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九州の販売士のネットワーク 福岡本部・大分支部・佐賀支部・熊本支部・宮崎支部・沖縄支部

平成３０年４月１４日(土） 於 福岡商工会議所

平成30年4月、朝鮮半島では、歴史的な南北首脳会談が開催されまし
た。今後、米朝首脳会談の実施予定もあり、北朝鮮、韓国、日本、米国
中国を含め国際情勢から目が離せない本年度のスタートとなりました。

国内では、飲食業・流通業を初め人手不足感が高まり、それによる倒産も各所で
発生しています。皆様いかがお過ごしでしょうか？

平成３０年４月１４日（土）福岡商工会議所会議室において、平成30年度年次総会が開
催されました。 参加者は、当日研修講師１名、来賓２名、賛助会員1名を含む会員２８名、
有意義な一日を過ごすことができました。小関副会長の報告にて当日の模様を紹介しま
す。

参加型新連鎖企画 原稿募集！！ ４９号より新連載の企画をスタートさせました。
P24「九州 販売 最前線」 P25「データをみる！考えてみる！行動してみる！」です。
販売士としての課題意識からテーマを絞って、A4用紙1枚でお送りください！お待ちしております！



会長 1級販売士 栗川久明

福岡販売士協会は平成３０年４月１４日の年次総会で
設立１６周年を迎えました。（平成１４年４月１３日に全国
で３６番目、九州で３番目の販売士協会として発足）
協会の基本方針を「協会の永続発展」におき、そのために

「協会は会員の相互研鑽の場であること」、「後輩販売士の
育成を行うこと」、「協会活動は奉仕の精神で参加すること」
「知のネットワークづくりによる異業種交流」等を行っていま
す。
平成１４年７月１日に会報「販売士・ふくおか」を創刊し、年３回のペースで発行

を続けて、平成３０年２月で第４９号になりました。
また、ホームページも協会発足時開始して協会活動の最新情報を提供しています。

当協会の全体会合は福岡商工会議所の会議室を借りて開催しています。平成１７年
には当協会が法人会員として福岡商工会議所に加入し、平成２１年には福岡商工会議
所に当協会の賛助会員として入会していただきました。
平成２０年４月１９日の年次総会で宮崎支部を発足させました。また、平成２４年

３月に大分支部・熊本支部・鹿児島支部を、同４月には佐賀支部を発足させました。
平成２６年１２月には沖縄支部を発足させ、これで九州各県に組織ができました。各
支部ともに体制強化ができたら「各県販売士協会」として独立できるという条件付き
です。各支部が福岡販売士協会いう巣からできるだけ早く羽ばたいていって欲しいと
願っております。
福岡販売士協会の運営は年次総会で年間活動計画を提示し、全体会合の定例開催を

定着させています。４月：年次総会、６月：春季流通施設見学会、７月：夏季研修会、
８月：納涼ビアパーティ、１１月：秋季研修会または九州販売士懇談会、１月：新春
懇談会を毎年開催しています。
昨年度最大のトピックスは、協会設立１５周年記念行事を展開してきたことです。

その中で、１点目は、１月から３月まで「設立１５周年記念論文」を募集し、応募者
の論文を会報第４６号」に掲載いたしました。
２点目は４月１５日「設立１５周年記念年次総会」、７月２２日「設立１５周年記念
夏季研修会」、11月4日「設立15周年記念秋季研修会」を開催いたしました。
３点目は会員向け「通信講座シリーズ」を完成させました。１級販売士・２級販売士
合格を目指しての通信講座と２級・３級販売士養成講座講師を目指しての通信講座で
す。
また、会報誌「販売士・ふくおか」は４月に第４６号（２４ページ）、６月に第４

７号（２０ページ）、９月に第４８号（２４ページ）、２月に第４９号（３０ペー
ジ）と投稿者も多く充実した紙面づくりができました。
当協会のホームページは全体行事の速報体制と会報を全ページ掲載し、活動状況を

理解しやすくして新規会員の加入をお待ちしております。
今年度は従来の全体会合にプラスして３級販売士講師養成講座を開きます。

福岡販売士協会は今後も「会員満足運営」に徹し永続を目指していきます。

平成３０年度(設立１６周年）を迎えて
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日 時：平成30年4月14日（土）14：00～17：30
場 所：福岡商工会議所Ｂ１－a会議室
出席者：年次総会：28名出席 懇親会：25名参加

【講演会講師】佐賀支部長 村口 隆志
【来 賓】
１．長崎販売士協会 会長 坂口 雄一
２．長崎販売士協会 副会長 冬木 繁雄
【賛助会員】
１．福岡商工会議所 検定・企業研修担当部長 江崎 留美子
【正会員】
１．栗川 久明 福岡市 ２．中村 純治 筑紫野市 ３．廣瀬 紀子 福岡市
４．小関 芳紀 北九州市 ５．八尋 晃仁 福岡市 ６．岡野 卓也 福岡市
７．長沼 玲子 糸島市 ８．岡野 利哉 那珂川町 ※  ９．毛利 裕之 福岡市
10. 横山 修二 福岡市 ※  11. 廣瀬 兼明 福岡市 12. 大串 雅一 古賀市
13. 森山 正夫 北九州市 14. 福生 和彦 福岡市 15. 濱村 昌男 福岡市
16. 渡辺 芳雄 福岡市 17. 蒲池 彰 粕屋町 18. 中島 良一 福岡市
19. 寺園 公教 筑紫野市 20. 植田 徹 那珂川町 21. 山路 博之 大野城市
22. 小野村聡太郎 福岡市 23. 前田 英宣 伊万里市 24. 佐田 智彦 北九州市 ※
25. 高田 暢夫 福岡市 ※ ※印：懇親会不参加

【内 容】

第一部 総 会
１．開会宣言 司会 理事 毛利 裕之 14：00
２．議事 会長 栗川 久明 14：00～14：25
第１号議案 会則の変更
第2号議案 Ｈ30・31年度役員体制
第3号議案 平成29年度活動実績及び収支計算書・監査報告書
第4号議案 平成30年度活動計画及び収支予算
参考資料 会員名簿
３．閉会宣言 司会 理事 毛利 裕之 14：25

※休憩（5分）
第二部 講演会
１．講師紹介 会長 栗川 久明 14：30～14：35
２．講 演：「創業の現状と課題」 14：35～15：05

村口 隆志 佐賀支部長
※写真撮影（岡野理事）

※休憩（10分）
第三部 懇親会
１．開会宣言 司会 理事 毛利 裕之 15：15
２．来賓挨拶 15：20～15：30
長崎販売士協会 会長 坂口 雄一
福岡商工会議所 担当部長 江崎 留美子

３．乾杯 副会長 八尋 晃仁 15：30～15：35
４．懇親会 15：35～17：25

参加者全員のスピーチ
５．締めの挨拶 副会長 小関 芳紀 17：25～17：30
６．閉会宣言 司会 理事 毛利 裕之 17：30

平成３０年度 年次総会 次第
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平成３０年度 年次総会 第一部 総会
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第一部 総会
平成30年4月14日（土）午後2時より、福岡商工会議所Ｂ1－ａ会議室

にて、福岡販売士協会・平成30年度・年次総会が開催された。
当日は、来賓として長崎販売士協会会長坂口雄一様、副会長冬木

繁雄様をお迎えし、賛助会員である福岡商工会議所検定・企業研修
担当部長江崎留美子様のご参加を得て総勢29名が参加された。

１．開会宣言と会長挨拶
司会の毛利理事より総会の開会宣言がなされ、栗川会長よりご挨拶があった。
〈会長挨拶要旨〉

初めに、来賓の長崎販売士協会会長・坂口雄一様、副会長・冬木繁雄様、賛助会員の福岡
商工会議所検定・企業研修担当部長・江崎留美子様のご参加についてお礼が述べられた。

福岡販売士協会は、平成14年4月13日に設立総会を開催したので本日の総会で設立16周年
を迎え、総勢28名の参加となった。現在の会員数は正会員79名、賛助会員3社となっている。
昨年比10名減となったが、その大きな要因は、鹿児島支部が4月度より鹿児島販売士協会とし
て独立を予定していることである。独立を応援したい。

昨年度最大のトピックスは協会設立15周年記念行事を展開出来たことであった。1点目は「設
立15周年記念論文」を募集し、応募者の論文を「会報第46号特集号」に掲載したこと。2点目は
4月15日「年次総会」、7月22日「夏季研修会」、11月4日「秋季研修会」を設立15周年記念行事
として開催したこと。3点目は会員向け「通信講座シリーズ」具体的には、1級販売士・2級販売士
合格を目指しての通信講座と2級・3級販売士養成講座講師を目指しての通信講座を完成させ
たことであった。

役員の担当では、会計は長沼玲子理事、ホームページは岡野利哉理事、会報「販売士ふく
おか」は第49号より西珠子理事から寺園公教さんにバトンタッチしていただいた。
※この後に総会についての会則の説明があり、第1号議案から第4号議案までの審議に入った。
２．議事
第1号議案 会則の変更
栗川会長より議案説明があり、本協会の役員に会長代理を新たに設けることが賛成多数で承認
された。
第2号議案 平成30・31年度役員体制について
栗川会長より、今年は役員改選年となっており、以下議案説明があった。
退任役員は、中村純治副会長、廣瀬兼明理事、横山修二理事、松尾宏一理事、箱森哲則監
事、濱村昌男顧問の6名。新任役員候補は、岡野卓也副会長、冬木繁雄理事、蒲池彰理事、
植田徹理事、中島良一理事、寺園公教理事、横山修二監事の8名を審議の結果、
賛成多数で承認された。
第3号議案 平成29年度活動実績及び収支計算書・監査報告書
栗川会長より議案説明があり、引続き森山監事より監査報告がなされたところ、賛成多数で承認
された。 収入合計 ￥1,035,826

支出合計 ￥681,999
次年度繰越金 ￥353,827

第4号議案 平成30年度活動計画（案）及び平成30年度福岡販売士協会収支予算（案）
栗川会長より議案説明があり、賛成多数で承認された。
参考資料として平成30年度会員名簿その他資料が説明された。
３．閉会宣言
毛利理事より総会の閉会が宣言され、休憩となった。



平成３０年度 年次総会 第二部 講演会
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「創業の現状と課題」 佐賀支部長 村口 隆志

【A】自己紹介
平成24年に佐賀支部開設し6年目。元々流通業に27年
在籍し独立。平成13年佐賀商工会議所開催の創業塾
に参加したことがきっかけとなり、小さな商店街の店舗等
の小売業や農業直売所などを中心としたコンサルを創
業し現在に至っている。

【B】講演「創業の現状と課題」
平成26年産業強化法が施行され、創業者を増やそうと
いう方向に流れが出来たが、一方で課題も出てきている。
日本の開業率は現在4.2％、欧米では10％であり、政府
の方向性として開業しやすい施策を打ち出して欧米並
みの開業率を目指す方針である。

講演ポイント
（1）企業の生存率（中小企業白書・帝国データバンク）
1年目 97％、3年目 89％、5年目 82％、10年目 70％
（2）10年生き残る条件（帝国データバンク）

①成長業界のニッチ分野(大手が参入出来ない)に注
目し先駆者として市場参入。

②自分のコアコンピタンス（強み）を認識しそこに資源
を集中投下する。

③経営者が明確なビジョンを打ち出す。
（3）開業時に苦労したこと・現在苦労していること

① 資金繰り、資金調達 46.1％
② 顧客・販路の開拓 44.7％
③ 財務・税務・法務に関する知識の不足 29.3％

また、企業家の4割が、顧客・販路の開拓に苦労してい
る。
（4）創業時の見通しと比較した現在の経営状況
□ニーズとのミスマッチ ユーザーの求めるものとの違い
がある。
□計画の甘さ 計画が高く実績は計画に届かない状況。
創業時の見通しの問題が大きい。
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（5）創業前後における課題アンケート調査（福岡商工会議所）
① 創業時・創業後、いずれにおいても「資金調達」が最多の課題。ついで「販路開拓」。また、

開業に必要な手続き・許認可等の届け出方法も挙がった。
② 創業支援策の利用状況は「創業者向け融資制度」「補助金・助成金」等が多いが

「支援策を知らなかった」人も多かった。
③ 創業後の課題として最も多くの課題として資金繰りに困る創業者が多い。創業向けの資金

供給拡大が望まれる。また、補助金への期待も大きい。
（6）創業への施策と支援策(創業支援のポイント)

① 創業までの支援だけでなく、創業後のサポートも重要。成長段階を追ってシームレスに支
援が必要。

② 創業期は、事業計画策定、資金調達、会社設立手続き等が主な支援のポイント。
より重視されるポイントはマーケティングである。顧客からの売り上げを獲得する仕組み作り

に関するものであるため。
③ 創業後は多様な経営課題を抱えることになるため、支援人材には、より幅広い知識やノウ

ハウが求められる。経験上の知識だけでなく実務に基づいた実践理論(定石)も必要である。

最後にまとめとして、鳥栖市産業支援相談室の案内と支援内容・実績の紹介があった。
地域密着にてコンサルとして創業支援にも携わっている村口支部長の、説得力のあるご講演

であった。

ご清聴ありがとうございました。-7-

※スライドは資料より抜粋して掲載させていただいております。あしからずご了承ください。



１．開会宣言
毛利理事より、第三部懇親会開会の宣言の後、
来賓挨拶がなされた。

２．来賓挨拶
□長崎販売士協会 会長 坂口 雄一 様

年次総会議案が全て承認され成立したことのお祝いのお言葉
があり、不条理についてのお話から、「不条理を打破出来るのは、
情熱を持つ志のある人材であり、是非、福岡販売士協会会員の
皆さんには、引続き情熱と志を持ってご活躍を頂きたい。」

□福岡商工会議所 検定・企業研修担当部長 江崎 留美子 様

販売士受験者数が減少している問題について、販売現場へ
派遣社員配置の等現在究明中である。商工会議所として、販売士
資格が有用であることを継続して企業経営者へ伝え受験者増加を
進めたい。また、今後も重点課題として引続き人材確保とあわせて
人材育成を業務として力を注ぎたい。

４．乾杯
八尋副会長より、今後2年間 について。平成が１年後に終了し、

新天皇が即位新しい時代が 始まること。
また消費税アップも予定さ れており、中小企業への負担増が

予測される。
福岡商工会議所が来年 １４０周年となり、イベント・事業計

画等あり、要チェックである。重点課題として、創業とともに事業承継のサポート体制があり、
税制面改正等で商工会議所の活用をお勧めしたい。また福岡空港があと1年で整備完了予
定である。

以上スピーチの後、参加団体、参加者のご健勝とご活躍を祈念して乾杯が行われた。
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平成３０年度 年次総会 第三部懇親会
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平成３０年度 年次総会 第三部懇親会

５．締めの挨拶

小関副会長より、来賓の長崎販売士協会・坂口会長、冬木副会長
と賛助会員の福岡商工会議所・江崎部長、そして講演頂いた佐賀支部
村口支部長へのお礼の言葉があり、平成30年度がスタートしたが、会員
の皆さんが積極的に行事へ参加して頂くことが一番の力になることが述
べられ、今年度の参加者全員の健康と活躍を祈念しての博多祝い唄の
後、博多手一本にて締められ閉会となった。
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年次総会 参加者抱負

中島良一理事
昨年2月に広島から博多区に引越しし、今
年度より会長補佐に就任、創業を準備中。
会務で役に立ちたいとの決意表明。スピー
チの後二次会の会場案内があった。

冬木繁雄理事
今年度より、福岡販売士協会理事となり、しばらく長
崎販売士協会と二重の在籍となるが、しっかり取り
組みたい。私事だが数年後には北九州に帰ってく
る予定。常に前向きにチャレンジをしたい。

福生和彦顧問
最近のTVコメンテーターは似たような現状否
定・大衆迎合的なコメントが多い。自分もいろ
いろ幅広い意見をもっており、今後も販売士
協会の行事に参加して情報交換をしたい。

濱村昌男様（前顧問）
前回、ボクシングのレフリーの話をした。本日はライセンス
を持参、本当に4回戦までを担当しレフリーをしていたこと
を改めて説明。販売士協会活動は第1回から参加してお
り、販売士を取得して良かったことの一つは、実際の営業
戦略の考え方・実行方法が大変役に立ったことである。
販売士資格に感謝している。

渡辺芳雄顧問
第1回から参加している。いろいろな会員からい
ろいろな刺激をもらった。歳を重ねたら好奇心
と街歩きを大切にしているというお話しを聞き、
実行している。また人とつながりを保つために、
前の人の言ったことを繰り返すことが有効であ
ると聞いて実行している。

長沼紀子理事
入会16年目で第1回から参加している。現在定
年退職後で仕事はしていないが、販売士協会の
会計担当として決算を担当しており、また地域の
行政区の会計もしているので、3月は少し緊張し
ている。この会はさまざまな会員がいて思いがけ
ないお話を聞ける醍醐味がある。前田英宣様(伊万里市)

1年半ぶりの出席になる。昨年から大学の講義の講師を担当し
ている。テキストも自前で作成し使用したが、過去問を研究して
作成したため模擬試験の成果もかなり上がった。初年度は30名
程度の学生数であったが、今年度は130名に増えており今後は、
幅広い内容を学生が勉強出来るように、また出来れば流通業界
の人脈を活用して体験学習が出来ればと考えている。

森山正夫監事
会計に関連してエクセルをもう一度勉
強する計画である。社会福祉協議会
の関連で全盲の人へパソコンを教育
する業務の予定があり、こちらも勉強
予定である。

小野村惣太郎様
山口県萩市の出身で、吉田松陰先生の教
えでもあり、勉強することの大切さを改めて
感じている。

小関芳紀副会長
福岡県で生まれたサービス、モノについて、ロイヤル
ホスト・もち吉・サザエさん・TOTO・資さんうどん・牧の
うどんなどについて情報提供があった。

岡野卓也副会長
昨年8月に退職、福岡に戻ってきた。今年
度から副会長として復帰になり、会務を頑
張りたい。また6月の春季流通施設見学会
の出席をお願いしたい。

植田徹理事
19年ぶりに福岡に帰ってきた。昨年販売士協会に入
会、今後2年間理事として頑張りたい。妻が北九州市
門司区出身、新人時代北九州で育てられた。前職は
お酒の会社勤務であり定年退職。お酒を通じた縁で
人脈も広がる。今後も活用したい。 寺園公教理事

今年度から理事として第49号の会報から担当するこ
とになった。会報を通じて福岡販売士協会の活動内
容を広めたい。会報は内容も全国一と考えている。
今後も原稿の期限内の提出をよろしくお願いしたい。

中村純治様（前副会長）
今回副会長の退任を承認して頂き感謝している。中
小企業基盤整備機構の経営指導の業務をしており、
月の半分は九州一円を出張し多忙な毎日且つ、JICA
の要請にてベトナム海外出張にて支援の予定がある。 廣瀬紀子副会長

再度2年間副会長として頑張りたい。昨年ミャン
マーに行った。その際海外の研修生が日本の
何が好きなのかを聞き、和菓子が人気であるこ
とが分かり、勉強しようと考え、本日いちご大福
を作ってもってきたので、是非ご賞味ください。

蒲池彰理事
昨日、初めての支給日で、厚生年金の報酬比例分
の受給が始まった。金額は先輩からみると減ってい
るが後輩は65歳にならないと受給出来ない。アイラ
ンドシティに新しい店が多く開店している。トライア
ルではIT化が進んでおり、レジカートの導入やレジ
の全セルフ化、600台の店内カメラ設置による入店
客層の調査など全国的にも最先端を行っている。

山路博之様
2011年から始めている世界6大陸制覇、今年1月
22日から70日間かけて南米、メキシコ、ペルー、ボ
リビア、ブラジル、ウルグアイ、アルゼンチン、チリ、
ペルーと7カ国を訪問した。テーマはいつもの世界
遺産の他、日系移民が各国に在住、1929年おじ
(父親の兄)がペルー移住4世までいるので会いに
行った。日本人であることが分かると「日本人はす
ばらしい！」と言われる。これは110年の日系移民
の皆さんの築き上げた信頼の証である。7冊目の
出版は「南米大陸」の予定。※電子書籍は修正可
能。皆さんも是非出版してはいかがか！？

廣瀬兼明様（前理事）
理事退任の挨拶があった。現職場のオイスカで6
年目だが、以前の職場で業務上役立つということ
で販売士を取得したが、勉強したことが意外と役
立っている。今後も日本と海外の違いについて販
売士の視点を活かし活動を続けたい。福岡販売士
協会が大きくなることを願っている。



「副会長就任の抱負」
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副会長 1級販売士 岡野卓也

福岡販売士協会の皆様こんにちは。
私は、２０１１年まで、福岡販売士協会で副会長を拝命し、この

度と同じ企画担当のお手伝いをしておりました。
昨年夏に福岡に戻り、同会の活動に復帰しましたが、流通施

設見学会やビアパーティ等が継続されていたのには大変感動し
ました。

私が前職（ＢＲ３１）にて店舗開発業務を担当していた経緯から、九州管内の多くの商
業施設の新装開店から立会う機会があり、それら商業施設を見学する企画を提案したの
が始まりだったように記憶しております。

工場見学も含め多くの施設の見学会を企画しました。

株式会社ランテック様の冷凍倉庫やコストコホールセール、イオンモール筑紫野、不二
家吉野ヶ里工場、トヨタ九州工場、２０１１年春に開業したＪＲ博多駅ビル施設も見学致し
ました。今思えば、楽しい企画でした。

今回は販売士協会復帰第一弾の企画という事でＪＲ九州の開発した施設で、九州大学
教養部跡地の再開発事業の一環である「六本松４２１」の見学会を担当する事になりまし
た。

こちらの施設は、大きくは３棟の建物からなる施設です。地下鉄七隈線の六本松駅を
中心に真ん中が「六本松４２１」と呼ばれる商業施設で、六本松マルシェはボンラパス、蔦
谷書店、福岡市科学館等１～６階を１９テナントで構成された施設です。両隣のビルを含
めたＪＲグループの開発事業でグループの総力を挙げた事業内容になっています。会員
皆様のご参加をお待ちしております。

因みに４２１の数字は４丁目２番１号の住所表示を縮めた数字です。見学会を楽しみに
してご参加下さい。

さて、役員就任の抱負ですがやっぱり会員数の増員を目指した協会活動を行いたいと
考えます。会員の底辺の広がりを図り、組織の活性化を行いたいと考えます。その為にも、
賛助会員企業の新規加盟や２級、３級会員の若い加盟者促進を行う等が必要と思いま
す。

会員の皆様方も側面からの応援を是非ともお願いしたと思います。その為にも協会行
事への積極的な参加をお願いしたいと考えております。甚だ、簡単な抱負となりましたが、
還暦を過ぎ第二の人生のライフワークの一つに福岡販売士協会活動を行いたいと考え
る次第です。

再就職した会社も前職でやり残した物を自分なりに形として残せたらと思っています。
販売士の資格を実践し、会社の売上増に貢献できれば幸いです。今後とも皆様方のご
指導を宜しくお願い申し上げ、私の抱負と致します。



「新理事就任の抱負」
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副題「年金受給者になって」
理事 一級販売士 蒲池 彰

今年、研修委員をさせていただくことになりました。
よろしくお願いします。
今年、６２歳になって厚生年金報酬比例部分を受給

できることになりました。
継続雇用で働いているので減額されての受給という

ことになりました。昨年の３月頃、来年から受給でき
るけど、年金のことは何も知らないと思いました。
保険のこと、相続のこともよくわかっていないので少
し勉強しようと思いました。

お金のことを学ぶにはファイナンシャルプランナーの資格を取るのが体系的でいい
かなと考えました。ユーキャンの通信教育でマイクロソフトスペシャリストの資格を
取ったことがあるのでユーキャンのサイトを見てみると高い。
そこで本屋に行ってユーキャンの本を買って受験することにしました。大変、わか

りやすく役に立ちました。福岡国際センター会議室で受験したのですが、受験者数の
多さにびっくり、人気の資格であることを実感しました。

母が元気でいるのですが、エンディングノートを書いてもらっています。エンディ
ングノートはよくできていて親戚関係、友人関係、通帳、年金のことなど漏れなく、
まとめられるようになっています。年金のところをみると金額が私がもらう予定の金
額よりかなり多い。今年７０歳になる会社の先輩に聞いてみると「自分たちは多いよ、
６０歳からもらえたし」との返事。
調べてみると厚生年金には報酬比例部分と定額部分があって平成２５年に定額部分

がゼロになっている。また、受給年齢も徐々に引き下げられ、国民年金と同じ６５歳
になります。団塊の世代が多いのでという人もいたけれども、日本の年代別人口のピ
ラミッドを見てみました。７０歳位が突出して多い。
そのジュニアの４０歳位がまた多い。つまり団塊の世代の方は子供をつくっている。

ところが団塊ジュニアのジュニアにあたる１０歳位の人口が全く増えていない。３０
年後の年金制度はどうなるか、考えられない。

年金の受取口座の書類を持って銀行に行ったとき、担当の若い方が「先が見えないの
で個人年金をしています」と言っていました。私と同年代の人の話を聞くと子供の学
費の援助を親にしてもらったということが多い。年金の減額は子供の教育費も直撃し
そうな感じです。

最後に販売士らしいことを一言。年金の受給日は偶数月の１５日に決まっているの
ですが、お店の売上は確実に上がります。年金支給日にはちょっとしたシルバー向け
の企画をしたらどうでしょうか。
今年一年よろしくお願いします。
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老齢厚生年金の支給開始年齢の推移

60歳時点では「何も受け取れない」世代
※共済年金は厚生年金へ統合されましたが、統合後も男女とも、厚生年金の男性と同じスケジュールで引き上げが行われます。

資料出所：公益財団法人生命保険文化センター

・老齢厚生年金は生年月日によって、男女別に受け取れる年齢が異なります。
・65歳前に受け取る厚生年金は、「報酬比例部分」と「定額部分」がありますが、生年月日によって、以下のように変化します

□60歳から「報酬比例部分」が受け取れる世代

□60歳時点では「何も受け取れない」世代

ちょっと一息！！

蒲池理事の抱負にありました、年金受給年齢とその内容について、「わが意を得
たり」とばかり、現状の年金受給について資料をまとめてみました。

「生まれた時でこうも違うものか・・・」
すでに皆さんご承知のこととは思いますが、ご確認ください。
リスクに備える人生設計がますます求められる時代となります。



「新理事就任の抱負」
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理事 1級販売士 冬木 繁雄

福岡販売士協会の皆様こんにちは
福岡販売士協会諸先輩の皆様、今後ともご指導ご鞭撻のほど
宜しくお願い申し上げます。
今回、平成３０・３１年度の理事に就任し企画委員会に所

属することになりました冬木繁雄です。

企画委員会ではメンバーの岡野副会長、大串理事とともにコミュニケーション
を密に取りながら２年間頑張りたいと思います。

早速ですが、平成３０年度６月２日の流通施設等見学会「六本松421」、「福
岡市科学館」は参加いたします。

また、役員会ですが何分遠距離でありますが、出来る限り出席したいと思って
います。また、役員会の雰囲気に早く慣れていきたいと思っています。

さて、今までの私と福岡販売士協会とかかわりについて少し述べてみたいと思
います。
始まりは福岡販売士協会（今年度で設立１７年）設立前に現栗川会長他２名と

お会いしたことです。
その後、年次総会、夏の納涼家族パーティ、新春懇談会、九州販売士交流会に

参加させて頂きました。これらのことを通じて福岡販売士協会会員の皆様との心
の温かさ、会員層の厚さには素晴らしいと実感しました。そのことが私の宝物で
す。

最後に私事ですが、昨年８月をもちまして浜屋百貨店を退職し、現在は嘱託で
働いています。

将来は北九州市に帰るつもりでいます。
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～「地理風水」を楽しむことへの誘い～
理事 一級販売士 植田 徹

「地理風水」という言葉を知ったのは、確か、40代前半の頃だったでしょうか。
書店で、立ち読みする中で、新書版の1冊「ゴマブックス 『風水』の秘密 大地の

パワーで運をつかむ （御堂龍児著）」に目が留まったことからでした。
その本の内容は「地理風水」の概念でした。買って一気に読んでしまった記憶があります。
その後、今でもこの世界に興味をひかれ、時にはハイキングのノリでパワースポット散策することを

楽しんでいます。

地理風水の言葉を初めて知った当時の私の仕事の状況は、京都に転勤して新しい職場になじ
んできた頃であり、使命感を持って、仕事に明け暮れる毎日でした。しかし、疲れも時には溜まりま
す。仕事のON/OFFのありようは皆さん、各人各様ですが、私のOFFは、もともとは、鉄道の旅（春・
夏・冬発売の青春18きっぷ活用）が一番の息抜きだったのでしたが、以後、「JR鈍行列車での『乗り
鉄』ざんまい」と各地の一之宮(地域一番の神社・パワースポット)参拝がセットなりました。京都を中
心に、滋賀・奈良界隈は古くからの名所旧跡が多く、風水を想起できる存在に事欠きません。また、
鈍行列車活用でも、早朝出発すれば遠く福井・金沢まで日帰りで行けるのが京都勤務の魅力でし
た。乗り鉄行動を楽しみ、格式ある神社において清々しい空気の中に佇むことでの心地よさは疲れ
を回復し元気を取り戻す一番のきっかけとなりました。

地理風水の象徴的言葉は「四神相応の地」です。良い気が溢れている場所の代表格は、基本的
に、北に山があり、南は広く平地が広がり（川や湖などがあるとなお良い）、東と西は低い山(丘)が
両腕のようにその地を囲んでいる場所です。古代の天文観に、北の守り神「玄武」、南の守り神「朱
雀」、東の守り神「青龍」、西の守り神「白虎」という架空の動物の姿の神様の存在があります。これ
が、大地の風水のことにも応用され四方位の代名詞になったようです。四神に守られた地理風水の
理想的場所が、四神相応の地なのです。高松塚古墳でも四神の絵が発見されました。四神相応の
地としての代表格は京都です。平安京への遷都には、地理風水がしっかり反映されています。また
福岡では、大宰府政庁跡地＆観世音寺の界隈もそのようです。北に四王寺山、南は平野部が広
がり御笠川の流れがその土地を囲んでいます。この場所は、散策にお薦めの場所です。風水師の
御堂龍児氏の、ある本の言葉を借りれば、半日かけてこの界隈を巡れば「(心の中に)朝日がいつも
心の中に射しこんでいるような温かさが沁み入っていることでしょう」との説明があります。

地理風水の応用理論は、四神相応以外にも多々あるようですが、一般的に、有名な神社（例：伊
勢神宮内宮）やお寺（例：鞍馬寺や、紫式部の源氏物語構想誕生の地、石山寺)は、この地理風水
に叶っているようです。最後にとっておきの話です。ここ、博多の地は、一説では、久住山から流れ
出るエネルギー(龍脈)を受け、脊振山地と三郡山地の囲みの中にあり、博多湾の水辺を海の中道
や志賀島が囲み、四神相応的な空間となっています。博多の街には活気が溢れ、人心が一丸(祭
り行事はその象徴)となり、古くから商人の街・交易の街として、繁栄が続いています。お住まいの地
域においても、地理風水の概念で、地形の起伏や川の蛇行などを診てみると、新たな四神相応の
土地や小さなパワースポットの発見があるかもしれませんね。行楽に行った場所が、後で振り返っ
て、何となく心落ち着く場所だったとしたら、そこは良い気(大地からのパワー)が溢れている場所な
のかもしれません。古来からの地理風水の概念は、忙しい毎日に追われ、心の余裕を見失った現
代人に、癒しをもたらす地形への興味や、心のバランスを取り戻すパワースポット散策の発想を提
供する存在とも言えます。

「新理事就任の抱負」
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「新理事就任の抱負」

会長補佐 ２級販売士 中島良一

この度の平成３０年年次総会にて役員（総務委員会）に
就任いたしました。「何者だ？」と言われる方もおられると
思いますので、まずは自己紹介をさせていただきます。

□出身 福岡県八女市 昭和33年生れ
□最終学歴 西南学院大学商学部経営学科 1982年卒業
□職歴 金融機関渉外･貸付 八女、久留米

ＣＶＳ本部OFC 久留米、熊本、福岡
食品メーカー営業 福岡、熊本、長崎、広島、山陰

広島（昨年8月退職）

福岡販売士協会との出会いは平成22年島根県松江市赴任中に販売士の通信講座
を受講して、７月に３級、10月に２級検定を受験し合格。残念ながら山陰、山陽に活動
している販売士協会はなく、１１月に当協会ホームページを見つけて、栗川会長にメー
ルにて入会申込みさせて頂いたところ、即入会了承して頂きました。

遠方から総会・研修会・懇親会等に参加させて頂いていましたが、昨年８月に退職、
９月に広島より福岡に戻り、お世話になってばかりでしたが、この４月よりお役目を頂き
ました。

現在は失業保険受給中にて、創業に向け準備中です。自分事も色々大変で期待と
不安な日々ですが、福岡よろず支援拠点のセミナーなど受講し、不安を少しでも減ら
そうとしております。

福岡市内での生活は初めてで、山陽、山陰勤務が１７年、福岡は浦島太郎の玉手箱
開けてびっくり状態で、町の名前などは「聞いたことがあるが、どこだった？」みたいな
感じですが、お役に立てる様に活動いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
（ちなみに今年「福岡検定３級」を受験、７０点以上が合格のところ６６点で撃沈。来年リ
ベンジ予定）

当協会に入会し８年目で入会のメリットも改善点・問題点も私なりですが判ってきまし
た。販売士資格の人気地位向上への活動と当協会の拡大に向け、部分リホーム・リノ
ベーションの提案・活動などを実施し、協会というお店のリテール・サポートをさせて頂
きたいと思いますので、皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
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平成３０年度春季流通施設見学会のご案内

平成30年度春季流通施設見学会のご案内

福岡販売士協会会員の皆様におかれ
ましては、ますますご清栄のこととお慶
び申し上げます。
本年度の流通施設見学会は複合施設

「六本松421」と5・6階の「福岡市科
学館」を見学します。

六本松の旧九州大学キャンパス跡地は
ＪＲ九州が開発を進めており、昨年９月
２６日に商業エリアの複合施設「六本松
４２１」が開業されました。

複合施設の「六本松４２１」には１階にス－パーのボンラパス、青山フラ
ワーマーケット、ドラッグイレブンなど、２階に九州初進出の蔦屋書店とクリ
ニックゾーン、３階以上は「福岡市科学館」と「九州大学法科大学院」が入っ
ています。

六本松開発地区には分譲マンション・住宅型有料老人ホームの建設ほかに検
察庁・弁護士会館・裁判所も移転してくる計画で、地下鉄七隈線の六本松駅と
も接続される予定です。

参加者は５月２６日（土）までに栗川会長までご連絡をお願いします。

記

１．日時：平成３０年６月２日（土曜日）１３時集合
２．集合場所：福岡市営地下鉄七隈線六本松駅の「六本松４２１」前
３．１３時半～１５時半：「福岡市科学館」の見学
基本展示館入館５００円、ドームシアター（プラネタリウム）入館５００円
４．１５時半～１７時：「六本松４２１」自由見学
５．１７～１９時：居酒屋「竹乃屋 六本松店」で反省会を実施します。
TEL050-3491-8395  中央区六本松4-2-6 1F  飲み放題4,000円
※ アクセス案内
【地下鉄】博多駅―天神駅 乗り換え 七隈線天神南駅―六本松駅
【バ ス】博多駅前Ｂ／Ｃ／Ｄのりば―六本松

以上



１級販売士 山路博之

－寄稿「世界6大陸世界遺産紀行シリーズ・ 南アメリカ大陸篇」－
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１ はじめに
私のライフワークであり、生き甲斐でもある「世界6大陸世界遺産
大紀行シリーズ」も7年目になり、今年2018年は残り2大陸（南米大
陸とアフリカ大陸）の内、南アメリカ大陸に行くことにした。旅スタイ
ルはこれまで通り、バックパックスタイルの一人旅。格安旅行を貫く
ため、移動は長距離バス、宿泊はホステルと、これまでと変わらない。

日程は現地の夏にあたる2018年1月22日から4月1日の帰国まで70日間として、訪問国は
以下の7カ国にした。日本から南米までの直行便は無いので、福岡からソウル・サンフラン
シスコ経由・メキシコ・ペルー・ボリビア・ブラジル・アルゼンチン・ウルグアイ・チリ・そして
ペルーに再訪。帰国はリマからメキシコ、サンフランシスコ・ソウル経由福岡までとした。

今回の旅の主目的は、当然テーマとしている世界遺産訪問だが、もう一つテーマにした
のは、南米大陸に110年前から移住している日系移民の歴史と現状について勉強するた
めだった。そのきっかけは、私の伯父・川原豊蔵（父親の兄）が1929年に大分県日田から
ペル―に移民者として渡り、現在その子孫が4世代にまで広がり、ペルー・リマで活躍して
いる彼らに会い、現在日本とペルーに暮らす我々親族の子々孫々が、今後交流できる土
台を築きたかったからであった。
リマに住んで養鶏業（卵）で成功した1世の伯父夫婦は既に他界していたが、幸いにも、
私の従兄弟・従姉妹に当たる2世6人のうち4人は高齢だが健在で、彼らの子供（3世）と孫
（4世）ともリマで会って交流し、彼らの家系図を頂き、それを日本の親族に写真付きで紹
介した。そしてこれから日本の親族の家系図を作りペルーの親族に紹介するために鋭意
作成している段階である。日系移民については次号で紹介したい。

バックパックスタイルで自宅を出発する筆者 南米の地図

２ 南アメリカ大陸の概略とその歴史
南アメリカ大陸は西半球、南半球に位置し、西は太平洋に、東と北は大西洋に面してい
る。北アメリカとカリブ海が北西に横たわっている。面積は17,780,000 km²であり、地球の
陸地面積の約12%を占める。人口は、2016年10月現在で4億23千万人と見積もられてい
る。南アメリカは六大州の中でアジア、アフリカ、ヨーロッパ、北アメリカに続いて5番目に
人口が多い。面積、人口共に南アメリカ最大の国はブラジルで面積855万平方キロ、人口
は約2億人であり、アルゼンチンが面積で続く。地形は、西部に南北8500キロにわたって
走るアンデス山脈があり、6960メートルに及ぶアコンカグアをはじめ5000～6000メートル
級の高山が並んでいる。



アンデス山脈の高度は高いものの、とくに北アンデスから中央アンデスにかけての山脈
上は麓の熱帯気候と比べて温和で暮らしやすく、山脈の間の河谷や盆地、高原には多くの
人々が住む。中央アンデスのペルー南部からボリビアにかけて広がるアルティプラーノと呼
ばれる広い高原とその周辺地域は、古代アンデス文明の揺籃の地となり、インカ帝国など様
々な国家が生まれた。現在でもこの地域は人口が多く、とくにインディオが多く居住する地
域となっている。アルティプラーノ北部は農耕に適し、チチカカ湖などの湖沼も存在する。ボ
リビアの首都ラパスは、このアルティプラーノの間の狭い谷に位置している。アルティプラー
ノ南部は冷涼で乾燥しており、ウユニ塩湖はこの地域に存在する。

アンデス山脈の西には海岸に沿って狭い平地が広がっているが、この内コロンビアから
エクアドル北部にかけては熱帯雨林気候となっているものの、エクアドル南部からペルーを
通りチリ北部にかけては、沿岸を通る寒流のペルー海流の影響によって雨がほとんど降らな
い砂漠地帯となっており、アンデス山脈から太平洋に流れ出る川の流域だけが、人間が居
住できる場所である。しかし、とくにペルーにおいては海岸部には点々と大都市が連なって
おり、ペルーの首都リマもこうした乾燥海岸に位置している。この乾燥地域の南には地中海
性気候の地域が広がり、アンデスの主脈と海岸山脈とのあいだの盆地で農業が営まれる。
チリの首都サンティアゴも、こうした盆地の中に存在する。

東部にはアンデスのような巨大山脈は存在せず、ギアナ高地やブラジル高原といったな
だらかな高原が広がるものの、地形はそれほど険しくはない。そしてこれらの高原と西部の
アンデス山脈との間には、広い平地が広がっている。そこにオリノコ川、アマゾン川、ラ・プラ
タ川の三水系がある。オリノコ川は北流して大西洋へと注ぎ、流域は北部がリャノと呼ばれる
乾燥サバンナ、南部はアマゾンへと広がる熱帯雨林となっている。アマゾン川はこの3河川
中で最も大きく、長さは6300キロにもおよび、流域面積は世界一である。このアマゾン熱帯
雨林（セルバ）は世界最大の熱帯雨林として知られており、南アメリカ大陸北部の中央部を
すっぽりと覆っている。アマゾンは自然の宝庫として知られており、多くの固有種が存在する
が、1960年代以降ブラジル政府が積極的な開発に乗り出したため、徐々に森林が失われ
始めている。

アマゾン熱帯雨林は、東のブラジル高原に近づくにしたがってサバンナ気候に移行する
。さらに東のブラジル北東部に入ると、気候は乾燥しステップ気候となる。ブラジル高原の南
東部は大西洋に面しているが、ここは降水量も多く肥沃な土地で、サンパウロやリオデジャ
ネイロなどブラジルのみならず南米屈指の大都市が連なる人口集中地帯となっている。

アマゾンから南へ向かうとマトグロッソ高原に入るが、ここはアマゾン川水系とラ・プラタ川
水系の分水嶺となっている。マトグロッソ高原の南には熱帯半乾燥気候のグラン・チャコ地
方やパンタナール大湿原があり、さらにその南には、アルゼンチンの温帯草原、いわゆるパ
ンパが広がっている。パンパは非常に肥沃な土地であり、各地で大牧場が営まれ、アルゼ
ンチンの主要輸出品である牛肉を生産している。パンパのみならず、ラ・プラタ川流域のも
肥沃な温帯草原が広がっており、豊かな農牧業地帯となっている。ラ・プラタ川の河口にあ
るブエノスアイレスはこの地域の経済の中心である。

パンパの南には、乾燥して冷涼なパタゴニアの台地が広がっている。この地域はパンパ
に比べて自然条件が厳しく、牧場が点在する程度で開発は進んでおらず、強風の吹きすさ
ぶ荒涼とした土地が広がる。パタゴニアは冷涼な気候と強風が特徴であるが、この気候は南
に、つまり南極に近づくにつれてより一層強くなる。南アメリカ大陸と属島であるフエゴ島との
間には細いマゼラン海峡が通っており、パナマ運河ができるまでは大西洋と太平洋をつな
ぐほぼ唯一の商業水路であったが、南極から吹きつける強風によって非常な難所として知ら
れていた。南アメリカの最南端は同じフエゴ島に位置するホーン岬であり、ドレーク海峡を挟
んで南極大陸と向かい合っている。

-19-



以上
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南米大陸西岸にあるペルーの首都リマと、北米大陸東岸にあるアメリカ合衆国の首都ワシ
ントンとの経度を比べてみるとほぼ同経度にあることが分かる。つまり、南アメリカは北アメリ
カよりもヨーロッパに近いということができる。このことが南アメリカの大西洋岸地域をヨー
ロッパと密接に結びつけた。
南アメリカの歴史・南アメリカに人類が出現したのは「氷河の時代」や「人類の時代」といわ
れる洪積世の末期である。その時期に東北アジアから野生の動物を追って渡来してきたモ
ンゴロイドのホモ・サピエンス・サピエンスの狩猟民が、気候の温暖化・乾燥化によって変
化する環境に適応しながらこの地方に定着した。中央アンデスにおいてはやがてジャガイ
モやトマトなどこの地域の植物を栽培化していき、この食料生産と農耕を基盤として独自の
文明がはぐくまれた。これらの国家は消長を繰り返すが、15世紀末にはアンデス地域の過
半はタワンティンスーユ（四つの地方）と呼ばれ、現ペルー南部高原のクスコを首都にした
インカ帝国によって統合されていた。このほかの地域では大規模な帝国は生まれなかった。
しかしインカ帝国は大航海時代からのヨーロッパ人の世界進出の波に飲み込まれ、1533
年にスペインのフランシスコ・ピサロがクスコに入城することでほぼ滅亡した。これによりスペ
インはインカ帝国の遺領を制圧し、さらに周辺地域にも支配を広げていき、16世紀中ごろ
にはアンデスなど南アメリカ大陸西部を中心として大陸の過半を支配下におさめていた。
例外はポルトガルで、大陸東部のブラジル北東部を中心に勢力を広げ、やがて大陸東半
を支配下におさめた。ポルトガル領が17世紀初頭に一時オランダ領になるなどの変化も
あったが、この勢力図は19世紀初頭に各植民地で独立運動が始まるまで基本的な変化は
なかった。この両国はどちらもラテン系の国家であり、ラテン系の言語や文化が地域に深く
浸透し、中米と並んでラテンアメリカと呼ばれることとなった。
19世紀初頭、ナポレオン戦争によってヨーロッパが混乱すると、南アメリカ各地でも独立へ
の動きが表面化した。例外はブラジルで、本国をナポレオンに侵略されたポルトガル王室
がリオデジャネイロに遷都し、ブラジルに根を下ろした。戦後も情勢は安定せず、シモン・
ボリバルやホセ・デ・サン＝マルティンといった独立の英雄たちのもとで、南アメリカのスペ
イン領諸国は1820年代に相次いで独立した。次いで、ブラジルにおいても王室のポルトガ
ル帰還に際して王家が分裂し、リオデジャネイロに残った王家はブラジル帝国の成立を宣
言し、ここにスペイン・ポルトガル両国の南アメリカにおける領土は消滅し、南アメリカのほと
んどは各独立国家によって統治されることとなった。

南米地図 クスコ（ペルー）



3 私の南米大陸旅ルートと世界遺産
南米大陸は日本の面積の47倍もあり、1回の旅で全部を廻る事は出来ないので、今回は
メキシコ（中米）、ペルー、ボリビア、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、チリの7カ国を訪
問した。世界遺産は、まずメキシコ・メキシコシティ及び近郊の世界遺産4ヶ所に行く。
①メキシコシティ歴史地区とソチミルコ（アステカ王国の都の上に築かれたスペイン風の新
都）
②国立自治大学の中央大学都市キャンパス（ラテンアメリカ近代主義の象徴）
③ルイス・バラガンの邸宅（近代建築にメキシコの伝統建築を融合）
④古代都市テオティワカン（高度な天文学的知識を駆使したアステカ以前の大都市
以上を訪問。その後、南米ペルーまで飛行機で飛び、南米の旅はペルーリマを拠点
にした。ペルーの訪れた世界遺産は下記の6ヶ所。
①リマ歴史地区（栄華を極めた植民地時代に築かれた壮麗な建物）
②ナスカとフマナの地上絵（平原に描かれた巨大な動物の絵や幾何学図形）
③クスコ市街（インカの帝都を土台に築かれたスペイン風の町）
④アンデス道路網カパック・ニャン（インカトレイル）（インカ帝国が支配した海岸砂漠地帯と
アンデス高山地帯を東西南北につなぐ道路網でその距離は一説では6万キロにも達すると
いわれる）
⑤マチュ・ピチュ（複合遺産）（都市計画の粋を集めた謎の空中都市）
⑥アレキパ歴史地区（雄大な火山を望み白い建物が並ぶペルー第2の都市）
を全部バスで訪問。ペルーの後はバスで4000m級のアンデス山脈を越えて隣国ボリビア・
ラ・パスに向かい、そこでブラジルのVISAを取得したが、その為多大な時間と法外な手数料
を取られた。ボリビアの世界遺産は4ヶ所訪問。
①ティワナク遺跡（優れた石造技術を示すプレ・インカの都市遺跡）
②ポトシ市街（銀の産出でヨーロッパを凌ぐ繁栄を築いた鉱山町）
③スクレ歴史地区（ボリビア独立運動の歴史を物語る町）
④サマイパタ要塞（砂岩の建造物が連なる先住民の宗教施設の跡）
また世界遺産ではないが世界の観光客に人気のあるウユニ塩湖にも行く。
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マチュ・ピチュ（ペルー） リオデジャネイロ（ブラジル）
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ボリビアから陸路でブラジルへ。南米ではほとんどの人達が英語を話せず、私はスペイン
語で何とか旅していたが、慣れたスペイン語から私が話せないポルトガル語に代わり、言
葉で大変苦労する。ブラジルだけで日本の23倍ほどの広さがあり、各地に点在する世界
遺産訪問に苦労する。訪問したブラジルの世界遺産は7ヶ所。
①パンタナル自然保護区域（世界一の規模を誇る淡水大湿原）
②ブラジリア（斬新なフォルムのビルが立ち並ぶブラジルの首都）
③パンプーリャの近代建築群（
④コンゴ―ニャスのボン・ジェズス聖域（
⑤オウロ・ブレット歴史地区（ブラジルの黄金郷で18世紀には世界の金の80%を産出）
⑥リオデジャネイロ・山と海との間のカリオカの景観群（リオのカーニバル、コパカバーナ海
岸、キリスト像が立っているコルコバートの丘などが有名）
⑦イグアス国立公園（大小70以上の滝が連なった「壮大な水」）
イグアスの滝は隣国アルゼンチン側にもある。アルゼンチンの世界遺産は2ケ所訪問。
①イグアス国立公園（世界最大の瀑布で、世界三大瀑布の一つ）
②コルドバのイエズス会聖堂と居住区（イエズス会宣教師と先住民の共同体・自給自足の
生活

その後ブエノスアイレスから隣国ウルグアイに海のようなラ・プラタ川をフェリーで往復する。
ウルグアイの世界遺産は1ヶ所
①コロニア・デル・サクラメント歴史地区1（スペインとポルトガルが取り合った水運の拠点
チリの世界遺産は2ヶ所
①バルパライソ歴史地区（港町特有の建物が並ぶ植民都市）・
②ハンバーストーンとサンタ・ラウラの硝石工場群（硝石生産で繁栄した企業都市）
以上メキシコと南アメリカ大陸合計で26ヶ所の世界遺産訪問ができた。

イグアスの滝（アルゼンチン側）・ボリビア ウユニ塩湖でのトリック写真（筆者右から2人目）

私が今回積極的に参加したのは、各都市等で開催されているFREE WALKING TOUR
（無料の街歩きツアー）だ。サンパウロでは参加者は私一人の時もあったが、ブエノスアイ
レスでは異なったツアーに4回も参加。どこも人気があり世界各国からいつも50人位が参
加していた。英語とスペイン語グループに分かれ、ガイドブックでは得られない情報や場
所に行けた。
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４ 南アメリカ大陸で思ったこと、感じた事
①南米では英語がほとんど通じないこと。スペイン語ができないと一人旅は大変だ。
②南米では一部大都市を除き、メトロにせよ路線バスにせよ時刻表は無いが、頻繁
に次が来るので、全く問題なし。
③南米のタクシーは一部大都市を除き、メーターが無く値段は乗る前に交渉する。
その「相場を知らない旅行社はぼられることがある、
④南米、特にボリビアでは偽物が多く、紙幣までチェックされる。従って新札のUS
ドル紙幣を持った筆者は、街頭での両替は難しかった。なぜなら彼らはその真偽が
判断できずBANKへ行けと言うだけだった。私の手持ちの現地紙幣も、使う時その都
度偽物でないかチェックされた。
⑤南米ではUS$が国際通貨で、日本円は両替できても通常の国際レートの70％位の
条件の悪いレートで、南米では全く国際通貨として認められていないと思った。
⑥どの国も仕事が少なく、立派な若者男性達が、その日を食いつなぐために路上で
食料や物品を販売して生きている。
⑦従って、貧しい国の人達は物乞いや路上生活者がどの町でもいた。
⑧私はアルゼンチンでスリにあったが、彼らは生きるために必死で、スリも仕事の
一つなのだろう。従って盗まれた私の方が悪く、自分の身体に危険が及ばず、命を
落とさなかったことだけでも幸いと思わないと、旅行なんてできない。
⑨私は南米では、ほとんどの人から中国人と間違われた。それは中国人が南米各国
に多く進出し、日本人旅行者が少ないためだ。
⑩ブラジルで、私が日本人だと言うと、皆親指を突き上げてGOODのサインをしてく
れた。これは110年の歴史を持つ日本人移民が営々と築き上げた信頼と尊敬の賜物
による親日感情の結果であり、私はそれに助けられた。
⑪ブラジル入国に際し、日本人はVISAを要求される。私は現地ボリビア、ラ・パス
で取得のため、様々な書類の準備と高い申請料（US$80）と日系女性ガイドに高額
な取得手数料（US$250を払った。日本で事前に取得するか、ネットで取得すべき
だったと思った。

以上 続きは次号でご紹介します。



コンビニエンスストア販売額の推移 【九州】

大型店商品別販売額の推移 【 九州合計（百貨店＋スーパー）】
＊沖縄の数字を含む

－九州 販売 最前線－ (第２回）続 販売額にフォーカス！！

出典：九州経済産業局 九州地域の経済動向 統計データ を加工

前回に続き、平成３０年５月１０日、経済産業省、九州経済産業局、調査課発表の時系
列データ(２月まで確報）を加工、直近４ヵ年比較でグラフ化してみました。
１・２月合計でコンビの百貨店＋スーパーの販売額対比は、平成２７年は５８．６％、平
成２８年は６７．８％、平成２９年は８０．６％、平成３０年は８３．６％とコンビニの
販売額が右肩上がりなのに対し、百貨店＋スーパーは右肩下がり、平成３０年２月はそれ
でも前年を若干上回っています。県別では福岡のみ全店ベースで前年を上回っており、商
品別でもその他計の化粧品・宝飾・貴金属の伸びが牽引しており、インバウンドの恩恵を
受けているものと見られます。
ちなみに、家電大型専門店は前年比５．４％増、ドラッグストアは５．０％増と販売額

を伸ばしていますがホームセンターは３．０％減です。よく九州１割経済と言われます
が、コンビニは１０．９％、百貨店＋スーパーは７．７％と、その勢いの差が如実に販売
額に表れています。 （文責 KIMITAKA
TERAZONO）

この頁は、九州販売最前線と題して、九州の販売に関するデータにフォーカスして最前線の実態を探ろう
とする企画です。皆様の寄稿をお待ちしております。A4用紙一枚程度にてどしどしご応募ください！！！
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平成27年平成28年平成29年平成30年

1月 770 847 1,005 1,030 

2月 705 795 920 948 

3月 813 879 1,045 

4月 781 865 1,024 

5月 831 897 1,074 

6月 800 874 1,035 

7月 894 992 1,156 

8月 903 994 1,152 

9月 831 994 1,053 

10月 860 1,039 1,080 

11月 821 983 1,030 

12月 923 1,072 1,125 

9,932 11,231 12,699 1,978 

単位：億円
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平成27年平成28年平成29年平成30年

1月 1,342 1,290 1,293 1,291 
2月 1,171 1,130 1,094 1,102 
3月 1,354 1,270 1,256 
4月 1,258 1,141 1,194 
5月 1,311 1,214 1,236 
6月 1,244 1,178 1,189 
7月 1,378 1,409 1,401 
8月 1,286 1,249 1,255 
9月 1,158 1,128 1,155 

10月 1,252 1,242 1,245 
11月 1,260 1,278 1,311 
12月 1,722 1,717 1,725 

15,736 15,245 15,354 2,393 

単位：億円

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年



そうした中で、福岡の老舗料亭「稚加榮」が、人手不足により、平成３０年２月
２５日よりサービスランチ営業を終了することを発表した。福岡市中央区大名で
は、最盛期は、昼時の長蛇の列が風物詩ともなっていただけに、惜しむ声も多いの
ではないか。多くのビジネスマンだけでなく、平日の楽しみで家族を連れて行った
り、観光で訪れた方を招待するなど様々な利用がその列を形成していた。

若い人の人口減少の中で、人材確保の取り組みは、待ったなしといえる。待遇処
遇の改善により、有意な人がやめない企業体質を維持するとともに、働きたい人材
の適材適所での活用が求められる。

（文責 KIMITAKA TERAZONO）

データをみる！ 考えてみる！ 行動してみる！

第２回 人材確保が生命線！！
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第2回です。皆様にとって気になるデータ、考えているデータ、
取り組んでみたいことを是非、投稿ください！！

中小企業庁が四半期単位で発表
している、中小企業景況調査、最
新の１５１回の「従業員数過不足
ＤＩ（今期の水準）の推移」を見
ると、「従業員数過不足ＤＩ（「
過剰」－「不足」、今期の水準）
は、（前期▲20.6→）▲21.5（前
期差0.9ポイント減）と７期連続

してマイナス幅が拡大し、不足感が高まっている。産業別に見ると、製造業で（前
期▲21.3→）▲23.1（前期差1.8ポイント減）、建設業で（前期▲33.4→）▲34.0
（前期差0.6ポイント減）、卸売業で（前期▲15.3→）▲16.5（前期差1.2ポイント
減）、小売業で（前期▲11.6→）▲12.1（前期差0.5ポイント減）、サービス業で
（前期▲22.6→）▲22.9（前期差0.3ポイント減）とすべての産業でマイナス幅が
拡大した。」とある。下記のグラフをみても、好景気といわれる中でDIはマイナス
を継続して示しており、「人手不足」が深刻であることを示している。
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人手不足倒産の件数 人手不足を理由とした倒産も
増加しており、帝国データバ
ンクの発表では、この4年で
２．９倍に増加している。人
材の確保が企業経営の生命線
ともなっており、背景にある
人口減少傾向から当面の間、
人手不足を解消することは困
難であり、高齢者、女性、外
国人、障害者の雇用を積極的
に進めていく必要がある。

出典：第150回中小企業景況調査（2017年10-12月期） 独立行政法人中小企業基盤整備機構

特別企画：株式会社帝国データバンク 「人手不足倒産」の動向調査（2013 年1 月～2017 年6 月）



□□□ お知らせ □□□

◆平成３０年度年次総会
日 時：平成30年4月14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：myorange387@yahoo.co.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･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

福岡販売士協会・現況報告

平成30年5月1日現在

かつて販売の神様と呼ばれた、トヨタ自販社長の神谷正太郎氏は、『需要の拡大は
潜在需要の開拓にあるが、その潜在需要層が存在しなければ、いかんともしがたい。
つまり、需要開発の出発点は潜在需要層の育成にあるのだ。』と語りました。
市場の分析、セグメンテーション、ターゲティングがキモですが、超のつく人口減少下
の日本。さて？ 「売れる仕組みづくり」どうしましょう。

皆様の投稿をお待ちしております。（KT）
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ＦＡＲＭＭＣ（ファーミック）
Fukuoka Association for Retail Management and Merchandise Coordinators

福岡販売士協会

正会員 ７９名

１級販売士 ６0名

２・３級販売士 18名

登録講師 1名

賛助会員 ３社

支
部
別
内
訳

福岡 ５７名

宮崎 ２名

大分 ９名

熊本 ４名

佐賀 ４名

沖縄 ３名

福岡販売士協会役員体制（平成30年～31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： 八尋 晃仁 （研 修 担 当）
副会長： 岡野 卓也 （企 画 担 当）
副会長： 小関 芳紀 （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： 蒲池 彰 （研修副委員長）

理 事： 大串 雅一 （企画委員長）
理 事： 冬木 繁雄 （企画副委員長）

理 事： 西 珠子 （広報委員長）
理 事： 寺園 公教 （広報副委員長）

理 事： 長沼 玲子 （総務委員長）
理 事： 中島 良一 （会長補佐）
理 事： 植田 徹 （総務副委員長）

監 事： 森山 正夫
監 事： 横山 修二

顧 問： 福生 和彦
顧 問： 渡辺 芳雄
顧 問： 高田 暢夫
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