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福岡販売士協会
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

令和２年第１９回新春懇談会
令和２年１月１８日（土）

於 福岡商工会議所

令和２年１月１８日（土）新春懇談会が開催されました。合計１９名に参加いただき
年初の有意義な時間を過ごすことができました。ご参加いただきました皆様、誠にあり
がとうございます。
参加型 連鎖企画 原稿募集！！ ４９号より新連載の企画をスタートしております。
P30「九州 販売 最前線」
P31「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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令和２年 新春懇談会
会長 １級販売士 栗川久明
日
場
参

時 ： 令和２年１月１８日（土）14:00～17:30
所 ： 福岡商工会議所 Ｂ１－ａ会議室
加 ： １９名
栗川久明、八尋晃仁、岡野卓也、廣瀬紀子、岡野利哉、蒲池彰
冬木繁雄、大串雅一、長沼玲子、植田徹、中島良一、森山正夫
福生和彦、村口隆志、箱森哲則、小野村聡太郎、今井武史
半田美和、廣瀬兼明
内 容 ：
みなさん、新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
新春懇談会へのご参加誠にありがとうございます。本日は１９名ご参加いただいてお
ります。本日はのちほど参加者全員に新年の抱負をお聞きする予定です。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１９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、７月１３日にはじめての長崎・福岡販売士協会合同見学会で、佐賀市の
「味の素・九州工場」と「ゆめタウン佐賀」を２１名で見学しました。
２点目は、９月１４日に販売士３級ハンドブック改訂に合わせて、「販売士３級講師
養成講座」を開催いたしました。
３点目は、公開経営指導協会と連携して、販売士２級・３級資格更新講習会講師に当
協会会員を選定してもらいました。
４点目は、２月発行の会報第５５号よりカラー印刷を開始いたします。
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５５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点目は令和２年度年次総会を４月１８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。話題をいくつかおはなします。
鹿児島販売士協会の会長が昨年６月の総会で宮内さんから阿部順子さんに交代いたし
ました。昨年１２月初旬に当協会顧問の高田暢夫さんが肺がんで亡くなられました。ご
冥福をお祈りいたします。昨年１２月１４日に岡野利哉さんのお世話で公開経営協会の
大矢富久さんと会食し、今後連携を深めていくことになりました。本日ご参加の今井武
史さんが中小企業診断士２次試験に合格されたそうです。おめでとうございます。岡野
卓也さんが新しい仕事で宮崎のからすみ販売を始められましたので、本日は試食してい
ただく予定です。八尋晃仁さんが中小企業診断士事務所を開設し、福岡商工会議所に入
会されたそうです。みなさんに配布の「今年の抱負（目標）」の提出をお願いいたしま
す。会報に掲載します。希望者による二次会を準備しています。いつもの竹乃屋祇園店
です。
それでは、本日は楽しく愉快な会にしていきたいと思います。どうぞよろしくお願い
いたします。
（栗川会長 記）
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【栗川久明】今年の目標は、第一に妻の介護をしっかりやりたいと思います。第二にそのた
め私自身の健康管理に努めたいと思います。第三は脳トレーニングのために昨年に引き続
き株取引を楽しみたいと考えております。また、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。
【中島良一】目標：体重６ｋｇ減、７０ｋｇ台に！一昨年はジム通いで７０ｋｇ
台でしたが、リバウンド・・・。
【半田美和】「ジャンプのための準備年！」ホップステップジャンプのため
には準備が必要。仕事をがんばるためには体調管理。
【冬木繁雄】行政書士の実務勉強に励みます。
【廣瀬紀子】１．バランスの良い身体づくり（ピラティスを
頑張る）→健康第一に動き、余裕をもつ ２．介護の知識
をもつ。（親の介護、老犬の介護）
【植田徹】ビル管理会社の現場職に就職して2
年半。これまでは関連資格の取得に力を入れ
てきましたが、今年は緊急対応
の面で冷静に動けるように実践
力を養いたいです。 （火災報知
機が
が鳴ったらどうするか、大地震
が起きたらどうするか‥‥。ビ
ル内のテナントさんを安全に誘
導できること、案内放送できる
ことを目指したいです。）
【小野村聡太郎】子供と一緒に勉
強し人間としても成長していき
たい。
【今井武史】執筆活
動で某かの結果を
出す！
【村口隆志】やりた
いことを実行する。
創業者を15名つく
る。
【岡野利哉】今年も全国各地を
【廣瀬兼明】明るく
訪れて視野とネットワークを
元気に日本の良さ
広めていきます！！
を多くの海外に広
【箱森哲則】できるだけ人との交流を増やすこ
報したい。
と。仕事で目を悪くしたので、できないこと
をある程度あきらめることにしました。
【福生和彦】人の名前を忘れがちになったので名簿を整理し
都度、確認する習慣をつけ防止に努める。
【岡野卓也】今年はからすみの営業を始めて初年度になりま
す。新規取引先の開発目標として毎月2社と契約を結ぶ。
【長沼玲子】今年は食に気を配り健康で一年を過ごす。自治会、販売士協会
など与えられる仕事は誠実に務める。
【森山正夫】健康維持。家族も含めて。積極的に外出し他人と話す。教養と教育。教養➩今日の用事 教育➩今日
行く所がある？刺激を忘れず、ボケにならないように一年をやっていこうと思います。
【大串雅一】勉強しなおしてメンテナンスする。
【八尋晃仁】筋肉をつける！（スクワット）
【蒲池彰】販売士講師としてのスキルアップ。マンション理事長もがんばる。

竹乃屋の二次会も12名の参加をいた
だき、盛況に終わりました。今年度
もいろんなイベントが企画されてい
ます。会員の方の参加をお待ちして
います。

（蒲池彰理事 記）
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令和元年

秋季研修会

日 時：
場 所：
出席者：

令和元年１０月２６日（土） １４：００～１７：３０
福岡商工会議所・B １－a 会議室
１９名
八尋晃仁、栗川久明、岡野卓也、小関芳紀、廣瀬紀子
蒲池彰、長沼玲子、中島良一、植田徹、石井保彦
森山正夫、福生和彦、渡辺芳雄、今井武史、戸田俊彦
半田美和、廣瀬兼明、溝部敏勝、大串雅一
第一部
講演会
演題：「観光産業の未来予想図Ⅱ」
講師：八尋晃仁副会長
第二部
懇親会
挨拶と乾杯の後、親しく皆さんと懇談
恒例の参加者スピーチとあみだくじ
締めの挨拶
閉会会長 １級販売士 栗川久明
第一部 開催ご挨拶

会長

栗川久明

今回の参加者は１９名です。ご参加ありがとうございます。
今年度は４月１３日（土）に「年次総会」を３２名出席で開催後、６月８日（土）に
「春季流通施設見学会」として「マークイズ福岡ももち」を１２名で見学、７月２０日
（土）には「長崎・福岡販売士協会合同見学会」で佐賀市の「味の素 佐賀工場・ゆめ
タウン佐賀」を２１名で見学、８月２４日（土）に「納涼家族ビアパーティ」を８名で
開催、９月１４日（土）に福岡商工会議所で「第３回販売士3級講師養成講座」を８名で
開催してきました。
会報は５月２５日（土）会報第５３号「年次総会特集号」を発行、９月２０日（金）
会報第５４号「長崎・福岡販売士協会合同見学会特集号」を発行してきました。
今年度前半のトピックスは、今回はじめての試みの「長崎販売士協会と福岡販売士協
会合同見学会」です。長崎と福岡の丁度中間地点になる佐賀市内の「味の素 佐賀工
場・ゆめタウン佐賀」見学会で福岡１１名・長崎１０名の合計２１名という大勢の会員
にご参加いただいたことです。
今後の予定として、来年１月１８日（土）に福岡商工会議所で「新春懇談会」を開催
しますのでご予定をお願いします。また、会報「販売士・ふくおか」第５５号を来年２
月に発行予定です。今回はじめて会報のカラー印刷に挑戦する予定です。１月末までに
皆さんの寄稿をお願いします。
本日は楽しい充実した研修会・懇親会にしたいと思いますのでご協力をよろしくお願
いします。
それでは、本日の講演会の講師をご紹介します。
みなさん良くご存じの当協会副会長の八尋晃仁さんです。
演題は「観光産業の未来図Ⅱ」です。
それでは八尋さんよろしくお願いします。
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秋季研修会

第一部講演会「観光産業の未来予想図Ⅱ」
副会長 １級販売士

八尋晃仁

今回の講師を務められる、八尋副会長は６０歳、
長年勤務された会社を定年退職され、第二の人生に
向けて現在充電中ということです。
講演内容：
演題「観光産業の未来予想図Ⅱ」という
ことで、八尋氏は数年前に未来予想図（そのⅠ）を
秋季研修会in熊本にて発表されています。
今回はその続きで、今年度の観光白書に基づき国
内と地方（特に九州）の観光産業に関するあらゆる
分野を分析し、具体的に分かり易くご講演いただきました。講演の概要は次のようなも
のでした。

前回（そのⅠ）のおさらい
国が観光立国懇談会を主宰しビジット・ジャパン事業を開始してから現在までの流れ。
インバウンド産業の現状
・訪日外国人旅行者の推移：２０１８年の訪日外国人は約３,２００万人、内１５％、５
１０万人が九州へ。
・訪日外国人の旅行消費額：２０１８年の訪日外国人の旅行消費額は４兆５，１８９億
円。地方を訪問する訪日外国人旅行者の増加と「コト消費」の動向：「コト消費」の内
容は、スキー・スノーボード、温泉入浴、自然・農村・漁村体験・その他スポーツなど
あり、地方を訪問する訪日外国人が年々増加している。（地方訪問率は５４．３％）
コトラーのマーケティング４．０
マーケティングは４Ｐから４Ｃへ。４Ｃとは「自己実現型」マーケティングのことで、
Co-creation 共創
Currency 通貨
Communal activation 共同活性化
Conversation 会話
顧客を巻き込んだマーケティングで今までにない「コト」を提案し顧客を感動させて、
忠実な推奨者にすることが、観光産業にとっても重要である。
まとめ
観光産業今後の課題は、訪日外国人の受け入れ体制
の整備遅れの顕在化である。（言語、無線ＬＡＮ環境、
キャシュレス決済環境、トイレの利用環境など）それ
に加えオーバーツーリズム（観光公害）の発生がある。
これらに適切に対応することにより、今後も発展する
ポテンシャルが高い。
（次頁より講演資料掲載 スライド２６枚）
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秋季研修会

講演資料「観光産業の未来予想図Ⅱ」
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秋季研修会

第二部懇親会

恒例による写真撮影の後、共同作業によるテーブルセッティング、乾杯と続き、しばし
懇談となりました。いつもの顔ぶれもあれば、久しぶりにご参加の方、遠来の方と様々あ
り、近況報告や健康自慢などそれぞれが楽しいひと時を過ごしました。
懇親会にはまたもうひとつの福岡販売士協会ならではの恒例があります。懇親会の宴た
けなわの時間から始まる参加者スピーチです。いつの頃からか参加者全員がスピーチする
ようになりましたが、今回は残念ながら時間の都合で全員はできませんでした。
参加者スピーチの合間をぬって、ビンゴゲームがあ
りました。（今回はあみだくじ）
景品はいつもの安くておいしいワイン。童心に帰る
ひと時でした。
締めの挨拶は、小関副会長。これも恒例となりま
した博多一本締めにて、今回も楽しく有意義な秋季研
修会を無事閉会することができました。

(長沼玲子理事 記)
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秋季研修会

第二部懇親会

参加者スピーチ

溝部敏勝：日頃、飲食店やみやげ物店の経営コンサルをす
ることが多いので、本日の講演を聞きたいと思い大分から
来ました。九州全体で510万人の観光客中、大分へは70万
人。今年9月は韓国人観光客が83%減少したが、じっくり
待って今後に期待します。
大分支部では、販売士を育てるため、大分商工会議所とタ
イアップして研修会を実施する予定です。

半田美和：スポーツ店勤務と栄養士の経験からサプリメン
トについて、いろいろ調べています。高齢になると皆、目
が見えにくくなります。今までこれに関してはブルーベ
リーが良いとされてきましたが、これには医学的証明がな
く目は良くなりません。
目にいいのはルテインです。ルテインはほうれん草や卵黄
に含まれていますが大量に食べることはできません。そこ
でルテインというサプリメントが近年注目されています。
廣瀬兼明：転職して8年目になります。毎年、国際協力を含
め人材育成その他活動しています。その中でSDGｓ（サス
ティナブル・ディベロプメント・ゴールズ）については、
国連が定める17項目（あるべき姿をどう作るか）をオイス
カではそのほとんどに対応し、国内外で活躍しています。
また、インバウンドでの誘致については、それぞれの国の
事情によりいろんなやり方があり、皆さんにも現地に行っ
て体感してもらいたいと思います。

戸田俊彦：持ちネタはマ
イタウン・ウオッチング
です。自宅のある地域で2
年前ドラッグストアが
次々出店しました。全国
チェーンにローカル
チェーンが太刀打ちでき
るかと懸念していました
が、なかなか健闘してい
ます。というより全国
チェーンは価格設定・施
設状況など、配慮が足り
ないと感じています。

渡辺芳雄：今年は２回目の参加です。４月の総会に出席したその日、体調をくずし救急車の
お世話になりました。救急車は２度目で、１度目はドイツ旅行中でした。２度とも側に森山
さんがいてくれました。現在７２歳になり、学童指導員をしています。高齢になるとなかな
か仕事も厳しいですが、やる気と健康があれば、高齢者支援センターなどもあり、仕事はい
ろいろあるようです。
福生和彦：１０月７日から１５日まで９日間、アウトバウンド観光をしてきました。行き
先は、アゼルバイジャン・ジョージア・アルメニアの３ヶ国です。この３ヶ国は、北は
コーカサス山脈、南はトルコ・イラン・イラクに囲まれた小さな国です。目的はアゼルバ
イジャンのバクーの近くに麓が燃えている火の丘があり、これがゾロアスター教の発祥地
ではないかと思って訪ねて行きました。修道院や教会がみな丘の上にあり上り下りが大変
な旅でした。詳細は会報に寄稿させていただきます。

中島良一：現在、ハローワーク通いをしています。退職後２年になりますが、一人暮らし
の母親のため故郷、八女で運送業の仕事に就きましたが、慣れない仕事が大変で、また、
母親はまだまだ元気なので、その仕事を辞め福岡に戻ってきました。本日の講演の観光に
ついて、以前住んでいた、島根・鳥取がコト消費ということで、旅館など観光に頑張って
いると思います。また、外国人客が減ってきているとはいえ、先日、長崎でみた大型客船
の寄港など、まだまだ長崎なども頑張っていると思います。
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令和元年度

役員会議

実施報告（第２回・第３回）

令和元年度第２回役員会議
日 時 ： 令和元年９月１７日（火）19:00～20:30
場 所 ： 麻生情報ビジネス専門学校1号館166教室
参 加 ： ８名
栗川久明、岡野卓也、廣瀬紀子、長沼玲子、岡野利哉、蒲池彰、植田徹、石井保彦
内 容 ：
本年度も麻生情報ビジネス専門学校の教室をお借りして役員会議を開催しています。
会員・会費納入状況、春季流通施設見学会、長崎・福岡販売士協会合同見学会、納涼
ビアパーティ、第３回販売士３級講師養成講座の
開催結果の報告がありました。
また、会報第５３号を５月２５日に発行、第５４
号を９月２０日頃発行予定、行事や会報のホームペ
ージ掲載状況、協会会計の収支状況等の報告があり
ました。
今後の行事として、１０月２６日(土)開催予定
の秋季研修会のスケジュール等を検討しました。
次回の役員会議は１１月１９日(火)に拡大役員会議兼忘年会として開催いたします。
令和元年度第３回役員会議 （拡大役員会議＆忘年会）
日 時 ： 令和元年１１月１９日（火）19:00～21:30
場 所 ： 博多炉ばた 野が海
参 加 ： １２名（役員１１名＋オブザーバー１名）
栗川久明、八尋晃仁、岡野卓也、小関芳紀、廣瀬紀子、岡野利哉、蒲池彰
長沼玲子、石井保彦、横山修二、福生和彦、半田美和
内 容 ：
会員状況、会費納入状況、新春懇談会スケジュール等について
当協会では、奇数月の第３火曜日１９時から役員会議を開催しています。
毎年年末の役員会議だけは、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１１月１９日(火)「博多炉ばた・野が海」で１２名参加して開催しました。
オブザーバーとして新入会員の半田美和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１８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５５号を発行します。１月３１日までに寄稿をお願いします。
「令和２年度年次総会」は４月１８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。
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第3回 販売士3級講師養成講座
日 時 ： 令和元年９月１４日（土）13:00～17:00
場 所 ： 福岡商工会議所306会議室
参加者 ： ８名
栗川久明、岡野利哉、石井保彦、蒲池彰、長沼玲子、荒木常雄、半田美和、
有川真哉
内 容 ：
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級・２級
級販売士通信講座」を開講してきました。
昨年度からは「販売士３級講師養成講座」を開講し、講師育成に力を入れており
ます。そのために第１回販売士３級講師養成講座を昨年５月１２日（土）に１０名
参加し福岡商工会議所で開催しました。第２回販売士３級講師養成講座は昨年１０月
１３日（土）に９名参加し福岡商工会議所で開催しました。
今回の第３回販売士３級講師養成講座は８名の参加で、講師は栗川久明会長、岡野
利哉理事、石井保彦理事、蒲池彰理事が担当しました。
栗川会長は、販売士の資格を持っていてもすぐに講師はつとまりません。講師を
担当するための事前準備が必要です。その準備のお手伝いをするのがこの講座の目
的です。今年７月に発売された新ハンドブック内容を、新旧ハンドブックの目次比
較表で説明がありました。
岡野利哉理事は、講師の仕事は突然やってくること、事前準備と授業づくりの話
がありました。具体的にコンビニエンスストアを事例に授業の導入、展開、まとめ
の説明がありました。
石井保彦理事は、「マーケティング」の模擬授業です。新ハンドブックの要約
５ページとハンドブックで５０分間講義してもらいました。
蒲池彰理事は昨年の受講者で、今年４月に専門学校の代役講師の仕事が突然舞い
込んできて、悪戦苦闘の準備と授業経験について詳しく説明がありました。
多彩な講師陣による充実した講習会となり参加者には満足いただけたと思います。
この後希望者４名で居酒屋竹乃屋祇園店にて反省会を行いました。

（蒲池
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彰理事 記）

－寄稿 「ニッポンの元気シニア世界遺産大紀行
アフリカ大陸篇・北アフリカ・エジプト、チュニジア、モロッコ －その２－
１級販売士 山路博之
私は前回の投稿記事でご紹介したように、2011年から始めた世界6大陸
世界遺産大紀行で、8年目の2019年はアフリカ大陸の中で、北アフリカの
世界遺産を旅した。これで私が言う世界6大陸全部の世界遺産を踏破した
ことになる。また電子書籍（アマゾンキンドル）で6大陸世界遺産大紀行
シリーズを第9巻まで出版した。ご参考までに表紙を下記にご紹介した。

世界6大陸世界遺産大紀行シリーズ第1巻・2巻・3巻・4巻・5巻・6巻・７巻・8巻・第9巻

前回はエジプトでの旅の様子を簡単にご紹介したが、今回はエジプトの後のチュニジ
アとモロッコの旅の様子を簡単にご紹介したい。尚、詳しくはアマゾンキンドルから電
子書籍で、題して「ニッポンの元気シニア世界遺産大紀行」アフリカ大陸篇9巻でご紹介
している。
チュニジア世界遺産大紀行
■チュニジアの概要
日の没する大地、「マグレブ」の一国
通常、北アフリカのチュニジア、アルジェリア、モロッコを総称して「マグレブ(日の沈
むところ)」という。チュニジアの総面積は16万3610K㎡。日本の半分以下の国土しかな
い小国だが、ダイナミックに変容する大地の豊かな表情を持ち、山地、砂漠と山岳地帯、
平野と地形は変化に富み、その中にはアフリカの大地の特徴的な自然景観の多くが詰め
込まれている。また春と秋が短いが四季もあり、1年中暑いわけではない。
第2章 チュニジア共和国の世界遺産リスト （2019年7月現在）
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産チュニジアの世界遺産は8ヶ所。私はその内5ヶ所を訪問した。以下その概略。
①カルタゴ遺跡（地中海を制した貿易大国の都の跡・紀元前９～前３世紀にかけて栄え
たが、ローマ帝国に滅ぼされた都市。その後ローマ人により街造りが進められ、その当
時、ローマ人が建造した神殿・円形劇場の跡が今なお残る。カルタゴはアフリカのロー
マと言われた。地中海を制した貿易大国の都の跡。

カルタゴ遺跡

チュニス新市街

②チュニスのメディナ（ヨーロッパのような新市街と、メディナと呼ばれるアラブ様式
の旧市街とに分かれている。建物の 壁の白さ 印象的 港湾の地 栄える街並み）
③古都ケロアン(北アフリカ最古のモスクが建つイスラーム第4の聖地)
④スース旧市街（9世紀に建設。堅牢な城壁で囲まれ難攻不落の防衛都市といわれた要塞
跡）
⑤エル・ジェムの円形闘技場(ローマ帝国3番目の規模を誇る闘技場)

古都ケロアン

スース旧市街

エル・ジェムの円形闘技場

2月27日世界遺産チュニスの旧市街（メディナ）
今日は昨晩、私がメディナ（旧市街）の迷路で迷子になったのを教訓にして、メディ
ナの中をじっくりと歩いて見ることにした。まずメディナ入口のフランス門の前にある
ビクトワール広場に行く。メディナの中はスーク街（日用品市場）で、通路が四方八方
に広がり、昼間は買い物客だけでなく、国内外の商人や観光客、学生も多く、2階建ての
家並みに挟まれた幅は約３mの道は、各店の商品が展示されていることもあり、人が横に
２人も並べば道がふさがれてしまうほど狭い。もともと道がなぜ狭く造られたのか現地
の人に聞くと、チュニジアの暑い夏の太陽の日差しを、建物で遮って、スークの内部を
涼しくする知恵だとの事。アーケードで覆われたスークはいつも薄暗いが暑くない。私
はメディナの中にある8本の迷路からまずメイン通りのジャマー・ジトゥーナ通りをメデ
ィナの奥に向かって歩いて行く。とぎれることなく左右に小さな店が並ぶ

左写真
メディナの中で牛の生首を売る店
中央・右写真
グランド・モスク
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土産物屋、金物細工、衣類、靴、革製品、食料品などを売る店が所狭ましと並んでい
る。まだ朝の時間は客も少なく足早に歩けるが、特に夕方の時間帯になると迷路は人で
あふれかえる。各店の商人の掛け声やアラブの音楽、そしてグランド・モスクから時間
になればアザーンの礼拝を呼び掛ける声がスピーカーから流され、まさにアラブの世界
を実感する。ジャマー・ジトゥーナ通りを500m程すすむとグランド・モスクがある。こ
こは９世紀のアグラブ朝時代に完成したもので、マグレブで最も古いモスクの一つだ。
周りに神学校(マドラサ)があり、若い学生達が多く歩いている。私がモスク近辺を歩い
ていると、５人組の女子中・高生達が歩いていたので、博物館はどこか聞くと、東洋人
の顔をした私に興味を持ったのか、フランス語で教えて連れて行ってくれたし、自分た
ちの学校は、近くのジェディド門の前だと言って連れて行ってくれた。道すがらいろい
ろ話をする。学校の門の前で他の生徒たちが集まり集団で写真を撮る。彼らは日本人を
初めて見たらしく珍しかったようだ。

女子中学生と筆者

子供達と筆者（学校前で）

私はその後一人になりコーランの学校前に来ると、英語を上手に喋る高齢の男性が、
THIS WAYと言って手招きするので、中に入るといろいろガイドしてくれた。その後、市
内を一望できる近くの建物の屋上まで案内してくれた。屋上にいた5人の女子高生達と英
語で話す。私が日本人だと言うと、やはり彼女達にとっても、初めて見る日本人だと写
真を撮らせてくれた。

屋上で女子高生達（左）とコーラン学校の前で自称ガイドの老人（右）

ガイドの老人は、終わって2ケ所の入場料とガイド料と言って2万ディナール(約600円)
要求してきた。私がガイドしてくれと頼んでもいないしと思いながら、仕方なく言われ
たとおりに金を渡したが、その後各地で自称ガイドと称する中年男性達に出くわし、彼
らと一悶着あったりトラブルになったこともある。後で彼が私を連れていったところは
無料で入ることができ、彼に騙されたことが判明。
3月1日 スースから世界遺産・エル・ジェムの円形闘技場からケルアンへ
今日は世界遺産2ケ所を廻る忙しい日となった。朝8時発の列車で（1等・6000DT約220
円）エル・ジェムに向かう。列車は広大な砂漠の中を進み30分程遅れて9時30分にエル・
ジェム着。駅前から200mの所に目を見張る世界文化遺産エル・ジェムの円形闘技場があ
る。
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■ローマ帝国3番目の規模を誇る闘技場・世界遺産エル・ジェムの円形闘技場
古代ローマ時代、イタリアのローマに残るコロッセオのような円形闘技場が、各地の
ローマ植民都市にも建設された。チュニジアにも25ほどあるコロセウの遺構があるが、
その中でもローマに比肩する規模をもつのが、エル・ジェムの円形闘技場である。西暦
230年頃の建造といわれるこの闘技場は、長径162m、短径118m、周囲400mの高さ36mの3階
建で3万5千人が収容可能だった。ローマ時代に剣闘士の戦い、奴隷や罪人との戦い等残
忍な闘技が頻繁におこなわれていた。ローマ帝国3番目の規模を誇る円形闘技場として現
存し、現在でも数万人が収容でき夏にはフェスティバルが開催されている。

エル・ジェムの円形闘技場外観

円形闘技場内で筆者

■チュニジアで私が思った事・感じた事
私は6日間、約330㎞ チュニジア各地の世界遺産5ヶ所を旅した。そこで印象に残った
事を述べたい。
①チュニジアはエジプトと同じイスラーム教を信じるアラブ国家でありながら、随分西
欧化されている。まずフランス語が通じ、英語も結構通じる事。そして通り名の標識も
フランス語表示なので、アラブ語だけのエジプトと違い、私にはわかりやすく助かった。
VISAが不要で、年間500万人の旅行者が来る観光国で、治安も良く安心して旅行を楽しめ
た。観光地では、エジプトのようにバクシーシを要求されたことはない。只、自称ガイ
ドと称する輩はどこにでもいた。
②女性の服装、若い女性達は肌はださずとも、エジプトに多かった黒一色のブルカや
チャドルをまとった女性は少なく、特に若い女性達はカラフルなヘッドスカーフ（へ
ジャブ）はつけても服装はGパン・Tシャツ姿の西欧女性達と同じだった。
③食事もフランスパンが一般的で、それにクスクス（小麦粉を粉状にこねて蒸したもの。
肉・魚・野菜料理をのせたり、食材を一緒にいためたりする調理法がある）と一緒に食
事を楽しんだ。但し、アルコール類は買えなかった。

アルジェリアの料理・クスクス（左）とブリック（右）
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モロッコ北アフリカ世界遺産大紀行
■モロッコの地理概要
モロッコはアフリカ大陸の最北西端に位置している。東はアルジェリア、西は大西洋、
南はサハラ砂漠を挟んでモーリタ二ア、北はジブラルタル海峡を話さんでヨーロッパと
隣接している。地形は山地、高原、平野、砂漠の４つ。北部地域はリフ山脈が地中海沿
岸まで走り、その南には中アトラス、高アトラス、アンチアトラスの3つの山脈が北東、
南西に連なっている。その頂点であるトゥブカル山は、アフリカ6位の高さ（4167m）を
誇り、その半分が雪に覆われる年もある。大西洋沿岸に広がる平野は水に恵まれ、小麦、
ブドウ、オリーブなどを育み、モロッコの穀倉地帯と呼ばれる。南へ下るにしたがって、
アトラス山脈の南と東にはサハラ砂漠が広がり、乾燥した砂と岩の他はなにもないかの
ようになる。

モロッコの地形図

筆者

■モロッコ王国の世界遺産リスト（2019年7月現在）

北アフリカに位置するモロッコは宗教や植民地時代の歴史の深さから世界遺産に登録
されている古都や市街が国中のいたるところにあり、2019年7月現在の世界遺産は9ヶ所。
私はその内7ヶ所を訪問した。以下その概略。
マサガンは1502年にポルトガル人が建設した大西洋に面した港湾都市で、1506年大き
なマサガン砦が築かれ城塞都市となる。インド貿易の重要な中継地として200年以上もの
間、ポルトガル人に支配されていた。1769年にモロッコのスルタンが蜂起しポルトガル
人を追い出して町の名前をアル・ジャジーダと改称した。ポルトガル人によって築かれ
た旧市街（メディナ）のヨーロッパとモロッコの文化がミックスされた美しい風景だ。
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マサガンのポルトガル地区

エッサウィラ旧市街

＊エッサウィラ旧市街
エッサウィラはマラケシュの西にある大西洋岸の港湾都市で、旧市街（メディナ）が
世界遺産として登録されている。現在の街並みは18世紀頃に作られ、「見事な設計」と
名付けられた計画都市・ポルトガルやフランスの殖民地になったため、二つの国の文化
を持つ、特徴のある要塞都市。
＊マラケシュ旧市街
ベルベル語で「神の国」を意味するマラケシ（マラケシュ）はアトラス山脈山麓の丘
陵地帯にあるモロッコ第4の都市で郊外にはオアシスが点在し「南の真珠」と呼ばれてき
た。活気に満ちたモロッコ最大の旧市街・人と物が溢れてサハラの城壁に囲まれた交易
都市。迷路のようなメディナ(旧市街)の中心ジャマ・エル・フナ広場やスーク(市場)に
はいつも人でにぎわっている。

マラケシュ旧市街

古都メクネス

＊古都メクネス
古都メクネスは9世紀に軍事拠点として建設され、1675年〜1728年までアラウィー朝の
首都だった。ヴェルサイユに憧れたスルタンの夢の跡でヨーロッパとイスラームの様式
を融合させたスペイン・ムーアスタイルの建築物群、マグレブの都市建築様式は17世紀
の面影を残している。北部には聖地ムーレイ・イドリスや古代ローマのヴォルビリスの
古代遺跡などがある。
＊フェズ旧市街
かつてはマリーン朝などのイスラーム王朝が首都としたフェズは9世紀初頭に築かれた
モロッコ最古のイスラーム王都・宗教と学問の中心地として発展・迷路のように入り組
んだ世界一の迷路都市、モロッコで一番古い街並みでイスラーム王朝に栄えた都。
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フェズ旧市街

テトゥアン旧市街

＊テトゥアン旧市街
モロッコ北部にある町で背が低い白い家々が立ち並ぶ旧市街地が『テトゥアン旧市
街』として世界遺産に登録されている。現在でもスペイン様式をアラブ風にアレンジし
た建造物が沢山残っている独特の町並みで、中でも旧市街の中央に建つ王宮は一番の見
所となっている・二つの大陸の文化が交じり合った白壁の町。
＊ラバト
古来のアラブ文化と近代の西洋文化が共存するモロッコの近代的首都ラバトは、20世
紀のフランス保護領時代に作られた王宮や議会のある行政区、商業施設、住宅、庭園な
どが整然と建ち並ぶ一方で、アフリカ北西部の伝統的な旧市街には12世紀に建てられた
ハッサン・モスクや城壁、アルモハド・カリフの城壁など。歴史都市の側面を併せ持つ
街・この街の目印44mのハサンの塔は世界最大を目指すも未完の塔。

ラバト・ムハンマド5世霊廟

モロッコ地図

■モロッコ世界遺産大紀行・日記篇
モロッコ王国と言えば北アフリカの中で治安も良く、エジプトと並び、旅行者に人気
のある観光立国だ。また世界遺産数もアフリカの中でもエチオピア連邦共和国と同じ9か
所で一番多い国だ。以下私のモロッコ16日間の世界遺産紀行から一部抜粋してご紹介し
たい。
3月14日ワルザザートからカスバ街道をバスを乗り継ぎティネリール（169㎞）、エル
フォード（146㎞）経由フェズ（460㎞）迄一挙に移動。
私の当初の予定はカスバ街道を通ってエルフードまで行き、大砂漠のメルズーカに
行って、砂漠ツアーを楽しむ予定であったが、既にエジプトで砂漠地帯を旅し、またメ
ルズーガ行のバスがどうなっているのか事前情報を入手できず、予定を変更してエル
フードからカスバ街道を夜行バスでフェズ迄の旅とした。宿の前にバスターミナルまで
行く路線バス停があり、12歳の女子小学生達が待っていて、バスが来るまで英語とフラ
ンス語を交えて会話する。彼女達も日本人が珍しいのか興味を持って付き合ってくれた。
１日１本のワルザザード12時発のCTMバスでカスバ街道を西進し、まず169㎞先のティネ
リールを目指す。
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バス停で女子学生たちと話す

カスバ街道

■カスバ街道
ワルザザードからティネリールを経てエルラシディアを結ぶ東西のルートを樫葉街道
と呼ぶ。カスバとは城壁で囲まれた要塞の事。この街道沿いには、土レンガで造られた
大小のカスバが多く残っている。またダデス川沿いに美しい緑で覆われたオアシス渓谷
が延々と続き、観光客に安らぎを与えてくれる。カスバを中心とした土色のほこりっぽ
い町並みと、オアシスの緑が対照的だ。昔は、サハラ砂漠の南側のブラックアフリカと
アトラス山脈の北側をラクダのキャラバンで結ぶ重要な通商路だったという。
このバスはティネリールに15：15着。途中トイレ休憩で45分も止まり、私は運転手に
予定通りティネリールに到着するのか聞いたが、それが功を奏したのか、その後かなり
スピードアップしてくれて予定通り着。私は下車して、バスの運転手に146㎞先のエル
フード行バスがあるか聞いていると、横に立っていたおじさんが、ターミナルに数社の
バス会社の事務所があるので一緒に廻り、状況を聞いてくれた。そしたらSUPER＠TOURS
社のバスが15:30発があるが、遅れて16時頃発になると言うのでチケット（85DH約1000
円）を購入する。更にエルフードから460㎞先のフェズに行く予定だがというと、同社の
バスが20時発であると言うので、同時にチケット購入（155DH約1300円）。正にこれこそ
ラッキーなめぐりあわせだった。

カスバ街道の風景・渓谷には緑の木々

バス車内の筆者

そして16時頃エルフード向け出発する。このバスは、聞くとマラケシュからエルフー
ド経由メルズーカ行のバスだった。後でわかったが、彼らは全員メルズーカの大砂漠ツ
アーに行く客達で、その為か満席で、日本人客も数名乗車していた。エルフード迄4時間
のバス旅だったが、ティネリール迄の景色は赤茶色一色の土漠の平原だったが、逆にエ
ルフード迄の10数キロは一転して赤茶色の岩山の間の右側の水が流れる川の谷間の部分
にはヤシの木の緑一色のオアシス風景だった。エルフードに19：45着。下車したのは私
一人で、バスはメルズーカに向かった。そして、急いで簡単な夕食を取りフェズ行きバ
ス（20：15分着）に乗車。このバスも満席で空いていた最後尾の席に座り、他の客と同
じように眠りに入る。
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古都メクネス遠景とマンスール門（右）

3月17日フェズから60㎞先の世界遺産・古都メクネスへ
今日はフェズからメクネスへ行く。宿の近くのマルーク門の前あたりに、CTMバスや民
営バスのターミナルがあり宿から10分もかからない距離だ。
9時過ぎにメクネス行き路線バスのチケット（15DH・170円） を購入。バスは時間表な
ど無く、満席になると出発する。9時40分に出発した。路線バスなので途中の停留所で客
の乗り降りがあり、普通1時間で行く所を1時間半かかったが、途中の景色は果樹園やオ
リーブ畑の農業地帯で景色が素晴らしい。横に座るモロッコ人の中年男性と英語で話を
するが、メクネスのメディナに近づくと「自分もメクネスのメディナに行く。一緒に行
こう」と言うので彼について、終点でない地点で下車した。彼は「この道はメディナの
中心への近道だ」という。私は、宿も予約してないし、彼に従って上り坂をメディナの
中心地マンスール門へ歩いて行く。30分もしないで到着。彼とはそこで別れる。
私はメクネスのホテルを事前に予約していたが、日程変更の為キャンセルしていたの
で、新しく宿を探さなければならない。ムーレイ・イスマイル廟周辺に宿は多くあり，
ガイドブックにあるオテル・パリに向かう。何のことはない、その道は彼と下車して歩
いてきた道だった。オテル・パリは聞くと満室で断られ、代わりに近くのモロッコ・オ
テルに行けと、窓口の男性からいわれた。5分も離れていない所で、1泊10ユーロ（朝食
付き）で、客も少なく個室が使えた。これで、2日間のメクネス観光の準備はできた。
私は早速メクネス観光に出かける。まず王都へのメインゲート世界遺産マンスール門
に行く。この門はムーレイ・イスマイルが手掛けた最後の建造物で、彼の死後、息子ム
ハンマド・イブン・アブダラーによって1732年に完成したとの事。マンスール・エルア
ルージュ門ともいわれ、これは「改宗者の勝利の門」という意味で、イスラ－ム教に改
修したキリスト教徒マンスールが設計したためといわれている。次に美しい幻想的な世
界が広がる。古都メクネスの象徴・世界遺産ムーレイ・イスマイル廟に行くが、現在も
まだ改修工事中でCLOSE、残念ながら入場できず外から立派な美しい建物を眺めるだけ。
ここは壮大な王都建設を夢見て、その完成を待たぬまま世を去ったムーレイ・イスマイ
ルの遺体が安置されている。
次に、近くの世界遺産・キリスト教徒の地下牢に行く。入場料が60DH(約700円)と高く
入場を躊躇したがチケットを購入。少ない入場者の中に4人組の日本人男性達がいたので
一緒に廻る。ここは17～18世紀、ムーレイ・イスマイルの時代に、異教徒であるポルト
ガル人やスペイン人のキリスト教徒弾圧・弾劾のために造られた誇大な地下牢で、4万人
もの囚人が石柱にひとりずつ鎖につながれて投獄されていたという。穀物倉庫としても
つかわれた。中に入ると、外からの光で、少し明るいので歩くのに困らないが、ひんや
りとした冷たい空気が異様な雰囲気を感じさせた。

-２１-

30分もしないで地上に出て、日本人の若者達と話をする。彼らも卒業旅行で一緒にモ
ロッコを旅していると言う。私は今日路線バスを使ってメクネスから来たと言うと、彼
らはグランタクシー（相乗りタクシー）をチャーターして、メクネスから来たという。
私が「いくら払ったの？」と聞くと、1人200DH,4人で800DH（約9000円）払ったという。
私はその高額な金額にびっくりして、更に聞くと運転手は200DH と言ったので、4人分の
800DH払ったらしい。私は「運転手が200DHと言ったのは1人分でなくタクシー1台分の値
段で、何で4人分払ったの？」と聞くと、それでも「相場より安かった」という。彼らは、
日本の物価と比較しているのだろう。私は、彼らの高額な旅行費はご両親に援助しても
らっているのに、何と無駄遣いをするのだろう。もっと大切に使ってほしいと思いなが
ら、彼ら、ひいては日本人学生たちの語学（英語）能力や交渉能力のなさ、常識のなさ
に暗澹たる気持ちになった。更に私が「路線バスは15DH(170円)だった」というと、彼ら
は気まずい思いをしたのか、そそくさと離れて去って行った。
これからメクネスへ戻るらしいが、同じように大金を払ってグラン・タクシーで帰る
のだろうか？と心配になった。本当は私の安い旅行の仕方など聞いて欲しかった。私は、
その運転手は思わぬボーナスに、多分ほくそ笑み、仲間に日本人客は金持ちで、金払い
が良いと噂を広め、今後の日本人客に悪影響を与えることを心配した。
しかし、4人の学生達は、いつも一緒で日本語だけで話して行動していたが、私が思っ
たのは、今後卒業して社会に出て働く立場なら、高齢者の私でさえ、一人で旅し全てに
自分自身で責任を持って対応しているように、物見雄山でなく目的意識を持って旅して
ほしいと思った。例えば2時間位、各自分かれて勇気をもって個別行動し、全く1人で
スーク（市場）を歩き、現地人達と接し、話し、何を見て、何を感じたか、後で集合し
その市場調査の情報交換する事等をすれば、卒業旅行の価値や意味合いも出てきて、今
後の良い経験や勉強になるのではと思った。
私は、2月から3月にかけて各地で卒業旅行をしている日本人男女学生達に会って話し
てきた。中には一人で旅する勇気ある女子学生や、目的を持って辺鄙な所を旅する、立
派な気概のある学生にも会ってきて頼もしく思ったが、今日会った学生たちは残念なが
ら、その類の学生達ではなかったようだ。
3月23日 タンジェからフェリーでスペイン・アルへシラスへ
今日で、私の今回の北アフリカの旅は終わる。そしてフェリーでタンジェからスペイ
ン・アルへシラスに渡り、その後スペインとイタリアの世界遺産の旅を続ける。
果たして予定通り無事にスペインに行けるか、今朝、宿から地中海の荒い波の様子を見
ていると予断を許さない状況だと思った。宿を7時過ぎにチェックアウトして、50㎞先の
新タンジェ港（TANGER MED）へ行くバスに乗る予定で、海岸沿いの道でタクシーを拾い、
バスが出る鉄道駅前に行くように指示する。その運転手が、私の言ったことがわから無
いような表情をしたのが気になったが、とにかく走り出した。そして私の今日の苦難の
道は、英語が理解できないタクシーに乗ったことから始まった。
案の定タクシーは、鉄道駅でなくバスターミナルに行き、ここか？というので「新タ
ンジェ港に行くバスが出発する鉄道駅だ」と英語で説明するが、理解できてないようだ。
そして、運転手が私を、連れて行ったのは、バスターミナルの近くにあるグラン・タク
シーが止まっている所だった。そして、新タンジェ港に行くというグラン・タクシーに
乗車する。
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そのタクシーには若い女性客2人と若い男性客1人が乗っていて、私が再確認のため
「新タンジェ港」行きか、確認し乗車する。若い女性客達は、途中で下車し、モロッコ
人の若い男性は、自分もアルへシラスに行くと言うので、私は彼と一緒に行けば大丈夫
だと安心した。
新タンジェ港に着く直前の店の前で、男性客はタクシーを止め、運転手に「フェリー
チケットを買ってくる」と言って下車したので、私も彼についていく。彼は店で9時半発
のBALEREA社（330DH。約3300円）のチケットを購入したので、私はフェリーふ頭でチ
ケットを買う予定だったが私も同じチケットを購入したが、これが失敗だったのはフェ
リーふ頭に着いてからわかった。
二人で、そのフェリー会社の窓口に行くと、係員が9時半のフェリーは強風によりキャ
ンセルで、次は13時だと言う。フェリーは、昨日は動いたが、その前2日間は強風のため
完全欠航だったので、今日はまだましだと言う。彼は、再度店に行って他のチケットに
交換してもらおうと、私を誘い、タクシーでまた購入した店に戻る。しかし店のオー
ナーから13時発迄待つように諭され、仕方なくMEDに戻る。私は4時間近くも待つと、今
日行く予定のスペインのマラガまで行けないかもしれず、他社の便を探した。そしてFRS
社のチケットは400DH（約4500円）と高いが9時45分発というので、クレジットカードで
購入する。既に買っていたチケットはアルへシラスのBALEREA社で払い戻しをして貰えれ
ばよいと勝手に判断した。
出国検査は無事終了したが、FRS社のフェリーも強風が収まらず、遅れに遅れて出航し
たのは12時だった。待合室で一緒に来たモロッコ人男性客に会ったので状況を話しGOOD
BYする。FRS社のフェリーが出航すると同時に、当初乗船するはずのBALEREA社のフェ
リーがスペインから入航してきたので追っかけて出航するだろうと想像した。私が乗っ
たフェリーはスペイン・アルへシラスに向かう。
食堂を兼ねたロビーは、満席状態だ。私はフェリーの最前席に座り地中海を眺める。
やはり強風で、凄い波しぶきがフェリーに襲い掛かる。その度に乗客から歓声が上がる。
フェリーはジブラルタル海峡（ヨーロッパ大陸とアフリカ大陸を隔てる海峡）をスペイ
ンに向かう。フェリーは2時間程航海し、タンジェも近くなり右手に大きな島が見える。
ジブラルタルだろうと想像する。フェリーはアルへシラスに着き、私はBALEREA社の窓口
で、キャンセルしたフェリーチケットの払い戻しを頼むと、これは代理店から購入した
チケットなので、ここでは払い戻しはできない。買った代理店に直接払い戻しを頼めと
言う。私は後日スペインから、代理店に、手紙でキャンセルした状況を説明し、使わな
かったチケットを同封し、日本の私の住所を書いた封筒を同封して送金を依頼する手紙
を送付するが、その後全くなしのつぶてで、モロッコの会社の商道徳の無さを実感する。
結局フェリーチケットの二重購入という高いものについたが、いろいろ学んだ。それは
モロッコとスペイン間のフェリーは,強風による欠航もありうるので、チケットの購入は
代理店からでなく出発する港のフェリー会社で直接購入する事をお勧めしたい。
私の今回の北アフリカの旅39日間の旅は、このようにして終わったが、まずは無事大
過なく終わった事を喜びたい。
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フェリー上の筆者

第4章 モロッコ旅行19日間で思った事・感じた事
私のモロッコの旅は、19日間、約2000㎞，バスと列車、グラン・タクシー等を利用し
て7ヶ所の世界遺産を廻った。そこで、思った事、感じた事を列記したい。
①モロッコは、エジプトと同じイスラーム国家でありながら、観光立国とあって、旅行
者にとって大変楽しく、安全に旅行できた。一般国民は概して親日的で、また親切だっ
た。また観光に携わる人達も、エジプトのようにバクシーシ（喜捨）を要求せず、金に
まつわる嫌な思いでが、ほとんどなかった事が私は気に入った最大の理由だ。自称ガイ
ドと称する、金目的のガイドも各地にいたが、一応ガイドをして金を要求しているので、
エジプトのように、親切を装って騙して金をせしめる類の人達ではなかった。
②モロッコの国土は表情豊かで、肥沃な平野が広がる緑豊かな穀倉地帯（北西部）、山
岳地帯（中央部）、砂漠とオアシス地帯（南東部）と様々な表情があり、また気候や気
温も地域ごとに変化に富んでいた。
③国内移動も鉄道あり、長距離バスありで、便も多く価格も割安で、私のように貧乏旅
をする旅行者には大変すばらしかった。
④宿もユースホステルやホステルも各地に多くあり、1泊1000円以下で泊まることができ
た。特に、私はどこでも旧市街（メディナ）中心に観光と宿泊したが、他の大陸では味
わえない、また興味深い古い歴史を持つ雰囲気を充分味わえた。
⑤治安維持のため警官達が街角で目立った。どこも悪い人がいるのは当然だが、私はモ
ロッコではスリにも盗難にも会わずに済んだ。
エピローグ
私が2011年から始めた世界6大陸・世界遺産大紀行は、今年2019年度は北アフリカ・マ
グレブ3国（エジプト、チュニジア、モロッコ）を39日間、約5330㎞旅し、15ヶ所の世界
遺産を訪問した。これで、私が目指した世界6大陸全部を訪問したことになる。私が言う
世界6大陸とは「ヨーロッパ・北アメリカ・アジア・オーストラリア・南アメリカ、そし
てアフリカ」各大陸である。しかし今までの旅で、各大陸の隅々まで踏破することは不
可能である。まだ各大陸で未踏破の国々、地域が、まだ多く残されているので、私はこ
れからも、そこを埋めていく為に老骨に鞭打って訪問するつもりである。2011年、私が
68歳の時から始め、毎年続けている「世界6大陸世界遺産大紀行」も8年目を終え、これ
まで、総計411日間、約11万6300㎞以上旅し、世界遺産190ヶ所を訪問してきたことにな
る。そして、私のライフワークとなったこの世界6大陸世界遺産大紀行は、「ニッポンの
元気シニア世界遺産大紀行」と題して、シリーズでアマゾンキンドルから出版してきた。
私が出版する主な目的は、旅行のプロでもない、後期高齢者である私が、如何に安くそ
して安全に世界6大陸の人類の共有財産であり、世界の宝である世界遺産を訪問し、その
実情をご紹介したいからである。そうすることで、読者の方々、特に私と同じ高齢者の
方に、元気と勇気を与え、貴方も私と同じように世界の旅ができる事を知っていただき
たいからである。そしていつか一人でも多くの方と世界のどこかでお会いしたいもので
ある。
以上完
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寄稿「ハローワークの資料を見て」
１級販売士

蒲池

彰

昨年の１１月で家内が１７年間務めた職場を辞めました。ハローワークに
行って失業保険をもらうことにしました。私はファイナンシャルプランナー
の資格を持っていますが、３級なので浅くしか知らず、ハローワークの資料
を見てそうなのかと思うことがあります。まず、失業手当は働く意欲がない
ともらえません。少し、ゆっくりしたいとかでは理由になりません。家内は
契約期間満了のタイミングで仕事を辞めましたが自己都合となっています。

家内の受給の手続きの流れは上記のようになっていて自己都合なので３ヶ月の給付制
限がついて退職日が11/30で支給開始が3/26からとなっています。家内の場合、１７年
だったので１２０日、約５２万円がもらえる計算になります。支給対象期間に働くこと
になった場合、条件を満たせば、再就職手当、就業手当てがもらえます。求職活動をし
ているという報告が必要なので就職支援セミナーを受けに行っています。資料を見て思
うのは雇用保険を収めた分、もらいたいと思っているのに、なかなか面倒しいというこ
とです。働ける間は働けと言う感じです。もらい得を防ぐためにしかたないとは思いま
すが。
ハローワークの資料を見ていると有効求人・求職バランスシート（抜粋・１０月分）
というものがありました。有効求人倍率とは仕事を探している人１人に対し、何人の募
集があるかを示したものです。このハローワークでは有効求人倍率が１．６２となって
います。つまり、仕事を選ばなければ、全員、就職できる計算になります。職種ごとの
有効求人倍率をみてみます。管理職０．７９倍、看護師・保健師・助産婦１．３２倍、
一般事務・医療事務員等０．４２倍、営業員１．４３倍、保安・警備員７．３９倍、自
動車運転の仕事３．４４倍などとなっています。職種で有効求人倍率が大きく違います。
やっぱり、楽そうな仕事は求人倍率が低く、きつそうな職の求人倍率が高いという感じ
でアンマッチが見られます。
また、若いうちから失業手当をもらうと雇用保険を掛けた期間がリセットされるので
５０代、６０代でもらおうとしても意外と低いということがあります。年金と合わせて
もらうということもできませんので厚生年金をもらえる年齢で失業手当を申請すると厚
生年金がストップします。６５歳直前に仕事を辞めて失業手当をもらうのが得だという
人がいます。失業手当をもらうと国民年金の加給年金もストップしますので配偶者が年
下の方は計算が必要です。何より、65歳過ぎても働ける人は働いたほうが手にする収入
は最大になるのかなと思います。年金か失業手当かの選択より収入が最大化する方法を
考えたほうがいいのかなと思います。私個人としては失業手当をもらう予定はありませ
ん。
以 上
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新会員紹介
１級販売士

吉村

博史

新会員の吉村博史と申します。よろしくお願いいたします。
以下、販売士を取得しました経緯に関して自己紹介させて頂きま
す。
初めは、東京でコンピュータメーカーの共通技術部門のシステム
エンジニア（以下ＳＥ）として、証券会社、都市・地方銀行、製造
業、公共機関などのお客様のシステム構築支援をしておりました。
その後１９９１年に福岡へＵターンし、流通業のお客様担当ＳＥ
として、専門店、量販店（ＧＭＳ／ＳＭ）、ディスカウントストア、
百貨店、ホームセンター、ドラッグストア、ショッピングセンター、
ホテル、輸送などのお客様システム構築のプロジェクトマネージャーやＢ２Ｂ・Ｂ２Ｃ
サービス導入のサービスマネージャとして、以下などのシステム・サービスを構築・導
入して参りました。
※本部システム
・ＭＤシステム
（各種マスタ・発注・仕入・棚割管理など）
・ＥＤＩシステム
（ＪＣＡ/全銀/Ｗｅｂ/ＢＭＳなど）
・販売管理システム
（売上・在庫・請求・買掛・支払管理など）
・顧客管理・ＦＳＰシステム（ＲＦＭ・ポイント・クーポンオファーなど）
・各種データ分析システム
・テナント管理システム、催事管理システム
・本部・店舗送受信システム、外部企業・物流センター連携システム
・サービスデスク、ヘルプデスクサービス
・社内向けプライベートクラウドサービス
・輸配送運行管理サービス
・各種システム運用管理 など
※店舗システム
・ＰＯＳシステム
（ポイント・クレジット・電子マネーなど）
・バックオフィスシステム（発注・返品・移動・売変・廃棄・棚卸など）
・ストアオートメーション（ＥＯＢ・ハンディ・ＰＯＰ・ラベラ・計量器など）
など
これらの過程で販売士の試験制度があることを知り、３級→２級→１級の順に勉強す
ることで業務に活かすことができました。ありがとうございます。
思い出としては、全ての消費税（３%・５%・８%・１０%）対応をしたことや、Ｍ＆Ａ
に伴うシステム統廃合や在庫・買掛などのデータ移行をしたことです。本稼働時に徹夜
でシステム切り替えするなど色々な苦労もありましたが、小売業の皆様が販売を通じて
お客様・取引先様や従業員の方々のお役に立てられるよう努力されている熱意を感じる
ことができました。
近況は、１１月に定年退職し、再雇用で継続勤務しております。今後はこれまでの経
験を活かした活動をしていけたらと思っております。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。
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閑話休題「衰退する老人会」
１級販売士 戸田

俊彦

我が妻は異邦人、我が子は宇宙人と云う言葉を聞いたことが有った。
その時は洒落た言葉だなとしか思わなかった。しかし、ここ１０年間のIT革
命の進展と社会生活への浸透の目覚ましさによって日常の生活パターンが急
変。情報リテラシィの格差拡大で、我が子はまさに宇宙人と実感している。
１０年ほど前に隣組の中心メンバー数人より頼まれて団地自治会の役員に
なったのが切っ掛けで榮寿会（団地の老人会）に加入、半年後に班長（役員の末席）に
させられていた。その時は会員数１８０名に対して役員は１７名だった。会員の年齢層
は７０代が大半で８０代はそれ程多くはなく、６０代は一桁にすぎなかった。役員も７
０代が大半で、会員の色々な催しや行事への参加も少なくなかった。
その当時（１０年前）団地内には空き地、空き家があちこちに散在し、小規模な駐車
場が異常なほど目についた。緑豊かな閑静な住宅地、東区の田園調布と云って良い趣が
有った。しかし、団地内で子供が遊んでいる姿を見る事は殆んど無かった。子供会育成
会の役員の話では、子供の数が減っているだけでなく子供会に加入させる親の数が減っ
ていて、会員数が激減しているとのことだった。それで、夏休みのラジオ体操やクリス
マス会等、子供会の行事にも老人会の役員が参加する様になっていった。
団地に隣接する公営住宅（市住、県公社）でも空き家が増え住民の高齢化が進んでい
た。昔は、子育て世代が大半で、子育てが終わる頃には持ち家に転居し、その後には新
しい子育て世代が入居してくるというパターンになっていたが、既に其れは崩れていた。
舞松原校区全体で人口が減少していた時代であった。
その後、何時のころからか団地の新陳代謝が始まった。空地、空き家、駐車場に新し
い家が建ち始めた。それまで一軒だった土地に、庭の代わりに２～３台分の駐車場が付
いた戸建住宅が２～３軒作られていった。新しく入居してくる人は４０～５０代の子育
世代で子供の数が増え始めた。同時にこれまでの住人の高齢化は進み亡くなる人、施設
に入居する方も減らず新たな空き家も生まれていた。そして、毎日の様に救急車のサイ
レンを耳にする時期が暫く続いた。
４～５年前より団地内は建設ラッシュになり新陳代謝が急速に進んだ。子育世代が急
増し、あちこちで子供の歓声を耳にするようになった。それと供に団地から緑が減り少
し寂しい気もしているが、世帯数が増え、人口も増え、住民の平均年齢は大幅に下がり
活力は上がり、今後の発展が期待できる新しい団地の誕生を目の当たりにしている。
当然高齢者の数は減少、榮寿会の会員も減少し始めている。だが、それ以上深刻なの
は役員数の減少である。高齢のためリタイヤーした役員の後釜が見つからず、当初１７
名だったのが１１名になっている。会員の催し事への参加もジワジワと減ってきている。
年齢構成も８０代が６割を超えている。隣接の解散した老人会のメンバーを加えること
で、其れなりに会員数は維持できているが、現状の役員体制を何時まで持ちこたえる事
が出来るか先行きは暗い。
福岡市老人クラブ連合会の広報誌によると、会員数の減少だけでなく、役員の成り手
がなく解散する老人会が増え続けているとのことであり、全国でも同じ現象が起きてい
るとのことである。
高齢化が進み、高齢者は増え、健康年齢も年々上がり続けているのに老人会が衰退し
ているのは何故なのであろうか？IT革命を含めて社会の構造変化により、此れまでの家
族を単位とした共同意識が失われて来たのが一因ではないかとも思われるのだが答えは
見つかっていない。
急激な社会の変化に対応出来ず取り残された老人のたわごとでしかないのだが。
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寄稿「南コーカサス三国を旅して」
１級販売士 福生

和彦

暇つぶしと好奇心に駆られ、カスピ海、黒海に挟まれコーカサス山脈の
南側に位置しトルコ、イラク、イランの北側に在る旧ソビエト連邦に属し
ていたアゼルバイジャン、ジョウジア、アルメニア三国の旅をした。目的
は１、ゾロアスター教（祆教・拝火教）発祥の地（アゼルバイジャン）
２、欧州、アジアの境と称されるコーカサス山脈（ジョウジア）３、ノア
の箱舟が漂着したアララト山（アルメニア）を見る事だった。
特に今回の旅の最大の目的は、２０１４年に訪れたイランのヤズドがゾロアスター教
の発祥の地のように言われているが、アゼルバイジャンのバクー近くにあるヤナルダグ
が燃える丘、火の丘と呼ばれ５０００年を遡る昔から燃え続け現在に至っており（カス
ピ海に面したバクーは油田地帯で天然ガスが丘の岩肌の隙間より噴出し自然発火したと
思われる）、近くに拝火教神殿（ヤズドの神殿に極めて似ている）もあり古代のペル
シャ系人種がこの自然発火した火を崇め祀ったと思われ、私見ながらここがゾロアス
ター教本来の発祥の地であると確信に至りその検証の為だった。旅程を簡単に記せば１
０月７日午後福岡を羽田向け出発、羽田―成田バス、深夜23時発カタール航空で成田―
ドーハ、乗り継ぎで８日昼（日本との時差６時間遅れ）アゼルバイジャンのバクー着、
９日空路でジョウジアのトビリシ行き、１２日トビリシよりアルメニアのエレバンへバ
スで国境を越え、１４日早朝エレバン発カタール航空でドーハ乗り継ぎで深夜２３時羽
田着１５日福岡帰着の旅だった。最初の出発地バクーは先に述べたヤナルダグの燃える
丘も然ることながらコブスタン岩窟遺跡でも有名で６０００年とも言われている岩壁に
彫られた動物や狩りをする人間の姿が岩絵として残され世界遺産となっている。又、バ
クーは中世期にはモンゴルのハーンによって治められた地域でシルクロードの中継地で
もあった。ジョウジアの北部カズべキでは念願のコーカサス山脈の山頂に雪を戴いた５
０００ｍ級の山々を感慨を持って眺めた。正しく人類の種族発祥の頃はこの山脈を超え
て往来することは極めて困難で此処が欧州系人種とアジア系人種の境目だったという通
説に頷かざるを得なかった。又、ジョウジアはトビリシを中心に世界遺産に登録されて
いるキリスト教（東方教会）の聖堂や修道院の群れ群れが天空に聳え立つ様に高い丘の
上や山頂に建立されており高い階段の上り下りに一汗も二汗もかいた。又、ジョウジア
は６０００年前に遡るワイン発祥の地でクレオパトラも愛飲したと云われ若干甘みがあ
るが美味かった。アルメニアもキリスト教を国教（アルメニア正教）にした世界最初の
国らしくエレバン周辺に世界遺産の多数の教会、聖堂、修道院が現存されており、それ
もジョウジア同様丘の上や小高い山の頂にあり上り下りに苦労し腰を痛める寸前だった。
キリスト教徒なら一度は訪れるべき聖地だと思われた。又、エレバンではトルコと国境
を接する地点よりトルコ領内にあるノアの箱舟で有名なアララト山を眺めたが標高５１
００ｍで山頂は雪に覆われており現実と神話伝説との差を空しく感じられた。つくずく
旅とはロマンを追うものだと思った。

出典:写真・地図

フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
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寄稿「高松から、福岡販売士協会様に想いを寄せて」
登録講師・1級販売士

楠瀬

博

思い起こせば、１１年前に福岡販売士協会に入会させて頂いた際の投稿
以来、この度、二回目の投稿機会を栗川会長様からお誘いのお言葉を頂き
ました。ありがとうございます。
永年、単身赴任で暮らした博多の街での生活は、ほんとに自分の人生の
転機となった時間と場所となりました。
当初、会社との２年間の福岡転勤の約束が、結果として、２０年という
長期になりましたが、思い起こせば、博多で永年、生活できたからこそ、博多文化の
心地よさや、仕事の積み上げ、それを通じたスキルの向上心も芽生えたように思って
います。そのスキルこそ、仕事を追う中で必要と感じたマーケティングスキルの追及
でした。
興味本位に、以前、在職中に、社会保険労務士の資格は取得していましたが、言う
なれば、ペーパードライバー的なもので、実践的に活用し、今に至って仕事で活用出
来ているのは、法も内容も改正されていますが、１１年前に挑戦した１級販売士（当
時、合格者の中では、ほぼ、全国的にも最高齢に近い６０歳での取得でした）のスキ
ル内容そのものです。１２年前に、慣れ親しんだ博多の街を後ろ髪を引かれる思いで
転勤となり、今住んでいる高松市に赴任することになりましたが、今でも、心、博多
にあり・・・という感じで、この度の回顧投稿という感じになりました。
前置きが、ずいぶん長くなりましたが、元々、私は、愛媛県西条市の出身ですが、
博多駅が改築される前に駅のコンコースの中ほどに、十河信二（新幹線開通当時の国
鉄総裁）の自筆サイン入りの彫刻オブジェが柱に彫り込まれていました。彼は、私の
出身高校（愛媛県立西条高校）の大先輩（西条中学）でしたので、博多駅に行って、
それを見るたびに、そのオブジェを撫でながら勇気づけられたものです。
そんな、あれやこれやの思い入れの濃い博多の街ですが、実は、永年勤めた水道
メーカーを退職後（６年前）、縁あって、今なお中小企業の社員教育やマーケティン
グ支援の仕事に携わっています。
先述しましたように、販売士のスキル内容も高度化して、学習の中身も大きく変
わってきていますが、毎月、送付して頂いている会報とその情報がほんとに大きな支
えになっています。ありがとうございます。福岡を離れた今でも、福岡販売士協会に
頼る意味が、そこにあります。実は、今、住んでいる香川県には、販売士協会そのも
のもなく、登録講師も自分を含めて３名しかいなく、実質的な活動もされていないと
いう事もありますが、未だに消えることのない販売士協会・博多の街への郷愁はずっ
と、これからも引きずっていきそうですので、これをご縁によろしくご指導ください
ますようにお願い申し上げます。
会員皆様、福岡販売士協会様の益々のご健勝、ご繁栄をご祈念申し上げております。
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－九州

販売

最前線－

(第７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

1,400

平成31年・
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
令和元年 1,200
1月
770
847
1,005
1,030
1,062
2月
705
795
920
948
992 1,000
3月
813
879
1,045
1,088
1,109
4月
781
865
1,024
1,055
1,083 800
5月
831
897
1,074
1,082
1,116
6月
800
874
1,035
1,078
1,092 600
7月
894
992
1,156
1,177
1,170
8月
903
994
1,152
1,176
1,187 400
9月
831
994
1,053
1,107
1,104
10月
860
1,039
1,080
1,080
1,129 200
11月
821
983
1,030
1,053
1,081
0
12月
923
1,072
1,125
1,161
9,932
11,231
12,699
13,035
12,125

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

平成31年・令和元年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 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

単位：億円

平成31年・
2,000
平成27年
平成28年
令和元年
1,291
1,270
平成29年
平成30年
1,102
1,102
1,500
平成31年・令和元年
1,266
1,283
1,196
1,177
1,210
1,203
1,210
1,214 1,000
1,371
1,317
1,263
1,259
1,150
1,284 500
1,259
1,134
1,294
1,252
0
1,682
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月
15,294
13,495
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27年 平成28年 平成29年 平成30年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

1,342
1,171
1,354
1,258
1,311
1,244
1,378
1,286
1,158
1,252
1,260
1,722
15,736

1,290
1,130
1,270
1,141
1,214
1,178
1,409
1,249
1,128
1,242
1,278
1,717
15,245

1,293
1,094
1,256
1,194
1,236
1,189
1,401
1,255
1,155
1,245
1,311
1,725
15,354

２０２０年１月１４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を
加工、直近５か年比較でグラフ化してみました。１１月の百貨店・スーパー販売額は１，
２５２億円、前年同月比▲３．２％の減少（２か月連続）となった。百貨店は４４２億
円、同▲９．２％の減少（２か月連続)、スーパーは８１１億円、＋０．５％の増加（２
か月ぶり)となった。１１月のコンビニエンスストアの販売額は、１，０８１億円、前年
同月比は＋２．７％の増加、家電大型専門店の販売額は２２７億円、前年同月比は、▲
９．２％の減少、ドラッグストアの販売額は、５３７億円、前年同月比は、＋２．２％
の増加、ホームセンターの販売額は、２６４億円、前年同月比は、▲２．３％の減少と
なった。１０月消費税増税の影響は、百貨店スーパーでも９月・１０月の２か月合計で
は同時期前年対比１００．３％と前年並みの結果で、増税による影響はデータ上は見え
てきません。全体の傾向としては、コンビニエンスストアは１０２．１％で推移してい
る。百貨店スーパーは９９．１％で１２月の結果を注視したい。
（文責 KIMITAKA TERAZONO）
-３０-

データをみる！ 考えてみる！

行動してみる！
第７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！！

第７回 イオン九州株式会社
ニトリ、コスモス薬品、トライアルカンパニーに続き
イオン九州株式会社を取り上げてみたい。

要約損益計算書

単位：百万円
第43期
2015年2月期

営業収益

第44期
2016年2月期

第45期
2017年2月期

第46期
2018年2月期

第47期
2019年2月期

242,164

240,314

236,410

232,076

224,354

営業総利益

76,691

77,387

78,452

77,363

75,240

販売費及び
一般管理費

78,385

77,573

77,672

76,488

75,189

営業利益

△1,693

△186

779

874

50

経常利益

△1,106

△29

947

1,377

259

税引前当期純利益

△3,252

△2,183

1,323

515

562

当期純利益

△3,608

△2,047

408

101

165

△192.21

△109.04

21.72

5.40

8.80

１株当り当期純利益（円）

出典：イオン九州株式会社 HP 主要経営指標 より

２０１９年１０月 管理本部下に「ストアデジタルプロジェクトチーム」を新設し、イ
オングループ中期政策「デジタルシフト」に沿って、「顧客への新しい価値の提供、デジ
タルテクノロジーの活用によるサービスレベルと生産性の向上実現を目指す。」と発表さ
れました。さらに１０月１０日、２０２０年２月期第３・４四半期は新たな都市型小型店
「ニコキッチン」、新規にＦＣでのカフェ業態を拡充すると発表しています。ニコキッチ
ン六本松店にはイオンの表記はありません。大型店の出店が困難になる中、都市型小売店
へのシフトを目指す動きと思われます。
また、「フードボート・カフェ」を、１号店は「イオン二
日市店」（福岡県筑紫野市）のフードコート内にオープンす
る予定と発表されました。
。 イオンのＳＭ事業再編の一環で、マックスバリュ九州との
経営統合に向けた準備を進めており、新フォーマットの開発
や新規事業へのチャレンジを次々に発表しています。
新たなイオン九州の今後から目を離せません。
（文責 KIMITAKA TERAZONO）
-３１-

□□□ お知らせ □□□
◆令和２年年次総会
日 時：令和２年４月18日（土）14時～17時30分
場 所：福岡商工会議所 B1-b会議室

福岡販売士協会・現況報告
令和２年１月１日現在

◆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
支
くわかります。
部
会員のＨＰをリンク欄に貼ります。ご連絡下さい。別
内
訳

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

８１名（※24名）
６４名
１７名
３社
６１名（※12名）
２名（※1名）
９名（※5名）
１名（※1名）
４名（※1名）
４名（※4名）

◆会報の原稿を募集しています
※人数のカッコ内の数字は登録講師の数です
・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 福岡販売士協会役員体制（平成30年～令和元年）
したものをメールで送信ください。
会 長： 栗川 久明 （事務局兼務）
・手書き原稿郵送でもOKです
副会長： 八尋 晃仁 （研修担当）
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

編集後記

副会長：
副会長：
副会長：

岡野
小関
廣瀬

卓也
芳紀
紀子

（企画担当）
（総務担当）
（広報担当）

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：

冬木
大串

繁雄
雅一

（企画委員長）
（企画副委員長）

理
理
理

事：
事：
事：

長沼
植田
中島

玲子
徹
良一

（総務委員長）
（総務副委員長）
（総務副委員長）

理
理
理

事：
事：
事：

寺園
石井
西

公教
保彦
珠子

（広報委員長）
（広報副委員長）
（広報副委員長）

監
監

事：
事：

森山
横山

正夫
修二

顧
顧

問：
問：

福生
渡辺

和彦
芳雄

福岡販売士協会

ＦＡＲＭＭＣ（ファーミック）
Fukuoka Association for Retail Management and Merchandise Coordinators
コロナウイルスの影響で年初１月１７日最高値から一転下落基調へ、回復の読めない市場
動向です。暖冬に季節外れの長雨、地球規模での異常はこの先、どのような影響をもたらす
のか？ ご承知の通り、本年は庚子。新しいことをスタートするに最適な年と言われております。
本号からカラー印刷という、会報の歴史上画期的なスタートとなります。次号より石井理事に
編集のバトンをお渡しします。４９号より編集を担当、非常に有難い経験をさせていただきまし
た。心より感謝申し上げます。至らぬ点多数あり、ご迷惑をおかけしましたことをこの場をお借
りしてお詫び申し上げます。皆様の益々のご清祥を心よりお祈り申し上げます。
投稿も引き続き心よりお待ちしております。（KT）

-３２-

