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猛暑厳しい夏も気づけば終わり、秋の味覚を満

喫できる日々となりましたが、皆様いかがお過ご

しでしょうか。 

平成 29 年 7 月 22 日（土）福岡商工会議所 B1-b

会議室において設立 15 周年記念夏季研修会が開

催されました。 

参加者は会員 13 名の他、長崎販売士協会副会長

の冬木繁雄様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。 

中村副会長の報告にて当日の模様を紹介します。 

 

 

 

 

販売士・ふくおか 
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平成 29年 7月 22日（土）：福岡商工会議所 

「設立 15周年記念・夏季研修会」開催 



 

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．開会宣言 

小関芳紀副会長の司会と共に始まりました。 

 

 

 

 

２．栗川会長の開会挨拶と講師紹介 

会長挨拶： 

１． 夏季研修会は 16回目 

岡野理事は日本販売士協会広報委員の会合

に出席 

２． 4月 17日（土）年次総会開催 

4月 30日会報第 46号発行 

6月 6日に会報第 47号発行 

３．6月 3日（土）春季流通施設等見学会 

４．今年度前半のトピックスは 

① 設立 15周年記念論文特集号臨時発行 

② 「3級販売士講師養成講座」開設 

③ 年次総会に専務理事参加 

５．8月 26日（土）に「夏の納涼ビアパーティ」

を開催予定 

６．9月には、会報第 48号を発行予定 

７．本日の参加者は 15名 

８．それでは、本日の講演会の講師をご紹介いた

します。長崎販売士協会副会長で、当協会の会員

でもある冬木繁雄さんです。演題は「地方百貨店

の現状と私の体験談」と「90長崎「旅」博覧会に

出向して」です。それでは冬木さんよろしくお願

いいたします。 

 

 

３．講演 

講師：長崎販売士協会 冬木繁雄副会長 

 

◆テーマ１「地方百貨店の現状と私の体験談」 

このテーマでは、目まぐるしく変わる市場環境

の中、主に福岡市と長崎市にスポットを当てて、

お話頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年は私が講演をさせて頂きましたが、今

年は現場経験豊富で地元を愛する冬木様

に講演をお願い致しました・・・ 

第一部 講演会 

＊＊＊ 会次第 ＊＊＊ 

司会 小関芳紀副会長  

第一部 講演会 

◆開会の挨拶と講師の紹介  

栗川久明会長 

◆演題：「地方百貨店の現状と私の体験談」

と「90長崎「旅」博覧会に出向して」 

 講師：長崎販売士協会 冬木繁雄副会長  

◆記念写真撮影 

 

第二部 懇親会 

◆挨拶と乾杯    中村純治副会長 

◆懇談会 

◆参加者スピーチ 

◆景品獲得あみだゲーム 

◆締めの挨拶      廣瀨紀子副会長 

◆閉会       小関芳紀副会長 
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(1)九州地区百貨店の現状（状況）について  

・最近の百貨店動向（勝ち組の福岡市） 

福岡市の百貨店の売上は九州のシェアの 40％

を占める。 

・2016 年＆2013 年暦年売上高・部門別動向につ

いて 

（2)長崎市中心市街地と大型店の動向について 

・長崎市の小売（市場規模）・人口推計（増加す

る福岡市と減少する長崎市の比較） 

・中心市街地の大型店舗の動向、中心市街地活性

化の数値目標  

・浜町商店街の現状  

・百貨店の現状と課題 (SWOT 分析)、競合店の現

状と課題、変貌する中心市街地市場環境 

（3) 百貨店での体験談（経験談） 

・私の百貨店でのキャリア（現場の出来事：婦人

服・食品・他店出向・計数） 

・地方百貨店の現状（ＣＲＭ 物産催事 インバ

ウンド 就業者 お客様） 

 

◆テーマ２ 「長崎『旅』博覧会協会に出向して」 

このテーマでは、百貨店で婦人服・外商係員・

食品の経験しかない講師が、長崎「旅」博覧会に

営業部参事（出向期間 1年 8ヶ月）として参加し、

未知の仕事にチャレンジした経験談を述べられ

ました。 

（1)長崎「旅」博覧会の概要 

開催期間：1990年 8月 4日～11月 4日（93日） 

会場：松が枝会場 (現在国際観光埠頭)・ 

グラバー園・孔子廟 

準会場：旅博ターミナルプラザ 

（長崎県庁＆県警移転先） 

松が枝会場：三菱未来館（松本零士）を始め 9つ

のパビリオン 

スカイツリー ベルリンの壁 

グラバー園（ソビエト館・フランス館・アメリカ

館・イギリス館） 

 

（2)博覧会での経験談 

開催前と開催後における博覧会での経験談を

伺いました。 

 

■開催前に関わった仕事 

・コンパニオンが着るユニフォームの募集につい

ての提案 

・出向時に既に会場で販売するビールがアサヒビ

ールのみに決まっていたが麒麟麦酒も販売で

きるように交渉 

・いまでは珍しくないが、ビール（清涼飲料水含

む）を紙コップのみで販売すること 

・「旅」博公式記念メダル（金製・銀製）の製作

を地元業者で行うこと 

・長崎「旅」博覧会記念品協会（平成元年 12月 1

日）を 6ヶ月で設立 

 36業者/72品種：売上高が当初予定額の 1.9倍

となった。 

・スカイタワーの乗車金額（700 円→500 円）の

提案 乗車人数の増加 

・マーケットボックスの配置と規模の決定 

・マーケットボックスを飲食・物販・その他に分

け、飲食・物販については会期前に使用料を全

額納付してもらい売上歩合としなかったこと 

・他博覧会に 2回の出張で学んだこと 

 

■開催後に関わった仕事 

・開催後１ヶ月間は松が枝会場で照り返しが強く

予定入場者を大きくわりその結果、売上が伸び

ず出店業者の方と協会で協議し対策を行った

こと 

・宝くじ（スクラッチ）の販売があまりにも好調

で会期前売り切れとなるところを銀行のご配

慮で追加ができたこと 

・業者との出来事 

・緊急企画でスタンプラリーを提案し、稟議書の

最終決済と同時に実行 

・博覧会最後に 1万本の光る花の提案 
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福岡商工会議所の岸川です。では、私は

これで失礼します。アンケートありがとうござ

いました。 

 

 

 

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をとても楽しく拝

聴させて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如水庵の大串です。私もこれから仕事

なのでお先に失礼します。皆さん楽しん

でくださいネ。 

中村です。では只今から懇親会を開催します。

研修会は私の役割なので、本日はあまり呑めま

せん。しっかりと記録係で頑張ります。 

では、福岡販売士協会・福岡商工会議所・長

崎販売士協会の発展を祈念致しまして乾杯！  

中島です。8月 20日で退職します。今は有休

消化です。無精髭が伸びています。今はお世話

になった人たちに挨拶廻りしています。昨日は長

崎、明日は熊本、本日は愛娘のところです。 

山路です。一日 2～3時間歩いています。日焼けが

日課です。6大陸の制覇が夢です。1年に1大陸し

か行けません。あと残り 2大陸が南米とアフリカです。

100歳まで元気に働けるように頑張っています。 

福生です。実は長崎出身で

す。職場は北九州でしたが現

在は福岡に住んでいます。 

ケツ丸出しの山笠は未だ馴染

めません。 

渡辺です。銀座シックスっ

て知っていますか。そう6丁

目界隈のことです。地価の

高い土地の有効利用が

課題です。デパートはデパ

ートをやっている時代では

ありません。 

第二部 懇親会 
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今年の夏季研修会も盛況のうちに閉会となり

ました。 

 

 

濱村です。80歳になりまし

た。仲間は有難い存在で

す。友人と作っている山笠会

は 20年続いています。縁を

大事にしていきましょう。 

廣瀨です。朝倉の水害はオ

イスカで関係している農家さ

んもあり他人事ではありませ

ん。明日は近郊にイベントで

行きます。自分ができることを

少しでもやりたい。宮崎から

引っ越してきた両親の運転

手もしています。 

戸田です。火蟻や毒蜘などの

センセーショナルな報道が連

日なされています。無用な恐

怖感をあおっている気もしてい

ます。 

長沼です。半年仕事をしな

いで休んでいました。最近ふ

っくらしてきました。九州交響

楽団の会員になりました。習

い事も始めました。ピアノや水

泳です。 

森山です。 

18歳と 81歳の違いについてお話 

します。 

＊恋に溺れるのが 18歳 

風呂で溺れるのが 81歳 

＊道路を暴走するのが 18歳 

道路を逆走するのが 81歳 

＊偏差値が気になるのが 18歳 

血圧・血糖値が気になるのが 81歳 

＊まだ何にも知らないのが 18歳 

もう何も覚えていないのが 81歳 

＊東京オリンピックに出たいと思うのが 18歳 

東京オリンピックまで生きていたいと思うのが 81歳 

＊自分探しをしているのが 18歳 

皆が自分をさがしているのが 81歳 

＊家に帰らないのが 18歳 

家に帰れないのが 81歳 
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会長 

1級販売士 

栗川 久明 

 

 

（株）五十二萬石本舗 古賀工房（福岡県古賀

市青柳 3476-17）を会員 13名（栗川久明、中村純

治、廣瀬紀子、小関芳紀、八尋晃仁、岡野利哉、

長沼玲子、 松尾宏一親子、渡辺芳雄、佐田智彦、

山路博之、森山正夫、横山修二）で見学してきま

した。 

 今回は当協会理事で㈱如水庵マーケティング

部長大串雅一様のお世話で、主力工場の古賀工房

見学と森代表取締役のお話をお聴きすることが

できました。 

 当日はＪＲ九州の「古賀駅」に 10：00 に集合

し、会社の送迎バスで古賀市青柳「古賀工場団地

内」の「五十二萬石本舗 古賀工房」に向かいま

した。工場長の出迎えをうけ、見学専用の上着・

帽子を着て、クリーンルームで身体洗浄、手洗い

消毒後、工場内を隈なくご案内いただき、主力商

品の「筑紫もち」をはじめお菓子の製造工程を見

学させていただき、お菓子の工程をよく理解する

ことが出来ました。 

工場の隣にある直営店で非販売のお菓子の接

待も受けました。 

 ㈱如水庵本社に場所を移し、森代表取締役より

次のような経営理念の背景をお聴きいたしまし

た。 

「福岡から  日本の銘菓を！！世界の銘菓

を！！」 

「お菓子は平和の文化、家庭の平和と世界の平和

に貢献したい！」 

「お菓子は五感の芸術、詩心あふれる最高峰のお

菓子をつくりたい！」  

「お客様に喜びと感動を！」 

「従業員に成長と幸福を！」 

会社の送迎バスで JR 九州「古賀駅」まで送っ

ていただきました。13時より有志の 9名で、古賀

市天神の「山賊鍋 古賀店」」で反省会を行い 15

時に現地解散をいたしました。 

春季流通施設見学会 （如水庵／五十二萬石本舗 古賀工房） 
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会長 

1級販売士 

栗川 久明 

 

 

恒例の納涼家族ビアパーティが 8月 26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 14回目になります。 

 長崎から冬木繁雄・吉岡英春さん、広島から福

岡に帰って来られた中島良一さん、8 月に東京か

ら帰郷してこられた岡野卓也さんと地元福岡か

らの栗川久明・小関芳紀・長沼玲子・福生和彦さ

んの８名にご参加いただきました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常連組が多いので、バーベキューの焼き方・飲

み放題の注文は４人ひと組のグループの特徴を

出されていました。いろいろな話題で盛り上がり

楽しいひと時を過ごしました。日ごろは飲まない

「中ジョッキ・生ビール」を何杯も飲み、また牛

肉ジンギスカンをおなか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７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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏の納涼家族ビアパーティ 
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「酒税法一部改正(平成 29年 6月 1日施行)に寄せて」 

 

1級販売士 

寺園 公教 

 

ご承知の通り、「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(以下「酒

税法」という)が一部改正され、平成２９年６月１日より施行されました。それに

伴い、「酒類の公正な取引基準」(以下「公正取引基準」という)が制定されました。 

背景には、大手量販店が目玉として激安販売している発泡酒やビール類などを適正な価格での販売

に変え、個人商店である町の酒屋さんを保護する狙いがあるとされています。 

また、改正法では、総販売原価を下回る販売がなされた場合、国税庁は行政指導ができるようにな

っており、酒販免許の取消もあります。適正な酒税(税収)の確保も今回の改正の趣旨となっています。 

はじめに、国税庁が公表している、酒類小売業者の概況の平成 29年 3月公表（平成 27年度分）と

平成 23年 12月公表（平成 21年度分）の業態別の比較です。 

事業者数は、一般酒販店が、わずか 6年の間に 4分の 3以下に減少しています。 

 

事業者数 
 

単位：数 
 

  平成 21年 3月調査 平成 27年 3月調査 伸び率 

一般酒販店 60,193 44,206 73.4% 

コンビニエンスストア 34,206 33,462 97.8% 

スーパーマーケット 3,973 3,338 84.0% 

百貨店 104 92 88.5% 

量販店(ディスカウントストア等） 1,172 768 65.5% 

業務用卸主体店 1,550 1,936 124.9% 

ホームセンター・ドラッグストア 378 312 82.5% 

その他 9,643 11,829 122.7% 

計 111,219 95,963 86.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員投稿 
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【酒類小売業者の概況（業態別事業者数）】 
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続いて、小売数量の比較ですが、ホームセンター・ドラッグストアが 151％、スーパーマーケット

が 105％と伸びる中で、一般酒販店は約 30％の減少と大きなマイナスです。今回の酒税法改正の目的

の一つが町の酒屋さんの保護にあるとのことですが、業務用の増加のデータを見るとどれだけの効果

が見込めるかは見通せない面も感じさせます。 

 

業態別小売数量 
 

単位：キロリットル 
 

  平成 21年 3月調査 平成 27年 3月調査 伸び率 

一般酒販店 1,597,643 1,140,352 71.4% 

コンビニエンスストア 925,499 923,860 99.8% 

スーパーマーケット 2,917,475 3,081,953 105.6% 

百貨店 69,860 57,653 82.5% 

量販店(ディスカウントストア等） 1,230,820 1,008,148 81.9% 

業務用卸主体店 729,815 846,548 116.0% 

ホームセンター・ドラッグストア 481,347 727,688 151.2% 

その他 411,141 452,571 110.1% 

計 8,363,599 8,247,771 98.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表及びグラフは下記出典のデータより加工しています。 

 出典：国税庁 酒類小売業者の概況   

平成 29年 3月公表（平成 27年度分）および平成 23年 12月公表（平成 21年度分） 
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販売士として知っておきたい本改正に伴う、改正のポイント等について以下まとめています。 

 

一、「公正取引基準」の目的 

この基準は、酒類が、酒税の課される財政上重要な物品であるともに致酔性及び習慣性を有する等、 

社会的に配慮を要するものであるというその特殊鑑み、酒類の販売価格は、一般的にはその販売要す

る費用 に利潤 を加えたものとなることが合理的であるとの考え方下、酒類の公正な取引に必要な事

項を定め、酒類業者がこれを遵守することにより、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るこ

とを目的する。 

    

二、酒類の公正な取引に関する基準関係 

(1) 基準の対象 

  平成 29 年６月１日以降に酒類業者（製造・卸・小売）が行う酒類の取引 

(2) 基準の概要 

  酒類業者は、次のいずれにも該当する行為を行ってはいけません。 

①  正当な理由なく、酒類を総販売原価を下回る価格で継続して販売すること 

②  自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引をすること 

 

三、総販売原価の算定について 

(1) 総販売原価 

売上原価の額と販売費及び一般管理費の額の合計額をいいます。  

(2) 売上原価の額 

① 酒類の売上原価の額は、酒類の銘柄等の仕入れ（製造）ごとに算定します。酒類全体や酒類

の品目（ビール、発泡酒、清酒など）ごとに合算して算定することはできません。 

② 酒類の仕入れに係る値引きがあった場合には、当該値引きの額を仕入価格から控除します。

また、酒類製造業者又は酒類卸売業者からリベートを受領した場合には、以下の要件を全て満

たすリベートに限り、当該酒類の仕入れに係る値引きとみなします。 

・ リベートに関する基準が明確に定められていること 

・ 当該基準が取引の相手方に事前に示されていること 

・ 対象酒類の仕入れと密接に関連するリベートであること 

③ 次のようなリベートについては、酒類の仕入れに係る値引きとはみなしません（なお、一般

的な商行為であるリベート自体を禁止するものではありません。）。 

・ 年度末等の事後に額が判明するリベート 

※ 事後に額が判明する場合であっても、取引期間中の販売状況や過去の販売実績からリベート

の受取りが見込まれる場合には、当該期間中の販売に対応する額を上限に、酒類の仕入れに係

る値引きとみなすことができます。 

・ 裁量的に支払われるリベート 

・ 酒類の仕入れの際に添付される別の商品（食料品や仕入れた酒類以外の酒類等） 

・ 広告費や販売活動の補助として支払われるチラシ協賛金等 

・ 酒類小売業者の仕入先である酒類卸売業者の認識がないまま酒類製造業者から当該 

酒類小売業者に支払われるリベート 
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(3) 販売費及び一般管理費 

① 販売費及び一般管理費（販管費）とは、酒類の販売活動において直接要した費用（例：販売

手数料、販売促進費・広告費、倉庫費、センターフィー、運送費等）のほか、間接的に要した

費用 

（例：本社人件費、光熱費、家賃、通信費、減価償却費等）をいいます。 

② 個別の酒類の銘柄等の販管費の額は、原則として、それぞれの酒類の販売に要した全ての販

管費を積算して算出します。ただし、前年度等の酒類全体の販管費の同期間における酒類全体

の売上げに対する割合（販管費率）を用いて、個別の酒類の銘柄等の販管費の額を算出するこ

とも認められます。（各年度等の酒類の銘柄等ごとの販管費の額が著しく異なる場合を除きま

す。） 

 

【小売業者が販管費率を用いて販売費及び一般管理費を算定する場合の例】 

（20X1 年度 酒類事業全体） （20X2 年度 ビール：銘柄Ａ【350 ㎖缶】) 

売上 (A)    1 0 0 , 0 0 0 ビール（銘柄A【350 ㎖缶】） 

売上原価 70,000 販売価格 230 円 

売上総利益 30,000 仕入価格 180 円 

販売費及び一般管理費 (B)    2 0 , 0 0 0 販売費及び一般管理費  ※１      46 円 

営業利益 10,000 利益 ４円 

※１ 230円×20％ 【販管費率】 （20,000(B)÷100,000(A)） 

 

(4) 共通経費の配賦等 

① 酒類業者が酒類事業とそれ以外の事業を行っている場合で、これらの事業に共通する費用が

ある場合は、各事業の売上高比、仕入高比、売場面積比、作業従事時間数比などの「酒類業者

が選択した合理的な配賦方法」を用いて、当該費用を配賦する必要があります。 

② 酒類業者が複数の酒類の銘柄等を取り扱っている場合で、これらの酒類の銘柄等に共通する

費用がある場合は、各銘柄等の売上高比、仕入高比、売場面積比、作業従事時間数比などの「酒

類業者が選択した合理的な配賦方法」を用いて、当該費用を配賦する必要があります（(3)②

のただし書きにある「販管費率」を用いて販管費の額を算出する場合には、酒類の銘柄等ごと

に販管費の配賦を行う必要はありません。）。 

③ 研究開発費などのように一括して計上される費用については、酒類業者が当該費用を回収す

ることとしている合理的な期間にわたって配賦する必要があります。 

 

【酒類事業と食品事業を行っている小売業者の共通経費（本社経費）の配賦の例】 

事 業 本社経費（事業合計） 本社経費（酒類事業） 売上高（配賦基準） 

酒類事業 5,000 5,000  (A)   100,000 

食品事業 80,000 0 900,000 

酒類・食品事業共通 15,000 ※２      1,500  

合計 100,000 6,500 (B)   1,000,000 

※２ 15,000×10％ （100,000(A)÷1,000,000(B)） 
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四、酒類販売管理者研修の義務化関係 

(1) 酒類販売管理研修（初回研修）の受講の義務化 

酒類小売業者（小売を行う製造業者及び卸売業者を含みます。以下同じ。）は、酒類の小売販売

場ごと、酒類販売管理研修を過去３年以内に受けた者の中から酒類販売管理者を選任しなければ

なりません（酒類販売管理者を選任しない場合や研修を受講していない者等を選任した場合は、

「選任義務違反」となります。）。 

(2) ３年ごとの酒類販売管理研修（定期研修）の受講の義務化 

酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講から３年を超えない期間ごとに酒類販売管理研

修を受講させなければなりません（定期研修を受講させない場合には「勧告」、「勧告」に従わ

ない場合には「命令」の対象となる場合があります。）。 

(3) 標識掲示の義務化 

酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒

類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を掲示しなければなりません。 

（注）１ 上記に違反した場合には、「罰則」の対象となり、「免許取消」となる場合があります。 

２ 平成29 年６月１日以降は、酒類販売管理研修を受講した者の中から酒類販売管理者を選

任しなければなりません。 

ただし、同年５月31 日までに酒類販売管理者を選任し届け出ている場合は、初回研修は、

平成29 年８月31 日までに、前回の受講から３年を経過している者の定期研修は、平成29 

年11 月30 日までに受講させる必要があります。 

３ 酒類販売管理研修は、小売酒販組合などの国税庁長官又は国税局長が指定した団体が実

施します。 

 

出典：国税庁 

   「酒類の適正な販売のルールについて～酒類業者のみなさまへ～」平成29年4月税務署 

 

最後に 

業種から業態へは、マーケティングの世界では、すでに周知のことで、酒類小売業においてもデー

タが裏付けています。ビールメーカーの現況については、先般の「キリンビール高知支店の奇跡から

学ぶ」で述べさせていただきましたが、ビールメーカーもビール類の安売りから脱却し、主力のブラ

ンドの強化や、その他の酒類に力を注ぐ中で、スーパーやディスカウントの安売り目玉頼みの販売戦

略からの脱却が求められる酒税改正となっています。改正によりメーカー、卸、小売り、および酒類

を取り扱う飲食店がどのような変化対応を示すか、最終、酒税の負担を消費者はどのように受け止め

るのか、今年の夏も暑い闘いが続きそうです。 
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「地球が泣いている 鉱物資源編」 

                                 

 

大分支部長 

1級販売士 

溝部 敏勝 

 

 

 「地球は丸い」の考え方は紀元前まで遡り、古

代ギリシアに始まったようです。当時、人々は、

はるか遠くの海から港に近づく船を見て、船の全

体像が段々と大きく見えてくるのではなく、まず

帆の先端が見え始め、やがて船体が現れる光景か

ら、地球は丸い、と想定しました。これを「マゼ

ラン」一行が、1519 年～1521 年にかけて、世界

一周旅行によって証明いたしました。 

地球の大きさは、赤道面の直径が約１万 2,756

ｋｍ、南極と北極を結ぶ径が、約１万 2,714ｋｍ、

その差は 42ｋｍあります。つまり赤道面よりも南

北軸のほうが短い「みかん」のような形をした球

体で、その南北軸の径は北海道札幌から沖縄那覇

までの距離、約 2,250ｋｍの約 5.7 倍の距離の大

きさで比較することができます。 

鉱物資源とは、「広義には石油、石炭、天然ガ

スなどのエネルギー資源も包含しますが、狭義に

は、エネルギー資源とは別に、天然に産する金

属・非金属資源」と定義されています。    一

般的には鉱物資源を広義ととらえ、地中に眠る人

類に有益な資源全てを対象としています。農林水

産資源のような繰返し生産可能再生資源と異な

り、丸い地球に内在する鉱物資源は埋蔵量が限ら

れているため、採掘が進めば進むほど枯渇に向か

うことは容易に想像できます。 

資源の有限性を示す指標に可採年数が使われ

ています。可採年数とは，「ある資源」の確認埋

蔵量を、その資源の年間生産量で除した値のこと

です（確認埋蔵量÷年間生産量）。つまり今後何

年間、地球上の「ある資源」を、現在の生産量で

生産することが可能か、を示す指標となります。 

（資料 1）は主要な鉱物資源の可採年数、推定埋

蔵量、年間生産量を表示したものです。資料 1 か

ら、可採年数が一番小さいクロムは、あと 15 年

で地球上から掘り尽くされてしまうことになり

ます。同様に、亜鉛とスズがあと 18 年、銀 19 年，

金 20 年、石油 46 年、ニッケル 50 年、天然ガス

63 年、鉄鉱石 70 年、石炭 119 年、等です（いず

れも新しい鉱床が発見されないと仮定した場合）。 

数多くある鉱物資源についてのお話の中から、

是非知っていただきたい２つを、以下にご紹介い

たします。 

 

① 「ナウル共和国」とは、あまり馴染みのない

国ですが、「天国と地獄」を味わった「知る人ぞ

知る国」です。オーストラリアとハワイの間、太

平洋の南西部に位置し、東京品川区ほどの面積

（21 平方キロメートル）を持つ小島国です。世界

でもバチカン市国、モナコ公国についで 3 番目に

小さい国連加盟国であり、島には 11,000 人ほど

の住民が暮らしています。 

19 世紀後半、この島全体が化学肥料の原料とな

る、リン鉱石で覆われていることが判明し、採掘

がはじまりました。第 2 次大戦後、イギリスから

独立するとリン鉱石採掘で莫大な資金がナウル

共和国に入るようになり、これを国民すべてに還

元してまいりました。 

 

＜資料 1＞主要な鉱物資源の可採年数、推定埋蔵量、年間生産量 
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1980 年代には、1 人あたりＧＮＰ（国民総生産）

が 2万ドルを超え、その額は当時日本のＧＮＰ（国

民総生産）の 2 倍、アメリカの 1.5 倍に相当し、

世界で最も裕福な国家、国民にのし上がったので

す。国民は学費、医療費、光熱費、税金の支払い

義務がなく、逆に生活資金が支給され、更に新婚

カップルには一軒家まで進呈されるといったあ

りさまでした。この結果、国民は働く必要がなく

なり、公務員以外の 9 割の人々が無職で暮らすよ

うになったのです。リン採掘の仕事は外国労働者

に任せっきりで、自分たちは毎日「食っては寝る」

の生活を繰返していたのです（これが原因でナウ

ル共和国民は、世界一肥満と糖尿病国になりまし

た）。 

この夢のような生活が数十年ほど続きました。

しかし人間という動物は不労所得や贅沢を覚え

常態化したら最後、もはや逆戻りはできないもの

です。この間には、リン鉱石の枯渇が予測されな

がらも、将来世代（子や孫）のために、彼らは何

の対策も取ってこなかったのです。やがてリン鉱

石は掘りつくされてしまいましたが、働いて稼ぐ

ことを知らない彼らは働こうとせず、どうしたら

働かずに食っていけるか、のことばかりを考えた

のです。 

そして彼らの行ったことは、マネーロンダリン

グ（不正資金などを、口座間で移動を繰返すこと

で貸金の出所や流れを分からなくすること。資金

洗浄）や、パスポートを乱発してテロリストの片

棒を担って裏金を稼ぐことでした。しかしこれら

の行為は、アメリカをはじめ国際社会から非難を

浴びることとなり継続できず、ついに財政が行き

詰まり経済破綻してしまったのです。もはや彼ら

が生き伸びるには、遠い石器時代にさかのぼり、

祖先が行ったような漁業や農業で自給自足の生

活に戻るしか道がなくなってしまったのです。 

 

 

 

 

 

 

 

② 2000年代の初め中国はレアアースの輸出を規

制し、市場価格のつり上げを目論みました。レア

アースとは希土類のことで、ハイブリッド車や電

気自動車の駆動モーター、エアコンやＬＥＤ照明

など、ハイテク製品に使われている貴重な材料で

す。当時中国のレアアース生産量は、世界の 90％

を占め独占状態でした。 

中国は 2010年 4月、輸出量を 4割削減する旨、

関係国に通告し供給量を削減しました。さらに、

同年 10 月、尖閣諸島沖の日本巡視船と中国漁船

衝突事故をめぐって両国間に緊張が高まった際、

中国は報復措置としてレアアースの日本への輸

出を全面停止してしまったのです。 

幸いにも日本国内には、レアアースの民間の備

蓄が 1 年分ほどあったことから、その間、ベトナ

ムやブラジルなどへ調達先の多様化を進めると

同時に、代替品の開発やリサイクルの強化にも取

り組みました。これらの政策により経済活動に直

接的な被害を蒙ることは免れました。 

むしろ日本の驚異的な技術革新によって、短期

間でレアアースの需要量が急減したことで、今度

は中国のレアアース企業が困ることになりまし

た。輸出停止からわずか 2 年間で日本の輸入量が

4 分の 1 まで急減したのです（資料２）。その影響

で、中国のレアアース関連企業は 300 社中、25％

が廃業、操業中の企業も稼働率 40％～50％とい

う、大変厳しい経営状況に追い込まれてしまった

のです。 

 

  

 

 

＜資料 2＞レアアース輸入量推移 
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以上 2 例は国内に鉱物資源がある故の「光と影」

を見てきました。人類は、地球誕生から 46 億年

という歳月を刻んだ、「地球の財産」ともいうべ

き各鉱物資源の個々の特性を探り出し、そして

「その資源を堀当てては採掘し尽くし、やがて廃

鉱にする、また別の地域で採掘を始める」の繰返

しで常に資源を確保し、生活に役立て、そして経

済発展を遂げてまいりました。 

しかし、先の（資料１）でも紹介しましたが、

今世紀末までには、有益な鉱物資源の多くが枯渇

してしまいます。枯渇後の世界をどう支え、変え

ていくのか、「この課題」を将来世代に先送りし

ていくことは容易ですが、しかしその選択では、

可愛い子や孫から後ろ髪を引かれるようで辛く、

後悔することになるでしょう。 

とはいっても私達にできることは限られてい

ます。「節約・３Ｒ（reduce ,reuse ,recycle）の

推進」、は聞き飽きた言葉でもあり、マイナスイ

メージが強く、マンネリ化した感もあります。し

かし、個々人が「自分一人が頑張っても大勢に影

響がないという思い」をぬぐい捨て、これを辛抱

強く実行し、各資源の可採年数の延命に貢献して、

枯渇までの時間を稼ぐことが必要ではないでし

ょうか。延命策（時間を稼ぐこと）は、レアアー

ス例のように新しい知恵を生み出す機会を多く

持つことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子は親の背中を見て育つ」とありますが、私

たちが、無為徒食で凋落したナウル共和国民の行

動とは違う、「節約・３Ｒ活動」で頑張っている

姿を、将来世代の人々に見てもらうことで「延命

活動が受け継がれ続ける」という好循環を生み出

します。頑張っていれば、たとえ努力の結果が実

らず、数十年、或は数百年後の地球が悲惨な環境

状態に化してしまっていても、彼らに納得しても

らえるのではないかと思います。 

 

以上 
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「退職について」 

 

 

1級販売士 

岡野卓也 

 

 

 

2017年 7月 31日が私のサラリーマン人生の最

後のお勤め日となった日です。（実質は 2 年前の 7

月末日が正しい定年退職日です。）退職後は、再

雇用制度にて雇用契約を締結し、退職時と同じ業

務を続けて参りました。 

業務用アイスの営業担当（特販担当）です。販

売するアイスは 4 種類程ありましたが、売り上げ

の高い商品は 2000 年から始めたビジネスで、某

機材メーカーのアイスをソフトクリーム状にし

て提供する、原材料としての中味のアイスの販売

です。売上全体の８割を占めていました。但し、

某機材メーカーは 2007 年を最後に機材の販売を

中止ししており、現在は、残った機材を利用し続

ける先への営業に頼るだけになっていました。つ

まりは機材の利用先が無くなれば、自然と販売数

量が無くなるという先細りのビジネスなのです。       

私の仕事は、全国に残った機材の状況を把握し、

販売に応じた生産計画の作成、又これらのビジネ

スモデルに代わる新規の業務用商品の企画、営業

等今まで経験した事のない領域の業務内容でし

た。非常に楽しい営業でした。 

 更には、これに加え全国の問屋さんからの注文

を受け、出荷依頼を掛ける、受発注業務が加わり

ました。誠に商品の生産から販売まで、一人で行

い、従来とは違う商売の醍醐味を経験した非常に

面白い時期でした。まさに社内分業で独立した業

務でした。 

  

 

 

 

 

 

 

ところが、昨年の 2 月に肺炎を患い、約 1 か月

入院しました。これは私の人生で初めて経験でし

た。その間会社では特販業務にて大幅な組織の改

編が行われ、8 名の体制となり具体的な引継ぎ業

務ができないまま特販業務から離れる状況とな

ってしまいました。肺炎での入院中では、約 2 週

間の間集中治療室にて治療を行い何とか生き返

る事が出来ました。退院後も暫くは、在宅酸素治

療が必要との事で 24 時間、酸素のチューブが離

せない生活を約半年続けました。（健康と家族の

ありがたみを感じた時期でした。） 

 暫くは、在宅勤務として頂き、昨年 7 月から酸

素ボンベ持参の会社勤務が始まり、新たな配属先

として「お客様相談室」に勤務するよう、退職後

2 回目の再雇用契約を締結して頂きました。この

業務は、営業経験を生かして、お客様の不安な疑

問や、店舗で起きた不満についてご意見を伺い、

お詫びや今後の対応についてのご説明等、多岐に

わたる業務です。又、非常にストレスの溜まる業

務でもありました。自分自身、営業畑が長かった

分ついついお客様サイドに沿った考えで何とか

してあげたい気持ちが強く、会社の方針とは違う

対応にて叱られる機会も多々ありました。これは

永くできないなと思い、1 年間で辞める結果とな

ってしまいました。非常に不本意なサラリーマン

生活の最後となってしまいましたが、ここは頭を

切り替え、自分にはまだこれから第二の人生があ

るという事です。 次は自分のやりたい事をやろ

うと気持ちを切り替えました。非常に甘い考えか

もしれませんが、夢に向かって行く事は楽しいで

す。 

 今は先輩方の経験とご意見を伺いながら、今の

自分に何ができるのか考えて、一歩ずつ進んで行

こうと思います。 

以上が、退職に至った経緯です。今後とも人生

の先輩として、ご指導、ご鞭撻をお願い申し上げ

ます。 

 これから再就職に向かって頑張ります。皆様方

のご協力を併せてお願い申し上げます。 
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「201７年・ニッポンの元気シニア 

世界遺産大紀行」 

～世界 6大陸世界遺産紀行シリーズ・ 

オーストラリア大陸篇 その 1～ 

                          

1級販売士  

山路博之 

 

 

 

 

１ はじめに 

私がライフワークとして 2011年から毎年続け

ている世界 6大陸世界遺産紀行も 6年目になり、

今回はオーストラリア大陸を 2017年 1月中旬か

ら 2月末まで 7週間、例のごとく 1人旅のバック

パックスタイルでホステルに泊まり、GRYHOUNDバ

ス、鉄道・格安飛行機を使いオーストラリア大陸

の世界遺産 10か所を訪問するために 1万 8千キ

ロの旅をした。その旅をご紹介する前に、2011年

からの私の世界 6大陸世界遺産紀行の旅を簡単に

ご紹介したい。 

その 1年目が 2011年、私が 68歳の時、一人で

カニ族と呼ばれる若者達と同じバックパックス

タイルで 8月から 10月まで 66日間ヨーロッパ大

陸の西に位置するヨーロッパ西欧諸国（独・仏・

伊・西等）を中心に 13カ国・17000㎞、鉄道を利

用して 53か所の世界遺産と大小様々な博物館と

美術館を訪問する旅をした。 

そして 2年目は私が 69歳の時、2012年夏 5月

から 7月まで 62日間、同じくバックパックスタ

イルの一人旅でヨーロッパ大陸のその他の地域

イギリス、北欧、バルト 3国、旧東欧諸国、ギリ

シ、トルコ等 21カ国、約 13700㎞、46か所の世

界遺産、数 10の博物館・美術館を長距離バスを

利用して旅した。 

そして 3年目は私が 70歳の時、2013年秋 9月

から 11月まで 68日間、北アメリカ大陸（アメリ

カ合衆国とカナダ東部）を同じくバックパックス

タイルの一人旅で約 18000㎞、鉄道とバス、レン

タカーを利用して 12ヶ所の世界遺産と多くの博

物館と美術館を訪問した。 

そして 4年目は私が 71歳の時、秋の 9月から

10月の1ヶ月間ユーラシア大陸の東に位置するア

ジア大陸の中華人民共和国のシルクロードに的

を絞り、鉄道とバスを利用し約 12000㎞、バック

パックスタイルの 1人旅で 14ヶ所の世界遺産と

多くの博物館・美術館を訪問した。 

そして 5年目の 2015年私が 72歳の時、7月か

ら 8月の 1ヶ月間、アジア大陸の中華人民共和国

のシルクロードを除く東北・華北・華中・華南・

西南エリアを真夏に 1ヶ月間約 13500㎞、20ヶ所

の世界遺産と多くの博物館・美術館を訪問した。 

これまで私は 5年間で 145ヶ所の世界遺産を訪問

するために、合計 254日間、現地での移動距離総

計 74200㎞、ヨーロッパ大陸・北アメリカ大陸・

アジア大陸を旅してきた。 

そして世界遺産の旅の 6年目の目的地はオース

トラリア大陸を選んだ。当然 2011 年から毎年世

界遺産を旅しているので、2015 年に続き 2016 年

に旅する予定をしていたが、南半球に位置するオ

ーストラリ大陸の夏に旅をする計画を立てたの

で、当初日本では冬に当たる 2016年 12月から予

定したが、12月はクリスマスや年末等の旅行最盛

シーズンであり、現地の交通・宿は旅行者で溢れ

費用的にも高い時期でもあり、貧乏旅を自認する

私には避けたい時期となり、最終的に 2017 年 1

月中旬から 2月末まで 7週間の旅に変更した。オ

ーストラリア大陸を約 1万 8千 km旅し、その内 2

割の 9 泊はバス車中泊、2 日は機内泊と厳しい旅

となった。オーストラリアの世界遺産は 2016 年

現在全部で 19 ヶ所と少なく、特にオーストラリ

アの文化遺産は1901年に独立した若い国なので3

ヶ所だけ、16ケ所の自然遺産・複合遺産が日本の

21倍の広さを持つ国土に散らばっており、そこに

行く為の時間と交通方法・その費用が大変で訪問

できた世界遺産は 10 ケ所だけと効率の悪い旅行

となった。 
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２ オーストラリアの世界遺産・19ヶ所  

文化遺産(3ヶ所) ○は私が今回訪問した世界遺産 

①  王立展示館とカールトン庭園／現在も展示場

として活躍する 19世紀の万国博覧会会場 

②  シドニーのオペラ・ハウス／世界遺産委登録さ

れた最も新しい建造物 

③ オーストラリアの受刑者遺跡／18世紀から 19

世紀にオーストラリアで大英帝国によって建て

られた刑場遺跡 

自然遺産(12ヶ所) 

① グレート・バリア・リーフ／世界最大のサンゴ

礁が広がる海洋生物の宝庫 

２ ロード・ハウ島群 ／飛べない鳥ロードハウク

イナが住む南の島 

③ オーストラリアのゴンドワナ多雨林／ゴンド

ワナ大陸時代から続く太古の森 

③  クイーンズランドの湿潤熱帯地域／ケアンズ

近郊に残された貴重な熱帯雨林 

⑤ 西オーストラリアのシャーク湾／生きた化石

とジュゴンに出合える海 

６ フレーザー島／砂の島の上に形成された豊か

な生態系 

７ オーストラリアの哺乳類化石地域（リヴァーズ

レー／ナラコーアテ）／オーストラリア独自の

動物相を語る貴重な化石の宝庫 

８ ハード島とマクドナルド諸島／過酷な環境に

残る原始の生態系 

９ マッコーリー島／海岸委連なる玄武岩が地球

の活動を伝える 

⑩ グレーター・ブルー・マウンテンズ地域／90種

を超えるユーカリが茂森 

⒒ パーヌルル国立公園／奇岩が連なるオースト

ラリアの秘境 

⑫ ニンガルー海岸／巨大な海の人気者ジンベイ

ザメに出逢う海‣海洋生物の宝庫 

 

 

 

複合遺産(4ヶ所) 

１ ウィランドラ湖群地域／アボリジニの祖先が

暮らした更新世時代の湖の跡 

② ウルル−カタ・ジュタ－国立公園／エアーズロ

ックとして有名なアボリジの聖地 

３ カカドゥ国立公園／豊かな自然の中に阿保理

事の岩絵が残る国立公園 

４ タスマニア原生地域／固有の動植物を育んで

きた原生林 

 

３ オーストラリア現地での国内移動は長距離

バス・鉄道・格安航空の利用 

私はまずオーストラリアのどこに行くのか旅

のルートを決めることから始めた。私の旅の主目

的はオーストラリアの世界遺産に行くこと。それ

も鉄道、バス等の公共交通機関を使って行ける世

界遺産はどこなのか？ガイドブックやインター

ネットを使って調べた。世界文化遺産の 3ヶ所は

都市部にあり簡単に行けるが、問題は複合遺産と

自然遺産だった。特に自然遺産は東西約 4000㎞、

南北約 3700㎞と日本の 22倍もある広大な面積を

持つ国土にちらばっており、そこにはどのように

して行くのかを調べるのに一番時間がかかった。

結局以下の旅行ルートで世界遺産を訪問するこ

とにした。基本的には出発・終着点はオーストラ

リア・シドニーとした。旅のルート及び距離は以

下のようになる。 

 

■201７年 オーストラリア世界遺産紀行・ルー

ト(距離) 

シドニー⇒(285㎞)キャンベラ⇒(669㎞)メルボ

ルン⇒(790㎞)アデレード⇒(2980㎞)パース⇒

（1056㎞）モンキーマイア⇒(580㎞)コーラルベ

イ⇒(1404㎞)ブルーム⇒(1968㎞)ダーウイン⇒

(1513㎞)アリススプリング⇒(443km)ウルル⇒

(443km)アリススプリング⇒(2498㎞)ケアンズ⇒

(532㎞)アーリービチ⇒(1233㎞)ブリスベン⇒

(1021㎞)シドニーというルートで、オーストラリ

ア大陸の全土 17415㎞のルートとなったが、他に

ウルルで宿からエアーズロックへの往復

(19kmx2x3日間＝114km)、カタジュタヘの往復

(51kmx2xx2日間＝204km)や各地で世界遺産に行

った距離を加えると約 18000㎞となる。 
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４ オーストラリア大陸旅行で思ったこと・感

じた事 

① オ ー ス ト ラ リ ア 大 陸 の 大 き さ と                  

人口の少なさ・時差について 

オーストラリアは世界最小の大陸で世界一高

低差が無い大陸でありながら一つの国というユ

ニークな国である。大陸としては一番小さいが、

国としてはロシア、カナダ、アメリカ、中国、ブ

ラジルに次いで世界第 6位の大きさ（774.1万㎢）

で、日本の約 22倍もある。しかも人口密度は 3.6

人と日本の 336人とは比較にならない。私がオー

ストラリアを旅行していていつも感じたのは、国

土の大きさと人口の少なさ。極端に言えば都市以

外にはほとんど人が住んでいないということだ

った。また通常３つの時間帯があるが、11 月～3

月には日本との時差も 5か所になり、その都度時

計の調整に苦労した。 

 

 

② オーストラリアの気候と旅行シーズンについて 

私は夏のオーストラリアを旅したいと思い夏

に当たる 1月と 2月に旅した。この時期日本は冬

で、南半球のオーストラリは季節が反対の真夏と

なるが、国が南北にながいため「夏には暑い・冬

には寒い」といった日本の感覚が通用しないよう

だ。それはオーストラリアには 7つもの気候が存

在しているからだ。それは熱帯雨林気候・亜熱帯

雨林気候・地中海性気候・温暖湿潤気候・砂漠気

候・熱帯ステップ気候・温帯ステップ気候だ。オ

ーストラリア南部のシドニーやメルボルンは日

本と同じ四季がある。しかし北部のケアンズなど

は雨季と乾季の 2つの季節に分かれている。私が

旅したのは雨季（11月後半から 4月中旬）の本当

に雨が多い 1～2月で毎日スコールに遭遇した。

乾季は 4月後半から 11月中旬だ。従って旅行シ

ーズンは 11月～3月が本格的な季節だが、砂漠地

帯の夏は暑すぎてスローなシーズンになる。私は

全気候帯を旅したので、7週間の間にほとんどの

気候を経験したことになる。 

③  現地での国内移動手段 

旅の目的・期間・予算等で様々な移動手段があ

る。広大なオーストラリを最も効率よく移動する

なら飛行機だ。それも格安運賃で人気のローコス

トキャリア（LCC）は、他の移動手段・列車やバ

スより早くて、しかも安い。私も列車で 2泊 3日

かかるアデレード―パース間を LCC（格安運賃の

飛行機）で安く、しかも 3時間で飛んだ。 

逆に鉄道は贅沢な移動手段だ。勿論、都市・近郊

には電車が走りビジネス用途にも使えるが、点か

ら点の州都間移動はゆったりしたペースで走り

時間がかかりすぎて、ビジネス用途には不向きだ。

鉄道旅行はオーストラリア大陸の自然の荒々し

さを理解するのに一番ふさわしい。特にオースト

ラリアを代表する 2大列車（大陸を東西に横断す

るインディアンパシフィック号と南北に縦断す

るザ・ガン号）は乗ること自体が旅の目的になる

ほどの列車で、世界中から「この列車に乗るため

にやって来た」と言う人が多くいる。私もメルボ

ルンからアデレードまで 1日かけて列車で移動し

た。2013年に行ったアメリカの鉄道状況もオース

トラリアの鉄道と全く同じ条件だった。 
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私は今回世界自然遺産訪問が主目的で、飛行機

も鉄道もない地域を旅したので、長距離バスを利

用する方法しかなかった。その代表的な

GREYHOUND・AUSTRALIA社の 1万㎞キロメーターパ

ス（A$1370）を購入、利用した。グレイハンド社

がカバーしていない西海岸（パース～ブルーム

間）は INTEGRITY COACH LINE社、アリススプリ

ングス～エアーズロック（ウルル）往復は AAT 

KINGS社を利用した。この時期旅行 OFFシーズン

の西海岸や砂漠地帯では旅行者は少なく、私がバ

ス 1台貸し切って旅している感覚だった。世界自

然遺産地域（シャークベイ等）に行くために路線

バスもなく、タクシーをチャーターせざるを得な

く交通費は高くついた。 

 

④  他で見られない世界自然遺産・その TOURや 

個人ガイドと一緒に巡る素晴らしさ 

世界遺産訪問でも世界文化遺産は都市部にあ

り、早く安く訪問で来た。しかし世界自然・複合

遺産はオーストラリア全土、しかも都市部から離

れた山間部や砂漠地域にあり 1人では簡単には行

けない。仕方なく、高い TOURに参加するか、個

人ガイドを雇って行くしかなかった。それは更に

高いガイド料を払って行くことになる。ヨーロッ

パ大陸の様に数百もの文化遺産がある地域の旅

とは全く逆の旅で、時間と労力と金がかかった、

費用効率の悪いオーストラリア世界遺産の旅だ

った。 

しかし、世界自然遺産の東海岸のグレート・バリ

アリーフや西海岸のモンキーマイア・コーラルベ

イ等の美しい海や綺麗な海岸、今まで見たことが

ない海の景色と色、そこに生まれ育った珊瑚礁や

魚を間近かに見ながら、そこで泳いだり楽しく過

ごした時間は、私の人生で初めての経験で、命の

洗濯をしたような時間だった。 

逆にオーストラリアのゴンドワナ多雨林・ゴン

ドワナ大陸時代から続く太古の森のように山間

部の地球の最古の熱帯雨林は地球の原点を見た

思いだ。特に有り余る太陽と雨で年月をかけて育

った熱帯雨林の木々の生命力には目を見張った。

また見たこともない原色の花々は、この地でしか

見ることができないだろう。 

砂漠地帯の代表は「地球のへそ」と呼ばれ、原住

民アボリジニの聖地・エアーズロック（ウルル）

だろう。気温が 40度～50度にも達する真っ赤な

大地は、熱帯雨林と共に地球の原点の一つかもし

れない。その厳しい自然で生活してきたアボリジ

ニの生き方は人間の歴史といえよう。オーストラ

リア国自体は歴史の浅い新しい国かもしれない

が、太古からの地球の自然の姿・地球の歴史・人

類の歴史をオーストラリアで見ることができた

思いだ。 

 

⑤  日本とは全てに真逆の国・オーストラリア 

我々日本人は日本という国土で生活し生きて

いる。従って、日本が世界の標準だと思っている

日本人も多いはずだ。その考えを全く覆す国がオ

ーストラリアと言っていいだろう。北半球の日本

と南半球のオーストラリアの違い、小さな島国の

日本と大陸国オーストラリアによる違い、国の歴

史(オーストラリアは建国 1778年と約 240年の歴

史しかない新しい国)の違い、そして多民族国家

オーストラリア等、様々な違いが国土の風景や人

間の考え方・食べ物・文化等の違いなどを産む。

その違いを楽しみたい方、日本との違いを経験し

たい方はオーストラリア旅行をお勧めしたい。

様々な日本の常識が非常識であったり、逆の場合

があり面白い世界を体験できると思う。 

 

⑥  オーストラリア英語・オージー英語（AUSSIE 

ENGLISH)について 

私はこれまで世界中を旅して様々な英語に出

くわしていたので、オーストラリア英語と言われ

るオージー英語に実際はどうなのか興味を持っ

ていた。私は過去に主にビジネスでオーストラリ

ア人と話して発音の違いを感じていたが、その使

用頻度や全員が話すのかなどを知りたかった。オ

ージー英語は初期のオーストラリア移民の多く

が話していたコックニー（ロンドンの下町訛り）

の継承と言われ、アイルランドの影響も含まれて

いる。私は主に都市部で FREE WALKING TOUR等に

参加したが、ガイドが若い学生だったりしたせい

もあり、ほとんどオージー英語は感じなかった。

しかしローカール（地方や田舎）に行き、地方在
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住者や高齢者等と話すと彼らの話の端々に訛り

のあるオージー英語をしばしば耳にした。しかし

それも私がスコットランドで聞いたアイリッシ

ュ英語のようにひどいものではなかった。例えば

発音では TODAY(ツダイ)・G’DAY(グダイ)・THANK 

YOU（タンキュー）・FACE（ファイス）などだ。

オーストラリア英語はイギリス英語の単語やつ

づり、発音、語彙、言い回しを基本としており、

そのオーストラリア訛りと言われている。そのほ

かの特徴として英単語を短くすることだ。例えば

AUSSIは AUSTRALIANを LINGOは LANGUAGEを短く

した英語で時々耳にした。オーストラリア英語は

現地で会話中に訛りやスラングに出くわすが、旅

する者にとってはこれもオーストラリアの文化

だと思えばなんともない。また、多くのオースト

ラリア英単語は,元々はローカルのアボリジニの

言葉がルーツになっている。例えば「kangaroo(カ

ンガルー)」や「boomerang(ブーメラン)」、

「koala(コアラ)」などの単語だ。私はなるべく

アボリジニ人に近づいて話す機会を持ったが、彼

らは独自の言葉を持ち、同じ民族の場合彼らの言

語で話すが、英語で話す時はその地の白人と変わ

らない英語で話し困ったことはなかった。むしろ

私がアメリカ南部でアメリカ黒人と会話した時

の方が理解できなかった程だ。 

 

⑦  オーストラリアの物価高に対する販売士と

しての対応は？ 

私は年金生活者なので、限られた資金でいかに

安く旅するかに腐心しているが、オーストラリア

の物価高を実感する。そのため如何に安く旅する

かをいつも考えた。移動手段は勿論安いと思われ

るバスを利用、宿はユースホステル等や車中泊で

費用を抑えた。しかし毎日食べる食事代はなかな

か削ることができない。当然当初はレストランに

行き、食事をしたがその費用がバカ高く、思い切

って食事は自分で料理することを試みた。幸いホ

ステルはどこもキッチンがあり料理ができるの

で、食材を買ってほとんど毎日自分で料理した。

途中でイタリア人のプロのコックさんと同泊し 4

日間彼と料理したのは良い思い出だ。何故オース

トラリアは物価高なのか、販売士として考えた。 

私はスーパーで食材や果物や飲み物を買うが、

現在の為替レートはオーストラリアドル・1A$＝

約 90円ほどだが、数年前には 60円台だった。私

は各国のマクドナルドのハンバーガーの値段を

比較してその国の物価が高いかどうか判断して

いるが、オーストラリアは他の国より 50%程高い。

国は違ってもモノやサービスの価格は一つであ

るという「一物一価の法則」が成り立つ時の為替

相場の水準が購買力平価だが、これは中長期の為

替相場の適正水準を示す指標(物差し)の一つと

され、国ごとの経済力を反映している。実際の為

替相場が購買力平価から大きくかけ離れている

場合は、長期的には購買力平価の水準に収束して

行くと考えられているので、現在の為替相場は適

正相場では無いと思いながら物価高のオースト

ラリアを旅行した。しかし幸いにもオーストラリ

アの食料品の消費税はゼロ(無税)で軽減税率が

適用されている。私は限られた旅行予算の中、世

界遺産訪問にかかる経費は惜しまないが、食事に

ついては少しでもセーブするためにレストラン

に行く回数を減らして、スーパーで食材を買い自

分で料理することを実行した。               
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「入会のごあいさつ」 

 

      

 

 

１級販売士  

植田 徹 

  

 

 

この度、福岡販売士協会に入会させていただき

ました植田徹と申します。 

どうかよろしくお願い致します。 

 年齢は 60 歳です。定年退職の節目を迎え、今

年 4 月に 19 年ぶりに郷里の福岡に帰ってきたば

かりです。前職では、食品メーカー（本社京都）

にて「転勤が多い会社員生活」を 37 年間過ごし

ました。最近まで、お客様相談室の管理職を京都

で１３年間やっておりました。思い出深い仕事は、

苦情対応の国際規格である ISO10002を社内構築

し、社長決裁を得て適合宣言ができたことでした。

販売士一級の資格を持っていることで、お客様対

応の、第一線での仕事に従事していても、日常的

に経営感覚が身近にもてたと感じていますが、そ

のことが、消費者目線での企業風土づくり推進へ

向け、社長関与が必須の ISO10002 構築を継続で

きたものと感じています。 

販売士資格とのご縁を振り返りますと、この資

格の存在を知ったのは、30 歳頃の営業時代でした。

まず、販売士二級を昭和 60 年に取得し、営業活

動にも自信や向上心を強く持てるようになった

思い出があります。その後、営業系から、本社の

事務職への異動をした翌年の平成 11 年に、一級

を取得しました。一級には、合格するまでに 5 回

のチャレンジがありました。販売士一級を取得後、

この資格取得がきっかけで、社外の一級販売士の

方々との深いご縁が複数できたことは今でも貴

重な財産になっています。 

 

 

資格取得は、「自身のキャリアアップ」という

イメージがありますが、それ以上に大きな収穫は、

「社外の友人を作れる貴重なきっかけ」であると

いうことでした。なお、赴任地京都での、知人・

友人の一級販売士の方々には、販売士協会登録講

師の資格を持つ方が複数いらっしゃったことで、

私もチャレンジし、平成 26 年に登録講師の資格

を得ました。 

それにしても、次の言葉ですが、「資格取得は

ゴールではなく、スタートであり、資格を取って

からが勉強だよ」という言葉を、かつて、ある恩

師から受けたことを思い出します。現在の自分に

は、まだまだ実態が伴わず、耳が痛い言葉です。 

一方で、還暦を迎えたことでもあり、自分らし

く気負わずに生きたいし、向上心も、まだまだ失

いたくないです。地域社会への何らかの貢献もし

たいです。 

福岡販売士協会では、活動内容も盛んであり、

会員の皆様、お一人お一人の次元の高い意識・向

上心・絶えない研究心といったようなものが溢れ

ていることを感じます。 

福岡販売士協会の皆様との交流は、人格を高め、

向上心・研究心の刺激を受けるきっかけとなりそ

うです。また、販売士の資格を有する若き、向上

心豊かな方々と話せることも魅力を感じます。ど

うかよろしくお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会会員紹介 
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 一般社団法人日本販売士協会による定期発

行の会報「販売士」、ホームページを通じて全国

で活躍されている販売士・各支部活動状況が紹介

されています。今号ではその中から 2点ご紹介し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【販売士 2017年 6月号より転載】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【販売士 2017年 9月号より転載】 

日本販売士協会による活動紹介 

一般社団法人日本販売士協会では定期発行の会報「販売士」、ホームページを通じて 

全国で活躍している販売士・各支部活動状況を紹介しています。 

今号ではリレートークを 2件ご紹介します。 
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□□□ お知らせ □□□ 

 

◆設立 15 周年記念秋季研修会 

日 時：平成 29 年 11 月 4 日（土）14:00～17:30 

場 所：福岡商工会議所・地下Ｂ１－a 会議室 

 

◆福岡販売士協会のホームページ 

福岡販売士協会：http://www.farmmc.jp/  

福岡販売士協会のこれまでと現在の活動状況が

よくわかります。 

会員のＨＰをリンク欄に貼ります。ご連絡下さい。 

 

◆会報の原稿を募集しています 

・5月・9月・2月に発行、締め切りは前月末 

・題名自由、1,000～1,500文字位、顔写真添付 

・パソコンで、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 9 月 1 日） 

正 会 員 91 名 

 １級販売士 66 名 

 2・３級販売士 22 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 ５名 

鹿児島 ８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 

私の住んでいる地域は秋に運動会があり、この季節は運動会が続きます。天気予報に

一喜一憂しながら、準備に奔走…ですが毎年の行事を迎えることができる幸せを実感

します。 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） 
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