中で、何を選ぶのか、目利き力が問われる世の中になったことを痛感したのでした。  

次号は 2月発行予定です。皆様の投稿お待ちしています。（Ｎ） 

第１０回

九州販売士懇談会
in佐賀

日時：平成２８年１１月５日（土）14時～19時
場所：サンメッセ鳥栖大会議室1

（鳥栖市本鳥栖町1819番地 ＪＲ九州鳥栖駅より徒歩３分）

参加費：4,000円（懇親会費含む）

第１部 講演会
鳥栖市出前講座「中心市街地活性化のために」

第２部 流通施設見学会
「ライフガーデン鳥栖（鳥栖市轟木町）」見学

第３部 懇親会
「魚民ライフガーデン鳥栖店」

主催：福岡販売士協会・長崎販売士協会
後援：一般社団法人 日本販売士協会

見学会

九州販売士懇談会in大分模様
（H26.11)

■参加申込方法

以下を明記の上、福岡販売士協会宛に

FAXまたはメールにてお申し込みください。

①住所 ②氏名 ③職業 ④取得級

⑤連絡先（電話番号またはメールアドレス)

※参加費は当日お支払下さい

■締切： 10月29日（土）

■申込・お問い合わせ先：

福岡販売士協会 会長 栗川 久明

【E-mail】 fukumae@zenno.jp

【電話・FAX】 092-725-6200

九州在住の

販売士資格者なら
どなたでも

参加できます！

講演会

懇親会
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□□□ お知らせ □□□ 

 

◆九州販売士懇談会イン佐賀 

日 時：平成 28 年 11 月 5 日（土）14:00～19:00 

場 所：サンメッセ鳥栖大会議室 1 

（佐賀県鳥栖市本鳥栖町 1819  

JR九州鳥栖駅より徒歩 3分） 

 

◆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、ワードやテキストメモなどに入力

したものをメールで送信ください。 

・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 9 月 1 日） 

正 会 員 86 名 

 １級販売士 67 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 60 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 28 年～29 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： 西  珠子（広報委員長） 

理 事： 大串 雅一（広報副委員長） 

 

 

理 事： 長沼 玲子（総務委員長） 

理 事： 松尾 宏一（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 
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