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福岡本部・宮崎支部・大分支部・熊本支部・佐賀支部・沖縄支部

九州販売士懇談会イン大分開催
令和 2 年 10 月 24 日（土） 於 Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分

10 月 24 日（土）J:COM ホルトホール大分で「九州販売士懇談会イン大分」が
開催されました。今回の九州販売士懇談会は 12 回目で、大分では 6 年ぶり 2 回目
の開催になります。準備と運営にご苦労頂いた大分支部の溝部支部長と支部のみな
さんに心からお礼を申し上げます。
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参加型 連動企画 原稿募集！！ 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！P23 にアンケートの QR コ
ードを記載しています。 協会活動を盛り上げて

いくためのご意見もお待ちしております！
福岡販売士協会のホームページに活動の
詳細が随時更新されています。
是非定期的にご覧ください。
福岡販売士協会 トピックス
http://www.farmmc.jp/
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九州販売士懇談会イン大分 報告
日時：令和 2 年 10 月 24 日（土）14:00～18:00
会場：J:COM ホルトホール大分 セミナールームＬ
参加者：20 名
講演会講師：大分市役所 企画部企画課 参事 後藤応寿様
大分商工会議所：佐藤寛晃様
長崎販売士協会：坂口雄一、冬木繁雄、吉岡英春
鹿児島販売士協会：白濱俊之
福岡販売士協会：栗川久明、岡野卓也、小関芳紀、長沼玲子、中島良一、半田美和、
今井武史、溝部敏勝、朝来浩一郎、植本誠、木津俊彦、新村武彦、二宮基陽、幸淳子
第一部 懇談会及び講演会
「九州の更なる発展の役割を担う豊予海峡ルート」
第二部 流通施設見学会
「JR 大分シティ」「アミュプラザおおいた」
第三部 懇親会
会場の J:COM ホルトホール大分 セミナールーム L は前回と同じ広い会議室で、入室時の消
毒・体温測定の後、参加者間の距離を充分とり、コロナ感染対策に配慮して開催されました。
Ⅰ．第一部 懇談会及び講演会
定刻の 14 時、講師含め総勢 20 名の参加のもと、大分支部 朝来
浩一郎さんの司会で第一部が開会しました。
１. 栗川会長主催者挨拶（別途詳細記載）
冒頭来賓と会員への参加のお礼がありました。
大分での開催は 6 年ぶりの 2 回目になります。
今年度の状況報告です。
今年は、新型コロナウイルスの影響で様々な活動を開催すること
が困難な状況となり、6 月まで活動の自粛を余儀なくされました。
7 月 11 日に令和 2 年度の年次総会と夏季研修会を合わせて開催
します。9 月 11 日に会報第 56 号「年次総会特集号」を発行します。
今後の予定は来年 1 月 16 日に新春懇談会を予定しています。2
月に会報第 57 号「九州販売士懇談会特集号」を発行予定です。
新しい情報提供として、神奈川販売士協会の「販売士 3 級検定試
験テキスト&問題集」の発刊とリテールマーケティング 3 級 WEB 講座開設の紹介を行って頂きま
した。
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２. 日本販売士協会 岩間専務理事のメッセージ（別途記載）
栗川会長から代読紹介。
３. 長崎販売士協会 坂口会長挨拶
① 協会での出会いが、過去 10 年間での財産となってい
る。
② コロナ化での長崎の近況報告
・ ジャパネットたかたの業績好調で被災地に利益還
元。
・ 空き店舗を利用した「かき氷店」を不安のなか開店、
しかし心配をよそに好調な売り上げを博している。
・ 自転車屋は、コロナ感染の中、売上好調等
今回のこの機会を有意義なものにするため、更なる出会いを求めたい。
４. 鹿児島販売士協会 白濱副会長挨拶
① 会長のメッセージ報告（阿部会長）
2018 年 4 月に福岡販売士協会鹿児島支部より独立し、
現在の鹿児島販売士協会として発足。会員数 11 名
② 主な協会としての活動内容の紹介
3 級直前講座、3 級養成講習会、2 級・3 級の更新講師
セミナー開催。2019 年民法改正による販売に必要な法
律に関し、弁護士を講師として講習会を開催。ビジネス
及び販売に関する改正点を中心（40 名参加）
。
③ 今年度の活動計画及び今後の予定
コロナの影響で、活動自体は自粛中ですが、状況を鑑み、講習会・研修会・アンダーマ
ネージメント講習会等企画
④ 視察について
9 月に地元の流通施設の視察（キャッシュレス専門の飲食店街）
＊今後、鹿児島販売士協会の地域への認知を促し、発展に繋がるよう活動を行っていきます。
５. 溝部大分支部長 歓迎の挨拶＆講師紹介
当懇談会に参加された来賓と会員に謝辞が述べられた後、以下のご紹介がありました。
本日、講師をお願いしております大分市役所 企画部企画
課 参事 後藤応寿様の紹介です。
演題は、「九州の更なる発展の役割を担う豊予海峡ルート」
です。もしも、関門海峡に何かしらの問題が起こった際、九
州は陸の孤島と化すことになります。本日の公演は、このよ
うな緊急事態回避には必要不可欠な取り組みと考えていま
す。
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６. 大分市役所 企画部企画課 参事 後藤応寿様からのご説明
演題：「九州の更なる発展の役割を担う豊予海峡ルート」
具体的に大分市の取り組みついて、現況をパワーポイントで説明していただきました。
1998 年 3 月に策定された全国
総合開発計画「21 世紀の国土の
グランドデザイン」で示された 4
つの国土軸構想の 1 つが「太平
洋新国土軸構想」
であり、
これは、
中部、近畿、四国、九州、沖縄に
またがり、主に東海（遠州、三河、
名古屋、伊勢、志摩）から紀伊半
島、淡路、四国、九州中部（熊本、
大分）を経て九州西部（長崎、天
草）に至る地域を高速道路や高速
鉄道などで結ぼうとするもので
す。
特に、大分県大分市佐賀関半島
と愛媛県佐田岬半島伊方町を結
ぶ豊予海峡ルートについて、大分市の取り組みが紹介された。
現在、2 案がありその一つは、「トンネル案」
、もう一つは、
「橋梁案」である。
それぞれ、メリット、デメリットはあるが、九州と本州を結ぶルートは、下関と門司を結ぶルー
トしかなく、
「豊予海峡」を結ぶことは、災害時等の観点から最重要課題である。
① 豊予海峡ルート新幹線計画（現行、基本計画路線）
（大阪市→徳島市、高松市、松山市→大
分市）・・・・まずは、整備計画路線への格上げを目指す。
② 豊予海峡ルート道路計画（現行、候補路線）
（
「豊後伊予連絡道路」として、大分市→八幡浜
市）・・・・・まずは、計画路線への格上げを目指す。
③ 豊予海峡ルートの意義
・ 地域拠点の形成・強化
・ リダンダンシーの確保
・ 観光需要の拡大
・ 地域産業の発展
・ 地方移住の促進
以上の観点から、現在、調査・研究を大分市として推進中である。
① 概算事業費の算定について
・ トンネル案
【鉄道のみ】
6,860 億円
【道路】
6,900 億円
【鉄道＋道路】
1 兆 6,530 億円
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・ 橋梁案
【新幹線複線】
【高速道路 2 車線】
【新幹線＋高速道路】

1 兆 8,070 億円
1 兆 2,830 億円
2 兆 5,180 億円

② 豊予海峡ルートの効果
・ 時間短縮
【鉄道】
大分→松山間・・・200 分の短縮
大分→高松間・・・159 分の短縮
大分→大阪間・・・ 98 分の短縮
【高速道路】
大分→松山間・・・ 98 分の短縮
大分→高松間・・・ 98 分の短縮
大分→大阪間・・・ 98 分の短縮
・ 旅客需要予測
【新幹線】
・・・・・・・18,046 人
【高速道路】
・・・・・・11,064 人
・ 経済波及効果（単位：億円/年）
観光消費

産業集積

物流効率化

合計

52.0

187.0

14.0

253.0

340.0

－

41.5

381.5

49.0

94.0

7.8

150.5

四国地方

140.0

－

30.2

170.2

全国

673.0

281.0

160.0

1,114.0

大分県
九州地方
愛媛県

今年度の取組み
【愛媛・大分市町村会議の設置】
（協議内容）
① 愛媛県・大分県の各市町村の相互交流促進
② 各地域の魅力向上と相互ＰＲに関すること
③ 各地域の行政課題解決に向けた情報共有と広域行政サービスに関すること
(参画町村）
愛媛県側：八幡浜市、宇和島市、大洲市、松野町、伊方町、鬼北町、西予市、愛南町、内子町
大分県側：大分市、別府市、臼杵市、豊後大野市、津久見市、竹田市、由布市、日出市、佐伯市
以上の市町村との連携を図り、「豊予海峡ルート」実現に向けて努力を行っていくとのお話があ
りました。
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最後に（まとめ）
【豊予海峡ルートを実現するために】
① 豊予海峡ルートの必要性と重要性を共有・発信できるよう、機運の熟成を図る
② 整備計画路線への格上げを目指し、国政レベルでの議論の俎上に載せられるように、四国
新幹線・東九州新幹線の一体的な要望を続けます。
③ 広域交流・地域活性化や防災性の向上に向けて、道路ネットワークを構築します。
と言うことで、
「大分市」として努力していきますと、心強いお言葉をいただきました。
講演会の後、集合写真撮影と参加者全員より 2 分間スピーチ（自己紹介）がありました。
Ⅱ．第二部 流通施設見学会
大分支部木津さんより「大分駅ビル・JR 大分シティ・アミュプラザおおいた」の紹介をお聞き
し、全員で大分駅ビル見学に出発しました。
6 年前の懇談会イン大分のときには工事中だった駅ビルが立派に出来上がっているのを実感し
てきました。以前商業施設見学会で見た JR 博多シティと比較して見学することができました。
【株式会社 JR 大分シティの概要】
開業：2015 年 4 月 16 日
施設：
・ アミュプラザおおいた
1～4Ｆ
・ アミュシティダイニング（レストラン）
4Ｆ
・ 豊後にわさき市場（食料品店舗）
1Ｆ
・ シティ屋上広場
8Ｆ
・ シティスパてんくう
19～21Ｆ
アミュプラザおおいた
・ 売上高（2019 年度）
・ 入館者数

会場の J:COM ホルトホール大分

約 237 億円
約 2,304 万人

大分駅
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JR シティ大分屋上広場
Ⅲ．第三部 懇親会
午後 6 時から居酒屋「くじら 1 号」でプレミアム飲み放題・プレミアム食べ放題の懇親会は大分
支部二宮基陽さんの司会で、岡野会長代理の乾杯の音頭でスタートしました。
長崎、鹿児島、福岡の遠方からの来訪者と地元大分からの参加者との交流懇談が活発に行われま
した。定刻 8 時に小関副会長の締めの「一本締め」でお開きになりました。

（報告：新村 武彦）
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主催者挨拶(詳細)
福岡販売士協会

会長

1 級販売士

栗川久明

福岡販売士協会会長の栗川です。よろしくお願いいたします。
本日は、
「九州販売士懇談会イン大分」にご参加いただきありがとうご
ざいます。
最初に、本日の準備・運営にご苦労を頂きました溝部支部長他大分支
部のみなさんにお礼を申し上げます。
今回の九州販売士懇談会は 12 回目で、大分では 6 年ぶり 2 回目の開
催です。参加者は 20 名です。長崎販売士協会の坂口会長、冬木副会長、
吉岡副会長、鹿児島販売士協会の白濱副会長に遠路ご参加をいただきあ
りがとうございます。
本年度は新型コロナ感染防止のため 6 月まで活動自粛しました。7 月 11 日に「令和 2 年度年次
総会・夏季研修会」を開催しました。また、9 月 11 日に会報第 56 号を発行いたしました。今後の
活動は来年 1 月 16 日に「新春懇談会」を開催します。また、来年 2 月に会報第 57 号を「九州販
売士懇談会特集号」として発行いたします。みなさんの寄稿をお願いいたします。
最新の話題をいくつか提供したいと思います。
① 本年度の販売士資格更新はコロナ禍のために更新講習会がなくなり通信講座一本になりま
した。私も更新年にあたるため、今週、書類が届き郵送で申し込みをしました。ところ
が、福岡販売士協会事務局に電話で郵送の宛先がわからないという質問が 3 件あり、ちょ
うど書類が手元にありましたので丁寧にお教えいたしました。もう少し郵送の送付先記入
に工夫が必要と思いました。
② 昨日、神奈川販売士協会の会報が届きました。
「販売士 3 級テキスト&問題集」
（1,600 円 株
式会社秀和システム）を発刊されたそうです。直前講習会、企業研修等で使えそうですので
ご紹介いたします。
③ 同じ会報で今年 4 月に改訂された 2 級販売士ハンドブック改訂のポイントが記載されてい
ましたのでコピーを配布いたします。改訂の意図がよく理解できますので参考にしてくだ
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。
編集者注)挨拶中の新春懇談会は残念ながら後日中止が決定しました。
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「九州販売士懇談会イン大分」へのメッセージ
一般社団法人

日本販売士協会

専務理事

岩間信弥

「九州販売士懇談会イン大分」の開催を心からお祝い申しあげま
す。開催に際しご尽力いただきました栗川会長、また、開催地を含
む、ご関係の役員・会員の皆様、ならびに本日ご参加の皆様に対しま
して、深甚なる感謝と敬意を表する次第でございます。
誠に残念ながら、諸般の事情により、本日、欠席とさせていただき
ましたことに関し、お詫びを申しあげます。本日、皆様にお目にかか
ることができないことは残念でなりません。
まず、新型コロナウイルス感染症の流行により、事業実施に深刻な影響を受けていらっしゃる皆
様にお見舞いを申しあげます。
コロナ禍により、国民は不自由な日常生活を迫られることとなり、生活様式や働き方が劇的に変
化しました。ウイルスへの感染を回避するため、外出を避けて店舗での買い物の代わりにネットシ
ョッピングを利用したり、現金の代わりにキャッシュレス決済を利用したりするというように、消
費行動も変化しています。消費者の買い方やニーズの変化も影響し、流通・小売業界、なかでも、
リアル店舗の事業環境は、ますます厳しいものとなり、先行きの不透明さも増大しています。
ところで、ご承知のとおり、本年 7 月 11 日に予定されておりました第 86 回リテールマーケテ
ィング検定試験が施行中止となりました。商工会議所の検定試験が創設されて以来、初の出来事で、
受験予定者の方々はもちろんのこと、指導者などのご関係の方々に、少なからず影響が生じてしま
ったことは誠に残念です。
日本販売士協会も、コロナ禍によって事業運営面で制約を受けることになりました。今年 2 月と
3 月に予定しておりました会合とセミナーは中止となり、7 月には、第 1 回理事会を書面開催し、
通常総会は最少人数で開催いたしました。
新型コロナウイルスの流行によって変化を迫られた仕事のやり方や生活様式は、今後も、ある程
度、定着していくものと考えます。例えば、コロナ禍に背中を押される形で普及したオンライン会
議システムでありますが、今後も活用が拡大していくと考えます。日本販売士協会といたしまして
も、世の中の変化に遅れを取らないように心掛けつつ、事業や活動の活発化に向けて取り組んでま
いる所存です。
結びに、厳しい事業環境下ではありますが、福岡・長崎・鹿児島の各販売士協会の今後ますます
のご発展、ならびに本日ご参加の皆様のご健勝とご活躍を祈念いたしまして、誠に簡単ではありま
すが、私からのメッセージとさせていただきます。
2020 年 10 月 24 日
一般社団法人 日本販売士協会 専務理事 岩間信弥（いわま しんや）
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福岡販売士協会でも Zoom を利用した取り組みが始まりました！
副会長

１級販売士

岡野利哉

１. テレワークの急速な広がり、リアルからリモートへ
日々の業務や戦略に、IT を取り入れている企業と、取り入れていない企業の
業績を比較すると、明らかな差が生じているという研究結果が公表されていま
すが、実情として、戦略的に IT を利活用できている企業は、中小企業の中では
そう多くはありません。
昨年（2019 年）度の販売士資格更新講習会において、テーマの１つとして「働
き方改革」が取り上げられ、その中で「テレワーク」という言葉も出てきまし
た。テレワークという言葉は以前から存在するもので、皆さんにとって既知の
言葉ですが、家庭等でのワークスペース問題やネットワーク（Wi-Fi 等）環境だけでなく、今話題
の押印問題そしてペーパーレス化が進んでいないが故の書類の管理・複製・受け渡しがスムーズに
できないという問題など、まとめると、そもそも気軽にスムーズな会話・コミュニケーションなど、
円滑な業務遂行ができないという問題点から、その導入・設備投資が見送られてきました。
ところが、昨今の新型コロナウイルス感染予防として、国の緊急事態宣言発令とともに外出自粛
やテレワーク推奨などを要請される中、企業のテレワーク環境整備が急速に進みました。様々な問
題や課題があるからテレワークは時期尚早という考えを一変し、やらざるを得ないテレワークを導
入しつつ、並行して各種問題解決を試みるという状況ではあるが、着実にテレワークの環境が整い
つつあります。
また、これに伴い、人と人とのリアルのコミュニケーションが大切なことは重々承知の上、これ
が容易に実現できない今となっては、リモートにおいて、画面を通してコミュニケーションをとる
ことも徐々に日常化しつつあります。
２. 福岡販売士協会の IT 活用
(1) ホームページ ＋ Facebook による広報、E-mail ＋ LINE による連絡
今年度、コロナ禍において、福岡販売士協会では予定していた多くの企画・行事が中止を余
儀なくされ、今後の会の運営も新しい形を模索せざるを得ない状況にあります。
福岡販売士協会の運営上における IT 活用面は、以前から設置・運営しているホームページ
に始まり、最近では Facebook を取り入れ、ホームページとともに情報発信をおこなっていま
す。
また、役員相互の連絡として以前から E-mail を使用していましたが、LINE グループを立
ち上げ、E-mail と LINE を用途や状況に応じた使い分けすることで、とてもスムーズな情報
伝達ができる環境が整いました。
LINE の導入においては、今年度の夏季研修会＆年次総会の後に開催した役員会議にて、今
後の役員連絡用 LINE グループ設置案が提案され、承認とともにその場で LINE グループを
作成しました。今振り返れば、その場で全員がグループに参加する操作をおこない、その場で
使い方のレクチャーまでを終わらせたことが大きな成果でした。既に LINE を十分に利活用
されている役員もいれば、全く使用したことがない役員もいました。LINE アプリ自体が未イ
ンストールだった役員も、その場でサポートを受けながらインストールを済ませ、さらに操作
方法のレクチャーまで受けることで、役員全員が LINE アプリを使用できるようになり、同時
に LINE が新たな連絡ツールとなりました。
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(2) 企画・行事のオンライン配信に向けて、まずは役員会議を Zoom で！
福岡販売士協会では、「第 1 回オンライン勉強会」を 1/16(土)に実施しました。今後、各種
の企画・行事のオンライン配信の実施も視野にいれるという考えのもと、まずは役員各々が
Zoom アプリでオンラインミーティングに接続（マイク・スピーカー・カメラの設定確認）で
きるようになることを今回（第 1 回目）の到達目標と設定しました。
当日の Zoom によるオンラインミーティングは、岡野卓也会長代行がホスト役を務め、役員
連絡用 LINE グループ上のトークで、ミーティング ID を連絡し、
各役員が接続を試みました。
日頃から Zoom アプリを使用している役員は、自宅から接続し、Zoom アプリの使用経験がな
い役員は、福岡空港到着ロビーに集合し、FreeWi-Fi 下でアプリのインストールから接続そし
てマイク・スピーカー・カメラ設定と操作方法のレクチャーを受けました。
未経験者の集合場所を福岡空港に設定した理由は、FreeWi-Fi が利用でき、オープンスペー
スのため換気機能が整っている上、お互い四方八方に広がれる相当量の距離がとれるからです。
お互いの距離をとるのは、新型コロナウイルス感染予防だけでなく、Zoom 接続を開始した場
合、接続機器（スマホ等）の間隔をかなりあけなければハウリングが起きるという点を考慮し
たためです。
（一般的な小さな会議室内で複数人の接続はハウリングが起き実施が難しい。
）
オンラインミーティング開始前には、参加予定役員全員がアプリのインストールを終え、定
刻に開始されたミーティングでは、接続直後は、マイクがミュートになっていたり、カメラが
OFF になっていることもありましたが、その切替方法、さらにはチャット機能による文字で
の会話もできました。多少の時間を要したものの、参加予定役員全員の接続確認という第 1 回
目の到達目標は達成できました。
第 1 回オンライン勉強会を終え、振り返りとして、今後、このような機会を繰り返し、回数
を重ねる上でホスト側も参加者側も慣れることが必要だとの意見がまとまりました。

３．日本販売士協会運営オンライン懇談会
日本販売士協会がホストとなって、全国各地の販
売士協会と Zoom によるオンライン懇談会が開催さ
れました。コロナ禍における各地の様子を伺えると
ても良い機会でした。大島会長が挨拶でおっしゃら
れた「オンラインで開催することで物理的な距離が
関係なく繋がりあえる」という大きなメリットを最
大限に活かし、今後ともこのような情報交換の場を
継続実施して欲しいという意見が多く出ました。
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リテールマーケティング検定（販売士）が変わります
理事

2 級販売士

今井

武史

第一報が入ったのは昨年の 8 月でした。講義を受け持っている九州スクール
オブビジネス様に日本商工会議所より「『リテールマーケティング（販売士）検
定試験』のネット試験化等に関するアンケート調査へのご協力のお願い」とい
う書面が届きました。
きっかけは第 86 回の検定試験が創設以来初の中止となったことです。これ
により、
① 中止になったことに対するお詫び
② 2 月の検定試験は感染拡大防止に配慮しつつ、できる限り実施する旨
③ 感染症の収束が見通せず、統一試験日にペーパーで実施する現行の方法では、継続的な試験
の実施は難しいと判断せざるを得ないこと
が記載され、
よって 2021 年度から随時受験可能なネット試験方式での試験実施の検討に入った旨、
記載がありました。
ネット試験に変更することによるメリットとして、以下のことが挙げられます。
① 受験者の大半を占める流通・小売業者にとっては多彩な勤務形態に合わせた随時受験が可能
になる。
② 学生にとっては養成講習会等受験対策講座での学習到達度に合わせた受験が可能となる。
ネット試験は、各地商工会議所が認定した全国約 1,000 カ所のネット試験会場のパソコンを利用
し、インターネットを介して実施。パソコンの画面に表示される試験問題を解いて答案を送信する
とその場で合否判定がなされるとの事です。ここで、疑問視されるのが、1 級試験の記述はどうな
るのか、ということです。マークシートなどの解答選択式であれば、即時、合否判定できるでしょ
うが、記述式は採点に時間を要すると考えられます。今後の発表に注目して参ります。
また、随時受験になると同時に、年度中に何回でも受験できるようになり、学習後、すぐに受験
できることから、理解度の確認用テストとしても活用できるとの事でした。
以上、昨年 8 月に開示された内容でした。
追加情報として 12 月に商工会議所のホームページに開示がありました。
次ページに、福岡商工会議所のホームページより転載致します。

－12－

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
リテールマーケティング検定（販売士）のネット試験化について（2021 年度～）
2020 年 12 月２日
各

位

日本商工会議所
リテールマーケティング検定（販売士）のネット試験化について
平素より、商工会議所検定試験をご活用いただき、ありがとうございます。
現在、リテールマーケティング検定（販売士）については、１級はペーパー方式、2 級・3 級は
マークシート方式で、統一試験日（１級は 2 月、2 級・3 級は 7 月と 2 月）に施行しております。
一方、現状の方式では受験機会が限られており、また、感染症や大規模自然災害等が発生しても、
安定的・継続的に試験を実施できるようにする必要があります。さらに、受験者の大宗を占める流
通・小売業従事者の多様な勤務形態に合わせた受験を可能とし、利便性の向上を図るためには、随
時施行が可能な試験方式が適していることから、2021 年度より、1 級～3 級すべてを「ネット試験
方式」で随時施行することといたします。
「ネット試験方式」とは、各地商工会議所が開拓・認定した全国のネット試験会場において、同
会場が定めた試験日時（随時）に、試験問題の出題・解答・採点・合否判定までを同会場に設置さ
れているパソコン上で行う試験方式で、2021 年７月からの施行を予定しております（所定の要件
を満たせば企業・教育機関をネット試験会場としていただけます）
。
なお、受験料、試験科目、合格基準は変更ございませんが、試験時間（5 科目合計）が、1 級 90
分（現行 200 分）
、２級 70 分（同 150 分）
、３級 60 分（同 100 分）となります。
ネット試験方式への変更に伴う試験の概要、科目免除・科目合格制度の取扱い等詳細については、
決定次第、本ホームページでご案内いたします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
以上、現在（2021 年 1 月 22 日時点）での情報です。
科目合格や免除科目については明確になっておりませんので、今後の発表が待たれるところです。

－13－

福岡商工会議所からのお知らせです
会長代理

2 級販売士

岡野卓也

新型コロナウイルス対応で苦しんでおられる方々へ少しでも参考になればと思
い、福岡商工会議所の編集時点での最新メールマガジンを許可を得て転載します。
みなさまが所属する企業や周りの方々に有効な取り組みがありましたら活用し
て頂けましたら幸いです。福岡市内の事業者への支援情報が中心になりますが、各
地の商工会議所や各県でも同様な施策が実施されていると思いますので、参考にし
て頂ければと思います。各商工会議所、各支部の方々からも施策情報を投稿して頂けましたら次号
以降で紹介したいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福岡商工会議所メールマガジン＜特別号＞（2021/1/15）～会員とともに、市民とともに～
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１月 13 日、福岡県が緊急事態宣言対象地域になりましたので、メールマガジン特別号として、
当所窓口の対応や各種支援施策、行政からのお知らせをお送りいたします。
┃目次┃………………………………………………………………
▼福岡商工会議所からのお知らせ
○新型コロナウイルス感染症 事業者向け特別相談窓口
○コロナ禍を乗り切るための経営戦略・経営改善、資金繰り特別相談窓口
○新型コロナ特例リスケジュール
○「新型コロナウイルス」に関する経営相談について（随時更新）
https://www.fukunet.or.jp/oshirase/20200221_coronavirus/
▼施策・制度ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
○＜国＞持続化給付金の申請期限延長について
○＜国＞家賃支援給付金の申請期限延長について
○＜福岡市＞独自の緊急経済支援策
○＜福岡県＞新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態措置について
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19emergency-details.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆新型コロナウイルス感染症 事業者向け特別相談窓口
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当所では、事業者の皆様にワンストップで各種支援施策について、迅速かつ正確な情報提供や相
談、申請手続き等の支援を実施するため、「特別相談窓口」を開設しています。
○時間：平日９：00～12：00（受付終了 11：30）
13：00～17：00（受付終了 16：30）
○場所：福岡商工会議所２階（福岡市博多区博多駅前２-９-28）
○内容：資金繰り・融資、各種補助金など
○詳細：ホームページをご覧ください
https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/coronavirus/#consultation_desk
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また、併設で中小企業診断士や社会保険労務士等の専門家による相談窓口も開設しております。
★相談窓口スケジュールはこちら★
https://www.fukunet.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/calendar.pdf
オンラインによる相談も受け付けておりますので、ぜひご活用ください。
★オンライン相談窓口予約はこちら★
https://www.fukunet.or.jp/contact/contact_other/online-consultation/
※相談内容によっては、相談方法を電話またはメールに変更させていただく場合がございます。
予めご了承ください。
＜お問い合わせ＞
福岡商工会議所 経営相談部
東・博多・南区の事業所の方
TEL：092-441-2161
中央・城南・早良・西区の事業所の方 TEL：092-441-2162
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆コロナ禍を乗り切るための経営戦略・経営改善、資金繰り特別相談窓口
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営改善の専門家が、資金繰りでお困りの経営者のお悩みに寄り添い、課題解決に向けて、現場
重視の解決策を提案します。特例リスケや資本性劣後ローンの相談も承ります。
○時間：毎週金曜日 10 時～16 時（昼休み：12 時～13 時）
○場所：福岡商工会議所２階（福岡市博多区博多駅前２-９-28）
○詳細：ホームページをご覧ください。
https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/covid-special-desk/
＜お問い合わせ＞
福岡商工会議所 経営相談部
東・博多・南区の事業所の方
TEL：092-441-2161
中央・城南・早良・西区の事業所の方 TEL：092-441-2162
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆新型コロナ特例リスケジュールについて
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
既往債務の支払いに悩む中小企業のために、
中小企業再生支援協議会が中小企業に代わり、
一括して元金返済猶予の要請を実施します。
○詳細：ホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html
＜お問い合わせ＞
福岡県中小企業再生支援協議会 TEL:092-441-1221
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━╋ ▼ 施策・制度ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ╋━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆＜国＞持続化給付金の申請期限延長について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方を対象に、持続化給付金
の書類提出期限と、書類提出期限延長の申込期限を、以下の通り延長いたします。
○書類提出期限：１月 31 日（日）→２月 15 日（月）
○書類提出期限延長の申込期限：１月 15 日（金）→１月 31 日（日）
○詳細：ホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
＜お問い合わせ＞
申請サポート会場・申請サポートキャラバン隊会場
TEL:0120-279-292
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆＜国＞家賃支援給付金の申請期限延長について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方を対象に、家賃支援
給付金の申請期限を、以下の通り延長いたします。
○申請期限：１月 15 日（金）→２月 15 日（月）
○詳細：ホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
＜お問い合わせ＞
家賃支援給付金コールセンター TEL:0120-653-930
受付時間：平日・日（土・祝除く）８：30～19：00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆＜福岡市＞独自の緊急経済支援策
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
２回目の緊急事態宣言を受け、福岡市独自の支援策が追加されました。
■中小企業・小規模事業者向けテレワーク導入支援
テレワーク環境を新たに導入する企業、
拡充する企業に対し、
【最大 50 万円】の支援。
○申請受付期間：1 月 20 日（水）～1 月 26 日（火）
○詳細：ホームページをご覧ください。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/k-yuchi/business/tele.html
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■地域の飲食店を支えるテイクアウト支援
事業継続に取り組む飲食店に対し、テイクアウト商品に特典を付与して販売する店舗に対し、１
店舗あたり【20 万円】を支援。
○申請開始：1 月 29 日（金）予定
○詳細：ホームページをご覧ください。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/shukyaku/health/chiikinoinsyokutenwosasaerutakeout
shien.html
■宿泊事業者への衛生対策緊急支援
全国的な新型コロナウイルス感染症拡大や GoTo トラベル事業の一時停止を受け、市内宿泊施設
における更なる衛生対策を実施するため、1 施設あたり【最大 50 万円】を支援。
○詳細：ホームページをご覧ください。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kankou-s/coskhk2.html
■商店街が取り組む感染症対策等への支援
市民が安全に商店街を利用できるようにするため、
商店街が取り組む感染症対策等に対し、【最大 50 万円】の支援。
○申請期限：3 月 1 日（月）まで
○詳細：ホームページをご覧ください。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/c-syogyo/business/shotengai2020401.html

オンライン授業を経験しました
理事

1 級販売士

蒲池 彰

昨年、専門学校でリテール・マーケティング 3 級講座を担当する機会を持
ちました。受講生は約 40 人で全員、合格してもらうにはどうするか、まず、
授業プランを考えました。ハンドブックは全科目で 600 ページほどあり、全
部、目を通すのはむずかしい。参考にしたのが、池上彰さんのプレゼンの方法
です。
池上さんは大変、論理的な話し方で視聴者が聞き入っています。池上さんの
話し方は「起承転結」ではなく、結論（ポイント）を最初に話す“PREP 法”という方法です。P
＝Point（結論）
、R＝Reason（理由）、E＝Example(事例)、P＝Point（結論を再度）という順番で
す。
前任の高田講師から「講師は要約を作っておきなさい」と教えてもらっていたので、ハンドブッ
クのポイントをまとめたサブノートを作成しました。サブノートでポイントを教えて、ハンドブッ
クで R＝Reason（理由）
、E＝Eaxmple（事例）を教えて、穴埋め問題で P＝Point（結論を再度）
を確認、つまり、キーワードは 3～4 回出てくるように準備をしました。
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1 ページ目はこんな感じで板書する時間の短縮、ノートが取れない学生でもポイントがわかるよ
うにと作りました。これが、3 月のお話です。すると、4 月の授業はすべて中止と連絡ありました。
そして 5 月の中旬からオンラインで授業をするので学校に集まってやり方の研修をしますと連
絡がきました。Zoom の使い方の説明が中心です。Zoom 会議は出席したことがあったのですが、
ホスト側になるのは初めてです。
学生は学校に来れないので、販売士のテキストを持っていない。自分が作った要約と過去問を印
刷して学生に送ってもらいました。自信がないので、他の講師のオンライン授業を見学させてもら
うことにしました。他の講師も初めてで、学校の担当者がついて開始されました。学校の担当者も
シミュレーションは繰り返しやったものの、学生が多数、入って授業をするのは初めて。待機中の
学生を待たせたり、学生も入り方がよくわからなかったり、なかなか、授業が進まない。Zoom を
閉じてしまい、再度、学生に入ってもらうということもありました。
不安のなか、いよいよ、自分がオンライン授業をする順番が来ました。担当の先生に同じ教室で
自分の仕事をしながら、私のサポートをしてもらうことになりました。出席を取るのですが、許可
を私がクリックしないと学生が入れないので見逃さないように画面を注視。パワーポイント中心で
授業を進めるのですが、起動するのに数回、失敗。自分が見ている画面と学生が見ている画面が違
うということが、起きました。また、パワーポイントを出しているときに参加してきた学生を許可
しそこなって、〇〇君が入れませんと言ってますと言われたり、うまくいっているとはいい難い状
況。学生によっては Wi-Fi の状況がよくなかったり、スマホで参加していたりでカメラはオフ、音
はミュートが基本。パワーポイント中心に説明しているとちょっと孤独感があります。
反省点としては白板の利用等でもっと変化をつければ、よかったと思います。演習問題も答えを
指で１、２を示してと言っても数人しか、カメラをオンにしてくれなかったり、ちょっと残念でも
ありました。1 回として満足なオンライン授業ができないまま、対面授業にもどりました。オンラ
イン初心者の私としては、全体を見てくれるディレクターが必要だと感じました。
そして、7 月の検定試験の中止。目の前の目標がなくなったにもかかわらず、授業に継続して参
加してくれた学生に感謝します。検定試験がなくなったので出遅れた分を無理なく取り戻すために
授業は 9 月まで継続しました。次はもう少し、うまくやれると思いますが、対面授業ができる環境
であることを祈ります。
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コロナと私
会長代理 2 級販売士

岡野卓也

私は先の会報にて生涯現役の営業マンを目指す旨、自己紹介致し
ました。昨年 11 月に現在の会社に就職し、からすみの営業を開始
致しました。当時、九州管内でからすみの小売りの店舗は宮崎に工
場併設の直売店だけでした。
入社時の方針で、私は福岡の飲食店を中心に営業活動を担当致し
ました。今年 1 月に宮崎県主催の展示会にからすみと寒沖鯔の 2 品
を出品致しました。どちらも好評で、問合せも数多く頂戴しました。
宮崎県主催の宮崎マルシェ 2020 への参加店舗からも数多くご注文を頂きました。
キャンペーンが終了し、これからが本格的な営業と思った矢先の新型コロナウイルス問題です。
取引先の殆どの飲食店が 3 月早々には休業して様子をみていたのですが、緊急事態宣言が発せら
れ、世の中がコロナ問題一辺倒のニュースで営業活動は完全に止まってしまいました。
以後営業活動もストップした状態で、リモートによる営業を勧めましたが、やはり新規食材の導
入は手控える企業や店舗が殆どです。ホテル、旅館、結婚式場等、電話で話を切り出したとたんに
それどころでは無いとすぐに電話を切られる状況でした。やはりお会いして話さなければ伝わらな
いなと改めて感じた時期でした。しかしアポイントは取れません。メールにて提案しても殆ど返信
もありませんでした。
動き始めたのは 6 月中旬からです。街の様子を視察しようと百貨店を廻ってみました。岩田屋本
店の地階海産品売場を覗いた時にからすみが有りませんでした。そこで飛込み営業です。7 月から
からすみを取扱っても良いとの事でその場でご注文を頂きました。更には月末に追加注文も頂き、
好調な福岡市場への再デビューでした。
飲食店はまだまだ厳しいですが、商売には色々な切り口で対応できるなと感じた次第です。これ
からはアフターコロナではなく、「With コロナ」の時代です。
欧州では第三波を迎えて各国で様々な対応が取られております。ワクチンの完成まであと僅かで
す。いずれインフルエンザ並みの感染症になるのでしょうが、今はまだ怖い感染症です。個人で対
処可能な対応を行い、健康を維持しなければなりません。まだまだ先は不透明ですが、命があれば
何でもできます。皆様もコロナに負けず、今の時代に立ち向かいましょう！
福岡販売士協会は今年で発足 20 年を迎えます。新たな時代に向かって活動を続けましょう。引
続き協会の活動にご協力を下さいますようお願い致します。

岩田屋本館地下 1 階 カネ又
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岩崎商店売場

コロナ禍、この一年
理事

1 級販売士

長沼

玲子

１. 九州販売士懇談会イン大分
令和 2 年 10 月 24 日、九州販売士懇談会イン大分が大分市で開催され参加いた
しました。今年は 1 月末に新型コロナウイルスの感染が確認されてから今日まで、
公的自粛期間が終わった後も自ずから行動を規制したり外出を控えたりの生活
が、身に付いてしまったような気がします。そんな中でのイン大分でしたので、
久しぶりの遠出の外出に少しワクワクしました。
大分駅に私が降り立ったのは 2 度目で、前回は 6 年前のやはりイン大分の時で
した。当時は工事中ということもあり、人も少なくやや暗い印象の駅だったと記憶しています。そ
れから 6 年を経て、大分駅は JR OITA CITY として近代的に大きく変容していました。アミュプ
ラザをはじめホテル、映画館、屋上広場、そして豊後にぎわい市場と都心型の商業施設にすっかり
生まれ変わり、売上高も年々増加傾向にあるとのことでした。
講演会後の駅ビル見学会で、私たちもゆっくり屋上広場や土産物市場を歩いてみましたが、Go
To トラベルも始まり若い人も多く活気にあふれているという印象でした。
イン大分のメインスケジュールの講演会は「豊予海峡ルートの実現にむけて」。講師は大分市企
画課の後藤応寿氏でした。大分の佐賀関と愛媛県伊方町をトンネルで結ぼうという計画。その計画
から現状、そして今後の実行性など様々な視点から調査がなされていて、詳しくご説明いただきま
した。福岡在住の私は勉強不足で初めて聞く話も多かったのですが、今後ますます巨大化していく
災害の実情を考える時、ぜひ九州と本州を結ぶ第 2 ルートとして実現してほしいと願うばかりで
す。
イン大分は、福岡販売士協会大分支部の皆様のご尽力により、このコロナ禍、盛大に楽しく無事
に終了することができました。感染防止対策、講演会、駅ビル見学会、そして懇親会。とても充実
した内容で、これだけのご準備頂いた皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。懐かしい方との再会
あり、初めてお会いする方との出会いあり、販売士協会に所属している醍醐味だと実感するところ
です。
大分支部の皆様、充実した時間を過ごさせていただきありがとうございました。
２. コロナ禍 この一年
日本でコロナ感染が初めて確認されたのは 1 月末でした。そして今はもう年末です。
何もしてないのに 1 年はあっという間に過ぎていきました。三密・自粛・テレワーク・リモー
ト・オンライン飲み会など、聞き慣れない言葉が、今ではすっかり日常用語となってしまいました。
もともと仕事をリタイヤしている身ですから、自粛も普段の生活とあまり変わりはないはずなの
に、感染防止の緊張感や気軽に人に会えない焦りやいらだちなどを感じたこの一年でした。
断捨離する人、料理に励む人、読書する人、人それぞれだと思いますが、私は人生の最後はブル
ックナーと前から決めていたこともあり、ブルックナー克服のため、4・5・6 月頃は毎日ブルック
ナーの交響曲を聴きました。克服できたとは言い難いですが、それなりに成果はあった気がします。
ブルックナーは偉大な作曲家で、10 曲の交響曲を書いています。その特徴は壮大で厳粛、また曲
が長いことも特徴のひとつです。70 分、80 分、90 分の曲もあり、このコロナ禍、持て余す時間を
これに費やしました。もちろん個人的な理由も他にあり、この先いつまでも元気でいられる保証な
どないわけですから今のうちにという気持ちもありました。ブルックナーは男性ファンがとても多
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いことでも知られています。私のお勧めは交響曲 7 番・8 番です。私が 80 歳になってもなお元気
で認知症も発症していなかったなら、ブルックナーを聴く時、きっとこのコロナ禍の日々を懐かし
く振り返るのだろうと思っています。
この一年は皆様それぞれ忘れえぬ日々になったのではないでしょうか？
日々、心身ともに限界の中で、医療に従事してくださる方々には感謝の言葉しかありませんし、
また仕事を失い厳しい状況に追い込まれる方々には、できることなら手を差し伸べたいとも思いま
す。
販売士協会の活動も自粛気味で、皆さんにお会いできる機会も減っています。来年も活動を再開
できるかはコロナ次第ということで、なかなか予定通りにはいかないかもしれません。また、販売
士検定試験も 2021 年からは「ネット試験」方式に変わるとの情報も得ました。With コロナによ
り時代はどんどん変わっていくようです。協会活動のあり方についても、会長を中心にいろいろな
方のご意見を聞きつつ模索されているところです。私もできることは手伝いながら、一日もはやく
皆様にお会いできることを願っています。
どうぞ皆様、お体に気を付けてお元気でお過ごしください。

コロナ禍でも協会活動を盛り上げるために
理事

1 級販売士

石井

保彦

前号の第 56 号より会報の編集をさせて頂くことになりました広報委員の石
井です。これからよろしくお願いします。
前号は初めての編集作業で、会員のみなさまからの原稿を纏めるだけで精一
杯でしたが、今回から少しずつ独自色を出して会員のみなさまが今まで以上に
読んで満足して頂ける会報と、協会の活動にしたいと思っております。今回は
私の近況と、その近況から感じる福岡販売士協会の活動を更に盛り上げるため
の思いについて述べてみたいと思います。
１. コロナ禍での資格の活用
私は製造業に勤務している営業職の会社員です。サーバなどの情報関連製品を販売店様経由で販
売をしております。普段から情報漏洩対策がされたパソコンを社外で持ち歩いて仕事をしていたた
め、昨年 4 月に福岡県で緊急事態宣言が出た翌日から 100％在宅勤務になりました。
販売店様との付き合いは長くコロナ禍の影響が少ない業種でもあるため、販売店様への直接訪問
ができなくなって電話とメールだけの対応でも、幸いなことに既存のお客様からの注文が大きく落
ち込むことはありませんでした。しかし、私の人事評価対象の一つである新規のお客様開拓は全く
進まない状況でした。
私は販売士の資格以外に中小企業診断士の資格を持っております。ある受験指導校の講師として、
今までは中小企業診断士の試験対策講座の模擬試験問題・解答解説などの作成や解答の添削、福岡
や大阪で開催される受験対策講座の補助講師のお仕事をさせて頂いてました。
コロナ禍の当初は対面での受験指導が難しく先行きが不安だったのですが、リモート会議のノウ
ハウが次第に蓄積できたことで、逆に地域にとらわれないオンライン指導のお仕事を頂くことが出
来ました。昨年度までは講師としては福岡と大阪で開かれる 1～2 回のスクーリングのお仕事しか
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頂けていなかったのですが、今年度は日本全国を対象としたスクーリング講師や、口述試験対策の
模擬面接官のお仕事など、20 回程度のリモート講師のお仕事を頂きました。
コロナ禍で本業の仕事の比率が落ちてしまいましたが、その中でリモート会議のスキルを活用し
た中小企業診断士のお仕事が増え、今度は中小企業診断士で得たリモート会議のノウハウ、経験、
スキルをもとに本業でオンライン勉強会や、新規のお客様へのリモート事業所紹介などが実施でき
ました。本業と資格の相互活用で自分の市場価値が高まってきているなと感じます。是非、このス
キルと経験を販売士協会の活動にも活かしていきたいと思います。
２. 在宅勤務の執務部屋の状況
4 月から在宅勤務を始めて 10 ヶ月が程経ちました。最初は
リビングのテーブルで仕事をしていましたが、今は私物のパソ
コンを置いている部屋で仕事をしています。
右の写真はその仕事部屋の扉用に作成した、100 円ショップ
で購入した商品だけで作った表示ボードです。部屋の中で電話
や会議をしていると家族が入ってくるのをためらいます。逆に
会議中は廊下で大きな声を出して欲しくないものです。会議の
予定を扉に予告することで、例えドアを閉めていても会議中以
外は入っていいよ、と示すことができ重宝しています。
ホワイトボード、ラインテープ、磁石付名札（6 枚）
、字消し
付マーカー（3 本、磁石付）
、フック（2 本入り）が各 100 円で
合計 500 円です。紐はお菓子箱の包装用のものを流用です。賃貸の部屋で扉に両面テープを直接
貼れないので、扉にビニルテープを貼ってから両面テープで固定しました。ビニルテープは別の目
的で買ったので金額には入れてません。
仕事部屋にはエアコンがありません。北側にある部屋なので、夏は扇風機だけ
で頑張ったのですが、冬は何もないと手がかじかんで辛いです。なので、仕事中
は、通常はリビングに置いているガスファンヒーターを 5m のホースで部屋に引
っ張ってきて使っています（リビングはその間はエアコンを使ってます）
。でも、
ドアを閉めたらホースが挟まってしまうので、これも 100 円ショップで買ってき
たドアストッパーを活用しています。
会社から貸与されているのはノートパソコンですが、自宅で契約しているネットワークを有線
LAN ケーブルで部屋まで引っぱり、画面は 43 インチモニターと古い 20 インチのテレビの 2 画面
使用、外付けでフルキーボードと 9 ボタンマウスを使っています。電話は iPhone に BlueTooth ヘ
ッドフォンを接続し両手が使える状態でパソコンを打てるなど快適な執務環境となっています。
コロナ禍で気持ちが落ち込むこともあるでしょうが、100 円ショップの「在宅勤務用品コーナー」
なども活用し、少しでも楽しく在宅勤務が進められたらいいですね。みなさまも「こんなものがあ
ったら便利だよ」という報告がありましたら是非投稿をお願いします！
３. 協会活動についての想い
緊急事態宣言の発令で、対面での協会活動が難しい状況です。ですが、こんな時だからこそオン
ラインでの活動を強化し、会員のみなさまのスキルアップや九州の流通・小売業のみなさまのお役
に立てられる活動ができたらなと思います。
岡野会長代行は新規会員を増やそう！という目標を掲げて頂いております。私は、そのためには
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会員のみなさまの満足度を更に高めることも大事だと考えてます。岡野副会長からは Zoom を活用
した取り組みの記事を投稿して頂きました。他にも次のようなことを、どれか一つでも実施してい
けたらなと思ってます。
(1) 講師養成講座のオンライン開催
私は令和元年に、福岡販売士協会の販売士３級講師養成講座で模擬講習をさせて頂きました。
また、以前に東京に住んでいた時は東京商工会議所のメンバーとなり講師養成講座に参加して
いた時もありました。私は平日の講師業務を継続的に行うことは無理ですが、協会で模擬講習
の経験をさせて頂いたことから、販売士の更新研修講師のお仕事を頂いたり、蒲池先生が担当
されている講座の一コマを担当させて頂いたりしました。
蒲池先生がオンライン授業で苦労されたお話も投稿して頂いてますが、このような時期だか
らこそオンライン対応のスキルを磨き、依頼を頂いたら即答で受けることができる講師を増や
していけたらいいなと思います。
(2) 会員のみなさまの所属企業、地域の流通・小売業のみなさまをご支援していける情報の提
供およびコンサルティング
会員のみなさまの知識を活用して、コロナ禍の厳しい状況だからこそ流通・小売業のみなさ
まのお役に立つ活動をしたいと思います。今回、福岡商工会議所のメール情報も掲載して頂き
ました。将来的には協会の外でも講演やコンサルティングができるメンバーを紹介・育成でき
ないかなと考えております。
(3) 令和 3 年の年次総会を是非リモート接続でも盛り上げましょう
令和 3 年の年次総会は是非リモートでも実施したいと思います。リモートだと会員間の交
流が難しいという問題があります。私が中小企業診断士の受験指導をお手伝いをしている指導
校では、Zoom のブレイクアウトセッションを活用してグループ討議を行っています。
懇親会の代わりに第二部などで例えば「協会活動を更に盛り上げるためにはどうしたらよい
か？」などの議題でグループディスカッションができないかなと思います。最後に各班に発表
してもらって、Forms を使って即投票、最優秀の意見を出した班員全員に例えば 500 円分の
Amazon ギフト券を後日メールで進呈、とすれば全てオンラインで実施が可能です。頑張れば
ワールドカフェも実現できますが、専任のオペレーターがいないと班分けが大変です・・・。
(4) 入会して 1 年経った方や、あまりイベントに参加されていない方のご意見を頂きたいと思
います。
入会 1 年後のご感想やご要望、あまりイベントに参加されていない方のご意見を伺い、どう
したら更に協会の活動が盛り上がるか、また知人を勧誘したくなるかなどを議論したいと思い
ます。連絡をとらせて頂き、まずは協会活動へのご意見などを伺いたいと思います。
上記について、下記のアンケートや次回の総会などでご意見を頂けましたら幸いです。
４. 協会活動の活性化のためのアンケートご協力のお願い
福岡販売士協会の活動を充実させるためにアンケートを作成しました。上記の内容
なども含めて右記の QR コードから自由にご意見をお願いします。
－23－

□□□

お知らせ

福岡販売士協会・現況報告

□□□

◆令和 3 年年次総会
日 時：令和 3 年 4 月 17 日（土）14 時～17 時
場 所：福岡商工会議所 306 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

令和３年 2 月１日現在
76 名（※26 名）

正会員
1 級販売士

60 名

2・3 級販売士

16 名
3社

賛助会員

支
部
別
内
訳

福岡

55 名（14 名）

宮崎

2 名（1 名）

大分

10 名（5 名）

熊本

1 名（1 名）

佐賀

4 名（1 名）

沖縄

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（令和 2 年～3 年）
会 長 ：

栗川

久明 （事務局兼務）

会長代理：
副会長 ：
副会長 ：
副会長 ：
理 事 ：
理 事 ：
理 事 ：
理 事 ：
理 事 ：
理 事 ：
理 事 ：
理 事 ：
理 事 ：
理 事 ：
監 事 ：
監 事 ：
顧 問 ：
顧 問 ：

岡野
廣瀬
小関
岡野
長沼
毛利
大串
冬木
蒲池
植田
中島
石井
半田
今井
森山
横山
福生
渡辺

卓也
紀子
芳紀
利哉
玲子
裕之
雅一
繁雄
彰
徹
良一
保彦
美和
武史
正夫
修二
和彦
芳雄

（企画担当）
（広報担当）
（総務担当）
（研修担当）

編集後記
収まりかけたコロナ禍も、第三波の襲来により福岡県も再度緊急事態宣言の対象となってしまいました。
しかし、福岡販売士協会でもリモート会議を活用して活動を継続すべく準備しております。アンケートなど
を通じて、みなさまにも今まで以上に活用して頂ける福岡販売士協会を目指しますので引き続きよろしくお
願いします。
皆様の投稿をお待ちしております。（YI）
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