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““  新新  春春  懇懇  談談  会会  ””  をを  開開  催催    HH22１１年年１１月月 1177 日日  

～厳しい年明けのなか 新年の集い晴れやかに～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

年の初めの恒例行事となった“新春懇談会”

が今年も１月１７日（土）の午後開催され、来

賓をはじめ３２名の方々が福岡商工会議所内に

集い、新年に対する思いや抱負などを歓談し合

いました。 

特に本年は、これまでの年初とは異なり当協

会が発足した当初の平成１４年（２００２年）

から続いてきた戦後最長の景気拡大が昨年後半

から一転して百年に一度と言われる世界同時不

況下に巻き込まれた結果、「平らかに成る」との

平成の元号とは裏腹に大変厳しい経済環境のも

とでの開催となりました。 

しかし、当日はそんな環境下にもめげず皆さ

んの間ではこの困難な時期をどう捉え克服して

いくかの心強い議論なども聞かれ、この新春の

集いが単なる賀詞交換とか懇親の場と言うだけ

でなく相互に必要な情報を交換し合ったり学び

あう場にもなっているように感じました。 

また、今年度は販売士の検定委員としても関

わっておられる中村学園大学の山田准教授に来

賓として参加願ったり、賛助会員になっていた

だいている福岡商工会議所からも会員サービス
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部の三角部長、岸川課長、販売士検定担当の竹

村さんのお三方と経営支援部からも淀川部長に

参加いただけたことで例年以上に実のある懇談

会になりました。 

以下に当日の模様を「会次第」の順に沿って

略記しておきます。 

 

開 会 

定刻の午後２時ちょうどに、司会の坂上理事

（研修会副委員長）から、本日の参加者並びに

会の次第の概略などが紹介されスタートしまし

た。 

 

開会の挨拶 

はじめに挨拶に立った栗川会長から年頭の挨

拶とともに、この新春懇談会が当協会発足への

呼びかけとして開催した平成１４年正月の「名

刺交換会」以来８回目になることの紹介と併せ

て、平成２０年度の事業が全て計画どおり実施

できていることの現況報告と各位の協力に対し

感謝の意が述べられました。 

また、２月に発行する会報２０号への各位か

らの投稿についても依頼がありました。 

 

来賓の挨拶 

来賓としてご参席いただいた中村学園大学の

山田准教授からは、冒頭の自己紹介で販売士検

定委員として７年間携わっていることなどのお

話の後、経営学の専門家（博士）として最近の

世界情勢を独自の視

点から分析され、大

きな流れで時代が転

換期にあることを強

調されながら販売士

も多様な役割を求め

られる時代になって

いるとのメッセージをいただきました。 

 

乾 杯 

懇談の場のスタートは、福岡商工会議所の三

角部長から改めて同部から参加されている企業

研修センターの岸川課長、同センター販売士検

定担当の竹村さんのご紹介とあわせ、私共の協

会活動への励ましの言葉をいただいた後「福岡

販売士協会の発展とお互いの健勝を！」との乾

杯の音頭で全員が元気

よく杯を掲げ“カンパ

ーイ”と発声して歓談

に入りました。 

 

懇 談 

お互いに杯を酌み交わすうちに、立食会場の

あちこちで２～３人づつの輪がいくつもでき、

それぞれに笑顔でやりとりをしながらお互いの

輪を移動したり入れ替わったりして時には熱い

表情で、また時には肩をたたきながら談笑する

というような和やかな雰囲気のなかで会話が弾

んでいました。 

そして、歓談の半ばでは司会者から「立食式

ばかりではお疲れでもありましょうから」との

呼びかけでメインテーブルを囲んでの“着席式”

に移行してスピーチの時間に入りました。 

 

＜スピーチ＞ 

１） スピーチタイムのト

ップは福岡商工会議

所 企業研修センタ

ーの岸川課長、続い

て紅一点の同センターの竹村さんから、

それぞれに自己紹

介とあわせ販売士

検定に関すること

や九州観光マスタ

ー検定などについ

てのお話がありました。 

２） また、同会議所 経営支

援部の淀川部長からは

低利融資や各種助成制

度など同部の行ってい

る支援事業（全国で 18
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万企業・4兆円）について紹介があり事業

経営に携わっている方は大いに活用され

たらどうかとのお話がありました。 

３） 更に、司会者から指名をうけた会員の方々

からも以下のようなスピーチがありまし

た。ただし、ここに記載した内容は紙面

の都合上各位の話されたなかのごく一部

のみを独断で取り上げ略記したものです。 

 

① 新入会員の八尋晃仁さん・・・「二級販

売士として、また中小企業診断士として

福岡の街を元気にできるよう役立って

いきたい」 

② 同じく新入会員の高山慶司さん・・・「販

売士資格は会社のすすめで３，２，１級

と取得してきたが、その後をこの協会の

場で学びたい」 

③ 久留米の甲斐田誠二さん・・・「当地出

身の“からくりや儀衛門”こと東芝創設

者の田中久重、ＢＳの創始者石橋一族な

どにつき解説。」 

④ 顧問の石原敏さん・・・「この調子で明

るく楽しい協会にしていこうよ。後２０

数年１００歳までお付き合いするよ！」 

⑤ 骨折事故を克服された顧問の大原盡さ

ん・・・「販売士の社会的責任は何かを

問い直し果たすべき時。名刺に謳ってい

るだけではダメだ。」 

⑥ 久しぶり参加の鯉川聡さん・・・「販売

士資格は大学２年の時１級を取得し当

協会に入会。今春福岡商工会議所入所予

定。これからもよろしく」 

⑦ 熊本の新開一生さん・・・「ＪＴ勤務。

新製品の“ブラックセブンスターをＰＲ。

試供品を希望者に配布。」 

⑧ 監事の濱村さん・・・「丑年の年男で今

年７２歳！ 今、菅原道真を研究中。子

供が２３人？いたと言われるがどこで

生まれたかなど。」 

⑨ 事務局長の泉さん・・・「今年の福袋で

人気のあったのは実用品。１位が野菜の

詰合せ、２位が肌着セット。おせちの中

身は 66%が外国産」 

 

以上のようなスピーチが次々に続くなか、聴

講側もマナーよろしく杯やグラスを片手にしな

がらもちゃんと黙して耳を傾け、盛んに拍手を

送っていました。 

スピーカーの皆さん、聴講者の皆さん有難う

ございました。 

 

ビンゴゲーム 

定番ともなった人気の余興ｹﾞｰﾑ“ビンゴ”は

岡野・小関両理事（企画委員長・同副委員長）

の進行で楽しませて貰い、賞品として用意され

たワインやアイスクリーム券（Ｂ・Ｒサーティ

ワンアイスクリームＫＫ提供）、特殊カレンダー

（ＫＫ湯佐部品提供）などの獲得合戦に一喜一

憂しながら興じ合いました。 

 

締めの挨拶 

最後は石原副会長から「今年も和気あいあい

と新年の集いができたことに感謝しつつ、たと

え世の中の環境が危機的状況に陥っているとし

ても“危機”なる二文字の語源は“危険と機会”

からなっていることを思えば、ピンチの後のチ

ャンスと捉え行動していこう」との挨拶のあと、

博多手一本を入れて締め閉会しました。 

 

（副会長  石原 義曠 記） 
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““キキュューーピピーーママヨヨネネーーズズ鳥鳥栖栖工工場場””  見見学学会会  

～～  秋秋季季流流通通施施設設等等見見学学会会  HH2200 年年 1100 月月１１１１日日  ～～  

 

＊＊＊ 参加者からの感想・報告 ＊＊＊ 

 

■ 渡辺 芳雄 （総務委員長） 

１０月１１日(土）ＪＲ鳥栖駅前に集合し、１４時

半から会員１８名で約１時間見学したこと（今から３

カ月前）を思い起こしながら、又見学後に情報収集し

たことを若干付記しながらまとめてみました。 

１）鳥栖工場の歴史と立地 

 全国９工場のうち当工場は、東京オリンピックの開

催された 1964(Ｓ39)年に稼動開始。 

九州自動車道の門司から鹿児島までの全線開通が

1995年ですが、その 30年も前から高速道路の要衝（結

節点）となることを見込んで、この地を選択したこと

に、「先見の明」ありと感じられた。因みに当工場は、

鳥栖ＩＣからは約３分の位置に立地している。 

２）「割卵機」の存在 

 生産工程での「割卵機」の役割の大きさを知る。1

分間の処理能力が６００個。毎日、鹿児島・宮崎・福

岡などから、高速道路を通じて新鮮な玉子が運ばれ、

新鮮なままこの割卵機を経て、生産工程に組み込まれ

ていくそうだ。 

３）４つの生産品目 

 当工場では、①マヨネーズ（タイプ） ②流動食 ③

ドレッシング ④ベビーフード の４つを生産。 

 さる１２月８日の西日本新聞（夕刊）に「流動食お

いしく改善（３度の食事楽しみたい）」という記事が

あり、この中で次のような

ことが書かれていた。 『高カロリーの濃厚流動食を

日本で最初に売り出したのはキューピーで、今度は同

じ量で従来の２倍のカロリーを摂取できるタイプを

９月に発売。必要なカロリーを確保することが容易で、

胃が小さい高齢者や水分摂取を制限されている患者

などの利用が期待され、年５％以上の成長が望まれる

重要なジャンルになっている。』 

 ここでも「先見の明あり」と感じられた。 

４）５００ｇのマヨネーズ 

 赤キャップのキューピーを代表する商品。この成分

内訳は、玉子の黄身が４個分(15%)、酢(12%)食塩・調

味料(3%)、残る 70%が植物油とのこと。 今回、植物

油には目が行かず、質問をし損ねてしまったが、70％

も占めるとなると、ここでも品質格差が出てくる可能

性は大きいと思った。 

 マヨネーズの最大のライバルはドレッシング。近所

のジャスコやハローデイの売り場を見ても５～６年

前に比べマヨネーズが縮小され、一方でドレッシング

はその１．５倍程のスペースをとっている店がほとん

どだ。ドレッシングの世界では地元産も多く、競争が

一段と激しいと思われる。 

５）鳥栖駅周辺 

 鳥栖市は、昔から鉄道の要衝の地であり、現代の車

社会においても鳥栖ジャンクションとインターチェ

ンジを抱え、実際各社の物流センターやキューピーさ

んのような生産工場も多数存在するが駅周辺には、買

い物や飲食を楽しめるような場所がほとんどなく、そ

ういった面ではちょっと魅力にかけるなーという感

じをもちました。２年後に開業する九州新幹線の新鳥

栖駅も背振山寄りに設置されるので、今後の人の動き

がどう変わっていくのか、また現鳥栖駅周辺の将来も

どうなっていくのか、多少気がかりです。 

 しかし、見学会終了後、某中華料理店で、全員盛上

って楽しく反省会を出来たこと、嬉しく思っています。

幹事の皆様にあらためてお礼申し上げます。 
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■ 中村 純治 （研修委員長） 

＊キューピーマヨネーズ工場見学を終えて＊ 

 販売士にとって工場見学は普段接しないせいか「目

からうろこ現象」が多い。感じたことを下記に述べる。 

①設備・・流通施設の商品を飾る什器備品と異なり、

生産する設備が所狭しと並ん

でいる。生産する速度（600個

/分）にも驚かされるし、卵を

割る装置の機構にも「なるほ

ど」と思わされる。 

②ひと・・工場を案内するひとは若くて綺麗なお嬢さ

んであった。感心したのは見学者の質問攻めに的確に

答えることが出来る知識と接客技術を身に付けてい

ることである。まさに企業の顔である。 

③商品・・マヨネーズが何から出来ているか初めて知

った。種類の多さも驚いた。卵の新鮮さに気を使う品

質管理の高さにも感心した。 

④工場・・工場内には見学者コースがあり、魅せる工

場作りが施されている。ただ、見ることが出来たのは

工場の一部であり、他の場所はどうなっているのだろ

うと少し気になった。 

 日頃なかなか見ることが出来ない工場を見学でき

た有意義な見学会であった。また、こういう時を多く

の販売士の方々と共有できたことも満足であった。 

 

■ 山路 博之 （一級販売士） 

＊キュ―ピー（Q.P.）マヨネーズ鳥栖工場見学感想＊ 

10 月 11 日に 2008 年度,販売士協会｢秋の流通見学

会｣で、Q.P.マヨネーズ鳥栖工場を１０数名の仲間と

共に見学した。私はメーカー出身なので工場には慣れ

ていたが、食品工場見学は初めてで、現在中国産の食

品中毒事件で食品の安全・食品管理が問われているだ

けに、興味を持って臨んだ。 

食品工場だということで、工場見学といっても衛生

管理のためか隔離された部屋から、見学するというも

ので、工程の機械が停止中でもあり、動きまわって工

場見学をしたという感慨はなく、少し不満が残った。

ただ、ビデオで全体の製造工程の内容は理解できた。 

Q.P.は 1919 年創立、全国に９工場有り日本で初めて

マヨネーズを生産。品質第一｢良い商品は,良い原材料

からしか生まれない｣という思想のもと「Food, for 

ages 0-100」というコンセプトと｢おいしさ,やさしさ,

ユニークさをもって、食生活に貢献｣を目標に,経営が

なされている、我々消費者には馴染みのある企業であ

る。 

鳥栖工場は 1964年に設立され、マヨネーズと医療・

介護食である流動食を生産。 

主原材料である卵は九州の契約農家から仕入、生産品

は九州地区でのみ流通されているとのこと。食品なの

で、長期在庫もできないし、物流経費削減から言って

消費者を納得させる正しい経営方針と思う。但し、全

工場生産品の材料の配合・味は全国全く同じとの事。

本来は,食品の風味は気候や風土で違うべきなので、

できれば九州人に更に歓迎される風味にしていただ

ければ、良いのにと感じた。 

製造工程の中で、最大の特徴と思われるのは、1 分

間で 600個の卵を割る「割卵機」で、それらの機械も

自社開発製。清潔さを保つために、使用後の機械や工

場内の洗浄を欠かさない事は,食品メーカーとしては

当然のことで、長い年月をかけて Q.P.ブランドは「消

費者の信頼」を勝ち得ただけに、1 度でも信頼を失う

製品や生産が発生すれば、そのブランドは地に落ちて

しまうので、その会社方針は理解できた。 

Q.P.に望むことは、食品

メーカーとして基本中の

基本である「食品の安全と

安心」をより一層高める事。

幸いその研究をされてお

り、私は今後も安心して Q.P.マヨネーズを食卓で頂き

たい。また、中国にも工場をお持ちだが、現在の中国

産の中毒事件から見て、消費者として望むのは、それ

らはあくまでも中国人向けのものとして限定して頂

きたい。価格の安さを第一とする輸入食品、特に中国

産食品の安全が解決されない現在は日本では中国か

らの輸入や中国産の販売がなされない事を望みたい。 

最後に Q.P.工場のガイド嬢は見学者が小学生相手

が主なだけに、我々販売士の突っ込んだ質問には返事

できない部分もあり、できればどんな質問に対しても

回答できるガイド者がいて欲しかった。 

有難うございました。 
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■ 戸田 俊彦 （一級販売士） 

＊10月 11日ｷｭｰﾋﾟｰﾏﾖﾈｰｽﾞ鳥栖工場見学に参加して＊ 

 昭和 39 年に出来たにしては、工場も設備・機械類

も老朽化している印象は全くなかった。 

土曜のためなのか生産量が平日の半分しかなかっ

たとのことで、当日の生産は終了し機械は動いていず、

後処理をしているところしか見学出来なかった。原材

料の入手も販売先も九州限定で、地産地消によるフー

ドレーズの削減、ジャストインタイムで製品在庫は持

たず、鮮度管理を徹底している等、優等生の答えだっ

た。シェアが 60%を越えトップメーカーの余裕なのだ

ろう。マヨネーズの主体は卵で、それに酢とか油が混

ざっているのだろうと思っていたが、実は油が 70%で

卵は 15%、酢は 12%しか入っていないと聞いて驚いた。

マヨラーではないが、口当たりが良いので醤油意外で

はマヨネーズを使うことが多かったが、今後は少し使

うのは控えようと思った。最後のガイドさんへの質問

が一番盛り上がったようである。諸先生方の鋭い突っ

込みに、ガイドさんがタジタジとなりながらも、それ

なりに適切な回答をしているのが面白かった。見学会

後の懇親会も予定を一時間もオーバーする盛り上が

りを見せ盛会だった。 

企画・運営と御世話をしていただいた事務局の皆さ

んに感謝 !        

 

■ 泉 亨 （食生活アドバイザー） 

＊秋季流通施設見学会(ｷｭｰﾋﾟｰ鳥栖工場)に参加して＊ 

10 月 11 日、うっすらと汗ばむ秋晴れの１日、キュ

ーピー株式会社鳥栖工場を訪れました。 

メンバーは栗川会長を含めて 18 名、JR 鳥栖駅に集

合した後 5台のタクシーに分乗しての見学会です。昭

和 39 年創業と聞いていましたが、さすがは、食品製

造工場と思わせる清潔感溢れる工場で、期待しながら

館内へ。この工場で製造されている製品は、マヨネー

ズ、ドレッシング、リキッドダイエット、グラタン等

です。“良い製品は良い原料からしか生まれない”と

云った信念で、毎日の業務に励んでおられると云った

案内係の説明に一応は納得 !  

 マヨネーズは本来、全卵タイプと卵黄タイプに分け

られますが、キューピーのマヨネーズは卵黄タイプで

作られているそうです。栄養素が豊富でしかも旨味と

コクのある、卵黄のみを使用して作られているとの説

明に、製品へのこだわりが感じられました。通常、卵

を原料として作られる製品(商品)の場合、一般流通ル

ートから外れた規格外等の卵を一箇所に集めて、液卵

製造工場で液卵を作り、その液卵を原料として仕入れ

る企業(製造工場)が多いと云われています。液卵の場

合は、現在色々と注目を集めている中国産もかなりの

量が流通していることは皆さんもご存知のことと思

います。キューピーの場合は全て自社割卵を行い、独

自に開発した割卵機は一分間に 600個の速さで卵を割

り、自動的に卵黄のみを取り出す能力を持っているそ

うです。ちなみに鳥栖工場では１日約 80 万個の卵が

割卵されているそうですが、気になる卵の産地を伺っ

てみると、九州各県、主に鹿児島、宮崎、福岡から仕

入れが行われているとのことです。鹿児島、宮崎と云

えば畜産王国ですね。さもあらんと、この点でも納

得 ! ところで、キューピーマヨネーズの原料構成は、

植物油 70%、卵黄 15%、醸造酢 12%、調味料・香辛料

3%となっていて、他の全卵タイプと比較してみると、

植物油が約 6%程度少なく、卵や醸造酢の割合が約 3%

程度多くなっているよ

うです。気になるのは植

物油ですが、キューピー

の場合は、菜種油や大豆

油をブレンドして使っ

ておられるとのこと。 

今回の見学は、マヨネーズの製造に関することが中

心でした。そのマヨネーズの美味しさの敵は、実は酸

素なんですね。キユーピーの場合、原材料の攪拌に真
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空ミキサーを世界で始めて導入されている点、さらに

マヨネーズの容器には、酸素を通しにくいとされてい

る樹脂層を挟み込んだ多層構造が採用されている点、

さらに容器の口部にアルミシールを付けて酸素の侵

入を遮断している点、また容器の口部に僅かに残る空

気を窒素に置き換える装置を使用している点など、製

品の品質に対して色々と配慮がなされていることが

良く判りました。 

 小学生の見学者が多いとの案内係の説明に苦笑し

ながらも、メンバーの方々からは活発な質問が行われ、

なかなか有意義な時間を過ごすことが出来ました。工

場見学を行

う場合、その

企業の良い

点は強調さ

れ、ある程度

疑問符が付

く点は外さ

れるのが常

とは云え、今回は素直な気持ちで見学を終えました。

(ちょっとばかり意地悪な質問を入れさせていただき

ましたが ! ) 

 見学会終了後は、例によって中華料理店で反省会

(飲み会？)を行いました。中華料理店では、あらかじ

め決められている時間一杯に話の花が咲き、飲み!か

つ食って! さすがは販売士協会のメンバーと、感心し

つつ反省会も無事終了しまして帰途に着きました。 

 食の世界は、昨今メディアでも騒がれていますよう

に、色々と問題が起こっています。産地偽装、原材料

偽装、あるいは異物混入(食中毒菌汚染、農薬汚染、

添加物汚染)など枚挙に暇が無い状況とも云えます。

立派なレシピの裏に影あり。表面には現れてこない、

見た目の良さとは裏腹の現実があることなど。一消費

者として、やはり問題意識を持って色々な現実に目を

向け、勉強をし、“あんた造る人、私食べる人”と割

り切らずに適切な知識を身に付ける必要がありそう

ですね。偶然にも見学会終了後一週間目の朝、新聞を

見ると食品大手のキューピーの小会社キューピータ

マゴが、三井物産から仕入れた乾燥卵から、有害物質

であるメラミンが検出されたとの記事が載っていま

した。乾燥卵や液

卵等は広く製パ

ン業者や菓子業

者などで使われ

ています。また、

乾燥卵や液卵は

輸入物が多く、ま

た国産物でも一般流通ルートから外れた割安の卵か

ら造られる場合が多くて、その品質は殻付きの卵と比

較して疑問符がつくように思われます。私たちが見学

した工場ではなかったが、同じキューピーの会社で乾

燥卵が使用されている事実は曲げようがありません

ね。幸いキューピータマゴが４種類の菓子パンを調査

したところメラミンは検出されなかったと云われて

いますが。何故このような事件が起こるのでしょう？

少しでも安ければ良い、安くなければ買わないと云っ

た考え方が多ければ多いほど、危なっかしい商品が増

えてくるのはやむを得ないと考えてみませんか？少

しでも安価で、出来るだけ安全であって欲しい ! そ

う思いたくなる気持ちは理解出来るとしても、度が過

ぎれば安価で安全は保障出来なくなるのではと私は

考えています。 

二兎を追えば一兎も得ず ! 欲張って疑心暗鬼に

陥る愚だけは避けたいものです。 
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設立 8年目を迎えて 

 

会長 一級販売士 

 栗川 久明 

 

当協会は設立総会を平成 14

年 4 月 13 日に、日本販売士協

会・長崎販売士協会のご指導をいただいて開催して

から、早いもので 8年目を迎えます。 

当協会の活動は年を重ねるごとに充実してきてお

り、全国でも最も活発に活動している協会の一つで

あると自負しています。 

 平成 20 年度は、4 月 19 日（土）の年次総会（32

名出席）をかわきりに、6 月 7 日（土）の九州電力

玄海エネルギーパーク見学会（12 名参加）、7 月 19

日（土）の夏季研修会（23名参加）、8月 23日（土）

の海の中道海浜公園バーベキューパーティ（参加者

15名）、10月 11日（土）のキューピーマヨネーズ・

鳥栖工場見学会（18名参加）、1月 17日（土）の新

春懇談会（32名参加）と計画通りに全体会合をこな

してきました。 

 また、会報も第 18号を 5月 21 日に、第 19号を 9

月 19日に発行し、第 20号は 2月中旬に発行する予

定です。役員会議も毎月第３水曜日に麻生情報ビジ

ネス専門学校の教室をお借りして開催しています。 

 平成 20年度のトピックスは、賛助会員として「福

岡商工会議所・会員サービス部」「B－R サーティワ

ンアイスクリーム㈱西部営業本部九州営業所」に加

入していただきました。特に福岡商工会議所とは今

後とも連携を密接にしていきたいと考えております。 

 最近、私は福岡県内のショッピングセンターにつ

いて調べてみました。 県内には、日本ショッピン

グセンター協会の資料によりますと 115店、面積合

計 227万㎡のショッピングセンターがあります。 

 近年オープンしたショッピングセンターをあげて

みますと、H20年は 3店で、12月にイオンモール筑

紫野（筑紫野市）、4月にイオン大木ショッピングセ

ンター（三潴郡大木町）、3 月に Qizモール博多（福

岡市博多区）がオープンしています。H19 年は 4 店

で、10 月に筑紫野ベレッセ（筑紫野市）、イオン岡

垣ショッピングセンター（遠賀郡岡垣町）、7月にシ

ュロアモール筑紫野（筑紫野市）、3月に原サティ（福

岡市早良区）がオープンしています。H18 年には 6

店で、12月にイオン志摩ショッピングセンター（糸

島郡志摩町）、11 月にイオン八幡東ショッピングセ

ンター（北九州市八幡東区）、9月に VIORO（福岡市

中央区）、4月にイオン福岡伊都ショッピングセンタ

ー（福岡市西区）、イオン直方ショッピングセンター

（直方市）、サンリブシ

ティ小倉（北九州市小

倉南区）がオープンし

ています。 

 ショッピングセンタ

ーがオープンすると近

隣の商店街は大きな影

響をうけます。そのため、各商店街は商工会議所・

商工会と相談して、対策に工夫をこらしておられま

すが、なかなか良案がないようです。 

 会員のみなさんが観察されておられるショッピン

グセンターと商店街の商売の攻守について、会報紙

上にご意見をお寄せいただきたいと思います。 

 また、新年度は九州販売士交流会が福岡で開催さ

れる年です。この九州販売士交流会は長崎・福岡・

島原販売士協会の会員はもちろん、会員以外の販売

士の方も参加できるようになっています。出来るだ

け多くの九州の販売士の方々に参加していただける

ように広報等に工夫をしていきたいと思います。 

 新年度も年次総会、夏季研修会、春季流通施設等

見学会、夏の納涼家族パーティ、秋季流通施設等見

学会、新春懇談会等の全体会合を盛大に行いたいと

思います。 

投 稿 記 事   ＊ 役 員 ＊ 会員 ＊ 
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 また、個別会合も毎月の役員会、販売士養成講座、

会報「販売士・ふくおか」の発行、ホームページの

全体会合・会報に合わせた更新を随時行ってまいり

ます。 

 今年の最初の全体会合である年次総会は 4 月 18

日（土）に福岡商工会議所で開催いたします。みな

さんご参加をお願いします。 

 

 

宮崎支部のご案内 

 昨年、福岡販売士協会の宮崎支部(暫定的)が誕生

したことは、もう既にご存知のことと思いますが、

宮崎担当理事の岩切寛文さんから、栗川会長宛に届

いたメールをご紹介することで、宮崎支部の活動状

況の一端が窺えると思いますので、以下全文をご紹

介いたします。(若干、手を加えさせていただきまし

たことをご承諾下さい) 

栗川会長お久しぶりです。お

元気でお過ごしでしょうか？私

どもの方は、販売士試験のある

県下の商工会議所に、会員募集

のチラシをしていただいたりし

ておりますが、現状はあまり変

わりがありません。ホームページ担当も現在病気で

活動を休んでいますし、集会にも半分の人数がやっ

とといったところです。折角作った以上「皆で少な

くても頑張ろう !」と意見が一致していますので、

まだまだこれからだと、希望を持ってやっています。

それからご依頼の「宮崎支部助成金」の領収書とそ

の内容のコピー、そして私が預かっていて忘れてい

ました、福留美穂さんの原稿を併せて送らせて頂き

ますので、よろしくお願い致します。 

別件になりますが、12月からの訓練校の講師依頼

が来ていましたが、対象者を 35歳以下とした為か、

何処の訓練校も「パソコン」の講習も含めて応募者

が無く打ち切りとなってしまいました。その訓練校

離れは何処から来ているのか、今後の課題として、

主催者側の宮崎公共職業安定所、独立行政法人・雇

用・能力開発機構宮崎センターと私が契約していま

す訓練校で、協議を行う予定になっていますが、中々

難しいようです。私は、5 月から叔父の経営する会

社に誘われて、現在その職場に勤務していますので、

困ることはないのですが、１人でも優秀な販売員を

育てよう、と云う目標が遠のいた様で残念に思って

います。それでは、こちらの近況の報告と共にご依

頼の領収書を送付させていただきます。皆様によろ

しくお伝え下さい。           

 福岡販売士協会・宮崎支部  理事・岩切寛文 

 

＊事務局・注：メールの内容から判断すると、岩切

理事は苦戦しておられるのではと思われます。メー

ルの中の言葉にもありますように、まだまだこれか

ら ! と信念を持って頑張っていただきたいと思

います。皆さんからもエールを送ってあげましょ

う !  

 

高齢運転者標識義務化撤廃運動 

（通称＝もみじマーク、枯葉マーク） 

 

 

顧問 一級販売士  

  福生 和彦  

 

昨年６月に施行された道路交通

法で、７５歳以上の高齢者に表示が義務づけられた

高齢運転者標識は、未表示の場合、違反点数一点と

反則金４千円か２万円以下の罰金・科料が課せられ

ることになりましたが、それまでは、２００１年の

法律施行以来、７０歳以上の高齢者に、表示努力義

務のみが課せられていました。この為、７５歳を迎

えようとする友人、知人から憤りの声を数多く聞か

され、７５歳まであと僅かの小生にとっても、他人

事でなく、又、既に７０歳以上には努力義務とは言

え法律上の足かせも有り、この機会に有志を糾合し、

関係諸官庁に本法施行反対の声を挙げる事を目的に、

機会ある毎に、周囲の皆様に本法の撤廃若しくは任
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意表示への改訂を訴え、協力を仰いできました。 

 ところが、昨年１２月２５日（クリスマスプレゼ

ントでしょうか？）突然、警察庁は罰則規定を凍結

し、７０－７４歳同様、努力義務に止めるとする改

正試案を発表しました。この背景には、世論を取り

込んだ国会の動きを受けたものと推測されます。 

本法の目的は、国家公安委員会、

警察庁によれば、１）高齢者保護（マ

ークの付いた車への割り込み、幅寄

せの禁止）２）高齢運転者による事

故の多発防止等であるが、高齢者から見れば本法に

ついて賛否両論ある。先ず反対論として、１）につ

いては、マークを表示すると割り込みや幅寄せされ

反って危ない。年齢をさらけ出して運転を強いられ

ることはプライバシィの侵害である。２）について

は、７５歳以上の高齢運転者の事故は統計上、はっ

きりしない。マークを付けても高齢運転者による深

刻な事故はたいして防げるとは思えない。事故に年

齢は関係ない。一方、賛成論として、思いやりのあ

る社会を想定してのことだが、皆が注意してくれる

から安心だ。できればこの際、障害者並みの駐車優

遇措置を講じて貰いたい。尚、本法には見逃されて

いる問題点として、本法は普通自動車のみに適用さ

れ、大型バス、中型自動車以上のダンプやトラック

には適用されないし、自家用車、営業車の区別が無

いという点である。 

以上の通り、本法は様々な問題を含んでおり、本

法施行に賛成の高齢者もいる事であり、マーク表示

は義務、強制でなく任意にしたら良いと思われる。 

高齢者保護を謳い文句とした本法は、高齢者に対す

る一見思いやりとも思われるも、高齢者の目線での

高齢者の心の中を見据えた施策でなく、取り方次第

では高齢者差別に繋がり、憲法違反として取り上げ

られてもおかしくない。 

本法は他の高齢者向け諸施策と併せ、最近小生が

所属することにした、九州シニアライフ・アドバイ

ザー協会でも有志を募り、撤廃運動を継続して行く

積りである。 

福岡販売士協会の皆様のご理解と絶大なるご協力

を期待しております。    2009 年１月 28日記 

“消費不況と小売業の挑戦” 

 

副会長 一級販売士  

  石原 義曠  

 

２００２年から６年続いて

いた戦後最長の国内景気の拡

大も、一昨年（’０７）夏の米国発サブプライムショ

ックから、昨年秋の米大手証券リーマン・ブラザー

ズの経営破綻や保険最大手ＡＩＧの経営危機などへ

と波及・増波し、瞬く間に世界経済を巻き込んだ金

融危機の荒波となって押し寄せてきたために、一気

に悪化への道を辿ることになってしまいました。 

そして、この金融危機が更に１００年に一度とも

言われる世界同時不況へとうねりを増し国内におい

ては、一挙に株価が２６年ぶりの安値に転じたり円

が１ドル８０円台半ば近くまで急伸するなどの経済

環境の激変によって自動車・電機・鉄鋼をはじめと

する基幹企業の業績が急速に悪化するとともにその

影響が中小企業にまで及んで、新年における先行き

についての見方も一層厳しさを増すとの悲観論一色

に覆われているようです。 

当初は「９０年代の日本の危機ほどではない」と

か「３０年代の世界恐慌と比べることはない」など

と対岸の火事の如く楽観論が多いようでしたが、こ

こにきて生活者にとっても、これまでの年金問題や

後期高齢者医療問題のみならず暮らしに直結する深

刻な現実が次々と押し寄せてきている感じがします。 

特に、今年は３月までに全国で１２万人以上にの

ぼる失職者が出るとの見方もあって雇用不安や生活

不安が募り、その影響からも消費意欲の低下が一段

とすすんで“モノを買わない・モノが売れない時代”

へと様変わりしていきそうな雰囲気ですが、何とか

そのような閉塞感に覆われた世の中にはならないよ

うにと願いたくなります。 

そんな消費不況へと進みつつある現況のなかで、

昨年末頃に朝日新聞が取り上げていた“小売サバイ

バル”と題した記事を目にしたのですが、スーパー

など小売各社がこぞって「客に選ばれる店」を目指
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し新機軸を打ち出すのに懸命にな

っている姿が紹介されていました。 

例えば「イトーヨーカドー金町

店」は、客がまばらだった衣料品売り場を客離れを

食い止めようとの意図からホームセンター（ＨＣ）

に衣替えをしています。普通ＨＣといえば郊外の大

型店を想像しますが、あえて都心のＧＭＳ（総合ス

ーパー）を選ぶという試みです。また、百貨店では

「松坂屋 銀座店」が地下の食品売り場を全面改装

し生活雑貨など割安商品を扱う“無印商品”を入れ

たり、「そごう 千葉店」では新たに２０代前後の若

者に支持の高いアウトドア用品を扱う専門店“オッ

シュマンズ”を入れています。 

これらの現場の一部は、私も昨秋上京した折に実

際に目にしてきました。 

そして、百貨店やＧＭＳはこうした動きの背景とし

て、これまで以上に作り手へのかかわりを強くし積

極的に独自商品の企画に携わって客が求めている価

格帯や品揃えに対応しようと努めています。これも

生活防衛色を強める消費者に「良質の安さ」で店を

選んでもらおうという強い意思の現われからだと思

います。 

いずれにしても、この記事から読み取れることは

小手先の売り場改革というのではなく、まずは顧客

ニーズをつかむ情報収集能力を持つことが大事だと

いう教訓にあるようです。 

ついでながら、こうした消費不況下で百貨店やＧ

ＭＳ、高級ブランド店をはじめ小売業界が苦戦する

中で昨秋日本に初出店（東京の銀座に９月、１１月

には原宿にも）したスウェーデンのファッション店

であるＨ＆Ｍは、トレンドをおさえたデザインと１

万円あれば全身揃うという低価格の新商品を次々に

投入し若者客の足が絶えないほどの活況で売り上げ

を急伸させているようです。 

同様にユニクロのファーストリテイリングも「価

格は安いが品質がいい」との評判でこの不況下で売

り上げを伸ばしています。 

“ファストファッション”といわれるこのビジネ

スは、常に売り場を刷新しながら新鮮さと値頃感を

保つ一方で、商品は売れた瞬間から鮮度を失う宿命

を持つということからファストフードになぞらえて、

こう呼ばれているのだそうです。 

Ｈ21 年１月 記 

 

 

定年後の再就職で思うこと 

 

 

 総務委員長 一級販売士  

 渡辺 芳雄  

 

 '07年３月末に６０歳定年退職

を迎え、それから早いもので、丸２年が経過しようと

している。私の場合、１１ヶ月間ゆっくりとフリーな

時間を過ごしたあと、'08年２月に再就職し、現在に

至っている。名古屋に本社のある「もの作りの設計支

援」の会社で、私の仕事はその福岡オフィスで、九州

における理工系学生を採用・確保することだ。 

 現役時代の後半１５年間程は、人事・教育・総務関

連に従事することが多かったので、その経験を定年後

にも活かしたいと考え、５９歳になった頃、厚労省認

定のキャリアカウンセラーの資格取得にチャレンジ

し、１年がかりで達成した。しかし資格取得はスター

トであって、それを活用して実践力を付加していかな

いと世間からは認められない、つまり即就職につなが

るようなことはほとんどない。今の仕事は資格を活か

すため将来に向けたウォーミングのようなものだ。 

 ところで現役中は、過去をじっくり振り返ることが

なかった。しかし今は、人間、何故働くのか、“働く

こと”の意義をもう一度考えてみるユトリが持てる

ようになった。いくつかの資料を参考に、又、自分な

りの考えを入れて整理してみると、だいたい以下のよ

うになる。 

 ＝働くことの意義＝ 

１）経済的意義 － 収入を得、生計を立て、さらに 

安定した生活を送ること 

２）社会的意義 － 仕事を通じて社会とのつながり 

を持ち、社会の一員として貢献すること 
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３）自己実現的意義 － 自分の個性を活かし能力を

発揮して働き甲斐や誇り・自信をもつこと 

４）健康的意義 － 通勤をはじめ、仕事を通じて身

体を動かす機会ができ、又、生活にリズム

を持たせること 

 

 これらの意義のそれぞれの重みは各人の立場や考

え方で異なるが、「働く」ことの重要性はどなたも否

定はされないと思う。 

 私が福岡販売士協会のメンバーになって良かった

と常々思っていることの中に、「仕事や社会に対して

前向きに積極的に関わっている先輩が数多くおられ

る」ことがある。 

こういった諸先輩方から、生き

方の姿勢・考え方という面で実

に良い刺激を頂き、再就職にあ

たって大いにプラスの影響を

受けている。 

 人生観はひとによって勿論様々だが、私は有給・無

給（ボランティア）を問わず、上記の「働くことの意

義」を忘れず、「生涯現役」をモットーに、最後はPPK

（ピンピンコロリ）で人生を締めくくれたら、と思っ

ている。 

（'09.1.20記） 

 

活性酸素って一体何だろう？ 

 

事務局長 二級販売士  

泉 亨  

 

最近、活性酸素という言葉をよ

く目にし、耳にすることが多く

なりました。単に酸素と云えば、私達人間だけでな

く、全ての動・植物にとって必要不可欠な存在です

が、活性と云うのは一体何ぞやと思いませんか？通

常、酸素は原子核の回りを２つの電子が回っている

原子と、その原子からなる分子で出来ていると云わ

れています。一つの電子が無くなって不安定な形に

なったものを活性酸素と云うのですね。不安定な形

だから他から電子を奪い取って、安定しようと動き

回るため活性酸素と云います。決して私たちの体を

活性化させるから活性酸素と云うわけではありませ

ん。呼吸をすることによって体内に取り込まれた酸

素の数%が活性酸素になると云われていますが、何故

活性酸素に変化するのでしょう？実はこの活性酸素

は体内に取り込まれた細菌類等から電子を奪い取っ

て酸化してしまう働きを持っています。つまり、体

内の細胞を外敵から守る働きをしている訳ですね。

また、私たちの体内は活性酸素が発生し易い条件を

備えています。例えば、食品添加物等あるいは不純

物、有害物が体内に入った場合、食べた物からエネ

ルギーを発生させる場合、強いストレスを感じた場

合等、様々な原因によって活性酸素が発生して体を

守ろうとする訳ですね。つまり活性酸素は私達が生

きていく上で必要かつ重要なものですが、その反面、

体内の細胞膜を破壊して老化現象を起こしたり、癌

や成人病などの原因ともなります。両刃の剣とも云

える存在なのです。 

女性にとって大敵のシミ、シワなども活性酸素が

影響していると云われています。 

体内の免疫細胞は自らも活性酸素を造り出します。

イライラしたり、カッカしたり、あるいは無酸素運

動等の激しい運動をしたり、強い刺激を受けたり、

喫煙や過度の飲酒等によって活性酸素が発生します。

感情の起伏が激しい人、激しい運動家は短命？勝手

な理屈のようですが、必要以上に活性酸素が発生す

ると、短命はともかくとして長寿は夢物語となりか

ねません。通常は、元々体に備わっている抗酸化物

質が、発生した活性酸素を消去してくれるため、私

たちの体は健康を保ち、安全に守られています。 

ところで、現実にはどのような場合に活性酸素は発

生するのでしょう？ 

① 重労働や激しいスポーツ等で大量の酸素を必要

とした時。 

② 排気ガスや排煙、喫煙等によって汚れた酸素を

吸った時。 

③ 紫外線や放射線、電磁波等を大量に浴びた時。 

④ 事故にあったり、手術や強い衝撃等によりスト
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レスを感じた時。 

⑤ 食品添加物、食品中の残留農薬等を体内に摂り

込んだ時。 

⑥ 病原菌等が体内に侵入した時。 

活性酸素は私たちの体に起きる疾患の 90%に、直

接的、間接的に関係していると云われています。も

ちろん生活習慣病においても然りです。生活習慣病

とは、動脈硬化、ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ、糖尿病、高血圧、

心筋梗塞、肝疾患、心疾患、各種ｱﾚﾙｷﾞｰ、ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ

症候群、癌等。それでは活性酸素から私たちの体を

守るにはどうしたら良いでしょう？ 

① 抗酸化物質を多く含んだ食事を摂ること。この

場合、化学合成物質ではなく、自然・天然物で

なければあまり効果は期待出来ないと云われて

います。 

② 抗酸化物質は高分子抗酸化剤ではなく、低分子

抗酸化剤〈ビタミン C、ビタミン E、ビタミン B2、

カロテン、カテキン、ﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ、フラボノイド

等〉を摂ることが大切。 

③ ビタミン B類、ビタミン C、ビタミン Eを良く摂

ること。食品としては果物類、野菜類、卵、 

レバー、ホウレン草、大麦、小麦、小麦胚芽、

小豆、南瓜、納豆、牡蠣、その他。 

④ 不飽和脂肪酸を摂り過ぎないこと。肉よりも魚

の油が良いとばかりに不飽和脂肪酸を摂り過ぎ

ると、酸化現象を起こす原因となります。程ほ

どに摂ることが大切です。 

⑤ 高齢者はコレステロールを敬遠しないで、必要

量摂取すること。 

⑥ 中高年の方はウォーキングを毎日心掛けること。 

錆びて、萎んで、臭ってくる、そんな老化現象をも

たらす活性酸素、黙って見過ごすことはありません。

何れは起きて来る老化現象を、少しでも先送りする

ことを考えましょう。大気汚染、土壌汚染、水汚染、

合成化学物質の横行、会社や家庭で起きるストレス

等、活性酸素は防ぎようが無いほど発生しますが、

僅かでもその影響を受けないで済む生活の智恵を身

に付け活用しましょう。 

経営雑感 「伝えるということ」 

                         

 

研修副委員長 一級販売士 

坂上 好美 

                        

会員の皆様、明けましておめ

でとう御座います。本年もよろしくお願いします。 

平成 21年新春懇談会が大勢（総勢 32名）の会員

の皆様のご協力のもとに 1 月 17日（土）福岡商工会

議所で開催されました。来賓として中村学園の山田

准教授、福岡商工会議所から三角部長（会員サービ

ス部）、淀川部長（経営支援部）、岸川課長（企業研

修センター）竹村さん（販売士検定担当）がご出席

頂きました｡私は司会の大役を仰せつかれ「明るく、

愉しく」をモットーに張り切っておりました。午後

2時いよいよ懇談会の始まりです。 

本日のスケｼﾞｭールの説明を始めたとたん言葉が

出ません。栗川会長はじめ一斉に目線は司会者に向

けられました。どうした？大丈夫か？等々心配をお

掛けしました。（本人は何を話そうか考えていたので

テンポが少々遅くなってしまったのですが）その後

は無難に？大役をこなし会は盛会に終了しました。 

 ところで、私の専門であります「経理指導」や「経

営管理システムの構築」は、クライアント企業の実

情を調査して、企業のニーズと整合した企画を立

案・提案しないといけません。ここで重要な点は、

「相手に伝える」ことの難しさです。どんな立派な

企画や事業計画が作成されても経営の任に当たる人

達に充分意図したことが理解され、伝わらないと机

上の空論に終わります。 

今回の新春懇談会の司会でのトチリは非常に良い

勉強になりました。司会はただスケジュール通りに

進行させればいいわけでなく、「明るく、愉しく」を

意図したことが参加者に充分伝わったか、企画した

ことが理解されたか等々自問自答した一日でした。 

                  以上 
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閑話 “希望ある変革” 

 

副会長 一級販売士 

  石原 義曠 

 

１９９５年から、その年の世

相を漢字一字で表す「今年の漢

字」というのが毎年暮れに京都の清水寺で発表され

るようになりましたが、それを目にする度にひとつ

の漢字がもつ意味の奥深さを感じます。 

昨年（‘０８年）は『変』が採用されましたが、確

かに経済の世界的な激変、政治の混乱、更には近時

にはなかったほどの気象異変や事件の悪質化・凶悪

化、それにこうした世相を反映しての人々の心や暮

らしの変化などなど本当に『変』の一語に尽きる一

年であったように思います。 

そんな前年をうけて、今年はどんな年にしていけ

るのでしょうか？ 

まずは、百年に一度ともいわれる世界同時不況と

いう一層の混迷の時を迎え、今年は次ぎなる変化を

遂げていく大変重要な境目の年になってくるのだろ

うと思います。巷では盛んに危機的状況に陥ったと

して悲観論が多くを占め、誰もがマイナスイメージ

ばかりを強く抱いてしまっています。 

しかし、この“危機”なる二文字の語源は「危険

と機会」とからなっていることを考えればそうばか

りは言っておられないと思います。こんな時こそ未

来を輝けるものに変革するための機会として捉え行

動していかなければいけないのではないでしょうか。 

事実、過去の歴史をみればこの一世紀半の間に国

の存亡に拘るような二度の危機に直面しながらもそ

れを克服してきています。封建の徳川の世から文明

開化の明治へと移行した時、帝国日本の軍国主義の

世から民主主義の昭和の時代へと変革を通して乗り

越えてきています。 

「朝の来ない夜はない」ことを信じて、この苦境

の時こそ国民の誰もが希望を持ち変革に向かって行

動できる国であるよう望みたいと思います。 

Ｈ２１年 元旦 記 

坂の上の雲 そして 2050年 

 

一級販売士  

  堤  浩 

 

坂の上の雲は、作家 司馬遼

太郎の小説。 

それは、秋山好古、秋山真之の兄弟を主人公に、

明治期の日清・日露戦争の状況を描いています。 

秋山真之は、日露戦争において、東郷平八郎司令

長官 率いる連合艦隊の参謀として日本海海戦の出

撃時に、大本営に対して「敵艦見ユトノ警報ニ接シ 

連合艦隊ハ直チニ出動 コレヲ撃滅セントス、本日

天気晴朗ナレドモ波高シ」と打電。この文章は俳人 

正岡子規とも同郷で親交深かった、秋山真之の名文

と知られています。 

さて日露戦争は 1904(明治 37)年～1905(明治 38)

年の出来事。今から約 100 年前の史実です。 

 1853 年のペリー来航から明治維新を経て、1905

年日露戦争、1945（昭和 20）年の終戦、そして 2008

年。歴史を演出する誰かいるのではないかと思われ

るほど、半世紀間隔で時代が移っています。 

1950（昭和 25）年当時の日本の人口は約 8400 万

人でした。 いま 2008年日本の人口は約 12800万人

弱。そして 50年後の、2050 年過ぎには 9000万人程

になると予想されています。つまり約 50年前の人口

規模とほぼ同じです。 

社会がどのように変化していくのか、予想はでき

ても結果は誰も知りません。しかし、この 150年間、

戦争という不幸を挟みながらも、右肩あがりで上昇

してきた日本社会は、坂の上に登りきったようです。

その結果、今回の金融危機をきっかけにして、今ま

た時代が変わろうとしているようです。 

これから人口減少に適合した社会に適合できるよ

うに、日本丸は面舵（おもかじ）いっぱいにして軌

道修正して行くでしょう。そして坂の上にあったも

のが、今日のバブル経済ならば、それを清算して今

後 50 年間は、新しい実体経済を構築していかねば

なりません。              以上 
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忘れものを取りに行ってきました 

 

一級販売士  

  三崎 健 

 

11月下旬、晩秋の紅葉に彩られ

た京都に、一泊二日の日程で行

ってきました。目的は同期生会への出席です。私に

は２つの同窓会があり、これが夫々２年に一度の開

催で交互に行われるため、毎年同窓会があるのです。

一つは自衛隊通信生徒(180 名)で、同じ釜の飯を食

った連中であるが、全国から集まっているため、開

催地を北海道から九州までを 5地区に分け、持ち回

りで行います。前回は東北の景勝地松島で行われ、

次回は北海道といった具合です。今回の京都では、

２日目に市内観光を行ったが、こちらが古希に近い

前期高齢者ばかりということもなかろうが、バスガ

イド嬢もかなりお年を召しておられ、ここにも少子

高齢化の波が押し寄せているようです。清水寺には

じまり、金閣寺、銀閣寺、龍安寺などを見学、最後

は二条城をゆっくりと観た。いずこも、かつて歴史

で学んだ名所ばかりで

あるが、現地に立つと

感慨も一入りである。

なかでも感銘を受けた

のは、二条城の大広間

で徳川慶喜が諸大名を

前に、天皇に政権を返上する｢大政奉還｣を告げる様

子が再現されており、国政の大変革の舞台に立ち会

ったような厳粛な気分になった。何処も｢もう一度来

たい｣と思わせるところばかりであった。｢名所に見

所なし｣は京都では通用しない。同期会への出席は、

かなりの出費を伴うがそれ以上に、当番地区の事務

局の智恵を絞った企画は勉強になり記憶に残る。今

回の同期生会は、同期 60名、奥方 20名の盛会だっ

た。 

もう一つの同窓会は、“どちらを見ても山笑う” 

ふるさと伊万里の中学卒業時の同級生との同窓会で

ある。こちらは毎回全国から同じ場所に集まる｢定点

再会｣である。毎回恩師を招いているが、だんだん、

誰が生徒か先生か、になってきた。あのころは先生

方も若かったのだ。そして共に歳をとっていく様子

を記念写真が教えてくれる。 

いずれも半世紀前を基点として、全国から集まっ

た連中との２年に一度の再会と、全国に散っていっ

た者たちとの、２年に一度の再会を繰り返している。

しかし、この再会も、あと十年続くだろうかと思う

と、長いようで短い人生のはかなさを感じる。すで

に幽明境を異にした者、病に伏せている者、つれあ

いに先立たれた者などの消息を聞くと心が痛む。結

婚式より葬式の出番が年とともに増えてくる。意気

消沈モードを払うべく、寿命先延ばし、ボケ防止策

として体と頭のトレーニングを続けている。35年前

から行っている日課の腕立て伏せは、当初の 100回

から、今は 70回に落ちたが、腹筋運動を加え、さら

に週２回のスイミングで体調を維持。頭の方は新聞

への読者意見や川柳の投稿で、辞書やネットの知恵

袋と格闘しながら前頭葉をこき使う。そして今年３

月に行われる商工会議所主催の、｢九州観光マスター

検定試験３級｣を受検すべく、テキスト上で九州を観

光旅行中であります。あの時の出来事や思い出を共

有出来る仲間の最たるものが同級生であり、同窓会

がその確認の場であることは、これに参加すること

は、忘れ物を取りに行くことであり、次なる期待で

ボケる暇はありません。大きく右へカーブしてしま

い、又求められた訳ではありませんが、同窓会の報

告をさせていただきました。     おわり 
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｢医療｣と｢サービス業｣？ 

 

             

一級販売士   

箱森 哲則  

 

今回の投稿は、昨年の 11 月 7

日に私が交通事故にあったこと

がキッカケになりました。 

初めての長期入院(現在 12月 21日も進行中)で気

付いたこと、感じたこと、吃驚したことなどを書い

てみたいと思います。病院のイメージ、看護師〈婦〉

さんのイメージ 等は自分の祖母や他の人のお見舞

いの時に感じたことしかありませんでしたが、入院

患者の目線から、今回は看護師の看護に関して述べ

ていきます。今入院している病院で私は三つの病院

を経験することになりました。看護〈無形のサービ

ス〉と云うものは対人サービス業だと云えます。 

サービス業の特徴を上げると①生産と消費の同時

性。②無形性。③保存がきかない。④サービスの平

準化が計り難いなどが考えられます。これに照らし

て看護サービスを考えると、看護の相手は病院内と

いう狭いスペース内で、怪我や病気になった状態〈ス

トレスがかかっている〉の人に行うため、細心の注

意と気配りが必要だと思われます。病院生活を経験

した人は分かると思いますが、時間は充分過ぎるほ

どあり、単調な繰返しの生活が続きます。 

楽しみと云えば三度の食事ぐらいと思います。そ

のような生活の中で患者同士の会話や、看護師さん

とのコミュニケーションは憩いの時間とも思われま

す。また、私の場合はリハビリで自転車をこいで汗

をかくこともストレス発散になっています。 

看護師さんの仕事は、対先生、対患者〈多種多様

で症状、その他年齢、性別も異なる〉対患者の家族、

対他の職員〈特に看護助手〉、対その他大勢の人に対

して様々な形でサービスを行うことだと思います。

今回私が驚いたことは、昔の看護婦さんに比べて、

今の看護師さんの気配りの素晴らしさに感心したこ

とにあります。これは二つ目の病院の中での事です

が、朝のおはようございます、の挨拶から始まり、

廊下での笑顔の挨拶、深夜勤務の看護師さんの今日

の夜勤の○○です。よろしくお願いしますとの挨拶、

そして、患者に対して対する適宜なジョークで患者

やその場を和ませることなど、前々から私が持って

いたイメージ〈近より難い存在〉を見事に覆してく

れました。やはり、これからの病院経営はこれ位の

サービスは必要ではないかとつくづく思わされまし

た。しかし、このような感じの良いサービスは全て

の病院に浸透しているとは限りません。この病院の

スタッフの努力の結果だと後日気付きました。 

ただ、病人という特殊な精神状態の人々を扱う、看

護師さんのサービスにはとても必要なことと思えて

なりません。最後に、サービス業に携わる人たちに

掛かり易い病気として、燃え尽き症候群を紹介した

いと思います。今読んでいる本の中で｢仕事に打ち込

んで来た人が、文字通り

燃料が燃え尽きて火が消

えるように、ヤル気をな

くした状態のこと｣を云

います。その背景には、

様々な要因が上げられて

いますが、この｢燃え尽

き｣に掛かり易い職種と

して、①ソーシャルワー

カーを始めとする福祉関係の職員、②看護師③医師

④教師などの対人サービス業が上げられています。

また、企業の中でも営業職や販売職に多く見られる

ようです。皆さんも心当たりがある方は、肩の力を

抜いて次のことを心掛けるようにして下さい。 

① さまざまな職種の人と交流を持つ 

② 焦らない 

③ 常に全力投球で仕事をしない 

④ 失敗は誰にでもあると考えるなどです。 

話があっちに行ったり、こっちに行ったりしまし

たが、やはり健康な日常生活を送り、ビールが旨い

と思える生活が一番と思う今日この頃です。 
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       雑感 徒然草 

 

              

一級販売士   

甲斐田 誠二 

 

人生の最終ラウンド(72 歳)に

きて、リストラ、ホームレス等の世相をみるのは哀

しいものである。 

最近、文章をよく箇条書きにする。段落がとれて分

かり易くもあるという利点もある。政治家の誰かが

言った、ﾜﾝフレーズ、ﾜﾝﾎﾟﾘﾃｨｯｸｽ程ではないが・・・・・。 

先ず文章を作成するに当たっては、柱〈幹〉を数

十本立てる。一本立てて枝を付け、葉を付けて完成

として、次の柱を立てるという方策をとらない。全

体の柱〈構図〉から、個々の柱、全体から個別とい

うやり方になる。 

①目的・・ 仕事人間が定年になると、小人閑居し

て不善をなす、の類で毎日毎日をウロウロと貴重な

人生の一コマ一コマを無駄に費やす。前の日から明

日行う柱〈幹〉立てておく。明日になってこれに枝

葉を付けて実行。そして問題の先送りをしないこと。

百点を取れなくても六十点でよいではないか。何ら

かの形で決着をつければ、もうそのことは完全に念

頭から忘れ去り、次のことに取り掛かられる。自分

の受けた霊感を世のため人のための病気の治療に使

いきって亡くなられた、佐賀・吉野ヶ里の ESP石井

晋雄先生が言われた言葉に”発想即行動”がある。

考えが浮かんだら、1から 10数える位の間を置いて

実行に移すこと。あまり考え込んだら足がすくんで

全く前進がなくなる。駄目で元々。一歩前に踏み込

むことが大事。それて物事は、なるようになる ! な

るようにしかならない ! 〈投げやりの消極的な考

え方〉前者はすんなりと身を任せて全身の力を抜き

委ねる考え方。 

②スケッチ・・墨絵でスケッチするようになってか

らどの位になろうか。勤めている時もそうであった

が、旅行などで出掛けたら必ず描いてくる。スケッ

チケースには、坐って描けるように新聞紙、小さな

硯、小筆、小瓶に入れた水、スケッチブック、これ

だけあれば大丈夫で、スケッチが出来る。描く時は

左の端から右の端にかけて、全体の構図を頭の中に

入れ、個別へと描いていく。筆一本で下書きはしな

いが、ほとんど書き損ないはしない。 

スケッチは誌面の都合で割愛させていただきますが、

以下墨絵に付けた短文のみを紹介します。  

日田に来て何やらゆかし小京都〈H17日田駅にて〉 

葉隠れの佐賀に色濃き武士の館 

〈H17.11 佐賀城にて〉 

とうとうと悠久の流れしばし留めむ三隈川 

〈H17 亀山公園にて〉 

 

神降る高千穂に 

あら尊き荒立ての宮 

<H18.5高千穂神社にて> 

 

秋深き 

紅葉に染まる秋月城址 

<H19.11.13秋月にて> 

乗馬の江戸将軍家も 

詣でし浅草寺    <H20.6.13浅草寺にて> 

ライトアップの先に映ゆる紅葉樹 

<H20.11.24 基山の大興善寺にて> 

葉隠れの三十五万石の殿も見よ 

佐賀駅前の今の賑わい  <H20.12 佐賀駅にて> 

③熊本城・・今年の 1月 17 日に行われた新春懇談会

で、私の席に某氏がみえた。以前、投稿掲載された

私の文の一節に、天下の三大名城の一つ熊本城は、

大きな石〈大企業〉と隙間無く埋め尽くされている

小さな石〈中小企業〉の両者の微妙なバランスの中

に、堅固な石垣が構築されているという言葉があっ

たが、これを読んで一級販売士挑戦に大きな足掛か

りを得た思いで合格したとのこと。唯、さっと読み

下すだけで何のインパクトも受けない人、これに反

し、そこに自分なりの想いを巡らして、それをバネ

に次の世界に跳び出す人など色々といますが、蛇は

水を飲んで毒となし、牛は水を飲んで乳となす。こ

の人〈後者〉こそ同じ水でもこれ程の違いを身体で

受け止めて、次の世界へ飛躍する人だと痛感した。 



 - 18 - 

④作文・・新制中学二年〈昭和 27 年当時、新制中学・

新制高校と呼んでいた〉の時、敬老週間に亡き祖母

を想う(56 歳で死去)の題材で作文を書いたのが認

められ、久留米市長賞をもらった。それが子供心の

自尊心をくすぐり、県立明善高校弁論部へ入部、大

会で宿敵久留米商業高校に負けたものの三位に入賞

した。夜中に１人、田植えの終わった田んぼの中で、

大声を出して練習したのも、今は懐かしい思い出で

ある。柔道部にも入部し、夜間道場にも通い、講道

館初段となったのも思い出の一つである。 

⑤家族・・一人息子が福岡の西南高校、熊本大学法

学部を卒業し、久留米市役所に入所〈現在 43歳〉し、

嫁と２人の子をなして筑後川を挟んだ、同じ市内の

小森野に在住。嫁は、私には娘はいなく、嫁いで来

た時から娘が１人増えたと思い接してきた。私も物

理的年齢が邪魔をして、孫が一人前になるまでは、

この世に生きていくことが覚束ない。この為に、嫁

には孫の行く末、息子夫婦の事などを案じ、厳しく

言うこともある。結婚当初の私の希望〈公約〉とし

ての、日曜毎の当番〈交替〉制夕食会。嫁の美味し

い手料理も食べられる。昨年 12 月 21日は外食、二

日市の“天拝の郷”で息子夫婦、孫たちの顔を見な

がらのブァイキング料理、露天風呂に入る。時折カ

ラオケも楽しむ。 

⑥健康・・昨年 2月は太極拳会長として、西日本新

聞の取材を受け、会長談話、写真撮影などに大忙し。

10月からは太極拳に加えて“気功”を始めた。勤め

帰りの自分の息子、娘〈嫁〉よりも若い OL達と組ん

での夜間体育館におけるレッスン、手をつないだり

抱き上げたりと夜の 9時までの奮闘で汗をかく。朝

夕、50 分 50 分の散歩 ! 50・50〈ゴーゴー作戦〉

帰ってシャワーを浴びて玉葱赤ワインを飲み血液サ

ラサラ。休肝日は一週間に１日。 

⑦国家試験・・学生、若い OLで一杯の大学の国家試

験場での机を並べての挑戦。無上に楽しい。日本人

の男性の平均寿命 79歳、女性の平均寿命 85歳、後

何年も生きられない余命なのに、何故こんなことを

するのか私にも分からない。煮え立つマグマ・パッ

ション〈情熱〉が私を無意識の内に前え押し出して

いるのかもしれない。 

⑧耳鳴り・・平成 13年 2月 17日、一寸した不注意

から〈破裂音を右耳に受ける〉耳鳴りがジージー、

シュンシュンと四六時中喧しく、眠りも妨げられる。

何とか打開策が講じられないものかと、漢方薬、蜂

の子、ｲﾁｮｳの葉エキス、ひまわりの種等処方すれど

も、改善の兆しが見られない。ルート 2の平方根が、

ヒトヨヒトヨニヒトミゴロ〈一点 41421356〉の近似

値を追い求めて、今日もまた”蜂の子”の注文をし

た。モーツアルトの曲が耳に良いとの健康雑誌の情

報をもとに、数十枚の CDを用意して聴く。継続は力

なり !  

⑨あとがき・・(イ)息子は今年の３月で４４歳にな

る。現在、空手初段。合気道二段。時には試合にも

出向く。それと講演を聴くことが好きで、各地で開

かれる講演会へ、バスに乗り遅れないように、書物

も沢山買ってそれに備える。子煩悩で時間を割いて

は家庭サービスに専念する。(ロ)家内は結婚して第

45回の記念日が過ぎた。私の母〈平成 15年 90歳で

没〉現在まだ生きている今年 4月で 99歳になる私の

父、都合３人の親の世話と、息子の教育、それも勤

めを続けながらの奮闘である。私はと言えば、朝早

く家を出て、夜遅く家に帰る福岡の金融機関での仕

事故、全く役立たずの、久留米は寝ぐらの場所に過

ぎない。山内一豊の妻ほどにはないにしても、私に

は分に過ぎたる利発な妻である。唯、口喧しいのが

難点 !  

⑩私の座右の銘・・(イ)青春 青春

とは人生のある時期ではなく、心の

持ち方を言う。ときには 20 歳の青年

よりも 60歳の人に青春がある。年を

重ねただけで人は老いない。理想を

失うとき初めて老いる。サムエル・ウルマンの”詩

と書論”より。（ロ）徳川家康公遺訓〈人生訓〉人の

一生は重荷を負いて遠き道を行くが如し、急ぐべか

らず、不自由を常と思えば不足なし、心に望みおこ

らば困窮したる時を思い出すべし。堪忍は無事長久

の基、怒りは敵と思へ、勝つことばかりを知りて、

負くることを知らざれば害その身に至。おのれを責

めて人を責むるな。及ばざるは過ぎたるよりまされ

り。             慶長 8年正月 15日 徳川家康 
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新会員紹介 

 

■二級販売士 八尋 晃仁 

 

福岡販売士協会への入会に際して 

 

 昨年１０月の２級販売士合格を機

に入会いたしました。 

 簡単に自己紹介しますと・・・生まれも育ちも福岡

で、今年めでたく（?!)Around・５０（アラ・ゴー）

の仲間入りとなります。住まいは福岡市西区で、嫁、

高二の息子と犬３匹（ヨークシャテリア みんな♀）

の３人３匹の大所帯(?!)で生活しています。また、仕

事は福岡市内で小売業を営む会社に勤務しています。 

 販売士検定は、一昨年夏に現在の職場へ出向となっ

たのをきっかけに、小売業の経営管理上の知識を習得

する目的で受験しましたが、インターネットでいろい

ろ検索しているうちに、当協会の存在と会員の方々の

積極的な活動を知り、ぜひともメンバーとして参加し

たいと考え、合格通知が自宅に届くや否や、事前にご

承認を受けることなく、入会届を泉事務局長宛送りつ

けた(！)次第です。入会時には泉事務局長には大変お

手数をお掛けし申し訳ありませんでした。 

 小売業に従事して１年半ほど経ちましたが、少なく

とも現在の勤務先の状況は、アルバイト･パート社員

の定着率が悪く、毎月のように退職・採用手続きを繰

り返しています。また、新卒採用にしても、昨年は応

募者が募集人数に満たないほど、常に人員確保に四苦

八苦しているのが現状です。 

 以前、新聞で「コンビニは、主婦や学生アルバイト

で成り立っているが、学生は就職先としてコンビニ業

界を選択しない」という記事を見た記憶があります。

その真因が何であるかは今の私には分かりませんが、

少なくとも何かのご縁で小売業に携わることとなっ

た人間としては、若い人たちに対して、仕事の面白さ

やその魅力を伝えていかなければならないとも考え

ています。 

 ２００９年は、世界的な景気後退の中での業況感や

雇用環境の悪化、消費の冷え込みなど、非常に厳しく

大変な一年となりそうですが、こうした状況に萎縮す

ることなく、“生まれ育った福岡の街を元気に！”を

モットーに販売士として、また、５０代の中年オヤジ

としての役割も意識し、会員諸先輩方のご指導を賜り

ながら活動を続けて行きたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

 

■二級販売士 田中 典彦 

 

販売士との出会い 

 

私と販売士との出会いは、平成

11 年の夏のことでした。当時の私は、法人営業部門

の企画担当に在籍し、総括担当として社員の育成を

担当していました。 

私の勤務している会社は、情報通信分野の会社で

技術力重視であり、通信分野の研修及び資格取得に

は積極的でしたが、営業系の資格取得に向けた研修

には消極的であり、会社経営層の方々も見向きもし

ない状況でした。当時、私が在籍していた法人営業

部門では、売り上げ拡大を目指しており販売担当者

の営業スキルの向上が急務で、社内での勉強会や研

修は実施していたものの、なかなか結果が出せない

状況にありました。 

そのような時に商工会議所の方から販売士という

資格があることを教えていただき、法人営業部門で

もスキル向上に活かせる営業系の資格があることを

知りました。私は、喜び勇んで当時の上司に相談し

販売担当者向けに販売士３級の資格取得研修を企画

し、部外の研修会社を数社選択し研修内容や価格な

どの交渉を実施すると同時にこちらの目的を明確に

伝え三ヶ月の研修を実施することにしました。 

第一回目は、販売士三級の資格取得を目指し約 30

名程度の受講生が定期的に業務から外れて研修を受

講する形式で実施し、約７割程度の社員が資格を取

得することが出来ました。 

第二回目は、三級と二級について日程を変え同時

に研修を実施し、第三回目については、二級と一級
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の研修を実施しました。おかげさまで、三年間で約

７０名程度が販売士の資格を取得することが出来、

社員一人ひとりが、物売りの姿勢からお客様に満足

を与え、その結果として物が売れるという「販売原

点」のようなものを意識するようになり、その年以

降の販売実績についても飛躍的に伸びることはあり

ませんでしたが、着実に右肩上がりに成果を上げて

いきました。私は、業務として実施していたことで

はありますが、社員の方々の目の色が変わってきた

ように思えた時は、嬉しくてたまりませんでした。 

３回目の研修を計画している時に、商工会議所の

方から該当商工会議所での販売士試験の合格率ｱｯﾌﾟ

に大きく貢献していただいたということから、支店

自体が感謝状をいただけることになり、当時の支店

長も営業系の資格取得を意識するようになりました。 

私自身、第一回目、二回目の研修企画元でありな

がら受講生として、販売士の資格にチャレンジし二

級を取得しましたが、販売企画業務に従事している

現在もその時に学んだ管理業務や損益計算等の考え

方が十分に業務に役立っていると思っています。 

不景気の昨今、現在の職場では、研修も減ってき

ている現状ではありますが、営業系資格取得の大切

さを継続的に訴え続けて行きたいと思っています。 

自分自身も自己研鑽を含め新たな資格取得に向け

頑張って行きたいと考えています。 

また、今回入会をさせて頂きましたので、出来る

だけ会合には参加したいと思っていますので、今後

とも皆様のご指導をよろしくお願いします。 

 

■ 宮崎支部 福留 美穂  

販売士資格取得に寄せて 

         

私が｢販売士｣と云う資格を知ったのは、前職を辞

めて行った職業安定所でした。何か資格をとりたい

なぁ、という漠然とした気持ちで、たまに行く職業

安定所の訓練校の資料をめくっていた時に、目に飛

び込んできたのが｢販売実践科｣の文字でした。それ

までいくつかの資料を手にしたものの、心を引かれ

るものはなく、自分が何をしたいのかさえ分からな

くなっていた私にとって、衝撃の文字でした。迷う

ことなくその場で申込み、４ヵ月の講座を受けさせ

ていただけることになったのです。４か月とは云っ

ても、2ヵ月はパソコンの講座、１か月は企業実習、

残りの１ヵ月が販売士の講座だったので、あっとい

う間に終わってしまった気がしますが、今後の私に

とって、とても考えさせられた１ヵ月でした。今ま

でも販売業に就かせていただいていましたが、その

時は何気なくしていたお客様とのやり取りや、挨拶

のときのお辞儀の角度など、あたりまえの事を今更

ながら勉強し直し、又、マーケティングやストアオ

ペレーションなど、今まで携わった事のない分野ま

で勉強させていただくうちに、何故私が｢販売士｣と

いう文字に引かれたのか、日に日に実感していきま

した。私は”人”が好きなのです。｢ありがとう｣と

お客様に云っていただけた時が私は幸せなのです。

当たり前のことかもしれませんが、日常生活におい

ても｢ありがとう｣という言葉は人を幸せにしてくれ

ます。世界中にありがとうという言葉がもっともっ

と飛び交っていれば、醜い争い事は少なくなるんじ

ゃないかなぁと思うくらい｢ありがとう｣という言葉

は私にとって幸せのキーワードなのです。販売とい

う仕事は毎日のようにお客様との間に｢ありがとう

御座いました｣｢ありがとう｣と、幸せがダイレクトに

飛び交います。そんな素敵な仕事ってそうそうある

ものではないですよね。その事を改めて気付かせて

下さった岩切先生にはとても感謝をしています。近

い将来主人が独立を考えています。(もちろん販売に

携わった仕事です)少しでも主人の力になれるよう、

今は販売の基本をしっかりと勉強し、これから出会

うであろう未来のお客様にワクワクしながら、次は

２級、１級と私自身もステップアップしていきたい

と思います。皆様に比べると販売士の勉強を始めた

きっかけは甘く、学も無い未熟者ですがどうぞよろ

しくお願い致します。           完 

＊事務局・注：岩切理事からの報告では、福留さん

は既にレジャー用品の販売会社をご主人と一緒に設

立され、頑張っておられるとのことです。 

大きな夢を持って頑張って欲しいですね ! 
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気になる KEYWORD 

 ■「対馬が危ないらしい・・・」 

昨年の冬初め頃から、頻繁に耳にするよ

うになりました。えっ！何の話？・・・韓国の企業等

が対馬に進出、かなりの数の不動産を買収しているら

しいのです。なぜ「らしい・・」かと言えば、島民の

名義で買収することも多く実態が掴めないとのこと。

このままいくと、日本でなくなるのでは・・・(・_・;) 

 政治的な話もあるのでしょうが、私としては、何故

こうなっていくのを対馬の島民が受け入れていった

のか、私も含め何故気づかなかったのか。島起こし応

援＆対馬ＰＲをしたいと思います。

なぜなら、調べてみると・・歴史

あり、自然あり、美味しいものあ

りの魅力的な日本の島だから。 

★対馬ってどんな処？ 

 長崎県対馬市：対馬島(面積

696.29k㎡)＆100を超える小島から形成。 

九州本土より約132㎞、朝鮮半島へ約49.5㎞ 

★歴史：古事記では最初に生まれた島々の一つ「津島」

として、そして日本書紀・魏志倭人伝にも記さ

れている。忘れてならないのは、2度の元寇の

際、国境の島として襲われた悲劇。 

★観光：①歴史をたどる(神代の旅、戦史をたどる等) 

    ②レジャー等（シーカヤック・トレッキング） 

    ③自然とのふれあい（ﾂｼﾏﾔﾏﾈｺに会う！等） 

  その他、釣りもいいし、“異国の見える丘展望台”

へ行き国境の島を感じるのも良いですね。 

日本人観光客も減っているようです。福岡からは飛行

機で30分、高速艇なら2時間10分。是非、対馬体験を！ 

（広報委員長 廣瀬 紀子 記） 

 事務局便り 

山好きが集まって登山会を催しました。

会の名前は山楽会です。第一回目は普

賢岳から国見岳を巡り、さらに妙見岳を回って下山

する初歩的な登山行でした。下山後は小浜温泉に一

泊して疲れを癒し、今後、この会を継続していくこ

とを話し合いました。九州には山と名が付くものは、

約 2500程ありますが、その中で、一応“山登り”を

楽しめる山としては 330と云われています。私(泉)

は今までに 78の山に登ってきました。何度も繰り返

して登った山は１回と計算してのことですが。私の

夢としては、330 の半分程度は踏破したいと思って

います。 

山を楽しみ、温泉を楽しみ、食べる事を楽しむと

いった意味では、山楽会よりも三楽会の方がよりふ

さわしいのでは？等とも考えています。同好の士を

求めています。是非ご連絡下さい。連絡先は、

090-7447-5624〈山楽会・世話役 泉〉 

次回の予定は 2月に、求菩手山、犬カ岳、一の岳

を巡るコースを考えています。下山後は温泉に浸か

って日頃の憂さを晴らし元気を取り戻す、そんなこ

とを考えています。 

福岡商工会議所主催、九州観光マスター資格の取

得者が、福岡販売士協会・会員の方々の中に増えて

きています。一級の資格は観光ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄを目的とした

レベルの高いものです。私も現在一級合格を目指し

て頑張っています。会員の皆様もチャレンジしてみ

ませんか？お互いに情報交換をしながら楽しんで勉

強するのも良いことではないかと思います。 

新現役チャレンジ支援事業というのも、同じく福

岡商工会議所で行われています。企業 OBで、今まで

に培ってきた技術や知識を活用するために、新現役

として登録されませんか？資料を見てみたいと思わ

れる方は、泉までご連絡下さい。手配させていただ

きます。 

今年の秋には、九州販売士交流会が開催される見

通しです。時期は 10 月の末か、11 月の始めの予定

です。今後は 2年に一度の開催となります。また、

今回は福岡販売士協会主催となりますので、皆さん

奮ってご参加の程よろしくお願い致します。また、

交流会について会員の皆さんのご要望などが御座い

ましたら遠慮なくお申し出下さい。時期が近づいて

来ましたら、改めてご連絡申し上げますので、念頭

に入れて置いていただきたいと思います。 

4 月には福岡販売士協会の年次総会も開催されま

す。より多くの会員の皆さんにご参加いただきたい

と思っています。     （事務局長 泉 亨 記） 
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～お知らせ～ 

 

◆ 年 次 総 会 ◆ 

 日 時：平成 21年 4月 18日（土） 

      14時～17時 30分 

場 所： 福岡商工会議所 303会議室 

 

 

 

◆福岡販売士協会のホームぺージ◆ 

 

検索エンジンを使い、

「福岡販売士協会」の

キーワードで検索でき

ます。皆さんのご訪問

をお待ちしています。 

http://www.farmmc.jp/ 

 

 

 

会報および福岡販売士協会へのご意見・ 

ご要望は、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 

 

◆事務局長 泉  亨 ◆ 

    〒810-0032 福岡市中央区輝国 2-1-27 

   TEL/FAX:092-531-0658  

     携帯電話:090-7447-5624 

Eメール：it1231@krb.biglobe.co.jp 

福岡販売士協会・現況報告  

会員状況（平成２1年２月） 

正 会 員 ８8名 

 １級販売士 ６１名 

 2級販売士 ２１名 

 3級販売士  ３名 

 1級県外販売士  ３名 

賛 助 会 員  ７社 

      

福岡販売士協会役員体制（平成２１年２月） 

 会 長： 栗川 久明 

 副会長： 石原 義曠 

 理 事： 泉  亨（兼事務局長） 

 理 事： 中村 純治 

理 事： 坂上 好美 

 理 事： 岡野 卓也 

理 事： 小関 芳紀 

 

 

理 事： 廣瀬 紀子（会報担当） 

理 事： 中野 法子（ＨＰ担当） 

 理 事： 渡辺 芳雄 

理 事： 長沼 玲子 

 理 事： 岩切 寛文（宮崎担当） 

 監 事： 濱村 昌男 

監 事： 小野 宗利 

 顧 問： 石原  敏 

顧 問： 大原  盡 

顧 問： 福生 和彦 

委 員 会 体 制 

研修委員会  

 委員長：中村 純治 副委員長：坂上 好美  

企画委員会  

 委員長：岡野 卓也 副委員長：小関 芳紀 

広報委員会  

 委員長：廣瀬 紀子 副委員長：中野 法子 

総務委員会    

 委員長：渡辺 芳雄 副委員長：長沼 玲子 

 

http://www009.upp.so-net.ne.jp/farmmc/index.html
mailto:it1231@krb.biglobe.co.jp
mailto:it1231@krb.biglobe.co.jp

