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平成30年九州販売士懇談会in福岡
平成３０年１１月１０日(土）

於 福岡商工会議所

平成３０年１０月には日経平均株価が２万５千円まで高騰し、２６年ぶりの高値を記
録しました。その後はご承知の通り急落を続けています。保護主義に傾いた各国の思惑
の違いから貿易摩擦が続いており、特にアメリカと中国の関係の悪化が経済にも影響を
与える結果となっているようです。
平成から新しい元号への変更が間近に控える今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょ
うか？
平成３０年１１月１０日（土）福岡商工会議所会議室において、平成３０年九州販売
士懇談会in福岡が開催されました。参加者は３２名、非常に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。
P22「九州 販売 最前線」
P23「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！
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平成30年九州販売士懇談会in福岡
日時：
場所：
参加者：

平成３０年１１月１０日（土）14：00～17：00
福岡商工会議所 地下一階B会議室
３１名

講演会
平成３０年１１月１０日（土）午後２時より、福岡商工会議所
地下一階 B会議室にて、平成30年九州販売士懇談会in福岡が開催された。
当日は、来賓として、日本販売士協会専務理事・岩間信弥様、長崎販売士
協会会長・坂口雄一様、鹿児島販売士協会会長・宮内智明様、講師として
熊本支部長・白石慎二様をお迎えし、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３２名が参加さ
れた。
開会宣言と各会長挨拶
司会の小関副会長より開会宣言がなされた後、福岡販売士協会会長・栗
川久明様、長崎販売士協会会長・坂口雄一様、鹿児島販売士協会会長・宮
内智明様、日本販売士協会専務理事・岩間信弥様よりご挨拶があった。
各位のご挨拶内容は次の頁より紹介いたします。
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平成30年九州販売士懇談会in福岡 各位ご祝辞

１

福岡販売士協会 会長

栗川

久明

本日は、「九州販売士懇談会in福岡」にご参加いただき誠に
ありがとうございます。
今回の「九州販売士懇談会in福岡」は11回目と表示していま
すが、うち7回は「九州販売士交流会」で、「九州販売士懇談会」
としては4回目です。
以前の「九州販売士交流会」は福岡・長崎・島原・日本販売士
協会の共催で、平成15年10月に第1回目を開催いたしました。
その後「九州販売士懇談会」が引き継ぎ、第1回目を平成25年11月に熊本市、平成26
年11月に大分市、平成28年11月に佐賀県鳥栖市で開催いたしました。今回は4月に発足
いたしました鹿児島販売士協会と福岡販売士協会・長崎販売士協会共催、（一社）日本
販売士協会後援で開催いたしております。
本日の参加者は31名です。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
含む6名、鹿児島販売士協会宮内会長を含む2名に遠路ご参加いただいております。福岡
商工会議所江崎部長にも参加いただいています。
福岡販売士協会は本年度17年目を迎えました。当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。本年度も4月14日（土）福岡商
工会議所で平成30年度年次総会（29名参加）、5月12日（土）福岡商工会議所で第1回3
級講師養成講座（10名参加）、6月2日（土）「春季流通施設見学会・ROPPONMATSU421」
（16名参加）、7月21日（土）福岡商工会議所で「夏季研修会」（20名参加）、8月25日
（土）「夏の納涼家族ビアパーティ・アサヒビール園博多」（11名参加）、10月13日
（土）福岡商工会議所で「第2回3級講師養成講座」（９名参加）を開催してきました。
本日の「九州販売士懇談会」の後は1月19日（土）「新春懇談会」を福岡商工会議所で
開催予定しています。
また、会報「販売士・ふくおか」は毎年５月・９月・２月に発行しています。本日ご
参加の当協会員以外の方に会報第51号を配布させていただいております。来年2月会報
「販売士・ふくおか」第52号を発行いたします。参加のみなさんにお送りさせていただ
きます。みなさんのご寄稿をお願いいたします。
本年度当協会ではフェイスブック交流に力を入れています。是非とも参加の皆さんと
もフェイスブックを通じて交流を深めていけたらと思っています。
懇親会後二次会（居酒屋 竹乃屋祇園店）を計画しています。希望者はご参加下さい。
本日は、有意義で楽しい懇談会にしたいと考えておりますのでよろしくお願いいたしま
す。
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平成30年九州販売士懇談会in福岡 各位ご祝辞

２

長崎販売士協会 会長

坂口

雄一

長崎販売士協会会長の坂口と申します。
九州での販売士協会の発足は、前会長の富永が長崎販売士協会
を設立し、その後、福岡販売士協会が設立され、栗川会長のご
尽力により九州全土に販売士の輪が広がったときいております。
こうして九州販売士協会交流会を開催できるのは、まずはこの
お二人の力があってこそだと思います。この場を借りて、お二人
と、そして集まってくださったみなさまに、感謝を申し上げます。
長崎販売士協会も、現在若手の活躍がめざましく、ロゴを作成したり、缶バッチを作
成したり、垂れ幕を作成したり、協会をアピールする新しい試みを始めております。今
日は、せっかくこうして九州の販売士の仲間が集まった場ですので「仲間と絆」そして
「販売士の資格の意義」についてお話させていただきます。
まずは「仲間と絆」について。
商工会議所の方とお話して興味深かったのが「祭りの盛んな商店街は廃れない」とい
う言葉でした。たしかに、長崎は「長崎くんち」、博多は「山笠」など、祭りに関わる
商店街は商店街不況の中でも生き延びています。
これは「商店街が元気だから、祭りができる」からではなく「祭りを通じて、商店街の
仲間と絆ができるから、商店街が元気になる」というのです。
販売士協会も、協会の輪を広げ、仲間とつながって、販売士の資格の意義を広げてい
ければと思います。
次に、その「販売士の資格の意義」についてお話します。
最近の小売業の現場では、従業員教育に時間とお金を使えないため、作業を役割分担
して簡素化し「その日に入った高校生でもできるように」する傾向があります。なので
「資格をとらせてまで従業員を教育することに興味がない」と言い切る経営者の方もい
ます。
しかし、その考え方ではフォードと同じ失敗を犯してしまいます。
自動車で有名なフォードは、生産性を上げるために作業を役割分担し、誰でも作業がで
きるように簡素化しました。しかし、その結果、生産性もブランド力も落ちてしまいま
した。（その後のフォードの凋落については、ここで明言するまでもないでしょう）
なぜそうなってしまったかというと「人は、成長を感じられないルーティンワーク
（繰り返し作業）ではモチベーションが低下してしまう」からです。JR東海は、この逆
をやって成功しました。JR東海は清掃員という単純作業にモチベーションを向上させる
ために「清掃の場を劇場」と設定し、いかに華麗に、そして素早く、魅せる清掃をする
かをスタッフ同士で研究しました。その結果、その清掃作業が感動するほど素晴らしい
と見学者が現れるまでになりました。
これはハーバードビジネススクールでも「ジョブクラフティング」として、スタッフ
のモチベーション向上には、スキルアップを伴うことが大切である例として紹介されて
います。
販売士の資格は、小売業に関わる人にとって、スキルアップに非常に適した資格です。
ぜひ、この素晴らしい資格を今後もみなさんと一緒に広げていきたいと考えております。
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平成30年九州販売士懇談会in福岡 各位ご挨拶

３

鹿児島販売士協会 会長 宮内智明

本日は、九州販売士懇談会in福岡にお招きいただき誠にあり
がとうございます。当協会は、3年間鹿児島支部としてお世話
になりましたが、協会として発足することにし、昨年末から準
備を始めてきました。その間、日本販売士協会をはじめ関係の
皆様のご協力・ご指導の基、本年6月発足することができまし
た。
設立総会の内容と併せて、来賓として出席賜りました栗川福
岡販売士協会長のご祝辞を「販売士・ふくおか」第51号に搭載・紹介していただきま
した。改めてお礼申しあげます。従って、設立に伴う関連事項はこの際省略させて頂
きます。
さて、設立しただけの現段階の課題は次の二つと考えています。
先ず第一は組織の強化という人の問題で、具体的には新規入会者と賛助会員企業の増
強です。
二番目は財務基盤の確立です。講習会・研修会・セミナーの企画、開催等の収益を
得る活動の実行です。
現在 月一回の役員会で検討していますが、具現化しているものはありません。
先達である福岡・長崎両協会のみならず、参会の皆様の経験・実績を含めたご助言、
ご教示を賜りますようお願い申しあげる次第です。
日本販売士協会 専務理事 岩間 信弥
本日は、お招きいただきまして誠にありがとうございます。
「平成３０年九州販売士懇談会in福岡」の開催をお喜び申し
あげます。また、本年、「鹿児島販売士協会」が設立されま
したことを、お祝い申しあげます。
日本販売士協会にとりまして、福岡、長崎、鹿児島の３つの
協会は、九州地域の販売士の活動の拠点としてご活動いただいており、役員・会員の
皆様に、感謝申しあげます。各地の販売士協会ならびに日本販売士協会の重要な役割
のひとつは、販売士制度のPR・普及です。今回の懇談会も、販売士協会や販売士の存
在をアピールするものとして、大変重要な行事であると考えております。販売士制度
や販売士協会のPRの一環として、各地でさまざまな取り組みや事業活動が行われてお
り、いくつか紹介させていただきます。北海道では、ちとせ販売士会の傘下で「どさ
んこ販売士チーム」が発足し、養成講習会の開催などに取り組んでいます。
また、東海販売士協会は、８月末にJリーグの名古屋グランパスによる地域との連携
の事例研究と観戦をセットにしたイベントを開催しましたし、本日は「メッセナゴ
ヤ」に出展中です。当地、九州では、４月に鹿児島販売士協会が設立されました。販
売士協会の新設は、２０１５年の東海販売士協会以来、３年ぶりで、現在、販売士協
会は全国で２６団体です。先般、長崎販売士協会で新しいロゴを作成されたことを知
りました。大変素敵で、優れたデザインであると思い、感銘を受けました。
日本販売士協会では、各地販売士協会による様々なお取り組みを、ホームページや
会報誌で紹介させていただきますので、情報のご提供をよろしくお願いいたします。
本日は２年ぶりの会合であり、皆様にお会いできることを楽しみにしてまいりました。
懇親会まで、よろしくお願いいたします。
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講演

「お菓子による海外展開」
講師： (株)白石経営コンサルタント事務所代表
白石慎二（熊本支部長）
Ａ.自己紹介
大学卒業後、東京のソフト開発会社入社、金融機関のソフト開発
に従事。システム化を進める時代であった。31歳のときにシステム化
のため実家へ戻るが、現場では理想と現実のギャップに直面し挫折。
しかし先輩の助言で経営の勉強をと志し35歳に販売士、中小企業診
断士の勉強を始め、流通のことが分かり始めた。
菓子卸ＮＳグループ、商品共同開発、システム開発、人材育成に力
を入れていた。コンサルタントの先生に声掛けされ、一緒にスーパーバイザーとして活
動（30代後半から40歳）独立を進められる。45歳で独立、お菓子の卸の全国販売、経営
指導、海外へのお菓子の紹介・販売へ5年前から取り組んだ。
Ｂ.講演内容
1）なぜお菓子で海外展開なのか3つの理由。
①日本の人口減少＝マーケットボリュウム減少
②メイドインジャパンへの信頼
③中小メーカーさんの思いなどを考えた結果海外展開に活
路を見出す決意！2005年インドネシア、2012年シンガポー
ポール、2013年バリ、ローマ、台湾、香港など、家族旅行
を兼ねてもあったが、別行動で地元のスーパーなどの小売
店を視察。また地元の主婦に同行してもらい大変勉強にな
った。
※その後のご縁が出来た。視察の結果、これはいける！と
思った。実家の菓子問屋社長に相談し、協力を得ることが
出来た。
2）海外展開1年目
2014年3月、熊本県貿易協会、ＪＥＴＲＯ、熊本県庁、熊
本市役所を訪問し貿易の「いろは」を教えて頂いた。
2014年6月、台湾のフードＴＡＩＰＩを視察。日本企業の海
外進出への意欲に感動！ジュディさんと出会う。ご主人が
台湾菓子工業組合の会長さんであった。さまざまな情報を
指導して頂いた大恩人。人とのつながりが大事だと再確認。
2014年8月、香港フードエキスポ出展。出展者との夜の懇親
会で苦労話など大変勉強になった。
2014年9月、11月、上海。中国のマーケットを狙う目的。
11月、シンガポール。1年間頑張ったが、売り上げゼロ。海
外展開はそんなに甘くなかった。JETRO担当者からのアドバ
イスで、貿易はジグソーパズルのようなもの、必要なパー
ツを集め組み立てることで、商流、物流が出来るというこ
とを再確認。
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3）2年目以降
チャネルを組み立てよう！海運業者、乙仲（通関業者）、
決済口座開設など。1国1代理商方式で価格の安定化を図る。
どこを選ぶか重要であった。しかし独占契約は代理商にとっ
ても魅力となる。
海外渡航回数が伸びた！
2014年5回、2015年12回、2016年20回、2017年22回、2018
年30回以上！2015年マカオのお菓子の専門店出店『一番や
さん』。※初めてのコンテナ出荷！2年目は、売上1億円
突破！
4）海外展開での学び・気づき
何が良かったのか？
文化や習慣の違いを認めること。変えることと変えないこと
を区別。 例）タイのどら焼きのあんこの甘さ。
ご縁を大事に！周りが、仲間が助けてくれる。
法制度の違い
日本の食品の栄養表示5つ ⇒ 今後海外と同じ栄養成分表
示になる予定。
海外は、炭水化物が糖質と食物繊維に分かれていなければ
ならないし、脂質がトランス脂肪酸と飽和脂肪酸に分けて表
示しなければならない。
このような海外の表示に対応しないと食品は輸出出来ない！
輸入に対する規制
中国は、1都9県で作られた全ての食品の輸入は停止。台湾
では中国産のピーナッツを使った食品は輸入禁止、香港では
紅麹色素の添加物は輸入禁止となっているなど勉強する必要
がある。
5）海外展開のこれから
①各国代理商の営業力の向上、特に商品説明。賞味期限と
消費期限。海外は消費期限の表示、日本食品は期限が短かい
問題がある。メーカーと協力して商品開発。
春節（チャイニーズイヤー）での商売。中華圏では年間売り
上げの約半分売上げ。
それ以外に、
ヨーロッパのお菓子の輸入、日本のお菓子の発掘、まだまだ
美味しいお菓子がたくさんある！ライフワークとしてやりた
い！お菓子メーカーの海外進出のサポート、異業種とのコラ
ボ・お菓子の開発（掛け算の発想）
※販売士の勉強で言えば、「距離と時間の隔たりを打ち
破る！」ということ。
6）海外旅行はスリリング
トラベルもトラブルも語源は同じ！トラブルも旅の一部！
貴重な体験と思い慌てずに楽しんでいる。いろいろな経験
・交流を通じて世界が広がっていく貴重な財産となっている。
海外旅行ＬＯＶＥ！これからも行きたい！
-７-

平成30年九州販売士懇談会in福岡 懇親会
司会の小関副会長より第二部懇親会の開会の宣言の後、ご来賓の福岡商工会議所検定・
企業研修担当部長 江崎留美子様よりご挨拶と乾杯のご発声があり、懇親会が開始と
なった。
乾杯の後、いつも通り和気藹々とした懇談と会食が始まり、充実した情報交換や意見交
換がおこなわれた。懇親会では、基本は参加者全員にスピーチをお願いすることになっ
ておりますが、参加者多数のため今回は初参加や久し振りの参加の方に限定してのス
ピーチとなった。

※順不同。
長崎販売士協会
山口 由里子様
長崎販売士協会
小山 真結美様
長崎販売士協会
山口 克彦 様
鹿児島販売士協会 田畑 直文 様
大分支部長
溝部 敏勝 様
佐賀支部長
村口 隆志 様
福岡販売士協会
今井 武史 様
福岡販売士協会
石井 保彦 様
長崎販売士協会
冬木 繁雄 様
長崎販売士協会
吉岡 英春 様
福岡販売士協会
高柳 和弘 様
福岡販売士協会
箱森 哲則 様
以上、いつもながらそれぞれの地域、業界、経験、などが反映された、大変内容の濃
いまたユニークなスピーチがなされた。懇親会の後半は、ビンゴゲームが長沼理事、中
島理事の進行にて行われ、大いに盛り上がる中、用意された10本のワインがビンゴを宣
言した方々に贈呈された。宴たけなわの中、中締めの時間となり、締めの挨拶が岡野副
会長よりなされ、最後は出席された皆さんの健康と活躍を祈念し、
一本締めでお開きとなった。
この後、中島理事の案内で希望者は二次会会場の、居酒屋「竹乃
屋祇園店」へ移動することとなった。
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（副会長

小関芳紀

記）

この一年を振り返って
会長

一級販売士 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１７周年になります。
当協会活動の特色は、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。
今年度はこれまでで最も充実した活動を展開できました。
トピックスの第１点目は鹿児島支部が平成３０年４月に鹿児島
販売士協会として独立したことです。
平成３０年６月２３日に鹿児島市勤労者交流センターで設立
総会が開催され栗川が出席しました。
第２点目は隔年開催の「九州販売士懇談会in福岡」を福岡商工会議所で開催いたしま
した。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含む６名、鹿児島販売
士協会宮内会長を含む２名、福岡商工会議所江崎部長、福岡販売士協会より２１名の合
計３１名に参加いただきました。
第３点目はこれまでで初めての「販売士３級講師養成講座研修会」を福岡商工会議所
で年２回開催し、合計１９名のご参加がありました。
具体的には下記のように全体会合を事業計画通りに実施できました。
平成３０年４月１４日（土）福岡商工会議所で平成３０年度年次総会（２９名参加）、
５月１２日（土）福岡商工会議所で第１回３級講師養成講座（１０名参加）、６月２日
（土）「春季流通施設見学会・ROPPONMATSU421」（１６名参加）、７月２１日（土）福
岡商工会議所で「夏季研修会」（２０名参加）、８月２５日（土）「夏の納涼家族ビア
パーティ・アサヒビール園博多」（１１名参加）、１０月１３日（土）福岡商工会議所
で「第２回３級講師養成講座」（９名参加）、１１月１０日（土）福岡商工会議所で
「九州販売士懇談会」（３１名参加）、平成３１年１月１９日（土）福岡商工会議所で
「新春懇談会」（２０名参加）を開催してきました。
会報は第５０号(２６ページ建）５月１４日、第５１号(２４ページ建）９月５日に発
行しました。ホームページも頻繁に更新して最新の協会行事情報を掲載してきました。
また、フェイスブック交流の活発化に力をいれてきました。
さて、４月１３日（土）には「平成３１年度年次総会」を福岡商工会議所で開催しま
す。みなさんご予定をお願いします。
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２０１９年
日
場
参

次

新春懇談会

時 ：
所 ：
加 ：

平成３１年１月１９日（土）14:00～17:30
福岡商工会議所 Ｂ１－a会議室
２０名
栗川久明、小関芳紀、岡野卓也、廣瀬紀子、岡野利哉、長沼玲子、植田徹、
森山正夫、福生和彦、冬木繁雄、諸藤雅之、小野村聡太郎、蒲池彰、
村口隆志、今井武史、山路博之、戸田俊彦、田中智章、廣瀬兼明、横山修二
第 ：14：00 開会
司会 蒲池理事
挨拶・乾杯 栗川会長
懇談
スピーチ（前半） 出席者
ビンゴゲーム
スピーチ（後半） 出席者
締めの挨拶
小関副会長
17:30 閉会 司会 蒲池理事

平成３１年１月１９日、平成
最後となる福岡販売士協会新春
懇談会が開催されました。
１８回目となるこの会は、継続
して出席している方々において
は年の始まりの行事として定着
して新年の挨拶の場、そして今回はちょっと久しぶりの方や新規の参加の方と新たな交
流の場となりました。司会は蒲池理事に初めて務めていただき、ほのぼのとスタートい
たしました。次に栗川会長の挨拶及び、乾杯の発声。以下挨拶内容を紹介させていただ
きます。
「この新春懇談会の第１回目は協会設立前の名刺交換会でしたので、今回で第18回目
になります。協会活動の今年度のトピックスを４点あげてみたいと思います。
１点目は、協会設立以来最も充実した活動が展開できたことです。特に全体行事への
参加者が１４６名になり、また、新規入会会員が８名になったことです。
２点目は、鹿児島支部が鹿児島販売士協会として４月に独立しました。６月２３日の
鹿児島販売士協会設立総会に出席して祝辞を述べてきました。
３点目は、販売士３級講師養成講座を５月と１０月の2回開催し１９名にご参加いた
だきました。
４点目は、隔年開催の九州販売士懇談会を長崎・鹿児島・福岡販売士協会共催、日本
福岡販売士協会後援で福岡商工会議所にて開催し、３１名にご参加いただきました。
さて、今後の協会活動へのお願いをさせていただきます。
１点目は２月に会報第５２号を発行いたします。原稿は題名自由、1,000～1,500文字
位で１月末までにお送りください。
２点目は平成31年度年次総会を４月１３日（土）に福岡商工会議所で行います。ご予
定をお願いします。
個人的には、昨年11月に金婚式をむかえ、12月には77歳で喜寿をむかえることができ
ました。今年は妻の介護の合間の自分の時間を有効活用して、これまでできなかったこ
とに取り組みたいと考えています。
今年も協会のお世話をしっかり頑張っていきたいと思います。」
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しばらく懇談の後、全員のスピーチとなりますが、新春懇談会においては恒例で今年
の抱負を中心に話していただいております。今回はお話いただくのと合わせて紙に書いて
提出いただきましたので、そちらをご紹介させていただきます。有言実行、そして紙に書
くことで来年また振り返りにもなるのではないでしょうか。（敬称略にて失礼します）
栗川久明：昨年11月に金婚式を迎え、12月には77歳で喜寿を迎える事が出来ました。今
年は妻の介護の合間の時間を活用して、これまでできなかった事に取り組みたいと考えて
います。今年も協会のお世話をしっかり頑張ってやっていきます。
蒲池彰：日本一長い階段、熊本の3333段を登ろうと思います。体づくりから始めます。
仕事も、食品衛生法の改正、消費税アップもありますので頑張ります。
山路博之：まずは元気な体でいる事。そしてライフワークの世界遺産大紀行を継続する
こと。そしてその紀行記をアマゾンから出版すること。
福生和彦：別途寄稿させていただきましたので、そちらをご覧ください
廣瀬兼明：各方面での繋がりを大事に頑張ります
諸藤雅之：ITコーディネータの仲間と法人（一般社団法人）を設立の準備をしています。
中小企業のIT化の支援を行うのが目的です。事業活動が軌道に乗るように頑張ります。

横山修二：昨年７月から水泳を習い始めた。クロールと平泳ぎをマスターしたい。最終
的には毎日1000メートル泳げるようになりたい。
森山正夫：新年早々恐縮ですが、正月は冥土の旅の一里塚等と云いますが、これからは
健康寿命を延ばしていきたいと考えております。会員皆様のご健康を祈願しております。
廣瀬紀子：健康第一（ながら体操などで常に健康意識）。季節に合わせて和菓子を作る
（季節の行事を楽しみながら）第一弾で新春のお菓子を持参しましたのでご賞味ください。
-１１-

今井武史：中小企業診断士合格！
長沼玲子：今年の目標は俳句に挑戦すること。錆びついた感性を磨いて少しでも若々
しくあるように努めたいと思います。
岡野卓也：今年は１日８０００歩。流通施設見学会の成功、参加者１８名を募る。
小野村聡太郎：子供と親（本人）、一緒に学習目標を設定し実行すること。
植田徹：ビル管理業界に再就職し２年目を迎えました。各種の資格が生きる業界なの
で、チャレンジしてこれまでに２つの資格を取得できました。今年は「電験三種」と呼
ばれる電気主任取扱者の資格にチャレンジしたいです。合格率８％程度ですがまずは一
発合格を目標に頑張ります。
村口隆志：１.私的時間を大切にする １.やりたい事をやる。行きたい所に行く
１.身の回りの整理をする。
戸田俊彦：月５冊 年６０冊 単行本を読破する。不要になった蔵書の整理処分。
小関芳紀：(1)福岡販売士協会の行事の参加人数をより増やし、会を盛り上げる！
(2)現在の勤務先（医師会事務局）で業績を安定化させ、地域の医療介護、福祉、保健体
制の向上に貢献する。(3)ゴルフで安定的に90台を維持する。
田中智章：様々なことにチャレンジする。
冬木繁雄：福岡販売士協会と長崎販売協会の合同イベント（佐賀）を成功させたい。
行政書士の実務の勉強をしたい。福岡販売士協会の行事に出来るだけ参加したい。
岡野利哉：今年はさらに行動の幅を広げ、北へ南へ足を運びたいです。多くの人との
出逢いとその縁を大切にしていきたいです。

諸先輩方の抱負やスピーチを聞いていますと、キーワードは、出逢い・繋がりという
ものの大切さ、そして何事も健康に留意することで事を成していきたいという事である
ように思います。福岡販売士協会の皆様にとって今年も良き年となりますよう祈念いた
します。
続きましてビンゴゲーム。今年初の運試し、当たらなかった方は「ここで運を使い果
たしては・・」と負けずに運の先送りの時間となり賑やかに過ごしました。
最後は、小関副会長による恒例となりました博多一本締めにて閉会となりました。
（廣瀬紀子 記）
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第２回

販売士３級講師養成講座を開催！！
平成30年10月13日（土）13:00～17:00に福岡商工会議所
302会議室で第2回販売士3級講師養成講座を開催しました。
当協会では近年販売士1級・2級を目指す方の支援として
会員向け「1・2級販売士通信講座」「販売士3級講師養成
通信講座」を開講してきました。
本年度は3級販売士養成講座の講師育成を目指していき
ます。そのために販売士3級講師養成講座Ⅰを5月12日(土）
に福岡商工会議所で開催いたしました。

今回、販売士3級講師養成講座Ⅱを福岡商工会議所で開催いたしました。

本年度新規加入の石井保彦さん、三好保光さんを含む６名の受講がありました。
最初に栗川久明会長より講師養成講座開講の辞がありました。（下記参照）
１時限目は冬木繁雄理事より豊富な社会人対象販売士養成講座の講師経験にもとづく
講話を50分していただきました。２時限目は岡野利哉理事より長年の商業高校での販
売士養成講座の講師経験にもとづく講話を50分していただきました。３時限目は受講
者による模擬授業で蒲池彰理事より「マーチャンダイジング」について、スーパーマ
ーケットでの仕入れ・店長経験を織り交ぜた講話を50分していただきました。４時
限目は大串雅一理事より「ストアオペレーション」について、メーカー店長・営業責
任者として新入社員教育経験にもとづく模擬授業を50分していただきました。
終了後は希望者８名で「竹乃屋 祇園店」で反省会を行いました。今回は2回目でもあ
り非常に内容の濃い研修会になりました。
【栗川会長開講の辞】
第1回販売士3級講師養成講座は5月12日（土）10名参加し、講師
は高田暢夫顧問と栗川が担当しました。今回は冬木繁雄理事と岡野
利哉理事に講師をお願いしています。
この講座では社会人対象の3級販売士養成講座講師を前提にして
います。通常5日間で5科目を教えます。そのために1科目1日で完全
に教える工夫が必要です。過去問で出題されている箇所、キーワー
ド、キーセンテンス（定義等）を重点に教えると良いと思います。
3級販売士養成講座講師の評価は受講者の合格率で決まります。
合格率をあげるためにはテキストの選定、補助教材の準備、授業
の進め方等工夫が必要です。テキストの説明だけでは、検定試験
で点数を取れませんので、できるだけ問題演習の時間を取るか、ま
たは宿題を出すようにしてください。間違った問題は復習をしないと同じ誤りをくりかえしますので、
必ずテキストで確認し理解するよう指導してください。
養成講座は時間が限られていますから、合格するためには自宅での学習が必須です。検定試験に合格
するかどうかは、本人の合格をしたいという気持の強さで決まります。このため受講者の意欲づけが大
切です。（栗川会長記）
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平成３０年度

役員会議

実施報告

平成３０年度第７回役員会議 （拡大役員会議＆忘年会）
日 時 ： 平成３０年１２月１９日（水）19:00～21:00
場 所 ： 博多炉ばた 野が海
参 加 ： １１名（役員９名＋オブザーバー２名）
栗川久明、岡野卓也、岡野利哉、蒲池彰、長沼玲子、中島良一、森山正夫、
横山修二、福生和彦、石井保彦、今井武史
内 容 ：
会員状況、会費納入状況、新春懇談会スケジュール、来期事業計画（案）等について
当協会では、奇数月の第3水曜日19時から役員会議を開催しています。
毎年12月の役員会議だけは、監事、顧問を含む「拡大役員会議＆忘年会」を開催して
います。
今年は12月19日（水）博多炉ばた 野が海で11名参加して開催しました。オブザーバ
ーとして今年度新入会員の石井保彦さん、今井武史さんにも加わっていただきました。
本年度の活動を振り返るとともに、来年度の展望についておおいに語り合いました。
新年1月19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月に会報第52号を発行します。1月31日までに寄稿をお願いします。平成31年
度年次総会」は4月13日（土）14時から福岡商工会議所で開催いたします。
ご予定をお願いいたします。
（栗川会長記）

平成３０年度第６回役員会議
日 時 ： 平成３０年１１月２１日（水）19:00～20:00
場 所 ： 麻生情報ビジネス専門学校1号館166教室
参 加 ： ６名
栗川久明、岡野卓也、毛利裕之、岡野利哉、中島良一、蒲池彰
内 容 ：
会員状況、会計報告、会務報告
新春懇談会(1/19)
来年度の活動計画案の検討
会報第52号(2月)への寄稿について、
次回役員会議(12/19)は拡大役員会議
兼忘年会

-１４-

会員紹介
販売士1級・登録講師

水澤 孝一

私が販売士という資格を知ったのは最初に勤務した衣料品の専門店
でした。ある部門の責任者が販売士1級を取得していましたが、現場で
働いている私は、日々数字に終われ特に気にしておりませんでした。
その後、転職し沖縄の百貨店で働いていた時に当時の常務が販売士
1級の資格を持ち、社内で販売士1級の資格取得スクーリングをやると
いう話が1995年に出て、数名が参加しました。
私は1年目に6科目、2年目に3科目合格し子供服で課長をしていた36歳の時に販売士1
級の資格を保有しましたが、特に業務に活用したわけでもありませんでした。それで
も、当時地元の新聞で様々な資格保有者の紹介があり、大きく取り上げられたことも
ありまして社内でも販売士1級の資格を取ろうと盛り上がりましたが、しばらくして常
務が関連会社の社長になり社内スクーリングも無くなり、忘れられた存在になりまし
た。
その後、百貨店の売上も厳しくなって来た時に従業員の教育が問い直され、営業か
ら人事に配属され「社員教育を強化して人材育成をしてくれ」という命名を受けまし
て細々と行っていた販売士スクリーングを登録講師の資格を取らせてもらい担当する
ことになったのですが、その時、まさに驚愕でした。
これまで売場の管理者として勘と経験だけでやってきた業務も多かったのですが、
販売士3級のテキストに明確に記載されているではありませんか。
販売員には販売士3級、管理者には販売士2級をマスターしてもらうことによって業
務の幅が広がるではありませんか、私自身も、もっと前に販売士3級を勉強していたら
と後悔しました。
そのようなこともあり、社員登用制度を策定した際にはパート社員から準社員への
登用には販売士3級、準社員から正社員登用には販売士2級程度の知識があること。新
卒者には入社後に販売士3級の取得を義務付け、係長になるには販売士2級程度の知識
取得を条件に社内スクリーングを充実させた結果、若手社員はほとんど販売士2級まで
取得するようになりました。
また、在職中に求職者の支援事業として販売士2級取得講座として専門学校で180時
間程度の講義をすることを認めてもらいました。
退職後には社労士業務と並行して那覇商工会議所で販売士3級受験対策講座を開催し
たり、小売業での販売士受験対策講座の開催等様々な関わり合いを持ちながら、現在
は社労士として契約している顧問先で2級・3級の社内スクーリングを開催したり、売
場づくりのお手伝いや小売業としての人材育成にかかわっております。
更に、2019年2月から販売士2級・3級の資格更新講座を受け持つことになり、販売士
の資格を取得している皆様に小売業での30年間の経験を踏まえて少しでもお役に立て
たらと考えております。これからも社労士としての労務相談業務と販売士資格を活か
した流通業のアドバイザーの2本柱で取り組んでいきたいと考えております。
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新会員紹介
販売士1級 三好 保光
はじめまして。7月に入会させて頂きました三好と申します。
今後ともよろしくお願い申し上げます。私は、2018年度の販売士試験
で1級取得致しました。私の職業は、食品メーカー営業職で販売士とい
う資格は、小売店の販売員が取得する資格・・・という印象が強く興味
はありませんでした。
しかし書店で3級教材を閲覧する機会があり、内容を確認すると食品
メーカー営業員にも必要な情報が記載されており、比較的勉強しやすい
内容でしたので「資格にチャレンジしよう!!」と決心し開始致しました。
3級テキストの内容は仕事に直結する内容でしたので面白くなり、勉強もはかどり、
2016年2月に3級、2016年7月に2級取得へと一気に取得致しました。それなら、1級も受
けようと本屋に行きましたがテキストがなく問題集しかない状況。問題集も少なく今迄
の3・2級と違い記述があり内容も格段にレベルが高く、「これは、相当な覚悟で勉強し
なければ無理だな・・」と断念しようかと迷いましたが、販売士の科目が小売業の類型
からマーケティング・オペレーション・法務・人事・経営・計数管理・マネジメントな
ど広範囲に至っているため総合的な力が身につく・・・せっかく2級までチャレンジし
たのだから1級も取得してみよう!!と決意する事が出来ました。
しかし、1級の内容は2級と比較にならず覚える範囲も多くまた深部に至る理解度を要
求されるため覚えにくい。そして論文式記述が得点の半分を占めているため必ず習得し
なければ合格できない・・・というプレッシャーで途中、何回か挫折しかかりましたが、
とにかく毎日行い、覚えようとせずに繰り返しやる事で記憶に残るくらいまでやろ
う！！と割り切り過去問9年間分を10回転行ないました。すると、不思議に頭に定着し
ていくのが実感でき、出題される傾向や同様な問題が繰り返し出題されている事にも気
づき、やり遂げる自信がついてきました。覚えるというより記憶に残るところまで来る
と、マーク対策も記述対策に活用できる事が実感でき、更に相乗効果を生み効率化出来
ました。
そして、2級合格から1年半後に待望の1級一発合格を果たす事が出来ました。試験後
は95％の確率で不合格を確信していました。点数結果は350点合格ラインの352点でギリ
ギリ合格!! 3点の問題をあと1問間違えていれば不合格。このときの喜びは今までの大
学受験や資格試験の合格のどれよりも大きく、跳ね上がって喜んだ事を覚えています。
勝因は繰り返し勉強の中で記述式問題がある程度、筋道立てて記入できるレベルになれ
た事に尽きると思っています。仕事をしながら時間確保が難しく、勉強の空白時間もあ
りましたが継続して勉強し販売士1級のような難関資格を獲得できた事は私自身大きな
自信となりました。
このような思いから、このたび販売士協会の入会案内をみて「これも何かのご縁であ
り引き続き販売士という世界で自分自身の可能性を伸ばして行きたい」という思いで入
会させて頂きました。この資格は実際に勉強してみると、販売員もさることながら食品
メーカー、流通業、外食業界関係者でも十分に通用する知識を習得でき、3級の基本か
ら着実に行なえば、5科目のオールラウンドの知識も習得できるため非常に価値ある資
格であると痛感しております。この販売士をもっと世の中に波及すれば、この資格を必
要としている人がたくさんいるとも思っています。
最後に、福岡販売士協会の発展と「販売士」のステータス向上に向けて、やれる事か
ら少しずつ行なっていこうと思っております。今後とも何卒よろしくお願い申し上げま
す。
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商品回転率を考えてみた
販売士1級 蒲池彰
新春になると千葉県佐倉市の喫茶店に行った時のことを思い出します。
食事をしようと入ってみるとおばあさんが、タケノコがトッピングされた
カレーを食べている。おいしそうだなと思ったが量が少ない。でも頼んで
みるとまずまずのボリュームがありおいしかった。
そこへ息子がやってきて同じものを頼んだ。今度はもっと量が多い。
初めて入ったお店にもかかわらずマスターが私たちを見て分量を変えて
いたのだ。心配りにプチ感動しました。小売の最前線にいるので見習い
たいと思った出来事でした。
話は変わって商品回転率を考えてみた。
特に理由はないが、３級ハンドブックを開いて目についた。ハンドブックには「一定期
間に仕入れた商品が何回転したかを示す。年間売上を平均在庫高で割って算出する。」と
ある。単位は回転数である。それなら、商品回転数と言えば、いいのではないかと思いま
した。そういえば、損益分岐点も損も利益も出ない売上である。損益分岐売上とは言わな
い。
商品回転率の話に戻ると平均在庫高で売上を割る意味がよくわからない。在庫高とは仕
入れてまだ、売れていない商品のことだからだ。そこで商品回転日数ということを考えて
みた。在庫高が何日で売れてしまうかということである。例えば、商品回転日数が１カ月
であれば、１カ月で在庫の中身が入れ替わってしまう計算になる。つまり、１カ月で１回
転ということになる。１年で１２回転ということになる。商品回転率の意味が分かってき
た。でも、商品回転日数という言葉はハンドブックに見当たらないようだ。
ユーキャンも参考書を見てみると商品回転日数は「365日÷商品回転率」と書いてある。
また、一見しただけでは何のことかわからない。「在庫高÷１日当たりの売上」としたほ
うがわかりやすいのではと思いました。
ところで、実務で商品回転率を使った覚えがほとんどない。売上目標、在庫目標はあっ
たので、当然、商品回転率は計算できるが、目標として使ったことがない。私だけかもし
れないけど、商品回転率を１２回転から１３回転にしましょうというより、商品回転日数
を３０日から２５日にしようと言ったほうがピンとくるような気がする。
ここで回転差資金という言葉を思い出した。渥美俊一先生の本に書いてあったと思う。
大雑把にいうと支払いまでの日数と商品が売上になるまでの日数の差である。商品の代金
の支払いが月末締めの１５日払いとすると平均で支払いまでの日数は３０日である。
食品スーパーの場合、商品回転日数は１５日程度であると思う。つまり、その差の１５
日分の売上は浮いていて資金として使える（計算はもっと複雑）。この回転差資金が出店
の資金になったそうだ。
このことを考えると食品スーパーは商品回転が速いのでつぶれにくい構造で商品回転が
遅い業種は支払いサイトを長くしないと資金繰りが難しいと言えると思う。
お正月にこんなことを考えてみました。的外れかもしれません。今年はこんなことを考え
て頭のトレーニングをしようと思います。よろしくお願いします。
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八十歳(傘寿）を迎えて
１級販売士 福生

和彦

昨年、８月２８日に８０歳を迎えたが、周囲の高齢者の友人や親類が亡く
なって行く中で、いよいよ自分にも死期が迫って来るのが実感として現実
味を帯びて来た。毎日これと云ってやる事もなくこのまま死んで行くのかと
思うと寂しくなる。
始まりがあれば終わりも来る。人間は必ず死ぬと思うとこれ迄の人生は一
体何だったのだろう？又、金婚を迎えて家内が呟いた「この５０年は何だったのかしら・・・」が実
感を伴ってくる。人生や生死に関して色んな考え方見方があるが、どうせ死ぬのだから何をやっ
ても意味がないと言うと身も蓋も無くなる。そこで一つのけじめとして、これ迄の人生を反省し自戒
と希望を込めて現在考えている事を以下に述べたい。
統計調査によれば、２０１８年時点で、満年齢８０歳の平均余命は男８．９５年、女１１．８４年と
なっており、戸惑ってしまった。何事も起きなければ小生は８９歳近くまで生存することになる。さ
て問題はこれからの９年間である。人間は生まれたからには万難を排して生きて行かねばならぬ。
その為には努力が必要である。それ故、これ迄の生き方に自己満足するだけでなく、今後の９年
間の生き方を真剣に考えねばならぬ。
暫し、ここで考える。精一杯働いている青壮年時代は生きることに肯定的で人生を謳歌しようと
試みたが、７０歳で職を勇退した後は時間を持て余し毎日がテレビ漬けとなったり、スポーツジム
に往ったり、ゴルフをやったり、映画館に通ったり、旅行したり、形だけとも思えるボランティア活動
に参加したりして時間を潰すだけの生活で、毎日を生きることに無頓着な状態でここ１０年を過し
てきたのではないかと。
これ迄の８０年の人生を振り返って見れば好奇心に燃え地球を縦に北極から南極、横に東から
西へと世界中を廻ったり、仕事も諸々の失敗もあったがそれ相応に恙無くこなしたようだし、家族
もそれなりに養って来た。７０歳半ばの俗にいう後期高齢者になって今迄の人生って一体何だっ
たろう、どうせ死ぬんだから今更何をやってもしょうがないと若干捨て鉢な気持ちになっていた。
しかし、この様に考えては天から授かった９年の余命に申し訳なく次の様な事を考え実行すること
にした。
生かされている以上（１）残念ながら腰痛悪化のため大好きだったゴルフは断腸の思いで止め
ることにしたが、ゴルフ体力作りを目的に１０年間通っているスポーツジムは継続し健康維持に務
める（２）どうせ死ぬんだからと６５歳の前期高齢者になった時点で座右の銘とした「治療もほどほ
どに死ぬまで生きよう泰然と」を守り延命的な医療は極力避ける（３）過去を振り返りがちだった気
持ちを改め、常に明日を意識し前向きな気持ちを保つ（４）平均余命１４年と小生より長生きする
であろう７８歳の家内が余命以上に長生き出来るように、今迄これと云って何もしてこなかった炊
事、洗濯、掃除、買い物、庭の草刈等の家事関係を出来るだけ手伝う。（５）生きることを再確認
するために唯一の趣味である映画鑑賞と歴史関係を中心とした読書の習慣を維持する（６）毎年
３００通近く出していた年賀状は本年を以て終了としたが、これを機会に友人等の人間関係を出
来るだけ縮小し迷惑を掛けないようにする（７）老年に入るまでは過去を捨てるようでなかなか踏
み切れなかった思い出の品々を整理捨象して行く。
人間はかならず死を迎えるわけだから俗にいわれている断捨離を本気で日々実践することに
尽きる。世間からどう思われようと気にせず、世間、所謂近隣の関係者、旧職場の関係者、友人、
親類、家族等々にこれ以上迷惑を掛けぬようにして自然体で死ぬまで生きれば良いのである。
最後に、何故にこの様な拙文を投稿したかと云えば、恥ずかしながら自分を曝け出すことにより
自分自身を追い詰め、残りの人生を全うしたいと考えたからです。悪しからずご了承下さい。
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或る高齢者の死生観について
１級販売士 山路

博之

平成31年の新年を迎え、平成最後の年となり4月末まで残り少な
い平成時代の日々をカウントダウンする時期となった。
新しい年号（元号）は何になるのか気になる所であるが、私はこ
れまで、昭和、平成、そして、新しい時代を迎え、3つの時代に渡り
三四半世紀生きていると思うと、長い人生のように見えるが、私の
感覚ではまたたく間に時間が過ぎ去り、もう、人生の最終コーナー
に来ているのかと言う感じだ。人間の命は長いようで、人生は意外
に短いなと思う。
私はパスポート上では後期高齢者にあたる年齢であるが、70歳以上は年を数えるのは
止めて、70歳から逆に折り返して64歳だと思っている。そうすることで自分はまだまだ
若く、これからますます若返っていくと思っている。そんな精神年齢の状態でないと、
私が現在ライフワークとして営々と7年間毎年行ってきた世界6大陸、世界遺産大紀行を
今後も続けることはできないと思っている。
人間は老いも若きも、誰しも同じ1年の時間を平等に過ごしている。しかし私が若い時
経験していた1年と、現在感じる1年はその過ぎ去るスピードが違い、高齢者である現在
は、あっという間に1年が早く過ぎるのを感じる。同じ1年なのに何故なのか？と考える
と、幾つかの思い当たる点がある。その最大のポイントは現在の私は、人生の残された
時間が少なくなり、後いつまで生きられるのか気にし始めた事にある。人間は誰も平等
に有無を言わさず死をいつかは迎える。ただそれが早いか、遅くなるかだけである。日
本人の平均寿命は男性が80.75歳、女性が86.99歳で、その年齢を考えると、私の持ち時
間はあまりない。そのため1分1秒も無駄にしたくない、有意義に過ごしたいと思いなが
ら毎日を過ごしている。
私は100歳まで、元気に生きたいと希望しているが、神様はそれを実現してくれるかど
うかわからない。しかし私はPPK（ピンピンコロリの略・健やかに長寿を全うすること。
また、それを目的に、高齢者に向けて、健康増進や体力づくりなどを啓発する運動のこ
と。ピンピンと健康に生きてコロリと死ぬことから）だけはどうしても実現したいと
思っている。それは家族や親戚の人達に迷惑をかけたくないからである。
その為に長生きする為に良い事は何でも試みている。例えば、有酸素運動（毎日の
ウォーキング）、腹式呼吸（正心調息法・60兆個の細胞群が酸素の力で蘇り、いっせい
に息を吹き返す）、アルカリイオン水（アルカリイオン水は、特に慢性の下痢や消化不
良など消化器官の不調に効果があり、女性を悩ませる便秘を改善する効果が高いことで
注目されている。ほかにも、細胞に水分が吸収されやすくなり、脂肪がたまりにくくな
る、高血圧や老化を防ぐなど、美容と健康によいさまざまな効果が期待されている）を
飲み、アマニ油の効能であるコレステロール値、血圧抑制による生活習慣病の予防を信
じて毎日利用している。何でもそうであるが、長期間継続しないと効果が低い。私の現
在の健康状態は、若い時からの継続であって、歳を取って急に始めても余り効果が無い
と思っている。継続は力である。
今年2019年1月の「NHKTV番組・ためしてガッテン」寿命を決める数値「安静時心拍
数」の改善方法について興味があり紹介したい。安静時心拍数が寿命を示す・結論から
言うと、安静時の心拍数は低いほうが良い。安静時心拍数が寿命に影響する理由・安静
時の脈拍が上がると、突然死のリスクが高まるという研究があるそうです。安静時の脈
拍・心拍数が61/分を基準とした場合の突然死リスクを1.0とすると心拍数70を越えると
急激にリスクが上がり、脈拍74以上では（脈拍61の人より）2.61倍の突然死リスクあり。
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安静時も脈拍数が高い人というのは血中のアドレナリン濃度が常に高くなっているた
め、これが寿命に影響を与えるというのです。さらに脈拍が高いというのは、動脈硬化
や心筋梗塞へのリスクもあるとのことですが、炎症物質の分泌を促して感染症やガンの
原因になる可能性も考えられている。
アドレナリンを不用意に出してしまうものリスト… 、タバコ・酒・ストレス・運動
不足・睡眠不足・疲労といったものが挙げられるそうなのですが、なかでも一番悪いの
はストレス（最もアドレナリンが出てしまう要因となるので要注意！）だそうです。あ
とはやっぱり良質な睡眠はとても大事だそうです。寝ている間はアドレナリンが一番低
いため。安静時心拍数の計り方・起床時（安静時）の脈拍が寿命を左右する？朝起きて
一時間以内（体が活発になる前）トイレに行った後（トイレをガマンするとアドレナリ
ンが出てしまうため）朝食をとる前に（食事をすると消化のために心拍が変わるため）
姿勢よく座って2～3分落ち着いてから、手を心臓の高さにして計るこれで一分間の脈拍
数を計ります。脈拍数が常に高いと血液の流れは常時速くなりますから、それだけ壁が
分厚くなり血管が詰まる⇒「動脈硬化による突然死＝心筋梗塞や脳卒中」が起きやすく
なるのです。さらに脈拍数が高い状態が続くと、心臓から「炎症物質」が全身に出続け、
体の至る所で炎症を起こして悪さをします。
改善方法
【対策１】脈拍ダウンのスゴ技「寝るだけ脈落とし」紹介！
最後に脈拍数を簡単に下げる方法が紹介されました。それはスウェーデン国立カロリ
ンスカ研究所（マリア・ヴァールストルム先生）で開発された技「メディ・ヨガ（医療
ヨガ）」です。寝る前に、寝転がって行います。目をつぶり、お腹に手を当てる、鼻か
らゆっくり息をすう（お腹⇒胸⇒肩にまで息が貯まるような感覚でいっぱいためる）、1
秒程度息を止める、口をすぼめて息をゆっくり吐いて出し切る。
これを毎日10分程度行ってみると、リラックス効果で安静時の脈拍が下がるそうです。
【対策２】お風呂に浸かって脈落とし！
さらにお風呂につかることでも脈が落ちるそうです。毎日10分間、湯船に肩までしっ
かりつかると安静時の脈拍数が一月で9程度下がるとのこと。温度は38～41度の少しぬる
めのお湯がオススメ！
人間は誰しも長生きするために色々試みるが、いずれにせよいつかは必ず死ぬ。だか
らこそ、どう生きるべきか？が人生の永遠のテーマである。私は、若い時は自分の人生
を豊かにするために人生観（人間ひとりひとりが、自分自身の人生や人間全般の人生に
ついて抱く諸観念のこと。人生の見方。人生についての理解・態度）について考えてい
たが、高齢の現在は死生観（生きることと死ぬことについて、判断や行為の基盤となる
考え方。生と死に対する見方。）を考えている。自分が現在様々な事をおこなっている
のは、人生を豊かにそして充実させ、自分の人生に満足するためである。それはすなわ
ち人生を全うして終わる時に、自分の人生に悔いを残さず、思い残す事が無いように死
にたいからである。私の願いは、死の床で「自分はやりたいことはやったのでわが人生
に悔いなし」と言って往生したい。それは則ち価値ある人生を充分生ききった、自分の
人生は素晴らしかったと思ってあの世に行きたいからである。
そして悔いを残さず死ぬために、現在高齢者の私が一番やりたいことをライフワーク
として一生懸命実行している自分がいる。それは自分が人間として生きてきたこの地球
を全てこの目で見て、その素晴らしさを実感する事。その為に世界6大陸の世界遺産大紀
行を続けている。私にとって、この歳でライフワークがあり、実行している事は幸せな
事であると思うし、人間は何の為に生きているのかの解答の一つを見つけている。
-２０-

そして、その先に、私がこの世に生きた証として、後世に何かを残したい欲望があり、
私は電子書籍を使って、私の旅の記録を出版している。
題して「世界6大陸世界遺産シリーズ・ニッポンの元気シニア世界遺産大紀行」である。
これは私の履歴書であり、遺言でもある。私のライフワークの世界遺産大紀行は今後も
続く。今年も北アフリカ・南欧を3か月間旅にでかけるが、これで私の最終目的である世
界６大陸の世界遺産訪問を達成する。これからも元気な内は好きなことを好きなだけ気
ままに毎年続けたいと思う。そしていつか肉体は死んでも魂は、宇宙の旅をすることを
念じている。
現在の私の心は、正に青春の真っただ中にある。青春とはサムエル・ウルマンの「青
春の詩」にあるように、年を重ねただけで人は老いない。理想を失うとき、はじめて老
いる。私の現在の理想は、人生の目的＝世界遺産大紀行のライフワークを実行・継続す
る事であって、それをしている限り、青春を失うことはない。その大紀行のライフワー
クが終えても、現在世界13カ国でアマゾンから出版している日本語版の電子書籍をいつ
か英語版で出版し、世界中の人達に読んでもらうことが、私の次のライフワークである。
そして、いつか一生を終える時が来るだろう。その時私は一言でいえば「立派に生き
てきたので、立派に死ぬであろう」と思いたい。これが自分の死生観だと思っている。
最後に青春の詩を皆さんに捧げる。

青

春
原作

サムエル・ウルマン

岡田義夫

訳

青春とは人生の或る期間を言うのではなく心の様相を言うのだ。
優れた創造力、逞しき意志、炎ゆる情熱、怯懦を却ける勇猛心、
安易を振り捨てる冒険心、こう言う様相を青春と言うのだ。
年を重ねただけで人は老いない。理想を失う時に初めて老いがくる。
歳月は皮膚のしわを増すが、情熱を失う時に精神はしぼむ。
苦悶や、狐疑や、不安、恐怖、失望、こう言うものこそ恰も長年
月の如く人を老いさせ、精気ある魂をも芥に帰せしめてしまう。
年は七十であろうと、十六であろうと、その胸中に抱き得るものは何か。
曰く驚異への愛慕心、空にきらめく星辰、その輝きにも似たる
事物や思想に対する欽仰、事に処する剛毅な挑戦、小児の如く
求めて止まぬ探求心、人生への歓喜と興味。
人は信念と共に若く
人は自信と共に若く
希望ある限り若く

疑惑と共に老ゆる。
失望と共に老ゆる。
失望と共に老い朽ちる。

大地より、神より、人より、美と喜悦、勇気と壮大、そして
偉力の霊感を受ける限り人の若さは失われない。
これらの霊感が絶え、悲嘆の白雪が人の心の奥までも蔽いつくし、
皮肉の厚氷がこれを固くとざすに至れば、この時にこそ
人は全くに老いて神の憐れみを乞うる他はなくなる。
完
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－九州

販売

最前線－

(第４回）続

販売額にフォーカス！！

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！！！

コンビニエンスストア販売額の推移 【九州】
単位：億円

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 1,400
1月
770
847
1,005
1,030
1,200
2月
705
795
920
948
3月
813
879
1,045
1,088 1,000
4月
781
865
1,024
1,055
5月
831
897
1,074
1,082 800
6月
800
874
1,035
1,078
7月
894
992
1,156
1,177 600
8月
903
994
1,152
1,176
400
9月
831
994
1,053
1,107
10月
860
1,039
1,080
1,080 200
11月
821
983
1,030
1,053
0
12月
923
1,072
1,125
9,932
11,231
12,699
11,874

平成27年

1月

2月

3月

平成28年

4月

5月

6月

平成29年

7月

8月

平成30年

9月 10月 11月 12月

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

単位：億円

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 2,000
平成27年
平成28年
平成29年
平成30年
1,342
1,290
1,293
1,291 1,800
1,171
1,130
1,094
1,102 1,600
1,354
1,270
1,256
1,266 1,400
1,258
1,141
1,194
1,196
1,200
1,311
1,214
1,236
1,210
1,244
1,178
1,189
1,210 1,000
1,378
1,409
1,401
1,371 800
1,286
1,249
1,255
1,263 600
1,158
1,128
1,155
1,150 400
1,252
1,242
1,245
1,259 200
1,260
1,278
1,311
1,294
0
1,722
1,717
1,725
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
15,736
15,245
15,354
13,612
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

平成３１年１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
(１０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。
１～１１月合計（１１月は速報値）でコンビニの百貨店＋スーパーの販売額対比
は、平成２７年は６４．２％、平成２８年は７５．０％、平成２９年は８４．９％、
平成３０年は８７．２％とコンビニの販売額が百貨店＋スーパーの売上額に対しほぼ
９割近くまで伸びてきています。前年対比ではコンビニは２．２％増。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、３５万人ともいわれる福岡の海外からの観光客のインバウン
ドの恩恵を受けているものと見られます。ちなみに中心街への出店が目立つドラッグ
ストアは、前年比４．１％の増加です。
平成３１年には、売上額の逆転が起こりそうな状況となっており、その動向を注視
しておく必要がありそうです。
（文責 KIMITAKA TERAZONO）
-２２-

データをみる！ 考えてみる！

行動してみる！

第４回 ３１期連続の躍進を続けるニトリ
前回のドン･キホーテの躍進に続き、今回はニトリを取り
上げてみたい。
売上高

第４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！！

営業利益／売上高営業利益率

ニトリといえばスキレット鍋
ニトリといえばスキレッ
ト鍋。ホームファニシング
事業の看板商品である。
ネットを中心に若い層の支
持を集め、他社では数千円
するスキレット鍋を５００
円以下で提供可能にした。
出典：株式会社ニトリホールディングス HPより

１００万個を超えるメガヒット商品なので、ご承知の方も多いのではないか。「商品
の価値にその商品を通じた豊かなライフスタイルを提供する」いわゆる、「お値段以上
ニトリ」である。
ご承知の通り、個人消費が低迷し、百貨店やＧＭＳなど不振を続け、閉店や縮小を続
ける中で、閉鎖店舗を引き継いで新規出店したり、売り場面積を拡大させる企業も目立
つ。前回紹介のドン・キホーテとニトリが積極的だ。すでに、九州地区は福岡県の２３
店舗を筆頭に沖縄まで含め６６店舗を展開している。昨年２０１８年２月期決算は、売
上高５，７２０億６，０００万円（前年同期比１１．５％増）、営業利益９３３億７，
８００万円（８．９％増）、経常利益９４８億６，０００万円（８．３％増）、当期利
益６４２億１，９００万円（７．０％増）であり、３１期連続の増収増益を実現してい
る。関東圏では、銀座プランタンをはじめ百貨店への出店も目立つ。
ニトリの戦略的な高い収益性の理由は、ＳＰＡ（製造小売業）と言われている。企画
から販売までをほぼ自社で手掛けることにより、余計な中間マージンを排除。さらに徹
底的なコスト管理をすることで高収益を実現している。コストリーダーシップ戦略と差
別化戦略により他社にまねのできない、コスト体質を作り上げている。
前回も述べたが、ブランドも同じで同時代の支持層をひきつれて成長期を迎え衰退し
ていく。衰退しかかったＧＭＳの再生劇。平成という時代を大きくリードした、ニトリ
の３１期連続の躍進の意味するところは示唆に満ちており、今後もその動きから目が離
せない。
（文責 KIMITAKA TERAZONO）
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福岡販売士協会・現況報告
□□□

お知らせ

□□□
平成３１年1月1日現在

◆平成31年年次総会
日 時：平成31年4月13日（土）13:00～17:00
場 所：福岡商工会議所 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
◆鹿児島販売士協会（平成30年4月）
会長 宮内 智明
🏣891-0101 鹿児島市五ケ別府町2700-3 宮内様方
TEL：099-275-3854
◆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

正会員
１級販売士
２・３級販売士
賛助会員
福岡
宮崎
大分
熊本
佐賀
沖縄

支
部
別
内
訳

83名（26名）
63名
18名
３社
62名（13名）
2名（１名）
9名(5名）
2名(2名）
４名(１名）
4名(４名）

※人数のカッコ内の数字は登録講師の数です
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：
副会長：
副会長：
副会長：

廣瀬
八尋
岡野
小関

紀子
晃仁
卓也
芳紀

（広
（研
（企
（総

報
修
画
務

担
担
担
担

当）
当）
当）
当）

理
理
理

事：
事：
事：

岡野
毛利
蒲池

利哉
裕之
彰

（研修委員長）
（研修副委員長）
（研修副委員長）

理
理

事：
事：

大串
冬木

雅一
繁雄

（企画委員長）
（企画副委員長）

理
理

事：
事：

西
寺園

珠子
公教

（広報委員長）
（広報副委員長）

理
理
理

事：
事：
事：

長沼
中島
植田

玲子
良一
徹

（総務委員長）
（会長補佐）
（総務副委員長）

監
監

事：
事：

森山
横山

正夫
修二

顧
顧
顧

問：
問：
問：

福生
渡辺
高田

和彦
芳雄
暢夫

福岡販売士協会
ＦＡＲＭＭＣ（ファーミック）
Fukuoka Association for Retail Management and Merchandise Coordinators
先日、ある講演で、「平成」スタートの際の小渕恵三さんの「宿命に生まれ、運命に挑み、使
命に燃える」という名言を、あらためて、うかがう機会がありました。
福岡再開発が進行中です。ご承知の通り、天神エリアの一部区画の高さ規制を１１５mまで
にするという、規制緩和の動きです。天神ビッグバンとも言われ、工事期間中のオフィスビル供
給が非常に厳しい状況になりつつあります。青果市場跡も２０２１年、「ららぽーと」等を中心と
した商業施設が開業予定です。九州県内での福岡一極集中はさらに進行しそうな勢いです。
さて、福岡の「使命」は？
皆様の投稿をお待ちしております。（KT）

-２４-

