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年が明け早くも 1 ヶ月が経ち、春の息吹を随所

で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 11 月 5 日（土）鳥栖市サンメッセ鳥

栖において、「九州販売士懇談会イン佐賀」が盛

大に開催され、研鑽と相互交流を図ることが出来

ました。 

八尋副会長の報告にて当日の模様を紹介します。 
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第一部 講演会 

 

平成 28 年 11 月 5 日（土）、佐賀県鳥栖市サン

メッセ鳥栖大会議室において「九州販売士懇談会

イン佐賀」（福岡販売士協会・長崎販売士協会主

催、日本販売士協会後援）が開催されました。 

当日は、福岡販売士協会および支部（佐賀・大

分・熊本）会員ならびに長崎販売士協会会員に加

え、日本販売士協会専務理事の岩間氏にもお越し

いただき、総勢 27 名の方々が参加されました。 

懇談会は、第一部：講演会、第二部：流通施設

見学会、第三部：懇親会の三部構成で実施されま

した。最後の懇親会まで多くの方が参加され、た

いへん賑やかで有意義な懇談会となりました。 

 

 

１．開会挨拶と講師紹介 

栗川会長およびご来賓の方々、開催にご尽力頂

いた村口佐賀支部長よりご挨拶をいただきまし

た。 

 

＜会長挨拶要旨＞ 

・福岡販売士協会は本年度

設立 15 年目を迎えた。節

目として、15年記念夏季研

修会の開催、全体会合参加

者への記念写真を配布す

ると同時に、会員向け 1級

通信講座開設等を実施している。 

・今回の「九州販売士懇談会イン佐賀」は 10 回

目の懇談会と表示しているが、うち 7 回は「九

州販売士交流会」であり、「九州販売士懇談会」

としては「熊本」「大分」に続き 3回目である。 

・今回は福岡販売士協会と長崎販売士協会主催、

日本販売士協会の後援で実施している。 

・日本販売士協会岩間専務理事・長崎販売士協会

坂口会長をはじめ九州各県よりご参加をいただ

いたことに感謝申し上げたい。 

 

 

＜岩間専務理事挨拶要旨＞ 

・設立 15 年目ということで、誠に喜ばしい限り

である。日本販売士協会も今年の 10 月で丸 40

周年であり、同じく区切りの年を迎えた。 

・協会活動の礎である「販売士制度」は、40 数年

の長い歴史があり、皆様方にも評価をいただい

ているが、ここ近年受験者数の減少が続いてお

り大変淋しいと同時に反省の念を感じる次第で

ある。 

・日本販売士協会に「販売士

表彰制度」があり、毎年 6

月開催の総会で事業者様を

表彰している。制度ができて

第 10回目の今年 6 月表彰で

は、福岡県からも「ふくや」

様と「麻生情報ビジネス専門学校」様の 2 事業

者様が受賞された。このような活用事例は、販

売士協会のホームページ掲載を通じて販売士の

認知度を高める手段の一つとしたい。 

・日本販売士協会も 40 周年を機に販売士制度、

検定試験のＰＲ・普及に本腰を入れて努力する

所存であり、今後も各協会、各有資格者の方々

のご支援を賜りますようお願い申し上げたい。 

 

 

２．講演会 

 続いて鳥栖市政出前講座として講演会が行わ

れました。 

 

「鳥栖市の中心市街地活性化のために」 

講師：鳥栖市産業経済部商工振興課主任 

内山 真由子氏 

 

今回の講演会は、講師に鳥栖市産業経済部商工

振興課主任の内山真由子氏

をお招きし、鳥栖市で“新し

い「ひと」の流れを作る”を

コンセプトに推進されてい

る活性化事業を中心にお話

いただきました。 
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鳥栖市とは… 

■鳥栖市の位置 

 福岡市まで約 30 ㎞、久留米市に隣接 

 

■鳥栖の特徴 

①抜群の交通アクセス 

鉄道、高速道路、一般道の分岐点 

②地震などの自然災害が少ないまち 

南海トラフ巨大地震の被害想定で死傷者等“ゼロ” 

③労働力人口が充実 

2035 年の人口予測 82,619 人 

（2010 年比 19.6％増） 

④自然と豊富な水資源に恵まれた地域 

昭和 42 年以降、給水制限なし 

 

■魅力ある商店街づくり 

「とす！元気プロジェクト」（平成 27 年 12 月） 

 

■交流人口の拡大 

「とす！トリップマルシュ」 

（平成 28 年 5 月、12 月、平成 29 年 3 月） 

 

■鳥栖市ランキング 

・住みよさ   九州 第 3位 

・民力度    九州 第 1 位 

・財政健全度  九州 第 6 位 

（※都市データバック 2016 年度東洋経済新報社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部 流通施設見学会 

 

講演会終了後は、サンメッセ鳥栖からライフガ

ーデン鳥栖へ移動して流通施設見学会を行いま

した。 

 

ライフガーデン鳥栖とは… 

 

場所：鳥栖市轟木町（国道 34 号近く） 

 敷地面積：36,500 ㎡ 

駐車台数：465 台 

 出店店舗：ダイレックス、ケーズデンキ、 

オートバックス、ワンカルビ 

      久留米ラーメン、魚民 他 

 

第三部 懇親会 

 

懇親会はライフガーデン鳥栖内の「魚民ライフ

ガーデン鳥栖店」にて実施しました。 

参加者は 25 名、八尋副会長による乾杯の音頭

に続く参加者からのスピーチ、歓談タイムと充実

した交流を図ることが出来ました。 

  

 （副会長 八尋晃仁記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日本販売士協会 

当日の模様は 

日本販売士協会ＨＰにも 

掲載されました 
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新春懇談会当日は、前日までの寒さは和らぎ小

春日和となりました。遠方からの参加者（特筆す

べきは沖縄支部長の志村さん！）もあり、私も含

め久しぶりの会合参加の方も多く、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

らで行われ和やかな雰囲気での会となりました。

今回の参加者は 21 名です。担当より当日の様子

を報告させていただきます。 

  

◇開会挨拶（司会：毛利理事） 

定刻に開会となり、まずは栗川会長からの挨拶

でスタートとなりました。 

◇挨拶・乾杯（栗川会長） 

 新年の挨拶、21 名の参加、

そして沖縄の志村支部長、佐

賀の村口支部長、長崎の冬木

さんのご参加に対してのお礼

の後、会長より以下のような前年の振り返りやト

ピックス等のご挨拶をいただきました。 

＜挨拶要旨＞ 

・この新春懇談会の第 1回目は協会設立前の名刺

交換会だったため、今回で第 16回目になる。 

・昨年は 4/16 に年次総会を開催したが、4/14 の

熊本地震で 7名が欠席を余儀なくされた。 

・今年の新春懇談会は米国のトランプ大統領就任

式日となった。 

・本年度のトピックスは以下 3点である。 

①九州販売士懇談会イン佐賀を鳥栖市で 2７名

の参加で開催できたこと。 

②1級販売士検定通信講座を開講し7名に受講し

ていただいていること。 

③は当協会設立 15周年記念論文募集を本年

1月から 3月まで行っており、みなさんの

ご応募をお待ちしている。 

・近々に当協会の Facebookを開設する予定。 

 

 

 

 

・今後の協会活動へのお願いは以下 2点である。 

1）2 月に会報第 45 号を発行予定、原稿は題名自

由、1,000～1,500 文字位で 1 月末までに送付願

いたい。 

2）平成 29 年度年次総会を 4 月 15 日（土）に福

岡商工会議所で行うため、予定をお願いしたい。 

 個人的には後期高齢者の 75 歳になり、病院通

いが多くなったが、今年も協会のお世話をしっか

り頑張りたい。 

 

◇懇談・全体写真撮影・全員スピーチ 

 料理：小関副会長手配 

 差し入れ： 

  大串雅一さん：如水庵銘菓（姫橘、筑紫もち） 

  冬木繁雄さん：鹿児島焼酎「三岳」 

◇ビンゴゲーム 

 赤ワイン 10本（＆如水庵のお菓子も）獲得へ 

 運だめし！ 

◇閉会挨拶（小関副会長） 

サッカーのロナウド選手がタ

トゥーを入れない理由を娘さん

から聞き感動した事。地域医療

の問題等最近思う事の話があり

ました。そして何よりも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く

くられました。「祝いめでた」に続き「博多手一

本」でお開き。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！ お疲れ様でした。 

       （副会長 廣瀬紀子記） 

H29年新春懇談会 
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箱森哲則さん
福岡販売士協会のムードメー
カー？異端児？がトップバッタース
ピーチ。仕事は定年退職後嘱託と
なり大変！筋トレでいつまでも若く
頑張りたい

志村幸司さん

３年前に独立、よりいっそう販
売士の価値を高めるよう勧め
ている。一番の岐路は小学生
の頃「志村けん」登場により
ずーっと志村けん！

中島良一さん
今年59歳。体力アップにウォー
キング！

岡野利哉さん

福岡へ来て１８年。ベテランと言
われるが毎年生徒は違う。簿記
の勉強はどうやって生徒をのせる
か、今年は上手くいっています。

森山正夫さん

いろいろあるが、「なるようにな
るさ」でこの一年頑張ります

三崎健さん
万年カレンダーで60年やってき

た。カレンダーが手元になくても
すぐに曜日が分かります！

村口隆志さん
in鳥栖では27名の参加ありがと

うございました。鹿児島～佐賀
～鳥栖と流れ、今はこの鳥栖で
起業のお手伝い、鳥栖の為に
頑張ります

渡辺芳雄さん
Ｓ22年生まれ古希となったが、

今は古代希なりではない。まだ
不動産会社で仕事。宿泊施設
が足りず民泊、ホテル建設・・
2020年に向けていろいろと大変

大串雅一さん
販売士の資格を会社で推奨して
います

高田暢夫さん

販売士の講師が足りません。い
ろいろと資料を持っていますよ。
ますます力を入れましょう。健
康管理は数字を気にし過ぎず、
開き直って（笑）

廣瀬紀子さん

副会長の仕事何もできず、高
齢の両親の世話もバタバタ。
キャパを広げるようにいろんな
情報をトリ込み（酉年ですし・・）
頑張ります

横山修二さん

最近気になる話題を少し・・・友人
の事。趣味の事

小野村聡太郎さん
高校時代の簿記の勉強、いい

先生に出会えた。実践に活かせ
た時本当に良かったと感じた

戸田俊彦さん

香椎宮の昨年に引き続き参拝
者が増えていて、稲荷神社まで
今年は多い。香椎宮も営業をか
けた成果！

長沼玲子さん
1月31日付で退職を決め現在年

休消化中。全てを辞めてしまわ
ず福岡販売士協会はこれから
もよろしく！

高山慶司さん
今年もR-1売れています。インフ

ルエンザ流行で品薄になる恐れ
が。沖縄の志村さんには沖縄で
仕事して時にお会いしたかも。

冬木繁雄さん
この会に参加する意味は・・・
会が続き、皆さんと会える事が
楽しい。自発的に盛り上がって
いくことが重要

八尋晃仁さん
2017年の目標・・・トランプ大
統領就任演説より・・starting 
right here, and right 
now.･･・

毛利裕之さん

日本販売士協会元広報委
員の黒田氏が亡くなられま
した

 

 

 

 

 

 

 

 

  

懇談会の参加者スピーチ 
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当協会では、毎年 5 月と 12 月の役員会議だけ

は、監事、顧問を含む「拡大役員会議」として開

催しています。 

平成 28 年 12 月 21 日（水）魚民博多駅筑紫口

店にて出席者 10 名で開催されました。議題につ

いて審議した後、参加者全員で今年を振り返り、

来年度の活動に向けて意見交換を行いました。 

今回は西理事提案の「福岡販売士協会版

Facebook の開設・運用について」承認されまし

た。来年早々にも福岡販売士協会版 Facebook が

開設されます。みなさんの参加をお願いします。 

 新年 1 月 21 日(土)14 時から福岡商工会議所で

「新春懇談会」を開催します。また、2 月には会

報第 45 号を発行しますので、1 月末までに寄稿を

お願いします。4 月 15 日(土)14 時から「設立 15

周年記念平成 29 年度年次総会」を開催します。

会員の皆さんご予定をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

当協会では会員向けに 1級販売士検定・通信講

座を下記の内容で実施し、7 名の方が受講されて

います。 

 

■対象者：福岡販売士協会 2級販売士会員 

 

■期間：平成 28年 10月～平成 29年 2月までの 

5ヶ月間 

※平成 29年 2月 15日（水） 

第 79回 1級検定試験受験を目指します。 

 

■受講費：5,000円（通信講座資料費＋通信費） 

      

■テキスト：販売士ハンドブック（発展編）～ 

リテールマーケティング（販売士） 

検定試験 1級対応～ 

 

■通信講座資料： 

・学習の手引 

・試験概要 

・過去問  

・客観式問題 

・記述式問題 

・模擬試験 

 

■窓口：福岡販売士協会事務局 栗川 久明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売士 1級検定通信講座を開催 

来年度は 6月に 

募集開始します 

第 3回拡大役員会議の開催 
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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下記のよう

に全体会合を事業計画通りに実施してきました。 

平成 28年 4月 16日（土）「年次総会」を 27名

出席で開催しました。会則の変更、平成 28・29

年度役員の選出、平成 27 年度活動実績報告と収

支決算書承認、平成 28 年活動計画の承認を受け

ました。講演会は福岡県政出前講座で「元気な商

店街づくり」をお聴きしました。 

6 月 4 日（土）の「春季流通施設見学会」は北

九州市小倉北区にある「TOTOミュージアム」を 9

名で見学しました。 

7月 16日（土）の「設立 15年記念夏季研修会」

は 21 名参加で、小関芳紀副会長による「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～」の講演をお聴きしました。 

8月 20日（土）の「夏の納涼家族パーティ」は

例年と同じ「アサヒビール園博多」で開催し 9名

参加いただきました。 

11月 5日（土）の「九州販売士懇談会イン佐賀」

は鳥栖市の「サンメッセ鳥栖」で開催し九州各地

より 27 名ご参加いただきました。講演会は鳥栖

市政出前講座で「中心市街地活性化のために」を

お聴きしました。流通施設の「ライフガーデン鳥

栖」を見学しました。 

 

 

平成 29 年 1 月 21 日（土）の新春懇談会は 21

名参加で開催しました。 

また、会報は第 43号（26ページ建）を 5月に、

第 44号（26 ページ建）を 9月に発行しました。

協会のホームページも全体会合等を速報体制で

掲載してきました。 

 

本年度事業計画に入れてなかった「会員向け 1

級販売士検定通信講座」を 10月～2月に開講し 7

名に受講していただいています。 

また、同じく事業計画に入れてなかった「当協

会設立 15周年記念論文募集を本年 1月～3月に行

っています。みなさんのご応募をお待ちしていま

す。 

また、近々に当協会の Facebook を開設する予

定です、 

 

4月 15日（土）に「設立 15周年記念平成 29年

度年次総会」を福岡商工会議所で開催します。み

なさんのご参加をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この 1年を振り返って 
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『地球が泣いている』～「水資源」編～ 

                                   

大分支部長 

1級販売士 

溝部 敏勝 

 

 

 「水と空気はいくら使ってもタダ」、数十年前

までは当たり前に思っていました。しかし水資源

はいまや希少資源とまで呼ばれるようになり、戦

略物資になりつつあります。 

  

青い美しい地球上には（地球表面積約 5.1億 km2

の上に）、14 億 km3の水が存在しています。一見

潤沢にありそうにみえる水ですが、しかしその約

97.5%が海水であり、残り 2.5%が淡水です。さら

に淡水の大部分は利用が困難な「氷河や万年雪、

地下水」などで、河川や湖沼の淡水は 0.01％です

（図 1 参照）。そして水資源として循環、再生し

人間を含む動植物が利用できる水資源賦存量（人

間が最大限利用可能な水の量）は、僅か 0.001%

の４~５万 km3といわれています。この貴重な水

資源も、汚染してしまえば当然利用できなくなり

ます。 

【図 1：地球上の水】 

 

 

 

 

人口 73.8億人を抱える地球上には、「安全な水」

を飲めない人、また「安全な飲料水」にアクセス

できない人が 7.8 億人いるそうです。今後はさらに

増える見通しで、2025 年には約 28 億人が水不足や、

安定的に水を利用できない水ストレスに直面すると

予測されています（参考資料：日経ビジネス）。 

 

水不足を招いている最大の要因は世界的な人

口増加です。人口増加と人間の水利用量の間には

高い相関関係（相関係数ｒ＝0.998、回帰方程式

ｙ＝0.072ｘ－0.502）があり、2025 年までの数

値予測では、人口と水利用量はともに急増する見

込みです。世界の年間水使用量は、1950 年の

1,400km3 から、2000 年には 4,000km3と約 2.9

倍に膨らみました。さらに 2025 年には 1.3 倍の

5,200km3 まで増加いたします（グラフ 1 参照）。

（水使用量の約7割が農業用水として食料の生産

に使われています。また約 2 割が工業用水に、そ

して残り約1割が飲料水や生活用水として使用さ

れています）。 

 

【グラフ 1：世界の人口と世界の取水量の推移】 

 

 

 

会員投稿 
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地球温暖化による気候変動も今後の水資源問

題を考えるうえで重要になってきます。気候変動

により、地域ごとの降水量は増減することが予想

されますが、人間を含む動植物が利用可能な淡水

は減っていくと考えます。 

そのメカニズムは、地球温暖化により地球表面

の温度上昇に伴い水の蒸発量が増加します、と同

時に生き物に必要な飲み水の量が増えます。また

植物プランクトンの増殖により水質の悪化や、氷

河や氷雪の融解による海水面の上昇、そして海水

の量が増えて地上に流れ込む、その海水で地上地

下水の塩水化や、河川への遡上が起こり、結果的

に、人間を含む動植物が利用可能な淡水の量は減

ることになるのです。 

水資源の枯渇化を示す代表的な尺度に「水スト

レス」が使われます。（水ストレスとは、「人口一

人当たりの年間利用可能水資源量」のことです。

一人年間 1,700ｍ3 を下回ると水ストレス下にあ

ると判断され、日本も水ストレス下にあると認識

されています。一人当たり年間使用量が、1,000

ｍ3未満（縦 10ｍ、横 10ｍ、高さ 10ｍの容器に

一杯分）では水不足と判断されます。） 

日本が水ストレス下にありながら、万年水不足

に陥らない理由として仮想水の輸入があります。

その仮想水（バーチャルウオーター）は世界最大

の輸入国です。国内年間水使用量約 800 億ｍ3と

ほぼ同じ量の仮想水を輸入していることが、水不

足に苦しまないでいられる理由といわれていま

す。 

（仮想水（バーチャルウオーター）とは、食糧

を栽培するに必要な水、家畜の飼育に必要な水、

さらにその家畜の肥料を育てるに必要な水、工業

生産の加工や洗浄に必要な水など大量の水資源

を必要としますが、その食糧や工業製品を輸入し

ている国において、もしその輸入食糧や輸入工業

製品を自国で生産するとしたら、どの程度の水が

必要かを推定したものです。例えば、コメ１ｋｇ

生産するのに必要な水の量は 3.6 トン、牛を 1ｋ

ｇ太らせるのに必要な水の量は 20.6 トンと飼料

10 トンを必要とします。その飼料（大豆）１ｋｇ

を生産するのに 2.5 トンの水が必要なのです（表

1 参照）。） 

【表 1：必要な仮想水】 

  

日本は、エネルギー（石油、液化天然ガスなど

の一次エネルギー自給率は７％）などの資源や、

食料の多くを海外に依存しています。政府が食料

自給率達成目標 45％を掲げるもここ数年は 39％

（カロリーベース）で底引き状態にあります。ま

た年間 800 万トンの食品を廃棄していますが、こ

の数値は国内、年間コメ生産量に匹敵し許されな

い値だと見ています（資料１参照）。 

 

【資料 1：日本の食品ロスの大きさ】 
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（参考：水資源） 

世界最大の旅行口コミサイト「TripAdvisor(トリップアドバイザー)」

「口コミで選ぶ日本の湧水・名水ランキング」の国内名水ベスト１０に

よりますと 

1位には九州九重連山を源にする熊本県の池山水源が、 

2位には同じく熊本県の阿蘇の麓にある白川水源が選ばれ、 

熊本県が 1・2位を独占しました。 

隣県人として喜ばしいことです。おいしい水をいただきたく、是非両地

を訪れたいと思っております。 

 

1 位に選ばれた「池山水源 熊本県産山村（熊本県阿蘇郡産山村田尻１

４－１）」は、九重連山を源流とします。美しい森に囲まれた湧水は、

やがて玉来川となり大分市私宅近くを流れる大野川へ合流して別府湾

へと注いでいきます（写真参照）。 

 

3位 京極のふきだし湧水（北海道・京極町） 

4位 羊蹄の湧水（北海道真狩村） 

5位 湧玉池（静岡県富士宮市） 

6位 島原湧水群（長崎県島原市）、と続きます。 

20 世紀は「石油」争奪戦でした。水資源の現状

を知ることで、21 世紀は、私たちの生存に必要不

可欠な｛水資源｝の争奪戦になるとの所以を理解

できました。そして水資源の問題は自分（自国）

だけの幸福を願う行動では、短期的には解消しま

すが、長期的な解決には至らないと思います（や

られたらやり返す、人間の本能が働きます）。目

的を共有する関係者（国）と win-winの関係を築

くことを目指し、皆が幸福になれるような価値あ

る行動をとりあうことが求められているのでは

ないでしょうか！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真：池山水源】 
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森永太一郎 
（1865年～1937年） 

 

『日本マーケティングの祖 森永太一郎』 

 

 

佐賀支部 

1級販売士 

前田 英宣 

 

 

 

皆さんは森永太一郎をご存知でしょうか。「い

ったい誰だろう」と思われる方ばかりだと思いま

すが、「森永ミルクキャラメル」と聞けばすぐに

お判りでしょう。そうです。森永太一郎は森永製

菓の創業者で、菓子産業の近代化に貢献した「製

菓王」と称される人物です。 

本稿で森永太一郎を取り上げる理由は２つあ

ります。１つは、太一郎が私の故郷・佐賀県伊万

里市の出身で、私が地域の方々とともにその顕彰

活動をしてきた縁で是非皆さんにもその人とな

りを知っていただきたかったから。そしてもう１

つは、本稿タイトルにもあるように、実は森永太

一郎は日本マーケティングの先達としてその後

の日本の企業活動に多大な影響を及ぼした人物

であることをご紹介したかったからです。 

本稿では主にマーケターとしての森永太一郎、

あるいは森永製菓の先駆的企業活動に焦点を当

てて論じたいと思いますが、それを知るうえで鍵

となる森永太一郎の人物像についてまず簡単に

触れておきましょう。 

 

１．森永太一郎の人物像 

 

森永太一郎は慶応元年

（1865 年）、父常次郎・母キ

クの長男として生を受けま

す。実家は伊万里で大きな陶

器商を営んでいましたが、父

の代になり没落、5 歳の時に

父と死別しその後母は他

家に嫁いだため、太一郎は

親戚の家を転々としながら孤児として育てられ

ます。 

天涯孤独の人生を送るかにみえた太一郎に温 

かい手を差し伸べ、その後の太一郎の人格形成 

に大きな影響を与えた人物が 3 人います。 

 1 人目は祖母である力武チカ。太一郎の母方の

祖母であるチカは、鍋島藩の家老納富家の出身で

敬虔な浄土真宗の信者らしく幼少期の太一郎を

道徳的・倫理的に厳しくしつけます。 

2 人目は川窪豫章。漢学者で、自分が経営する

書店に 11 歳となった太一郎を住み込みで働かせ

ながら夜漢学を学ばせます。そこで太一郎はわず

か 1 年足らずで漢文で書かれた頼山陽著「日本外

史」22 巻を読破し、川窪の代わりに講義するほど

の進歩をみせます。 

そして 3 人目は叔父である山崎文左衛門。山崎

は幼少期に伊万里に移り住み、学がないにも関わ

らず陶器商として成功した自らの経験から、太一

郎に商売の手ほどきをする一方、太一郎が終生の

指針とする訓戒を伝授します。その訓戒とは、 

①「正当な品だけを扱い、決して不良品を売買し

てはならない」 

②「自分が適当だと信じてその売価を口にしたな

らば、顧客に言われても決して値引いてはなら

ない」 

③「急がずに 10 年を区切りとして仕事をしなさ

い」 

というもので、後述するようにこれらの訓戒が

のちの太一郎の企業活動に活かされることにな

ります。 

18 歳で上京、その後横浜で陶器商として着実な

キャリアを歩む中、あるとき恩義のある旧店主か

ら窮状に陥った店舗の救済を頼まれ、23 歳のとき

（1888 年）単身アメリカに渡り、陶器販売に乗

り出します。初めは故国に錦を飾り帰国するつも

りだったようですが、商いは成功せず、様々な職

を転々として食いつなぐ中、優しい老夫婦が差し

出した聖書の教えに感動し、のちの「エンゼルマ

ーク」に繋がるキリスト教の洗礼を受けることに

なります。 

親戚や友人にキリスト教を布教するため一時

帰国しますが受け入れられず、今度は菓子製造技

術を学ぶため再渡米します。人種差別や言語の壁

と向き合い悪戦苦闘の末、最初の渡米から 11 年
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後の明治 32 年（1899 年）、技術修得に目途がつ

いたと判断した太一郎は日本に帰国、東京・赤坂

溜池に「森永西洋菓子製造所」を設立します。 

 

 

２．マーケターとしての森永太一郎と 

森永製菓の先駆的企業活動 

 

本節では森永西洋菓子製造所（のちの森永製菓）

創業後の森永太一郎とそれを取り巻く人々の企

業活動をみていきます。 

取り巻く人々と書きましたが、特にビジネスパ

ートナーとなる松崎半三郎については少し説明

が必要です。 

松崎半三郎はもともと貿易商で、明治 36 年

（1903 年）秋に初めて太一郎と会って以降急速

に信頼関係を深め、その後森永西洋菓子製造所に

入社、太一郎の片腕として会社の株式会社化や営

業力強化に大きな力を発揮します。松崎は太一郎

と同じクリスチャンであり、会社を私物化せず営

利と公益の両立を目指すという点でも太一郎と

価値観を共有する人物でした。 

余談ですが、安倍晋三内閣総理大臣夫人である

昭恵さんは、松崎半三郎の孫である昭雄さんと森

永太一郎の孫である恵美子さんとの間に生まれ

たご令嬢で、森永太一郎、松崎半三郎両氏の曾孫

になります。 

前置きが長くなりましたが、以下企業活動をマ

ーケティング・ミックス的視点から 

（１）製品戦略 

（２）販売促進戦略 

（３）流通戦略 

（４）価格戦略 

に整理してみていくことにします。 

 

（１）マーケットインの製品戦略 

太一郎が 1899 年に帰国を決意する背景には、

翌年の条約改正による日本での外国人居留地の

全廃問題がありました。当時アメリカにいた太一

郎は、自分が帰国する前に日本にいる外国人が日

本社会の中に入っていって西洋菓子を広めてし

まうと自分のこれまでの苦労が報われなくなる

と思っていた節があります。また 19 世紀から 20

世紀への転換点というこの時期は、「大量生産・

大量消費時代」の黎明期に差し掛かる時期でもあ

り、太一郎はこのタイミングを大きな「市場機会」

と捉えていたと考えられます。 

太一郎は帰国前、日本の消費者にはどのような

菓子が好まれるか気になりました。そこで、帰国

前、ホテルにいた渡米日本人に様々なお菓子を持

参して試食してもらい嗜好を調べたところ、マシ

ュマロが一番人気だったので帰国後、マシュマロ

を最初に売ることを決意します。この行動は今で

いう「テストマーケティング」で、太一郎はマー

ケティングの概念が日本にもたらされるずっと

前から「マーケットイン」の発想を持っていたこ

とがわかります。 

「マーケットイン」の発想は帰国後も製品づく

りに生かされます。日本人向けにお菓子の型を小

さくしたり、日本の高温多湿な気候に合わせるた

め品質や包装の改良を繰り返したりします。一番

重要視したのは衛生で、山崎叔父の教えである

「正当な品を扱え」に従い、他の食品会社よりい

ち早く白衣白帽を従業員に着用させます。白衣白

帽は会社が支給し会社が洗濯をして、それにより

従業員に能率向上と衛生意識を植えつけました。

さらに品質の維持・向上のためには労働環境の改

善が大切だと考えた太一郎は、日本で初めて労働

争議によらない「1 日 8 時間労働制」を実現させ

ます。 

松崎半三郎入社後、海外からの製造技術者の招

聘、機械の導入等により大量生産・総合的菓子生

産の体制がとられ、菓子産業近代化の素地が整え

られることとなります。 

 

（２）先駆的な販売促進戦略 

創業間もないころの太一郎の課題は、どのよう

にして「森永の西洋菓子」を世の中に広めていく

かということでした。そこで思いついたのは、明

治に入り開催されるようになった各種博覧会へ

の出品でした。第 5 回内国勧業博覧会（1903 年）

や東京勧業博覧会（1907 年）、さらには日英大博

覧会（1910 年）といった権威ある博覧会に出品

し、栄誉ある賞を授与されることで名声を国内外
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に広めることができました。 

また、森永製菓ですぐ思い浮かぶのは天使の形

をした「エンゼルマーク」だと思いますが、この

登録商標も太一郎の発案によるものです。創業時

最初に売り出したマシュマロは、アメリカでは

「エンゼルフード（天使の食べ物）」と呼ばれて

いました。子供たちに幸福と希望を与えるエンゼ

ルが自らの頭文字であるＴＭを握る姿は、菓子作

りを天職としながらキリスト教の布教を志す自

らの決意を表すのにふさわしいと考えたのです。

トレードマークであり、「コーポレートマーク」

の先駆けとなったこのエンゼルマークは、時代と

ともに形を変え現在 7代目のマークが使用されて

いますが、ミルクキャラメルのパッケージだけは

太一郎発案のエンゼルマークが今でも使用され

ています。 

ところで、大量生産された菓子を大量販売する

には、大規模な広告宣伝と流通網の整備が必要に

なります。そのため太一郎と松崎は、大胆な広告

宣伝とキャンペーンを展開することを思い立ち

ます。パッケージやポスターのデザインを和田三

造や和田英作、東郷青児など東京美術学校を卒業

した新進気鋭の画家たちに任せ、芸術性豊かなデ

ザインを採用しました。またマスメディア戦略で

は、明治 40 年（1907 年）福沢諭吉創刊の日刊新

聞「時事新報」に当時としては珍しい「一面広告」

を出したり、日本電報通信社（現在の電通）にい

た文案家（コピーライター）の片岡敏郎をスカウ

トして広告に斬新なフレーズを採用したりしま

した。ちなみに、片岡敏郎はその後寿屋（現在の

サントリー）に移り「広告のサントリー」の礎を

築いていきます。 

キャンペーンでは、当時珍しかった飛行機から

宣伝パラシュートを投下してミルクキャラメル

購入者に模型飛行機を進呈するキャンペーンや、

「スヰートガール」と呼ばれるキャンペーンガー

ルを採用して直営店や百貨店の店頭販促を行う

など、独創的な販売促進策を次々に打ち出しまし

た。 

 

 

 

（３）系列化志向の流通戦略 

大量販売を行うためには広告宣伝とともにも

う一つ、流通網の整備が必要ですが、太一郎が創

業した当初は製造から小売店へ直売を行ってお

り、その流通範囲は限定的でした。そこで営業を

任されていた松崎は、問屋機能を活用し、問屋、

小売店を特約店化して販売網の囲い込みを行う

戦略を採用しました。 

まず問屋についてみてみましょう。ミルクキャ

ラメルがヒットした翌年の大正 4 年（1914 年）

には国内に約 300 軒、海外に約 100 軒の特約店が

ありましたが、それらを組合組織、さらには株式

会社化して大正 11 年（1922 年）に森永製品関西

販売株式会社を組織します。以後、こうした販売

会社を国内外に 23 社つくることになります。 

また小売店については、「森永キャンディース

トアー」と呼ばれるモダンで先進的な直営店舗を、

東京丸ビル店を皮切りに全国に 45 店舗出店する

一方、昭和 3 年（1928 年）森永ベルトラインス

トアーと呼ばれる、森永製品の小売り機能のみを

保有する直取引の有力小売店の組織化に着手し

ます。この「森永ベルトラインストアー」は森永

が店内設備の改善、接客術の指導、広告宣伝の応

援などを全面的にバックアップする「日本初のフ

ランチャイズチェーンシステム」で、その規模は

昭和 17 年（1942 年）までに約 4,000 店まで広が

りました。 

 

（４）建値制の採用による価格戦略 

山崎叔父の教えに「適当だと信じてつけた売価

は値引いてはならない」とありましたが、太一郎

はこの叔父の教えを守り、安易な価格競争には追

随しない政策をとります。 

太一郎の成功後、様々な後発メーカーが出現し

粗悪な製品を安く販売したため、太一郎はこの乱

売競争に悩まされます。しかしながら太一郎がと

った行動は、価格を下げるのではなく品質で勝負

する、そのためには上質な材料を使い、品質の良

さを広告宣伝によって広く認知してもらうとい

う戦略でした。 
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品質重視の製品戦略は価格戦略にも反映する

わけですが、営業担当の松崎は、この価格維持戦

略をうまく応用し、「建値制」とよばれる菓子業

界特有の取引システムへと発展させます。 

1910年代に松崎が研究し確立したとされる「建

値制」は、メーカーの希望小売価格を基準に製品

の問屋への納入価格を全国一律にするもので、

個々の問屋へは取扱高や支払いサイト、契約高の

達成率に応じてリベートが支払われます。松崎か

らすれば、この仕組みは問屋を囲い込む手段とし

て好都合な手段であったと言えるでしょう。 

 

３．最後に 

  

これまで森永太一郎と森永製菓の企業活動を

みてきましたが、皆さんはどのような感想を持た

れたでしょうか。100 年近くも前に経営のあらゆ

る側面においてこれほど戦略的な試みや実践が

なされていた事実に驚かされた方もいらっしゃ

ると思います。 

森永太一郎の成功後、東京菓子会社（現在の明

治製菓）、江崎商店（現在の江崎グリコ）、不二家

などの菓子メーカーが次々と出現し、熾烈な競争

が繰り広げられることになります。太一郎は晩年、

手記の中でこの状況を次のように述べています。

「菓子業界の機運は年々上昇し、同業他社も多数

創立されて、（中略）その結果、今やわが国の主

要な工業として認識されるようになったのは、業

界発展のために誠に喜ばしいことである。（中略）

この姿勢をお互いに守り、品質の改善向上を図る

ことをひとときもおろそかにしないよう、力を合

わせて努力されることを希望してやまない。」 

製菓業の近代化に多大な貢献をした太一郎に

対し、同業他社も所属する全国菓子業組合連合会

は、444 名の有志の寄付金により森永太一郎の偉

業を顕彰する銅像を建立し、昭和 9 年（1934 年）

4 月 11 日除幕式が盛大にとり行われました。 

昭和 10 年（1935 年）社長引退後、太一郎はキ

リスト教布教のため全国で遊説行脚を行います。

そしてハワイでの講演活動から帰国後、体調不良

で病床に伏し、昭和 12 年（1937 年）71 歳でそ

の天寿を全うすることになります。  

最後に、太一郎に関する参考文献・資料等をご

紹介しておきましょう。 

一般に手に入る文献としては次のようなもの

があります。 

〇森田克徳『争覇の経営戦略 製菓産業史』 

慶応義塾大学出版会 2000 年 

〇森田克徳『日本マーケティング史』 

慶応義塾大学出版会 2007 年 

 

またインターネットコンテンツとしては、森永

製菓関連団体である「エンゼル財団」が提供する

動画コンテンツ「森永エンゼルカレッジ」が利用

できます。 

http://angel-zaidan.org 

〇森永太一郎生誕150年記念 食のフォーラム

『和菓子と西洋菓子の出会い』 

〇天野祐吉『広告の中の森永』 

〇野秋誠治『ミルクキャラメルの物語』 

 

なお、市販されてはいませんが森永太一郎や森

永製菓の歴史を知る資料としては次のようなも

のがあります。 

〇森永太一郎「今昔の感」 

『パイオニアの歩み 現代語版』 

森永製菓株式会社 1992 年 

〇森永製菓編 

『森永製菓100年史 はばたくエンゼル一世紀』 

森永製菓株式会社 2000 年 

これらは、2015 年 11 月に伊万里市民図書館内

に開設された「森永太一郎コーナー」で閲覧でき

ます。森永の懐かしいパッケージやポスターも展

示されていますので、機会がありましたら是非お

立ち寄りください。 
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（参考）森永太一郎略年譜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年号 西暦 歳 出 来 事 

慶応元年 1865 0 6 月 1 日、佐賀県伊万里町に生まれる。父は森永常次郎、母キク。 

明治 3 年 1870 5 父死亡。翌年母キク再婚のため生別。親戚にて育つ。 

明治 5 年 1872 7 叔父山崎文左衛門の養子となり山崎太一郎として入籍。 

明治 9 年 1876 11 春、川久保塾に住み込み勉学。 

明治 10 年 1877 12 叔父より 50 銭をもらい、はじめて行商をする。 

明治 15 年 1882 17 叔父の代理ではじめて大阪に出張する。 

明治 16 年 1883 18 はじめて東京に出て合資会社「有田屋」で働く。 

明治 17 年 1884 19 春「有田屋」の主人の媒酌で小坂せきと結婚。 

明治 18 年 

 

 

1885 

 

 

20 

 

 

「有田屋」の営業不振を助けようと太一郎夫婦は金策に帰郷したが不

成功。神戸まで船で帰り、横浜へは歩いて帰った。途中未知の農夫に

救われる。その後、道谷商店、綿平に入店。 

明治 21 年 

 

 

1888 

 

 

23 

 

  

道谷商店の苦境を助けるため渡米して九谷焼の売り込みに奮闘する

が失敗。所々を放浪。オークランドでスクールボーイをしている時、

所の老夫婦に感化されて熱心なるキリスト教信者となる。 

明治 23 年 

 

 

 

1890 

 

 

 

25 

 

 

 

山崎家の戸籍から森永家に移り森永太一郎となる。夏、故郷の親類を

まず救おうと帰国、伝道に努めるも失敗。3 か月後に再渡米、宿願の

キャンディー工場に就職する糸口として、アラメダのホームベーカリ

ーに入ってパンを焼く。 

明治 28 年 

 

 

 

1895 

 

 

 

30 

 

 

 

経営者の交替によりホームベーカリーをやめ、ネルソンと共同でベー

カリーを始める。ネルソン氏が頼りにならないので、やめてオークラ

ンドのキャンディー工場を経営しているブルーニング氏のもとに就

職。以来 5 年間苦心の末、キャンディーの製法を学ぶ。 

明治 32 年 

 

 

1899 

 

 

34 

 

 

6月希望に燃えて帰国、8月 15日東京市赤坂区溜池町 2番地に 2坪（約

6 平方メートル）の「森永西洋菓子製造所」を創業、滞在１１年間の

技術修得を発揮せんとする。 

明治 33 年 

 

1900 

 

35 

 

4 月 11 日、溜池の表通りに進出、新たに 20 坪（約 60 平方メートル）

の工場を設ける。 

明治 34 年 1901 36 宮内省納入始まる。 

明治 35 年 1902 37 10 月 15 日午前 9 時、工場が出火、半焼する。 

明治 36 年 1903 37 2 月 1 日、赤坂区田町 5 の 6 に新工場を建て移転。 

明治 38 年 

 

1905 

 

39 

 

1 月 1 日、松崎半三郎を支配人として招く。5 月エンゼルマークを商

標登録。 

明治 40 年 

 

1907 

 

42 

 

7 月 18 日、赤坂田町工場全焼。10 月芝田町 1 丁目に芝田町工場竣工、

移転。 

大正 11 年 

 

1922 

 

57 

 

郷土伊万里に森永第 8 練乳工場を造る。併せて郷土の酪農振興に尽く

す。 

大正 12 年 

 

 

1923 

 

 

58 

 

 

9 月 1 日、関東大震災。罹災者救済のため日比谷、芝両公園において

市の施米配給と菓子、ミルクの接待をおこない、また芝田町、大崎工

場においてミルクを接待する。 

昭和 10 年 1935 70 森永製菓株式会社社長を引退、キリスト教の伝道につくす。 

昭和 12 年 1937 71 1 月 24 日午後 9 時 36 分、永眠。 
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『新人類高齢者のある楽しいひととき』 

 

 

ユーモアコンサルタント 

1級販売士 

佐田 智彦 

 

 

昨年、秋晴れの昼休み時間、校内を移動してい

た時に数名の女学生さん達がゆっくりと笑生の

前を歩いていた。ある学生さんが背負ったバック

パックの文字に目が釘付けになった。 

そのバックには、「時すでにお寿司」の文字が書

かれていた。 

（今日スーパーでお寿司買って来てね、そしたら

賞味期限切れで、時すでにお寿司ってな） 

 

笑生 思わず、「アッ！このフレーズとても面白い

ね！」と、瞬間的に読み上げる。 

学生Ａ ビックリ振り向きざまに、にっこりと笑顔を見

せる。 

学生Ｂ とっさに「私も、このリュック持っているよ！」と、

笑いながら答える。 

その場のコミュニケーションは成功し、ムードが盛り

上がったところで、間髪をいれずに学生達と歩き

ながら会話を楽しみつつ笑生は「なぞなぞ」を彼

女たちに問いかける。 

 

『今日、あなたはマンション（家）のお風呂の電

気を、消してきましたか？』と、問う。 

学生全員「エー」と発声後、彼女たちは真剣に考

え始める。 

学生Ｃ「消してきたよ・・・」と答える。 

笑生 「これはなぞなぞですよ、ではその理由

は・・・」と問う。 

学生Ｃ「ウン・・・・・・分からない」とうなる。 

学生Ｄ 歩きながら、「お風呂、おふろ、オフロ、

おふ、オフ・・・」と呟いていた。 

その瞬間「分った！消してきました」と、言う。 

笑生 「なぜ？」と、問う。 

 

 

学生Ｄ「ＯＦＦ（ロ）だから。私、感がいいでし

ょう」と、自慢顔が素的に可愛い。 

笑生 「よく分かったネ！」正解です。皆さん安

心して次の講義を楽しんで下さい。 

 

学生Ｄさんが解答した時には、彼女たちはエレベ

ーターの前にきていた。 

学生Ｂ 面白い人とおもったのか？ 

「先生は何を教えているの？」と聞き返す。 

笑生 「残念ですが、私の講義はリテールマーケ

ティングで保育科にはありません」。 

でも私の夢は「ユーモア論を講義することです」

と答える。 

学生Ｂ「面白そう！是非講義受けたいわ！」 

と言いつつ若人とその場を別れた。 

 わずか１分少々の瞬間笑タイムであったが、笑

生には実に楽しい時間帯であった。 

ユーモアセンスのある人は、純粋な心を持っている

ことが多いと言われますが、代表的なのは子供で、一

喜一憂するものです。しかし、大人になるにつれ、

段々そういう心を忘れてしまい駄酒落も、今ではくだ

らないそんな人も多いと思います。何事も「くだらな

い！と、一言で片付けるのは簡単ですが、どんなに

小さなユーモアでも素直に「面白い」、「楽しい」と思

える気持ちでその場を和やかに演出する心を笑生は

持ち続けることにしています。 

また会話における「間」の取り方にも注意が必

要です。間違い、間延び、隙間風、間抜け、いず

れにしても魔にならぬように間合が大切なこと

は言うまでもありません。 

笑いとユーモアに関しては、一笑懸命の日美で

すが、ようやく大宰府の梅もほころび初めました。

お互いに「笑梅繁盛」を願うこの頃です。 

今後とも「４６４９」。 

モーツアルトと同じ誕生日（１月２７日） 

佐田智彦記 

 

 

 

 

http://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BB%8A%E6%97%A5
http://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BB%8A%E6%97%A5
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%81%8A%E5%AF%BF%E5%8F%B8
http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%99%82%E3%81%99%E3%81%A7%E3%81%AB%E3%81%8A%E5%AF%BF%E5%8F%B8
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私のスポーツ・履歴書（その２） 

 

                          

1級販売士  

山路 博之 

 

 

 

 

前号（第 44号）の私の学生時代及び社会人時

代に続き、社会人引退後のシニア時代のスポー

ツ・履歴書をご紹介したい。 

 

４ 私のシニア時代・スポーツ履歴書 

１）私のシニア時代のスポーツ活動 

会社人生を終え、私が人生で一番自分のやりた

いことができる時期であるシニア時代に入った。

私は年金生活者で金に特別余裕があるわけでな

く、ただ貴重な時間だけは充分ある時期である。

何をするにしてもある程度お金が必要だし、健康

で体力が無いと何もできない。私はまず体力増強

に的を絞り、社会人時代から熱中し、出場した９

回の市民マラソンレースで全部完走していたフ

ルマラソン（42.195㎞を制限時間以内の 4時間台

で走破）とそのための練習（毎週 10㎞ほどを数

回走っていた）は、これから年をとっていつでも

できると思い一時ストップした。その代り体力が

より必要な、学生時代からやっていた硬式テニス

を集中してできるのは今しかないと思い時間と

エネルギーをテニスに集中、大野城市南地区のテ

ニスクラブに入会した。 

週 3日、1回 2時間、10年間程夜にプレーした

が照明の下でボールが見えづらくなり、今年から

昼（13時～16時）にプレーできるクラブに変更

した。今年の夏は異常に暑く夏は 35度の炎天下、

大汗をかきかき元気にプレーしている。私は硬式

テニスを学生時代から半世紀以上プレーしてお

り死ぬまで続けたいと思っているしその自信は

ある。継続は力である。その体力の基礎となって

いるのがウオーキングである。走ることから歩く

ことに変更して 10年程になる。ウオーキングと

言っても私の場合ポスティングを兼ね、ある程度

強制的に歩かざるを得ない状況に追い込んでい

る。私は常に万歩計を携え、現在は夏の炎天下で

も、ほぼ毎日平均 3時間以上約 2万歩、距離にし

て約 15㎞にもなろうか？月に 50～60㎞、1年に

600㎞にも及び、1か月に 1回はフルマラソンを

走っている計算になるが、結構大変である。しか

しお蔭で私の体はその習慣に慣れてしまったの

で、特に苦痛でもないしそれが当たり前になった。

このウオーキングもポスティングを兼ね 10年程

続けているが、これからも勿論続けたい。その成

果は体力面だけでなく「塵も積もれば山となる」

で、私の次の目標である、世界 5大陸の世界遺産

の旅の原資の一部となった。バイク交通事故にあ

い、その保険金をもとに 2011年からこの 5年間

世界 5大陸の世界遺産の旅を継続することができ

た。 

 

２）スポーツの聖地・施設を訪問する旅 

私が会社生活を引退しシニアになってからの

大きな目標は、世界 5大陸の世界遺産を廻りなが

ら同時に過去に関わり合ったスポーツ関連の聖

地や施設を廻ることであった。それはオリンピッ

クゆかりの地であり、過去のオリンピック開催地、

アメリカでは大リーグチームの野球場巡り等だ。

そして幸いな事に以下の様にほとんどの希望個

所を廻ることができた。私の「ニッポンの元気シ

ニア世界遺産紀行記」から抜粋してご紹介したい。 

 

＜１＞2011年 9月 27日 

スイス・ローザンヌ・オリンピック委員会（IOC)

本部とオリンピック博物館。 

私は2011年 9月,スイス･ローザンヌにあるオリ

ンピック博物館や IOC 本部に行った。 

 

■スイス・ローザンヌ IOC(国際オリンピック委

員会)本部訪問 

朝 9時になり私が泊まった宿のユースホステル

の隣にあるＩＯＣ本部が開館。ロビーの受付女性

にオリンピック博物館はここかと聞くと、ここで

はなくローザンヌ市のレマン湖畔のウシ―・

OUICY の方だと言う。ここは様々なオリンピック

の重要案件が決定される本部だ。IOC 本部はレマ
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ン湖畔にはシャトー・デ・ヴィディ(ヴィディ城)

を旧館として,そこと回廊で結ばれた白い大理石

の門を持つ鏡張りの建物である。IOCは 2013年現

在 204 の国・地域のオリンピック委員会が加盟。

IOC委員は定員 115人で、内訳は｢オリンピック憲

章｣で定められ、選手会から 15人、国際競技団体

（IF）連合の会長、役員あるいは幹部から 15人、

国内オリンピック委員会連合や大陸別オリンピ

ック委員会連合の会長、役員、幹部から 15 人。

残り 70 人は個人資格の委員となる。委員の定年

は 70 歳。IOC は欧州中心主義で、会長や理事ら

15人で構成する理事会は、欧州出身者が多数を占

め大きな権限を握っている。そして IOCは世界の

スポーツの生殺与奪の権限を握っている。それは

オリンピックの集金力は抜群で、テレビ放映権料

やスポンサー料等の収入は 2009～12年で 80億ド

ル（約 7500 億円）の収入を IOC が差配。それが

権力の源泉となっており、オリンピック開催地レ

ースを演出・決定する権限を握っているからだ。

2012 年ロンドンオリンピックの後 2016 年夏季五

輪は南米ブラジルのリオデジャネイロで開催。

（その次となる 2020年五輪の開催都市は 2013年

9月 7日に国際オリンピック委員会（IOC）総会の

投票で 2020 年夏季オリンピック・パラリンピッ

クは東京に決定。） 

 

■スイス・ローザンヌ オリンピックミュージア

ム訪問 

私は IOC本部をあとにしてウシ―まで路線バス

で行きオリンピックミュージアム（博物館）に歩

いて行くが、レマン湖畔の住宅街の一角にあり建

物を探すのに一苦労する。オリンピック精神を後

世に伝えるミュージアムは、当時の IOCサマラン

チ会長の悲願のプロジェクトで、1993年に建てら

れた。 

入口には聖火が灯され、館内には過去のオリン

ピックの歴史資料や様々な展示物があり、私にと

ってはヤマハでスポーツビジネスに携わってい

た自分には憧れの博物館であった。私は特に日本

で開催された 1964年東京夏季オリンピック、1972

年札幌冬季オリンピック、1998年長野冬季オリン

ピックの展示前で写真や資料、記念物を念入りに

見る。 

入場時一緒だったイギリス人青年とオリンピ

ックについてお互いの思い出等を語りながら 90

分ほど一緒に館内を廻る。オリンピックで使用さ

れた用具やウエア・シューズ等の展示コーナーで、

私が担当したヤマハのアーチェリーやスキーが

過去のオリンピックで使用されたはずだが展示

されてなく残念であった。日本からはミズノ（シ

ューズ），ヨネックス（バドミントンラケット）、

ゼット等のオリンピックで使用された用具が展

示されていた。 

館の前庭にエミール・ザトペック選手（1922～

2000）の銅像があり写真を取る。彼は当時チェコ

スロバキアの陸上長距離選手で、私が子供の頃ラ

ジオで聞いた1952年ヘルシンキ夏季五輪で5000m、

10000m、マラソンで優勝した英雄で「人間機関車」

の異名をとる英雄だった。ザトペックと言えばイ

ンターバル・トレーニングの元祖であり、ザトペ

ックが頭を左に傾げ苦悶の表情で走る彼のレー

スぶりを何度も映像で見た彼の走る姿は今もっ

て忘れられない。まさか、ここで彼に会えるとは

想いもしなかった。 

 

 

 

【ローザンヌの IOC 本部（左上）・オリンピック博

物館・ザトペック像（右）・ 東京五輪の展示コー

ナー（左下）】 
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＜２＞2012年 7月 

オリンピック発祥の地ギリシア・オリンピア遺跡

訪問 

世界のスポーツの祭典・近代オリンピックはフ

ランス人のクーベルタンの呼びかけで IOC(国際

オリンピック委員会）がつくられ、1896 年から

ギリシア・アテネで再開された。アテネ大会の参

加国は 14 カ国、競技は陸上と競泳、体操など 8 

競技しかなかった。近代オリンピックの聖火採火

式が行われるゼウスの妃ヘラを奉ったヘラ神殿

は 7世紀のものでギリシアに残る最古の神殿だ。 

私 2011 年,スイス･ローザンヌにあるオリンピッ

ク博物館や IOC本部に行った時、オリン ピック

発祥の地で世界文化遺産「オリンピアの考古学遺

跡」は是非見たいと思っていた。まずオリンピア

博物館に行き,オリンピア遺跡内で発掘された

数々の彫刻･セイレーン像や ヘラ神の頭像,アテ

ナ神の頭像,勝利の女神ニケの像,赤子のディオ

ニソスをあやすヘルメス 像,牡牛の像,アンティ

ノスの頭像等や小彫刻,宝飾品など見て廻る。 

そしてオリンピア遺跡に向かう。日本で九州国

立博物館のボランティアガイドをしている私の

目から、まず感じたのは,様々な遺跡が２千数百

年もの間、夏は 40 度を越す炎天下にそのままの

状態で剥き出 しに置いてあり、例え石であって

も雨や熱で浸食,破壊が進み色も変色しており,

管理も杜撰な印象を受けた。この後ギリシアの

様々な世界遺産を廻り、どこも同じ様な印象を受

けたが,これもギリシア全土に余りにも多くの遺

跡が存在し、管理に手が廻らないためだと思った。 

オリンピア遺跡は神域と競技区域からなり、神域

の中心に紀元前 5 世紀に建造されたゼウス神殿

が建つ。現在は廃墟となり大きな石がごろごろし

ているだけだが、当時はアテネのパルテノン神殿

に匹敵する壮大な神殿だったと言われている。競

技域には競技場（スタディオン）や体育館（ギム

ナシオン）や格闘技の練習所（パレストラ）等が

あった。 

古代オリンピックは、アテネやスパルタ等のポ

リス(小さな都市国家)の時代、ギリシア文明が頂

点に達した紀元前 8世紀誕生した。全ギリシアの

各ポリスの市民＝戦士でもある青年達が兜を脱

いで平等を旨とするオリンピックルールのもと

躍動する肉体美を全裸で競いあい、ゼウスに奉納

された神事で、スポーツ競技会ではなかった。2800

年前の紀元前 776 年古代オリンピック大会開催の

最初の記録が残されている。古代オリンピックは 4 

年に 1 回、競争、やり投げ、レスリング、ボクシ

ング等戦士として鍛錬する種目があった。はじめ

はぺロポニソス半島内の全ポリスが「聖なる休戦」

を結んで、夏の宗教儀式の日に開催され続けたが、

紀元前 5世紀の盛期になると、オリンピックはギ

リシア人だけのものだったが、民族を超えて参加

できるようになり、エーゲ海の島々や沿岸地方、

南イタリア、シリア、リビア辺りまで広がってい

た数百に及ぶギリシア人ポリス(小さな都市国

家)から、数万から数十万の観衆が巡礼となって

当地につめかけたという。392年キリストを国教と

した古代ローマ帝国皇帝テオドシウス 1 世の「異

教祭典禁止令」によって、紀元前8世紀から1200年もの長

い間続いた古代オリンピックは紀元 393 年第 293 回の開

催を最後に歴史の幕を閉じ、そして 19世紀末フラ

ンス人のクーベルタンの呼びかけで IOC(国際オ

リンピック委員会）がつくられ、1896 年からギリ

シア・アテネで近代オリンピックが再開されるま

で待たざるを得なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【左：オリンピック聖火採火式写真  中：オリンピア遺跡の一部  右：スパルタ遺跡で調査していた男性】 
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＜３＞過去のオリンピック競技場巡り 

■1992年スペイン・バルセロナオリンピック競技

場 

2012 年 10 月・私はバルセロナの港の横にある

フニクラ（ケーブルカー）の駅からモンジュイッ

クの丘に向かった。ここは、1992年バルセロナ夏

季五輪のメイン会場になった所だ。特に市民マラ

ソンランナーであった私が、オリンピック種目で

一番興味を持って見ていたのは男女マラソンで、

今もって日本の森下広一選手と有森裕子選手が

銀メダルを獲得した場面のテレビを思い出す。彼

らが実際レースで走ったかなりきついモンジュ

イックの丘の上り坂、下り坂を実際に自分で歩き

ながら、そのコースの厳しさを実感する。そして

ゴールとなった陸上競技場のメーンスタンドで

当時の様子を思い返した。旅で訪れる地は、時に

は自分の生きてきた過去の自分を振り返させ、当

時の自分を思い出させる。 

 

■1952年フィンランド・ヘルシンキオリンピック

大会競技場 

2012年 6月 10日・私の今夜のヘルシンキでの

宿泊場所は STADION HOSTEL、1952年ヘルシンキ

夏季五輪のメーンスタディアムの建物の中にあ

る。私が小学生の頃ラジオで消え入るようなアナ

ウンサーの実況放送を、私は神経をとがらせなが

ら聞いた記憶がある。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。そのことを旅行中メール

でやり取りしていた同年輩の日本の友人Ｍ氏に

メールで話すと、彼は返事のメールで「石井選手

は当時中央大学で一緒にレスリングをしていた

義兄の友人だ」と言ってきたのにはびっくりした。

Ｍ氏は 1964年の東京夏季五輪当時東京外大の英

語科学生で、東京五輪の通訳として活躍していた

ので、私はメールで「東京五輪の会長、安川第五

郎氏（1886～1975・安川電機創業者）をご存じで

すか？私の母校、福岡市の修猷館高校の偉大な大

先輩です」とメールで言うと、彼もその偶然な関

係に驚く。更に彼から「私は安川会長名のお礼状

をもらっている。そして東京五輪の五輪旗は、当

時のブランデージ IOC会長から安川会長に寄贈さ

れ、その後安川会長から母校、修猷館高校に寄贈、

現在は同校体育館に額に入れられて飾られてい

る。君の母校に保管されているよ」と聞き、私は

さらに驚く。できれば母校に行って実物を見たい

と思う。  

                 

■1976年カ ナ ダ ・ モントリオール・オリン

ピック競技場 

2013年 10月 16日。今日はまず宿から 5～6km 離

れたオリンピック公園まで歩く。ここは 1976 年に

開催されたモントリオール夏季オリンピックの

メイン会場跡で、164m の高さの モントリオールタ

ワーが目立つ。約 8 万人収容のオリンピック・スタ

ジアムは、現在スポーツ施設 やコンサートなど

のイベント会場に改造・利用されている。スタジ

アム内は見学できるが、その入場料が高く私は入

場せず、私スタジアムの廻りを 1 周し、1972年のミ

ュンヘン夏季オリンピックに続き 1976 年のオリ

ンピックで陸上男子 1 万 m と 5 千ｍで優勝したフィ

ンランドの英雄ラッセ・ビレン選手を思い出した。。

私は彼と同オリンピックの 5 年後の 1981年フィン

ランド・ヘルシンキで、 私が担当していたヤマハ

スポーツ用品のフィンランドの取引先を探して

いた時、彼が面接に来てくれて「引退したらヤマハ

の商品を扱いたい」と言っていた。また彼とモン

トリオールオリンピックの話もした事を思い出

す。 

 

＜４＞MLB アメリカ大リーグ・ボールパーク（球

場）ツアー 

私は2013年夏アメリカ世界遺産の旅でアメリカ

大陸往復旅行をした。その時、世界遺産と共に楽

しみしていたのが、大好きな大リーグのボールパ

ーク（球場）ツアーである。大リーグの球場を 10

ケ所ほど回ったが、印象に残るスタジアムツアー

の様子を私の紀行記からご紹介したい。 

 

■2013年 9月 19日 サンフランシスコ・ジャイ

アンツ・エイティ・アンド・ティ・パーク 

私は大リーグの野球が好きで、今回の旅で MLB

（メージャ・リーグ・ベースボール MEJOR LEAGUE 
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BASEBALL）の有名な球場内を見て廻るボール・パ

ーク・ツアーBALL PARK TOUR に参加することにし

た。まず日本の TV でよく見ているサンフランシス

コ・ジャイアンツ（1883 年創設・ナショ ナルリ

ーグ西地区）の本拠地 AT &T PARK にダウンタウン

に近いので歩いて行く。ツアーチケットは$15（シ

ニア価格）で約 40 人が参加。約 10 日後の 9 月末で

シーズンは終了するが、本日はホームゲームはな

し。ガイドの中年男性は永年野球界に携わってい

て詳しく、日本のイチロー選手を尊敬していると

言っていた。私はその時テレビで見た 2007年、

同球場で行われた MLBオールスターゲームを思い

出した。アメリカンリーグのイチローはこの球場

でのオールスターゲームで 5回表オールスター史

上初のランニングホームランを打ち大活躍し最

高殊勲選手・MVPに選ばれたのだった。ツアー一

行は移動し観覧席の最高所の 5 階から眺める球

場全体は圧巻だった。各階の部屋（、貴賓室やプレ

ス室等を見て廻り、最後にグランドに降り立つ。天

然芝が奇麗でレンガ色の土のグランドとのコン

トラストが美しい。１塁側ダッグアウトに入り監

督や選手と同じ視線からグランドを眺めると彼

らの気持ちがよくわかる気がした。その後選手控

室（ロッカールーム）に行き、その壁に飾られた過

去の栄光 の選手たちの写真を眺めながら 90 分の

ツアーは終了した。 今日はここで試合が無

く、聞くとサンフランシスコの湾を隔てて対岸

にあるオークランド・アスレチック（1901 年創

設・アメリカン・リー グ西地区）の試合が今夜 7 

時からミネソタ・ツインズとあると言うので BART

（サンフランシス コとイーストベイを結ぶ近代

的な交通システム）で行く。アスレチックの本拠地

コロシアム球場 はアメリカン・フットボールのオ

ークランド・レイダーズと併用なので芝生も荒れ

て立派な球場 とは言い難い。チケット売場の窓口

で 1 番安い外野のチケットは幾らかと聞くと$15 

と言う。私がどうしようか迷っていると、窓口の

中年女性が「貴方はシニアか?」と聞くので「そ

うだ」と答え ると、内野のグリーン席は本来$25 

だが、シニアは特別割引で$10 と言うので即購入

する。横に座るアスレチックスファンの男性と話

し、自分は安くチケットを買ったと言うと、彼は驚

いて周りにいた仲間に、「彼はこの席のチケットを 

10 ドルで買ったんだって」と声高にまくし立てて

いた。今シーズンのアスレチックはアメリカンリ

ーグ 西地区の首位を走り、今晩のミネソタ・ツイ

ンズとの試合に勝てばほぼ地区優勝する状況だ

ったが空席が目立った。試合は６回にアスレチッ

クが３ランホームランで逆転し、その後 6‐3 とな

り勝負ありと思い、夜 10 時になったので BART でサ

ンフランシスコに戻る。45 分で宿に近い街の中心

地 CIVIC  CENTER 着。今日は野球漬けの 1 日だった。 

 

■シカゴ・カブス・リグレーフィールドとホワイ

トソックス・セルラーフィールド 

まず MLB の球場ツアーに参加したく MLB シカ

ゴ・カブス（1876 年創設・ナショナルリーグ中

地区）の本拠地リグレーフィールドに行く。球場

は 1914 年にオープンし、ボストンの フェンウ

エ―パークに次いで古い球場だ。窓口に行っても

土曜日のせいか誰もいないしツアー の案内も無

い。球場の外を一周していると同じように廻って

いる 4 人の賑やかなおばさんグループと会った

ので話をする。彼女らは全員 63 歳で子供の頃か

らの同級生でカリフォルニア州や ネバダ州から

来て旅しているとの事。結局リグレーフィールド

球場の中には入れずしまいだったが、外から古い

球場の素晴らしい雰囲気を味わう。 

【左：サンフランシスコ・ケーブルカー 中：サンフランシスコ・AT&T 球場 右：筆者（グランド上で）】 
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次にシカゴ・ホワイトソックス（1901 年創設

アメリカンリーグ中地区）の本拠地 US セルラー 

フィールドに向かう。球場は大体どこも駅に近く

駅を出れば球場はすぐ見える。この球場も窓 口

や球団のギフトショップも開いてなく、球場ツア

ーは行われていないようだった。シカゴに ある 

2つの球場はどちらもファンサービスがお粗末

だと思うしかなかった。仕方なく球場の外を 1

周するとメインゲートの前で銘版を見つける。見

るとホワイトソックスが 2005 年 3 回目の ワ

ールドチャンピオンに輝いた時の記念碑で、当時

の選手たち全員の名前が彫られていた。よく見る

と日本人プレーヤーTADAHITO  IGUCHI２B・15 を

見つけた。井口資仁選手は私がファ ンだった地

元福岡ダイエーホークスから 2005 年にホワイ

トソックスでメジャーリーガーとなり、2 塁を守

りスモールベースボールの中心選手として活躍

して、ホワイトソックスの 88年ぶりの世界一に

貢献していいたのを TV でみていただけに 彼の

名前を見つけて嬉しかった。その後アトランタに

あるセンテニアル・オリンピック公園（オ リン

ピック 100 周年を記念した公園）でも井口選手

の名前が彫られた碑を見つけることになる。 結

局この球場の中も見る事が出来なかったが、井口

選手の名前が彫られた記念碑を見ただけで も来

たかいがあった。 

 

 

■2013 年 10 月ボストン・レッドソックス・フェ

ンウエィパーク 

アメリカンリーグ東地区の 本拠地フェンウエ

ィパークに行く。 1912 年に誕生した大リーグ最

古で最小の球場だ。私は日本では TV で レッドソ

ックスの試合を TV で良く見ていたので球場内を

見る事

に興味津々だった。15 時からのツアーチケットを

買うが、90 分のツアーだが人気球団と会って参加

料も 14 ドルと高く、また参加者も 50人と多い。今

日の夜は大リーグ・アメリカンリーグ優勝決定シ

リーズ（ALCS）第 6 戦デトロイト・ タイガース との

試合があり、球場の外には早くから多くの観客が

並んでいたが、チケットは全試合 SOLD OUT（売り

切れ）であった。球場ツアーのガイドは若い女性

で RED SOX の過去の栄光の歴史ばかり喋る。他の

球場と同じようにグランドやベンチ、選手ロッカ

ーに入りたかったが、今日の夜は試合があり中に

は入れない との事。嬉しい事にレフトスタンドの

有名なグリーン・モンスター席に座って、そのフェ

ンスの 高さを実感する。 ライトスタンドに移動

しグランドを見ると、夜の試合に備えてライトフ

ィールドで既に上原投手 が小さな息子と一緒に、

トレーニングを兼ねて 2 人で野球をしていたのが

印象的だった。ツアー 参加者は誰も彼がレッドソ

ックスで大活躍している上原浩治投手とは知ら

なかったので、私は彼らに「彼は Famous Japanese 

Pitcher KOJI UEHARA だ」と教えてあげると皆熱

心に興味深く見守っていた。その夜は宿で第 6 戦

を TV 観戦。レッドソックスの日本人投手・田澤純

一、上原浩治（MVP 獲得）両投手の継投で Detroit 

Tigers を 3 対 2 で破り、レッドソックスはアメリカ

ンリーグのチャンピオンになり WORLD SERIES に

進出。その後ナショナルリーグ覇者のセントルイ

ス・ カージナルスを破り WORLD チャンピオンとな

る。 

 

 

 

 

 

【左：ハーバード大学 中：マサチューセッツ工科大学 右：フェンウエ―パーク・グリーンスタ―】 
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■ 2 0 1 3 年 1 0 月  

ニューヨーク・ヤンキース スタジアム 

アメリカンリーグ東地区のスタジアム・ツアー

に参加するために地下鉄で向かう。新スタジアム

は 2009 年からで、それまでの歴史ある球場は隣接

する現在の公園にあった。人気球団とあってツア

ーは 12 時から 20 分置きに行われ、たくさんの人が

集まっていた。しかしそのチケット代がシニアで 

23 ドルと他の 2 倍以上したのには、私は驚いた。ヤ

ンキースの選手達の年俸が馬鹿高いだけに、その

しわ寄せがこんな所まで影響しているのだろう。 

ヤンキースは 1901 年創設以来ワールドシリーズ 

27 回、リーグ優勝 40 回を誇り、ベーブ・ルース、

ルー・ゲーリックジョー・デマジオ、ミッキー・マ

ントル他幾多の殿堂入りのスーパースターを輩出

している大リーグ一の名門球団だ。ツアーはそれ

ら過去の名選手たちの偉業 を自慢げに展示して

いるメモリアルパークのある右翼外野席前に連

れられて行く。そこでガイド の男性は延々とヤン

キースの過去の栄光を説明する。そこにあるベー

ブ・ルースの彫像をみながら、背後に永久欠番が

表示されていたので、数えたら 18 もあった。現在、

ひと桁番号は 2 と 6 しか残っていないが、6 番はヤ

ンキース元監督（監督歴 1996 年～2007 年）のジョ

ー・トーリ氏の永久欠番が 2014 年 5月に発表され、

2 番も 2014 年シーズンで引退する D・ジ―タ－が永

久欠番になる事が噂されている。そうなればヤン

キースには一桁の背番号をつける選手は見られ

ないことになろう。 永久欠番選手が20人以上であると共にこれも

異常な事だ。 

ヤンキースタジアム自体、馬鹿高い建設費だけ

あって豪華だったが、新しい球場には歴史が感じ 

られず、特に特徴も無く他の球場と変わらず、私

は魅力を感じなかった。 

ヤンキースの 2013 年は 5 年ぶりにディビジョン・シ

リーズ進出を逃し、この時期は熱気が無い静かな

球場であった。2014 シーズンから日本の楽天から

田中将大投手が加入するがどれだけ活躍するか

楽しみにしている。ガイド氏 によると当日午前

中はシーズンオフにも拘らず、ヤンキース所属の

イチロー選手が毎日トレーニングの ため球場に

かよっているとの事。   彼は毎日それを見ていてイ

チローのプロ意識の高さを褒めていた。館内の選

手控室や放送席、ロイヤルボックス等に行くが、

一番行きたかったグランドやベン チには入れず、

私には期待外れのツアーだった。 

 

 

■ 2 0 1 3 年 1 1 月  

ア ト ラ ン タ ・ ブ レ ー ブ ス  

私はアトランタ市内のダウンタウンの近くに

ある「センテニアル・オリンピック公園」に行く。

1996 年近代オリンピック 100 周年記念大会がここ

アトランタで開催された。オリンピック 100 周年を

記念した公園で、私はその一角に全競技のメダリ

ストの全氏名を刻印した石碑を見つける。私は日

本選手達の名前を確認して回ったが、そこに野球

で銀メダルだった日本チームの選手全員の名が

刻印されていた。その中に後に福岡ダイエーホー

クスに入団した、当時アマチュア選手 TADAHITO 

IGUCHI 井口資仁内野手（青山学院大）と NOBUHIKO 

MATSUNAKA 松中信彦内野手（新日鉄君津）の名前

を見つけた。特に井口選手はシカゴ・ホワイトソ

ックス・本拠地セルラーフィールドで もワール

ドシリーズ優勝メンバーの名前が永久に刻印さ

れていた。井口選手の名前がアメリカ の両方の記

【左：ＮＹヤンキースタジアム  中：WTC 跡地 グランド・ゼロの POOL 右： 自由の女神像】 
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念碑に名が残るのは日本野球史上永遠に残る快挙

と言えよう。また日本チームの監督は、ヤマハ野

球部の監督の川島勝司氏(1943年～・都市対抗野

球大会でヤマハの監督として 3度優勝)だった。そ

してオリンピック競技場は、現在 MLBアトラン

タ・ブレーブスの本拠地となっている。 

 

５）終わりに 

以上私のスポーツとの関わりを（その１）と（そ

の２）の 2回にわたり思いつくままに羅列したが、

上記に羅列した有名スポーツ選手名は、古い年代

の選手達だけに名前を知っている方は少ないと

思う。しかし、真にスポーツに興味を持ち、関心

のある方は案外ご存知かもしれない。もし、ご存

知の名前があれば私にはうれしい限りである。私

にとってスポーツを通して、世界や日本のスポー

ツ界のトップの人達と会い、話ができたことは、

私の良き思い出でもあり宝でもある。 

私は現在、後期高齢者の仲間にもうすぐ入ろう

としているが、毎日数時間ウオーキングをしたり、

35度前後のこの猛暑の中、昼間にテニスをして楽

しんでいる。私はこれから 5年、10年先も健康や

体に何の問題もなくスポーツを続けていけるよ

うに頑張りたいし、2020年の東京オリンピックも

元気な姿で見たいものである。 

また、この 5年間続けてきた世界 5大陸の世界

遺産訪問も、これからも世界遺産の旅を続ける予

定だが、その合間にスポーツ関連施設も一緒に訪

問するつもりである。 

                                 

以上 

 

 

                         

  



 

- 25 - 

 

 

 

 

 

「株式会社ふくや（当協会賛助会員）」様と「株

式会社如水庵」様における販売士活用事例が日本

販売士協会ＨＰに掲載されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、日本販売士協会ホームページより一部抜

粋したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生かしています！販売士 

詳細はＷｅｂをご覧ください 

日本販売士協会ＨＰトップ＞リテールマーケティングレポート 

株式会社如水庵  「学んだ知識を“社内共通言語”にすることが目標」 
◆販売士資格取得に向けた取り組み 

2016年 1月から 3回、店長会議の場を活用し、同年 7月の検定試験受験を想定して直営店の店長（30名）を対象と

する社内講習を実施。取り組み開始から約半年で 1名の店長が 3級に合格した。2016年度、2級 2名、3級 2名の合

格を目指しており、2017年 2月の検定試験での目標達成に向け、10月から社内講習を再開している。 

◆販売士資格取得の意義と今後の取り組み 

当社の事業は、小売と卸売の比重が半々である。現在、販売士の知識は、小売の販売・営業部門を中心に活用されて

いるが、今後、当社が、オムニチャネルへの対応や海外市場向けの展開を図っていくことを見据え、卸売など小売部

門以外の社員にも学習を拡大させていきたい。また、2016年３月末には、新入社員向けの研修として、初めて販売士

3級で取得できる知識のポイントを教えた。今後、受験者や有資格者を中心に、 

販売士の学習内容を社内の共通言語として定着させていきたい。 

◆販売士有資格者数 2016年 12月現在 

1級 1名、2級 2名、3級 1名  

株式会社ふくや 「『お客様、ひとすじ』の想いで販売士資格を活用」 
◆販売士資格の活用と意義 

「お客様、ひとすじ」等の理念のもと、全部署、全社員を対象に、販売士 3級の取得を義務付けている。 

また、責任者・リーダークラスの社員には、販売士 2級の取得を推奨している。 

◆研修制度における販売士資格の位置づけ 

当社では各種の研修を実施している。研修のひとつとして、半年間の「新入社員研修」が設けられており、同研修の

日程には、毎年 7月に実施されている「販売士 3級」検定試験が組み込まれている。また、入社後 4年目および 8年

目の社員を対象に、海外研修が実施されており、販売士 3級の取得が同研修への参加資格となっている。 

◆正社員登用における販売士資格の活用 

2016年 6月契約、パート、アルバイト社員を対象とする正社員登用制度を導入した。 

同制度において「販売士 3級を取得済みであること」を社内選考試験の受験資格としている。 

◆販売士合格者数（現在籍者）2016年 10月現在（正社員 272名） 

1級 3名、2級 105名、3級 243名 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【販売士 2016年 9月号より転載】 

前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 12月号より転載】  

会報『販売士』より 
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論文大募集！・Facebook開設 

「福岡販売士協会設立 15 周年記念論文募集」 
 

福岡販売士協会では平成 29 年年次総会（4 月 15 日）で設立 15 周年を迎えます。 

15 周年記念事業の一環として、会員対象に 15 周年記念論文を 

下記の要領で募集いたします。 

 

【募集期間】 

平成 29 年 1 月 1 日 

～3 月 31 日（金） 

 

【題 材】 

基本的に自由です。 

 

【論文スタイル】 

文字数、ページ数は自由です。 

手書き原稿でも提出可ですが、 

可能な限りテキストファイルでお願いいたします。 

 

【御礼・その他】 

論文応募者には３,000 円分の図書カードを贈呈いたします。 

また、会報「販売士・ふくおか」に掲載するとともに、数名の方に 

平成 29 年秋季研修会（平成 29 年 11 月）で記念講演をお願いいたします。 

 

【提出先＆問合せ先】 

福岡販売士協会 事務局：栗川 久明 

Ｅメール：fukumae@zenno.jp   TEL/FAX：092-725-6200  

〒810-0055 福岡市中央区黒門 8-38-402 

※10 周年記念論文募集では 

次のような題材での応募がありました。 

『販売戦略としての「店構え」 

（博多のラーメン店「一風堂」と「一蘭」）』 

『「福岡販売士協会」設立 10 周年記念に寄せて』 

『販売士から見た商店街』  

『営業マンのつとめ ～CS に向けての“活動姿勢と行動”～』 

『観光産業の未来予想図』  

『相乗積を使ったマージンミックスについての考察』 

『商店街活性化の道は如何にあるべきか』 

 

 

福岡販売士協会の Facebookはじめます 
現在、ＨＰや会報誌を通じて活動内容等を紹介していますが、 

新たに Facebook ページを活用して協会活動を PR します。 

これによって、より多くの方々に「福岡販売士協会」の活動内容を伝え、 

関心を持っていただきたいと考えています。 

福岡販売士協会 

または、「https://www.facebook.com/fukuhankyo/」へアクセス！ 

いいね！ 

お願いします 

mailto:fukumae@zenno.jp
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□□□ お知らせ □□□ 

 

◆設立 15 周年記念福岡販売士協会年次 

日 時：平成 29 年 4 月 15 日（土）14:00～17:30 

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、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 29 年 2 月 1 日） 

正 会 員 88 名 

 １級販売士 64 名 

 2・３級販売士 21 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 9 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 

3年ほど前から「園内ガイド」として時々参加している久留米鳥類センタのバードボ

ランティア。「モルモット教室」「クジャクの紹介」に続き、春からは「ダチョウの紹

介」が始まります。ただいまガイド講座を受講して奮闘中（？）です。 

次号は 5月発行予定です。皆様の投稿お待ちしています。（Ｎ） 

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

