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“平成 22年 年次総会”を開催  H22 年４月 17 日 

～更なる前進に向け新年度活動がスタート～ 

 

 

今年度の当協会活動のスタートとなる年次総

会を４月１７日（土）の午後、福岡商工会議所に

おいて開催しました。 

当日は、雨と異常低温が続いていた前日までの

肌寒い気候も去って、久々のさわやかな春の陽光 

 

 

のもと、長崎販売士協会の来賓の方々を含め総員

３５名が参集しての総会となりました。 

特に、今年度の総会では、ここ数年の会員微減

傾向に歯止めをかけ、更なる前進を期しての役員

改選とあわせ、日頃支援を願っている賛助会員に

関する制度についても「法人」のみならず「個人」

の方々からの支援もいただけるよう、新たに“個

人賛助会員”を新設することを提案し、出席者全

員の賛同を得て会則を改定いたしました。 

因みに、９年目を迎えた今年度について、モノ

の本によれば“９”という数字は「１から始まっ

て８までの間に、エネルギーを注いで創り上げて

きたものを完成に向け“結実させ完結させる”と

いう意味をもっているようです。そして、更に１

０年目を迎える来年度の“０”という数字は、ま

た新たな目標に向かっての挑戦の始まりを意味

するといいます。 

こうしたことからも、まさに今年度の活動はこ

れまでの８年間の実績を集約し、またひとつ階段

を昇りきるために、お互いの絆を深め合い、事に

当たっていくことの大切さを感じさせられます。 

ぜひ、飛躍を期していきたいと思います。 

なお、恒例の記念講演については、今年度は私

たちの活動基盤でもある“福岡”について、より
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理解を深めていこうという主旨で、福岡県が主催

されている「出前講座」にお願いをして『福岡の

魚が美味しい！～知っていますかブランド品・食

べていますか旬の魚～』と題してお話をいただき

ました。 

以下は当日の概況です。 

 

第一部 総会議事 

佐田会員の司会進行により、定刻の午後２時

に開会した本総会は、はじめに栗川会長から

「全国的に協会運営が四苦八苦しているなか、

９年目の総会を迎えられたことへの感謝を込

めた挨拶」と共に、議事に入るに当たって「総

会議事は会則上出席者の過半数で成立する」旨

の確認がなされた後、議事に移りました。 

また、議事についても各議案に関する報告・

提案説明などが栗川会長から行われ、都度議案

ごとに審議された結果、役員改選を含め以下の

とおり、いずれも出席者全員の賛同を得て承認

されました。 

 

１、 第１号議案の“会則の変更”について 

第６条～８条の改訂について、次の内容で承

認されました。 

① ６条に関しては、現行会則上、賛助会員は

法人等の団体のみとなっているのを改め、同

条（２）を「賛助会員は、当協会活動への参

加意思のある団体もしくは個人とし、団体賛

助会員については企業等の諸団体、個人賛助

会員については学識経験者、業界関係者等と

する」に改訂。 

②  また、７・８条の「入会と会費（個人賛

助会員は三千円/年とする等）」について、

部分的に改訂（内容の記述は省略。当日配

布資料を参照方）。 

 

２、 第２号議案の“平成 22･23年度役員体制”

について 

２年の任期満了による改選に伴い、副会長を

現行１名を２名（会則上３名以内）選任するな

どの新たな役員人事体制を提案し、承認されま

した。 

＊ 内容の詳述は省略しますので、当日配布資

料および本会報末尾に掲載の「役員体制」

を参照下さい。 

 

３、 第３号議案の“Ｈ２１年度活動実績と 

会計報告”について 

詳細記述は省略しますが、以下のとおりの報告

内容で承認されました。 

（１） 全体会合について 

① 年次総会（４月、講演：教育におよぼす販

売士検定、４２名参加）。 

② 春の流通施設等見学会（６月、イオンモー

ル筑紫野、１２名参加）。 

③ 夏季研修会（７月、講演：企業の社会的責

任について、２４名参加）。 

④ 夏の納涼家族パーティ（８月、アサヒビー

ル園、１４名参加）。 

⑤ 秋季流通施設等見学会（１０月、ＫＫ不二

家吉野ヶ里工場、１８名参加）。 

⑥ 九州販売士交流会（１０月、講演：食の安

全・安心と正しい情報の提供がお店を救

う！、４５名参加）。 

⑦ 新春懇談会（１月、懇親パーティ、２６名

参加）。 

なお、以上の実施概況については、都度「会

報」にも掲載したとおりです。 

（２） 個別会合について 

① 役員会議（毎月第三水曜日、麻生情報ビジ

ネス専門学校内）。 

② ３級販売士養成講座（１月～２月、筑紫地

区職業訓練協会、受講者６名）。 

③ １級販売士検定試験検定講座（５月～、受

講者５名）。 

④ 会報「販売士・ふくおか」発行（年３回、

５月・９月・１２月）。 

⑤ ホームページの運営。 

（３） 会計報告および監査報告について 

＜ 会計報告 ＞ 

本年度は「収入の部の決算額が 1,176千円

（予算 730 千円）」、同じく「支出の部が 1,140

千円（同 797 千円）」であったことについての

内容と、次年度への「繰越金は 240千円」にな

った旨の報告がなされました。 

＜ 監査報告 ＞ 

引き続いて、以上の報告に対し、小野監事

から「濱村監事と共に詳細に監査の結果、会計

処理はすべて適正・的確に行われている」との

報告があり承認されました。 
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４、 第４号議案の“Ｈ２２年度活動計画と 

会計予算”について 

本議案についても詳細は省略しますが、以下

のとおりの提案内容で承認されました。 

（１） 全体会合について 

① 年次総会（４月、講演：福岡の魚が美

味しい！３５名参加）。 

② 春季流通施設等見学会 

（６月、北九州エコタウンで計画）。 

③ 夏季研修会（７月、講演：九州新幹線

鹿児島ルートで計画）。 

④ 夏の納涼家族パーティ 

（８月、場所：別途決定）。 

⑤ 秋季流通施設等見学会 

（１０月、福岡市地区で実施予定）。 

⑥ 新春懇談会（１月、懇親パーティ、福

岡商工会議所内）。 

（２） 個別会合について 

① 役員会議（原則毎月第２水曜日、麻生

情報ビジネス専門学校内）。 

② ３級販売士養成講座（計画を検討中）。 

③ １級販売士検定試験研究会 

（内容を検討中）。 

④ 会報「販売士・ふくおか」発行 

（年３回、５月・９月・２月）。 

⑤ ホームページの運営。 

（３） 会計予算について 

今年度予算の収支規模は、前年度に比し九州

販売士交流会の開催（２年に１回）がないため、

「収入の部の予算額は 590 千円」、同じく「支

出の部は 629千円」となり、次年度への繰越金

は 202千円」としました。 

＊以上の３・４号議案についても、詳細は総会

時配布の当該資料を参照して下さい。また、

総会に出席できなかった会員の方には別途

「総会資料一式」をお届けしましたので併せ

てご覧下さい。 

 

第二部 講演会 

演題 『福岡の魚が美味しい！～知ってますか

ブランド品・食べてますか旬の魚～』 

 

今回の講演は、福岡をより深く知る一環として、

福岡県農林水産部水産局・漁業管理課の佐藤博之

技術主査から約５０分にわたって、レジュメとス

クリーンに映し出された写真や資料により、海洋

資源に恵まれた福岡ならではの魚をはじめとす

る美味しい水産物について、魅力いっぱいのお話

を聞かせていただきました。 

以下は、一聴講者と

して理解し受け止め

た内容の要約です。 

(1) 福岡の海は、こん

なにも素晴らしい！ 

日本地図を思い浮

かべてみると分かるように、福岡県は３つの海

に面している。３つの海とは、「玄界灘（響灘）」

「瀬戸内海」「有明海」だ。 

しかも、これらの海はそれぞれに異なった魅

力ある特徴をもっているからすごい。 

・玄界灘の最大水深は１２０m。マダイなどが豊

富に獲れる。 

・瀬戸内海の最大水深は１５m。エビやカニがよ

く獲れる。 

・有明海の最大水深は１６m。ノリの産地やこの

海にしかいない珍しい魚貝類が獲れることで

有名だが、潮の干満の差が６m もあるのも世

界的にもめずらしい海だ。 

まさに、福岡の海は海産物の宝庫のよう！ 

(2) 福岡の海の魚たち 

そして、これらの海にはいろんな魚貝類がい

るという。 

全てを挙げられないが、漁獲量の多い代表的

なものだけでも、 

  ・マダイ（漁獲量：全国２位）、アジ（同 10

位以内）、くるまエビ（同 10位以内）、カ

キ（同 10～11 位。１位は広島）、天然ト

ラふぐ（同１位）など。 

  ・その他、ヤリイカ・ひいらぎ・シャコ・

わたりガニ・ひらめ・赤貝なども全国で

上位。 

  ・また、ノリの生産では同２位（１位は佐

賀）であるとか、有明海でしか獲れない

ワラスボなど珍しい魚もいる。 

(3) 水産局の仕事って？ 

この局には、「漁業管理課」「水産振興課」

「水産海洋技術センター」の３組織があり、

それぞれにこれらの海に関わる仕事をして

いる。 

＜漁業管理課＞ 

漁業をするには許可がいるが、その許可を

出す仕事を主に担当しているのがここの課。
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最近の船は性能がいいので安易に許可を出

したりしていると大切な資源が枯渇してし

まう。したがって、シーズンとか海域とか漁

具などによって許可を出している。例えば、

イカ釣り船などはランプの数を決めている。 

＜水産振興課＞ 

この課では、港湾の整備や制度を定めたり

漁礁を沈めたりする仕事をしている。例えば、

漁礁の造成では「まき網」によるアジとかサ

バの漁業用に高さ２５ｍ・設置水深８０ｍと

いう高層漁礁を沈めるが、同じアジやサバ用

であっても「つり」が対象の海域では高さ６

ｍ・設置水深２０～３０ｍ程度のコンクリー

ト漁礁にしている。 

＜水産海洋技術センター＞ 

漁業というのは、自然の影響をもろに受け

てしまう。従って、赤潮が発生した場合など

には、その被害を極力避けなければならない。

そこで、このセンターの仕事はそうした被害

を事前にくい止めたり、最小限にくい止める

ための潜水調査とか研究をしている。 

また、アワビやフグ・くるまエビなどの稚

魚を放流して育てる「栽培漁業」も手がけて

いる。例えば、アワビなどは３ｃｍの稚貝を

放流してワカメを与えながら育てると、３年

後には１０ｃｍ以上のものが漁獲できると

いう。ただ、面白いことに、こうして栽培し

たアワビは天然ものの殻が茶色っぽいのに

比べ、エサのせいで緑色をしているそうだ。 

(4) 福岡県の“水産業とか水産物”の全国的な

位置は？ 

＜水産業の位置＞ 

最近の漁業生

産量は、年約 10.6

万トンで全国シ

ェ ア で い え ば

1.9％（順位はデ

ータ上不詳）。そ

のうち、海面生産

量だけを見てみ

るとシェアは同

じく 1.9％で、全国順位は１６位。 

＜水産物の順位＞ 

生産量（トン）からみて、全国順位が上位の

ものは次のとおり。 

① １～５位のもの  

１位：フグ類、２位：イサキ・マダイ・ノ

リ、３位：アサリ類、４位：くるまエビ・

スズキ類、５位：タコ類。 

② ６～１０位以内のもの 

マアジ・ブリ類・サワラ類・アワビ類・コ

ノシロ・ワカメ・サザエ・ヒラメ・ウニ類・

カキなど。 

(5) 福岡の海では、どんな漁業が行われている

のだろう？ 

1) それも“３つの海”ごとに違いがあり、 

① 筑前海（玄界灘・響灘）では、 

海士、まき網、こち網、いか釣り、さ

し網などが、 

＊この海の“あま（海士）”は、男性ばか

りなので「海女」ではなく、「海士」と書

くのだという。 

②有明海では、 

ノリ養殖、潜水器漁業アサリ漁業など 

③豊前海（瀬戸内海）では、 

カキ養殖、小型底びき網などが行われて

いる。 

2) また、これらの漁業のなかで、例えば「カ

キとかノリの養殖」がどのようにして行

われているかというと、 

① カキの養殖の場合は、 

・２～４月に、カキ種のついたホタテを

ロープに挟み、イカダから海中につる

すと、 

・春～秋にかけて、それらが植物プラン

クトンを食べてスクスク成長し１cm 位

の大きさになる。 

・そして、１１～３月には、殻の重さが

１００ｇほどの立派なカキが収穫でき

るようになるという。 

② ノリの養殖は、 

 ・春～夏にかけて、ノリは糸状体（しじょ

うたい）と呼ばれる糸状の形でカキ殻に

潜り込むので、 

 ・９月になると、養殖の準備を始め、この

季節の風物詩にもなっている支柱立てを

する。大変な重労働でもあるそうだ。 

 ・そして、１０月には採苗を始める。ノリ

網に取り付けたビニール袋にカキ殻を入

れると、そこからノリの殻胞子が放出し、

ノリ網に付着してノリが生長していく。 

 ・１１～２月になると、生長したノリを収
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穫し、ノリ乾燥機に入れて形になったも

のを束ねて製品にする。この有明産のノ

リは柔らかくて、ふわっと溶けるような

のが特長で美味しい。 

(6) 水産物の一番の旬はいつごろ？ 

いろいろな水産物の“一番の旬”は、いつ

頃かというと、 

 ・春（３～５月ごろ）は、マダイ・コウイカ・

アサリ・アワビ・ヒラメ。 

・夏（６～８月ごろ）は、マアジ・イサキ・シ

ロギス・ケンサキイカ・クルマエビ・サザエ。 

 ・秋（９～１１月ごろ）は、クルマエビ・サバ

フグ・マサバ・ブリ。 

 ・冬（１２～２月ごろ）は、アワビ・ブリ・サ

ワラ・トラフグ・ヒラメ・カキ・ワカメ。 

だそうだ。 

ぜひ旬の味を楽しんでみては如何でしょうか！ 

 

第三部  懇親会 

冒頭、司会の佐田さんか

ら「福岡商工会議所をは

じめ、長崎販売士協会や

当協会の大原顧問、岡野

新副会長など各位から、

焼酎や泡盛など名産品

の差し入れをいただいています」との報告に、

みなさんから一斉に「有難うございます」と拍

手が湧いて始まった懇親パーティは、いつもな

がら和やかな雰囲気でスタートしました。 

最初に、来賓としてご

挨拶いただいた長崎販売

士協会の富永会長は、「人

は誠実さと素直さが最も

大切ではないか」との最

近の思いを披露されたう

えで、「福岡協会がますま

す発展されますように」とエールを贈っていた

だきました。 

また、５月に開催される同協会の総会におい

て相談役に退かれるとのご挨拶もありました

が、富永会長には、当協会発足以来欠かさず、

この総会に足を運んでいただき会を盛り上げ

てくださったことに改めて感謝申し上げたい

と思います。 

続いての乾杯は、新たに選任された岡野（卓

也）副会長が「引き続き企画委員長の任とあわ

せ、副会長職をまっとうするよう努めたい」と

の挨拶のあと、「お互い

の健勝を祈念して、かん

ぱーい！」と元気よく音

頭をとって全員がグラ

スを交し合い歓談に入

りました。 

歓談に入ると、たちま

ち会話が弾み、お互いがグラスを手にして楽し

そうに談笑する姿があちこちで見られ、料理に

も箸をすすめては手近のビールやコーナーに

用意された焼酎とかワイン・泡盛などを注ぎ合

ったりして盛り上がっていました。 

また、会の半ばでは、司会の佐田さんがタイ

ミングよく、そしてユーモアを交えながら恒例

となった“ショートスピーチ”の時間の到来を

告げると、指名をうけた人たちが次々とマイク

の前にすすみ、近況や体験談・趣味の話や仕事

のＰＲ・時事問題の論評などに到るまで、いろ

いろ聴き手の関心をひきつけて拍手を浴びて

いました。 

誌面が限られているため、こうした個々の

方々のお話のすべてを紹介できないのが残念

ですが、今回講演いただいた佐藤さんからは

「今日はじめて販売士なる資格や、この会の活

動がどんなものかを知りました」との忌憚のな

い感想とか、新入会員で大分市から出席された

溝部さんや那珂川町の岡野（利哉）さんからも、

自己紹介とあわせ、入会の動機やこの会への思

いなどを語って貰い大変よい刺激になりまし

た。 

更に、もう一例だけ付け加えておきますと、

“１分丁度”でという司会者からの思いもよら

ない突然の条件付きで指名をうけた北九州の

森山さんは、なんと一秒もたがわずピッタリと

時間内に収める離れ技をやってのけ、拍手喝さ

いを受けていました。本当に楽しいひとときで

した。 

こうして、歓談尽きることない今年の会も予

定の時間を迎え、中締めに立った石原副会長か

ら「なにかと沈滞気味になり易い環境のなか、

固定概念にとらわれることなく、明るく上昇志

向で」との挨拶の後、最後を更なる発展に向け

て、最近はやりの“右肩上がり一本締め”なる

締で気持ちを合わせ散会しました。 

（ 副会長 石原 義曠 記 ） 



 - 6 - 

“平成 22年 新春懇談会”  H22 年１月 23 日 

 

平成２１年度の最後の全体会合であ

り、平成２２年新年の最初の行事であ

る、恒例の新春懇談会が今年は１月 23

日(土)午後、福岡商工会議所３０３号室

において行われました。 

来賓をはじめ２６名の方々に出席頂

き、特に厳しい経済情勢の中で成果を

出す前向きな姿勢や考え方・具体的な

手法など、積極的な意見や発想豊かな

情報交換など大変中身の濃い、また懇

親を深める楽しい懇談会となりました。 

 

■懇談会レジュメ 

 

14：00～  記念写真撮影      中野理事 

14：10～  開会の辞       司会（小関） 

14：15～  開会の挨拶       栗川会長 

14：25～  乾杯のご発声 

   福岡商工会議所企業研修ｸﾞﾙｰﾌﾟ 池課長 

14：35～  懇談 

15：30～  スピーチ（ご指名） 

   福岡商工会議所 竹村様 

馬場様（延岡市） 

   八尋様(福岡市) 

高岡様(福岡市) 

   佐田様(北九州市) 

庄崎様（福岡市) 

   櫨本様（那珂川町） 

16：00～  ビンゴゲーム  岡野理事、(小関) 

16：30～  スピーチ（希望者） 

 時間の都合で 10 名の皆さんにスピーチして頂

きました 

16：50～  中締めの挨拶     石原副会長 

       博多一本締め 

17：00～  閉会の辞       司会（小関)   

 

なお、業務のご都合により欠席された、福岡商

工会議所会員サービス本部本部長の野口昭一様か

らお祝い金壱萬円を頂きましたので、報告いたし

ます。（ 企画副委員長 小関 芳紀  記 ） 
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設立 9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 9 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 21年度は、4月 18日（土）年次総会（42

名出席）をかわきりに、6月 6日（土）「イオン

モール筑紫野」見学会（12 名参加）、7 月 18 日

（土）夏季研修会（24名参加）、8月 22日（土）

「アサヒビール園博多」での納涼家族パーティ

（参加者 14 名）、10 月 3 日（土）「㈱不二家吉

野ヶ里工場」見学会（18名参加）、10月 31日（土）

九州販売士交流会（45名参加）、1月 16日（土）

新春懇談会（26名参加）と計画通りに全体会合

をこなしてきました。 

 また、会報は第 21号を 5 月 20日に、第 22号

を 9月 20日に、第 23号は 12 月 3日に発行しま

した。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いたし

ました。 

 

 平成 21 年度のトピックスをあげてみますと、

第１点目は「九州販売士交流会」に九州各県よ

り会員以外で８名のご参加をいただいたことで

す。第２点目は筑紫地区職業訓練会と「3 級販

売士養成講座」を開催できたことです。第 3 点

目は「1 級販売士検定試験通信講座」受講者の

八尋晃仁さんが 2 月の検定試験に合格されたこ

とです。 

 

 

 

 

 

 平成 22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。 

 特に、今年の講演会は新しい試みとして「ふ

くおか県政出前講座」を活用することにしまし

た。福岡県では県政の課題など、県職員がわか

りやすく説明する「ふくおか県政出前講座・127

テーマ」を実施されております。その中より 4

月 17日（土）の年次総会では「福岡の魚が美味

しい～知っていますかブランド品・食べていま

すか旬の魚～」というテーマで福岡県水産局漁

業管理課の佐藤技術主査に講演をしていただき

ました。7月 17日（土）の夏季研修会では「九

州新幹線鹿児島ルート」というテーマで講演を

お願いしたいと考えております。 

 また、北九州市ではじめての全体会合として、

「春季流通施設見学会・北九州エコタウンセン

ター」見学会を 6 月 2 日（水）に行います。ご

参加をお願いします。 

会報「販売士・ふくおか」を 5月・9月・2月

に発行しますので、会員の皆さんのご寄稿をお

願いします。テーマは自由で、1,200文字位（1

ページ分）でお願いします。 

また、当協会のホームページは全体会合・会

報に合わせて随時更新を行いますので、定期的

にご訪問ください。 

 今年も活発な協会活動を行ってまいりますの

で、会員みなさんの積極的なご参加をよろしく

お願いします。 

投稿記事 ＊ 役員＊会員   ＊ 
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閑話  “子育て考” 

 

副会長 一級販売士  

石原 義曠 

 

来春から小学校の教科書

が格段に分厚くなるとのこ

と。子供たちの学力の低下

もあってか「脱ゆとり教育」

へと急転換するようです。 

でも、“心の面”を置き去りにして学科の面だ

けを見直してみても、勉強ができるようになる

わけではなくて、忘れてならないことは、今子

供たちの心に何が起きているかをキチッと把握

して対処することが大切なように思います。 

最近の家庭内における親子関係の問題や学校

内でのいじめとか先生との信頼関係の揺らぎな

どからの不登校問題あるいは刑事事件等、さま

ざまな社会現象が示しているよ

うに、子供たちにとって「悩みや

心の負担」がどんどんと増してき

ているという現実を見逃しては

ならないと思います。 

何が問題かといえば、子供たち

を覆っている昨今の窮屈な社会

の環境や風潮こそが問題ではないかと思います。

このことをしっかりと改めない限り、学力ばか

りか人間形成に不可欠な健全な心身までもが育

っていかないような気がしてなりません。 

先日訪れた、ある温泉地のホテルのロビーに

掲げてあった小さな額のひとつに、“子育て考”

と題して次のような一文が収められていました。 

「心が寛大な人の中で育った子は我慢強くな

り、励ましを受けて育った子は自信を持つ。」「ほ

められる中で育った子はいつも感謝することを

知り、公明正大な中で育った子は正義感を持

つ。」「思いやりのある中で育った子は信仰心を

持ち、人に認めてもらえる中で育った子は自分

を大事にする。」「仲間の愛の中で育った子は世

界に愛をみつけます。」 

この詩を目にして、今、大人たちが心して注

力すべきはこのことではないかと感じました。

私などが育った戦後間もない小学校時代を思い

起こすと、まさに生活は貧しくとも近隣をはじ

めとする社会の愛につつまれ、この詩にあるよ

うに心豊かに過ごすことができたように思いま

す。 

当時の規律や躾けは、子供心には結構厳しか

ったような気がしますが、何故か心の中は、い

つも自由で伸び伸びとした時間が持てていたよ

うに思います。 

私のような者が改まって“子育て考”などと

言っても、すでにわが子は手の届かない家庭も

ちの中年になってしまっていますので、いまさ

ら考えてみても個人的には手遅れでどうしよう

もないわけですが、近年繰り返されている子供

たちに関わる事件を見聞きする度に孫たちへの

思いもあって、何かと悩ましいことのひとつと

して胸に痞えている昨今です。 

（平成２２年４月 記） 
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“ＷＨＹ”と“ＨＯＷ” 

 

研修委員長   

   一級販売士   

 中村 純治  

 

ＷＨＹ（なぜ）とＨＯＷ

（どうしたら）と言う 2 通

りの考え方があります。どちらの考え方が正し

いと思いますか？答えはケースバイケースです。

（ずるい答えでしたね。）ある時、従業員を教育

していた講師が言いました。「なぜ理解してくれ

ないのだろう？」と。そうしたら傍らにいた人

が言いました。「そのように考えても答えは出ま

せんよ。どうしたら理解してくれるのだろうと

考えたら如何でしょう」と。その講師は「はっ

と」したそうです。この事例はＨＯＷ＞ＷＨＹ

です。 

ＷＨＹもなぜなぜ分析でよく使われます。「な

ぜ売れないのですか？」「お客さまが来ないから

です」「なぜ来ないのですか？」

「買いたくなる商品を置けてな

いからかなあ」「なぜ、買いたく

なるような商品が置けないので

すか？」「どの商品を欲しがっているか分からな

いからです」「なぜ分からないのですか？」「う

～ん、調べていないからかなあ」「では市場調査

したら如何でしょう」となぜを数回繰り返すと

行動に直結するような答えが出てくるものです。

その場合ＷＨＹは有効ですね。 

 つまり、ＷＨＹは「よく考えて行動しよう！」

と言うことになります。その方が、成果が上が

る確率が高くなるからです。しかし、「なぜだろ

う」と考えて原因が分かっても行動が結びつか

ないことが多々あります。そのような場合、Ｗ

ＨＹは「出来ない言い訳」に使われることに成

り下がるのです。 

 ＨＯＷは逆に「行動して考えよう」と言うこ

とになります。考えず行動すると失敗する確率

も多くなります。でも、世の中は「やってみな

いとわからない」ことが多いのも確かです。よ

って「まずやってみよう」「1 歩踏み出そう」と

言うことが大事です。やってみて駄目なときは

素早く修正すれば良いのです。失敗するから反

省し、成長し、成功が見えてくるのです。 

ＨＯＷ＝「どうしたら」を先行して考えたほう

が、ＷＨＹ＝「なぜ」って考えるよりプラス思

考になることが多いと気づきました。皆さんも

「なぜ」と考える前に「どうしたら」と考える

習慣を身に付けたら如何でしょう。きっと良い 

解決策が待っています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不況について考えた 

 

一級販売士   

戸田 俊彦  

 

■深刻化する不況■ 

 リーマンショックから一

年半が経った。政府は昨年６

月早ばやと景気の底打ち宣

言を行い、アメリカも９月に景気後退の終了宣

言を行った。近頃では輸出の回復により、地方

でも景気が持ち直してきていると政府も日銀も

報じている。しかし、雇用情勢は更に悪化し、

サラリーマンの年収も減少し続けている。私流

にうがった見方をすれば、いづれも選挙対策の

プロパガンダではないかともとれる。政府報道

とは逆にいよいよ不況が深刻化してきたなぁと

云うのが私の実感である。退職して４年になる

が、昔のつながりでいくつかの会社の決算書を

見る機会がある。いづれも右肩下がりであり、

私が勤めていた会社は債務超過に陥っている。 

 又、団地の近くにある商店街にも空店舗が目
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立つようになってきた。駅前商店街ほど大きく

はないが、バス通りをはさんでそこそこの規模

の商店街である。少し前までは、ひとつの店が

潰れてもその跡にすぐ新しい店が出来て貸し店

舗の札が貼ったシャッターが目立つことはなか

ったし、飲食店は逆に数が増えていた。それが

ここ半年ぐらいから飲食店の閉店が目に付くよ

うになった。キャナルシティが出来る前の川端

商店街程ではないが歯抜け状態が拡大している。

現在の所に引っ越して来て40年になるが、この

ような現象は初めてである。バブル崩壊後の不

景気の時も住宅の増加による商圏の拡大に連動

して商店街も拡大していた。一部古くからある

団地では住民の高齢化による需要の減少も考え

られるが、現在もまだ、新しい住宅の増加で商

圏内の人口は増えつつある。又、商圏内に高齢

者が増えることは地元商店街にとってはマイナ

ス要因ばかりではない。私自身がそうなのだが、

これまで郊外のショッピングセンタに買出しに

行っていたのが、しんどくなって地元で揃うも

のは地元でまかなおうと云う商店街回帰行動の

要因ともなるからである。商圏内の人口減少→

需要の減少→商店街の衰退という構図は当ては

まらない。不況による収入減で購買力が減少し、

必要最低限の物しか買わないと云う節約志向の

高まりの結果ではないかと判断している。 

 

■世界経済の動向■ 

 リーマンショックによって起こった欧米の金

融機関の機能麻痺も、160兆円と云われる各国政

府の緊急経済対策による大手金融機関救済（融

資と出資）により危機を脱したと云われている。

しかし、住宅バブルの崩壊で実態経済の収縮は

続き、商業施設の倒産とそこに融資していた地

元銀行の倒産が米国では現在も続いていると言

うニュースを目にすること

もある。又、ドバイショッ

クの後もヨーロッパではギ

リシャ危機に続きスペイン、

ポルトガル、アイルランド

の国家財政の破綻（国債の

デフォルト）も噂されてい

る。 

 他方、米国では国の救済によって立ち直った

大手金融機関は収益力を回復し、再び暴走を始

めたようで、投機資金が商品先物市場に戻りバ

ブルが復活している。その典型例は原油で、リ

ーマンショック後１バレル３５ドルまで下がっ

た価格が現在すでに８０ドルを越えて青天井に

ある。 

 日本はその影響をストレートに受けて材料

（資源）高の製品安という、デフレとインフレ

が並在するといったいびつな経済状態に陥って

いる。 

 

■今後どうなるのか■ 

 グローバル金融時代の特徴はバブルの発生と

その破綻の繰り返しだと云われている。大きす

ぎて潰せない、繋がりすぎて潰せないと云われ

た大手金融機関救済のため１６０兆円もの資金

が国家財政より放出されており、金融市場は金

余り状態になっている。しかも現在のところど

の国も金融機関の暴走を制御する機能を持って

いない。このままでは第二・第三のリーマンシ

ョックが起こることが予想されるが、どこの国

も多大な財政支出によって国家の赤字は拡大し

ており「金融機関栄えて国家滅ぶ」という事態

も想定できる。 

 当面の問題として、米国の双子の赤字の拡大

でドルの暴落が起きた時、日本政府が持ってい

る米国国債１００兆円が紙屑になってしまう。

その時、日本経済にどのようなことが起こるの

か浅学のため残念ながら予測できない。 

 

以上  
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「いま筑後川は泣いています」 

一級販売士   

栗林 脩一  

 

福岡販売士協会には、発足以来所属させてい

ただき、栗川会長はじめ会員の皆さんにお世話

になりました。販売に係わる仕事から離れ、福

岡市に出かけることも稀になりました。その間

なんの協会活動もせず、多大のご迷惑をおかけ

して申し訳なく思っています。  

このたび販売士協会を退会させていただきま

すが、私が居住する うきは市の北を流れる筑

後川の現状を福岡都市圏の皆様に知っていただ

きたいと思って書いています。 

 

 筑後川は、「筑紫次郎」と呼ばれ、阿蘇山、九

重山を水源に熊本・大分・福岡・佐賀と４県を

流れ、有明海に注ぐ流路延長１４２キロメート

ルの九州最大の一級河川です。 

 私共の子どもの頃(うん 10 年前)には、中流域

は水量も多く、原鶴温泉の対岸から泳ぐと 100

メートル余りも流されて泳ぎ着くような急流で、

その頃私たちは大河と呼んでいました。 

 川には日田市から久留米や大川に杉丸太を運

ぶ“筏”が、連なって下るのが見られました。 

筑後川の夏の味覚 鮎は、大量に産卵に遡上し

て、5 月の川開きから、多くの太公望が釣り糸

を垂れ、原鶴温泉などにはう飼い船が出て、今

もですが、昔はもっと賑わっていました。 

 昭和 28年に「夜明ダム」が完工すると、筑後

川はコンクリートと鉄扉で分断され、“筏”の下

りは無くなり、トラック輸送に変り、鮎も孵化

した稚魚をダムの上流に放流することになりま

した。 

 その後、上流域に「下筌ダム」「松原ダム」、

また下流の久留米市に「筑後大堰」と、人工の

コンクリート造りの溜池が次々と建設され、そ

れらの溜池と溜池がかろうじてつながっている

状態で、今では筑後川中流には歩いて渡られる

ように浅くなったところが珍しくはありません。 

 さらに、朝倉市の山中に「江川ダム」「寺内ダ

ム」、うきは市に「合所ダム」が建設され、筑後

川最後のダムといわれる大分・日田市の「大山

ダム」が 2014年 3月完工予定のようです。 

 政令都市で唯一、一級河川を持たない福岡市

は、昭和 53年 5月から 4年 3月まで 287日間に

及ぶ福岡大渇水を、次いで平成 6 年 8 月から 7

年 6月まで 295日間の平成の大渇水に見舞われ、

水道用水の量的、安定確保が求められていまし

た。 

 福岡市は「曲渕ダム」など 8 つのダム（うち

「江川ダム」など 5 つは市外）と多々良川など

近郊河川から、（そして、昭和 60 年に「筑後大

堰」が完成すると、筑後川の水が福岡都市圏に

迂回して？流れるようになり、）福岡地区水道企

業団からと、およそ 3 分の 1 ずつを確保するこ

とになりました。 

 こうして福岡地区に「江

川・寺内ダム」から 144,200

㌧／日の「生命の水」が、女

男石頭首工（朝倉市）から直

接、乙金浄水場を経て､番

托・塩原浄水場に送られます。さらに「筑後大

堰」から最大 187,000 ㌧／日、そのほか、うき

は市「合所ダム」から旧浮羽３町からの借用分

28,100㌧／日が筑後川を下り、筑後大堰から合

計 359,300 ㌧／日が取水されています。これは

福岡ヤフードームが５日で１杯になるという大

量の水量です。 もし、これらのダムが無けれ

ば、佐田川・小石原川・隈の上川を流れ、自然

に筑後川に合流したはずの流れです。さらに平

成２４年３月に完工予定の「大山ダム」（大分

県・日田市）に福岡市は 52,000 ㌧／日の水利権

を確保しています。これは赤石川に建築中のダ

ムで、ダムが無ければやはり筑後川に合流する

流れで、別の水系からの水ではありません。完

工後供用が開始されれば、さらに 411,300 ㌧／

日もの水が筑後川水系から取水されていくので

す。 

 北部九州のこの地形が形成された太古の昔か

ら、阿蘇、九重に降った雨は、泉となって湧き

出て、小さな流れがいくつも合わさって小川に、

そして川となり、筑後川の大きな流れになって、

流域の人たちに米・麦などの実りをもたらし、

人々の暮らしを支え、文化を育んで、その役目

を果たし、静かに有明海に注ぎ終焉するもので

した。 

 その他中流域、私たちが生活しているうきは

市には、江戸末期、筑後川の南岸にありながら、
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直接揚水する方法が無く、水田耕作は耳納山脈

から流れ落ちる小川のあるごく狭い田に限られ、

多くの農民は貧しく、他の地区に逃亡する人た

ちが絶えなかったといいます。それが一転して

大雨でも降ろうなら筑後川は暴れ川と化し、僅

かな水田をも押し流し大きな被害を残したそう

です。 

 これに見かねた生葉郡夏梅村（現在うきは市

吉井町）栗林次兵衛ら５人の庄屋が、久留米有

馬藩に願い出て、筑後川からの導水工事を農民

総出で行い、完成した悲願の南・北新川があり、

水田での需要期にはあふれるように流れ、その

恩恵によって美田が拡がり筑後地方の穀倉地帯

になりました。 

 しかしながら、この地の農民の貴重な財産

「水」は、慣行水利権が、許可水利権に代わり、

大石堰から、かんがい用に 16.00㌧／秒、13,824

㌧／日。これで 1,986.51ｈａの灌漑を強いられ

ることになりました。その上、昭和６０年代後

半に九州農政局により、住民は反対することも

出来ずに 全水路の三面コンクリート張り工事

が行われました。これは下流・福岡地区にロス

（漏水）無く、急速に流れるようにとのことで

した。水田に水の非需要期は、かって「みどり

と白壁と清流の町」をキャッチフレーズにして

いた旧吉井町の真ん中を流れる南新川も、冬季

にはほとんど水が流れない有様で、なにが清流

かという状態です。困ったことには、上水道も

無く、当然、消火栓も無い うきは市吉井町の

市街地は、ほとんどが文化庁の重要伝統的建造

物群保存地区に選定されています。もし、ここ

に大火でもあれば、保存どころか、類焼を防ぐ

にも消火用水は無く、住民は恐々として暮らし

ています。 

 川の水は、上流から、生活用に使っては、戻

し、石・小石・砂利の自然の河床や土手（川岸）

で浄化され、次から次へ流れ、小さなリサイク

ルを繰り返していくのです。それが昭和３０年

代からの生活様式の変化に伴い、農薬・合成洗

剤の使用と生活様式の変化は、その自然のリサ

イクルを崩壊しました。 

 流域の日田市や久留米市は、上水道の水源を

筑後川に求め、下水処理した水は筑後川に返し

ています。うきは市ですら、一部下水道供用地

区で、掘り抜き井戸か、ボーリングして地下水

をポンプアップした水を

下水に使って流していま

す。下水道が全町に普及

すれば、地下水の水位の

低下や枯渇が心配されて

います。こうして使用し

た生活雑排水は下水処理

場で処理され、筑後川に戻しリサイクルされて

います。 

 「水は天から もらい水」といわれるように、

みんなで使うものです。使っては戻し、リサイ

クルされていくのです。しかしながら福岡都市

圏に引き込まれた筑後川の水は、１ヶ月に福岡

ヤフードーム５杯分余にも及ぶ大量な水です。

福岡都市圏で使ってもらうこと自体問題はない

のですが、その水が１滴たりとも筑後川に帰ら

ないのが問題なのです。 

 近年、有明海の海苔不漁、有明海特有の魚介

類の減少が問題になっています。 

対岸の諫早干拓の水門締め切りが原因という漁

民、学者の方などがいます。政権が代ったいま

も政府側は開門調査の要求を認めていません。 

有史以前から上流→中流→下流→有明海と流

れ下った筑後川は、昭和期以降、人為的にダム、

に筑後大堰が建設され、筑後川のその悠久な流

れが、一部福岡都市圏に取り込まれるようにな

り、上流から肥沃な養分を含んで流れてくる水

が有明海の土壌を形成に役立っていたのですが、

その水質・水量が変化すれば有明海異変が起き

るのは当然のことと思います。 

 先日、アフガニスタンで医療・教育活動のほ

か、２５ｋｍに及ぶ「マルワリード用水路」を

完成させ、1日送水 40万㌧、灌漑面積３千ｈａ、

約 15 万人が帰農して廃村が復活したと報じら

れた中村 哲医師は福岡市の出身の方です。完

工して豊富な水が流れてくる感動的シーンをＴ

Ｖで見ました。 

 かって大渇水におびえた福岡市です。そこで

徹底した節水に努められ、1 人あたり２２０㍑

余という全国一の節水都市になり、渇水に対す

る問題は解決したと思われます。 

 ところが今度は、昨年 7 月の福岡市内に局地

的豪雨で１時間当たり最大１１６ミリを記録、

樋井川の水位が上昇し、水は道路にあふれ、家

屋の浸水など多くの被害が出ました。その数年
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前には、やはりゲリラ豪雨のため御笠川があふ

れ、博多駅地下街が浸水、１名の犠牲者が出た

事は記憶に新しい悲劇です。そこで福岡市では、

都市型水害阻止作戦として、公園や公共施設を

少し掘って水を貯めるとか、各家庭に雨水を貯

め、再利用することなどが検討されているよう

です。 

それなら、なぜゲリラ豪雨で増水した水を他

に逃がすために、筑後川に還流する水路を建設

されないものでしょうか？もちろん、予算面の

問題がありましょう、でも 1 ヶ月に福岡ヤフー

ドーム 5～６杯もの福岡導水で引き込んだ水を、

飲用・生活用水として使って、それを下水処理

場で末端処理して、ただ漫然と博多湾に放出す

るだけではなく、筑後川に返すことが福岡都市

圏の義務ではないでしょうか。 

その水路にゲリラ豪雨時に増水した水の放水路

を兼ねるように敷設することです。ゲリラ豪雨

は、そう広範囲に発生するものではありません。

福岡地区で発生しても、久留米周辺まで同時に

発生することは考えられません。 

 福岡市はますます都市化して、福岡市地下鉄、

天神地下街・博多駅地下街など、高度な地下利

用が増えてきました。さらに道路はじめ、地面

はほとんどアスファルト舗装で覆われ、降った

雨水の透水性も失われています。極限に都市化

した福岡市を豪雨からの被害を軽減させるため

に、筑後川に還流する方法を考えていただきた

いと思います。 

 

筑後川は、中流域、下流域ならびに有明海

で泣いています。 

 

追、これは私の拙い私論です。ご意見・ご批判

等、下記アドレス宛いただければ幸いです。 

栗林 脩一 syuichi-k@star.ocn.ne.jp 

 

 

ある中小スーパー躍進の秘密 

 

二級販売士    

森山 正夫  

先日ＮＨＫのテレビ（３

月２９日）で千葉のスーパ

ーの事例が放送されていま

した。県内 7 店舗の中規模のスーパーです。ご

覧になった方もおられるとはおもいますが、興

味ある内容でしたので、あえて紹介させていた

だきます。１パック原価１２１円の卵を７円で

売る。これだけなら、いわゆる目玉商品であり

他のスーパーでも大なり小なり似たようなこと

をしています。このスーパーが他の店と異なる

のは、他に豚肉３パック２３１円を１００円で

売るなど他にも多くの激安商品を持っているこ

とです。このスーパーの常務が会議で「赤字を

出すなら３００万円効果的に出せ」と檄を飛ば

していました。勿論赤字を出すだけなら、店は

潰れますがそうならないのは、一つには、独特

の仕入方法にあります。市場の売れ残った生鮮

食品を大量に安価に仕入れ、目玉商品とし同社

の主要な顧客にその情報をメール配信する。そ

の結果それを目当てに客が押し寄せるというこ

とになります。それでは、目玉商品ばかり売れ

るのかというとそこはよくしたもので、二つに

は副店長の客の誘導の巧さもあり、他の通常価

格の商品も程良く売れることになります。副店

長が言うには｢売り場ではお客が答えを持って

いる。｣ 激安商品を多く買えたことで客に得を

したと心の余裕を生じさせ、衝動買いの欲求を

生み出すことになります。店側の「売りたい商

品」を顧客側の「買いたい商品」に変える心理

的なマジックが作用するわけです。番組を見て

感じたことは、さすがＮＨＫ巧く編集している

なあ！と感心したことです。実際にそのスーパ

ーに取材して躍進のノウハウを嗅ぎ取ってみた

いものだと思いました。経営の現場に立つ同社

の執行部がどのようにして、逆転の発想を活か

して起死回生のチャンスを掴めたかなど、興味

あることも多々あると想います。実際自分自身

の生活からでは必ずしも販売士の会報に掲載さ

mailto:syuichi-k@star.ocn.ne.jp


 - 14 - 

せてもらうような情報提供も中々ないのが、現

実です。たまたまテレビの番組で見た印象を自

分なりの独断と偏見でまとめてみました。 

気になる KEYWORD ～塩糀～ 

広報委員長 

消費生活アドバイザー 

廣瀬 紀子 

皆さんは最近流行ってい

る「塩糀（麹）」を知っていますか？実は私はま

っています。出会いは、月一で通っているある

塾（企業の方から直接商品の話を聞いたり、疑

問をぶつけたりという消費者が集まる塾）での

事です。その日はいつもと雰囲気が違い、料理

教室のように全員がエプロンをして笑顔で始ま

るのを待っています。そこへ登場したのが大分

の「糀屋本店」女将、浅利妙峰さんでした。笑

顔が素敵で、糀への思い入れと、糀の素晴らし

さや発酵について語ってくれました。そして

糀・塩・水を混ぜ合わせるだけという簡単レシ

ピの塩糀の作り方伝授。「美味しくな～れ」と声

賭けをしながら混ぜていきます。その気持ちが

出来上がりの味を変えていくと云われ、みんな

「美味しくな～れ」と云いながら混ぜます。そ

んなこんなで・・・すっかり魅了された私達は、

妙峰さんが書いたレシピ本を購入。持ち帰った

塩糀は大事に使い、数日後百貨店のイベントに

出店すると話を聞き、もちろん行ってきました。

そこでは、評判を聞きつけた人が集まり、塩糀

は毎日昼過ぎには完売。 

なぜこんなに評判になったのでしょう？私が

思うにいろいろな要素が挙げられます。大きな

要因は、販売している（作っている）人の魅力。

この人が良いと云っているものに間違いはない、

美味しそう・・・。そして商品の魅力。糀とい

うと味噌、醤油、甘酒で使われているのは分か

るがなかなか手軽に使えるものではない。とこ

ろが糀は食材の旨味成分を引き出す事ができる

ので魅力的、そこで気軽に使えるように調味料

になり、いろいろと活用できるレシピも出回っ

てきた。レシピに関していうと、もう一つ要素

がある。“クックパッド”という日本最大の料理

レシピサイトがあるのだが、そこでも塩麹は評

判になっていて、料理好きの主婦がレシピを掲

載している。このクックパッドの力は大きく、

食品メーカーが提携して自社商品を使ったレシ

ピコンテストをやったり、モニター募集やアン

ケートを行ってマーケティングに利用している

のだ。他の要素としては、食の安全・安心から

家食になってきている事が挙げられる。いろい

ろと工夫し、出所のわかる食材を美味しくいた

だきたい！、そして日本の昔ながらの食文化へ

の関心。いろいろな要素があって、不景気であ

ろうとも売れるものは売れるという結果がでた

のではなかろうかと思う。 

話は変わりますが、私が住んでいる西区今宿

周辺はスーパー激戦区になりつつあります。5

月 13日に「安売王ルミエール」が出店。オープ

ン当日から交通渋滞が起きる程の盛況ぶり。こ

の辺りには「マルキョウ」と「イオン（ジャス

コ）」があり、食品において安売り合戦が開始し

たのです。オープン数日前の新聞チラシには既

存２店とも、今までにない価格がずらりと掲載

され、NB商品が原価割れしているのではないか

と思われる状態。ルミエールオープン３日目に

あたる土曜日のジャスコ食品売り場はいつもの

半分くらいと思われる客の入り。新しい店を覗

いてみたくなる消費者心理があるので何ともま

だわからないが、これからどうなるか、気にな

る今日この頃です。 
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新会員紹介＆投稿・挨拶 

 

◆ 溝部 敏勝 （大分市）◆ 

（平成２１年 一級販売士合格） 

 

～入会のご挨拶～ 

 私はこのたび福岡販売士協

会に入会させていただきまし

た溝部敏勝（大分市）と申しま

す。先般（４月17日） 総会に

初めて出席させていただき 

当協会の方針、活動状況、収支

実績予算などを把握すること

ができました。また 懇親会も楽しく過ごすこ

とができ ありがとうございました。 

 私は長年、半導体関連の業務に携わりました。

今日まで営業販売の経験はありませんが「販売

士制度」との係わりについて記させていただき

ます。 

 さてその半導体業界は、一昨年のリーマンシ

ョックの影響を受けて壊滅的な打撃を蒙りまし

たが、Ｇ２０の積極的な財政出動などをてこにV

字回復の途上にあります。今後もチップの高密

度化が進むごとに 新たな用途の開拓や BRIC

ｓを初めとする新興国の富化速度の早まりなど

を背景に 中、長期的にも市場の拡大が予想さ

れています。 

しかし、半導体市場は 好・不況の波が激し

く「変動体」とも別名されています。また外観

がコンパクトなことや手軽な価格からブルウイ

ップ効果が生じやすく 実態とかけ離れた注文

を受けることがあり それが一層 好・不況の

波を大きくするという特徴を持っています。 

 そのため【需要予測】の精度が悪く 製造関

連部門には 労働 設備 在庫面でいろんな弊

害が生じていました。 

 このような状況から「需要予測精度を限りな

くパーフェクトに近づけたい」想いや、予測と

実際の乖離を関係者に納得させうる「理論的な

市場分析」の必要性を強く感じていました。 

 「販売士制度」との出会いは５年ほど前でご

ざいます。入手したテキストの中身には知らな

い用語や横文字がやたらと多く、最初は馴染め

ませんでしたが、身近に存在するスーパーやコ

ンビニ、ドラッグストアなど 日頃見聞きして

接する内容が多くとりいれられており、親しみ

やすく また経験・学習した生産、資材管理と

重複する部分もあって興味をもち続けることが

できました。 

 私は大分市内在住のため 会員皆様方と顔の

見える日常的な会話が困難ですが 当協会を継

続学習の場として活用させていただきたく、ま

た、「当協会」が「若い層」に「あこがれ」を

抱き続けられるようお役に立ちたいと思い願っ

ております。今後ともよろしくご指導のほどを

お願い申し上げます。 

◆ 岡部 利哉 （那珂川町）◆ 

（平成２０年 一級販売士合格） 

 

販売士の勉強、資格取得、そして、登録講師 

研修会、福岡販売士協会に入会へ・・・ 

                                    

 私は、商業高校で商業科の教員として勤務し

ております。日頃から、簿

記・情報処理・プログラミ

ング・流通経済など様々な

分野のビジネス教育に携わ

っております。しかしなが

ら販売士検定に関しては、

近年まで詳しく知らないま

までした。私が、販売士検定の詳細を知ったの

は平成 18年のことです。職場でビジネス教育を

実施していくうえで、今後、さらなる流通分野

の研究が必要との判断のもと、販売士検定につ

いて学習してみないかと話が持ちかけられたの

がきっかけでした。 

 最初は、販売士の勉強・研究を進めること自

体、私自身の意思ではなく学校という組織側か

らの要請により始めたもので、正直言って、あ

まり乗り気ではありませんでした。何もわから

ない私は、まずは３級や２級のハンドブックを

目にするところから始めました。 

まったく乗り気ではなく、自分自身に「仕事だ

から！」と何度も何度も言い聞かせながら勉

強・研究を進めていくうちに、いつの間にか、

抱いていた嫌気が消え去り、徐々に、ハンドブ

ックを開く機会が多くなり、勉強する時間が多
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くなり、まずは平成 18年度の２級に合格！ 

 今、思い返せば、この時点で自分自身は気づ

いていなかったであろうけれど、既に嫌気どこ

ろか、どんどん販売士の勉強・研究にのめりこ

んで行きつつあったのが、この頃かと思います。

ハンドブックを読み進めると、学ぶ内容、知る

内容、すべてが、日頃買い物しているコンビニ

やスーパー等で、実際に実践されていることで

あったりするので、とても身近に感じられると

いう点が、私にとって非常に興味関心を持たせ

るきっかけだったのかもしれません。 

 ２級の取得で、さらに勢いついた私は、その

まま１級の勉強・研究へと進んだものの、さす

がに１級の壁は険しく、当時、８科目全敗とい

う散々な結果を手にしました。ここまで大敗す

ると、大抵、この資格は私には無理だとあきら

めてしまいそうなものだけど、不思議なことに、

そういう気持ちはまったく抱きませんでした。

きっと、合否というより、販売士そのものの勉

強・研究の魅力に完全にのめり込んでしまって

いたのではないでしょうか。 

 翌、平成 19年度、再度１級に挑戦し、２科目

のみ科目合格するものの、次年度からはハンド

ブックの改定という荒波を受けても、やはり、

私自身の勉強・研究への意欲に変化は無く、平

成 20年度に販売士１級を取得！！ 

 職場においては、２・３年生を対象としたマ

ーケティングや販売士の指導が本格的に始まり

ました。まだまだ自分自身の未熟さを感じ、日々、

研究・研修に励まなければと思い、平成 21年度

には、日本販売士協会主催の登録講師研修会（東

京）への出席、日本小売業協会主催の最新流通

施設視察会（仙台地区）への参加、さらに、平

成 22 年度からは福岡販売士協会への入会もさ

せていただきました。 

 先日の福岡販売士協会の平成 22 年度年次総

会および懇親会には、会員として初めて参加さ

せていただきました。栗川会長をはじめ、多く

の会員の皆様方とお会いでき、多種多様な貴重

なお話を聞かせていただきました。 

 販売士を知って、まだ数年という、まだまだ

未熟で無知な私でございますが、今後、福岡販

売士協会の行事等を通じて様々なことを勉強し

ていきたいと強く願っております。今後ともご

指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。 

◆ 松岡 一平 （北九州市）◆ 

（平成２１年 一級販売士合格） 

 

昨年の２月の試験に合格

し、販売士となりました松

岡一平と申します。恥ずか

しながら大学生です。栗川

会長、福岡販売士協会に私

のような学生の入会を快く

承諾していただき、誠に有難う御座いました。 

販売士協会に入会させていただいたのは、販

売士資格を活用し、販売士スキルの向上と諸先

輩方のご指導を受け更に成長していきたいと思

い入会させていただきました。販売士資格取得

のきっかけは、お世話になっている山崎良一先

生の紹介で販売士資格を知ったこと、そして私

が流通業界に強い経営コンサルタントになりた

いと考えていることなどです。 

昨年の夏期研修会・懇親会に参加させていた

だき、それが私初めての協会活動になりました。

期待と緊張感で一杯でしたが、皆様が本当に快

く迎えてくださり、大変リラックスでき楽しい

時間を過ごすことができました。会長をはじめ、

石原副会長、山田教授、濱村様、中村様、渡辺

様、小関様、八尋様、岡野様、高柳様、中野様、

箱森様、児玉様、鯉川様には名刺まで頂戴し、

誠に有難う御座いました。この機会をお借りし

皆様方に深く御礼申し上げます。 

そしてここからは私の販売士勉強法をお話し

ます。振り返ってみて一番効果が高かったと思

うことは、短い時間でも「毎日」勉強すること

です。週末にまとめてするという方法もあると

思うのですが、私の場合４～５時間すると集中

力が続かず、それを毎週継続するとなると更に

難しかったため向いてないと思い止めました。

また毎日するほうが販売士のことが常に頭にあ

り、モチベーションの維持や日々の行動に効果

が期待できると思います。勉強内容は問題集中

心にしました。そして間違ったところや分から

ないところをテキストに求める形をとりそれを

継続しました。通信教育もしてみました。通信

教育で一番よかったのは、必要な知識をコンパ

クトに一冊にまとめてくれている点でした。こ

の一冊を常に持ち歩き理解を深めたことが良か

ったのかもしれません。心の支えにしていた書



 - 17 - 

籍もありました。『合格のお守り』という著者：

伊藤 真さんの書籍です。 

「大好きな人とお気に入りの場所でいつまでも

夢を語り合えること。 

家族と美味しいものを食べながら楽しい団ら

んを過ごせること。 

なりたい仕事に就いてバリバリ働いて、素敵

な家やオフィスを構えること。 

自分がそんな風景のど真ん中にいる姿をワク

ワクした気持ちで、毎日決意してください。そ

の思いを鮮明に、強く、明確にして、自分が幸

せになり、周りの人を一人でも幸せにする道を

堂々と歩んでください。頭や身体は、自動的に

役割を受け止めて、あなたの心に従うでしょう。 

今あなたがここにいるのも、かつてのあなたの

決意の結果です。 

そして必ず、思い描いた通りの夢が現実とな

って、あなたを待っています。」 

一部書籍より抜粋 

色々な事があって辛くなったときにこの書籍

を読み、頑張る事ができました。 

私は先輩方に比べ大変年が若いので、これか

らは同じ世代の若い方々に販売士資格を奨めて

いこうと考えています。そのために販売士とし

ても、人間的にも、魅力的な人物に私自身が成

長していかなくてはと考えています。 

先輩方、未熟な私ではございますが、ご指導

ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。 

最後までお付き合いいただき、有難う御座い

ました。

 

宮崎支部便り 

 

 宮崎支部の岩切です。 

なかなかメンバーが集ま

らずに、いささか疲れてい

ます。しかし一昨年度より

パソコンスクールを経営さ

れている和田さんや、昨年

は「中小企業診断士や販売士一級」の資格を持

たれる馬場さん、という有力な人材が入会され

ましたので、今期は責めの姿勢を新たにして、

まず、社会人の人達を相手に「従業員一人ひと

りのスキルアップが会社全体に活力を生む原

動力となる！」をキャッチフレーズにして、事

務局長の和田さんと、各企業を時間の許す限り

訪問し、「販売士協会」の存在と意義について

の訪問と、宮崎支部の会員募集に回っています。

そして、訪問できない商社や問屋さんには、市

内の殆どの業者さんには、「販売士協会」につ

いてと、入会案内書を配布いたしましたので、

かなりの認知度アップには繋がっていると思

います。今後は、ダイレクト・メールもスーパ

ーや小売店にも送ろうと思っています。 

それと宮崎のかつての観光のシンボルであ

った「シーガイヤ」復活の構想も出来、宮崎県

の観光課や宮崎市の観光課、さらに、シェラト 

 

ンホテルの営業課の人達とも新しい企画の意

見書についての話し合いなどをしました。 

昨年に続いて、今年度の４月よりわたくし事

になりますが、「宮崎産業経営大学」で「販売

士３級ゼミ」の講義が行われる事となり、私が

非常勤講師として担当することになり、職業訓

練校では３年間やっていましたが、今度は大学

生相手ですので、期待と不安の中で授業してい

ます。若い多くの生徒達に「販売士」の資格を

取って貰い、宮崎県の流通や販売の先陣を切っ

て頂きたいと願っています。 

それから、今年は、職業訓練校でも６月より

講義が入っており、大学の授業と重複しますが、

訓練校の時間割を調整していただいて、双方の

講義を熱心にかつ真面目にやり、数多くの合格

者を輩出したいと、今から準備しているところ

です。昨年の夏季には、県内の「商業高校」の

先生方数十名を市内の地場の有力小売店の店

舗視察の案内や、社長さんからの講和なども聞

く機会もあり、とても充実した一年間でした。 

今年も昨年度以上に、会員増加や販売士の授

業などに頑張りたいと思います。 

これからも、暫くは福岡販売士協会の一員と

して、栗川会長様を始め「福岡販売士

協会会員」の皆様にご指導ご鞭撻のほ

ど、よろしくお願い申し上げます 
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 ～お知らせ～ 

 

◆春季流通施設等見学会◆  

   日 時：平成22年6月2日（水）※平日に実施 

  場 所：北九州エコタウン見学 

   

◆夏季研修会◆ 

  日 時：平成 22年 7月 17日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 303 会議室 

 講 演：「九州新幹線鹿児島ルート」 

       福岡県土整備部 企画交通課 

 

 

 

◆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 

福岡販売士協会・現況報告  

 

会員状況（平成２2 年 5 月） 

正 会 員 ７2名 

 １級販売士 58名 

 2級販売士 １1名 

 宮崎支部  3名 

賛 助 会 員  5社 

     

福岡販売士協会役員体制（平成２2 年 5 月） 

 会 長： 栗川 久明（事務局長兼務） 

 副会長： 石原 義曠 

 副会長： 岡野 卓也（企画委員長兼務） 

 理 事： 中村 純治（研修委員長） 

理 事： 八尋 晃仁（研修副委員長） 

 理 事： 小関 芳紀（企画副委員長） 

 

 

理 事： 廣瀬 紀子（広報委員長･会報） 

理 事： 中野 法子（広報副委員長･ＨＰ） 

 理 事： 渡辺 芳雄（総務委員長） 

理 事： 長沼 玲子（総務副委員長） 

 理 事： 岩切 寛文（宮崎担当） 

 監 事： 濱村 昌男 

監 事： 福田 紘司 

 顧 問： 大原  盡 

顧 問： 福生 和彦 

顧 問： 櫨本  攻 

委 員 会 体 制 

研修委員会  

 委員長：中村 純治 副委員長：八尋 晃仁 

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

