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第１０回 “夏季研修会”を開催 

平成２３年６月２５日 

～ 夢実現への「潜在意識と成功のメカニズム」について聴講 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も恒例と

なった夏季研修会を６月２５日（土）の午後、

福岡商工会議所内で開催しました。 

当日は、暦の上で３日ほど前に夏至を迎え

たという時節柄、全国各地で６月の観測史上

最高気温を記録したとのニュースも流れるな

か“如何に豊かな人生にするか”との趣旨の

もと、長崎市で洋品店の経営に携わりながら

「幸せ塾」を主宰されている長崎販売士協会

の坂口会長を講師に招き、“夢実現講座”と題

する講話を聴かせていただきました。 

お話は、大変科学的・論理的なうえに実例

を取り上げた内容で参加者のモチベーション

も大いに高まりました。 

また、懇親会の場においても中野会員の司

会のもと、講話への質疑や参加者全員による

スピーチなど楽しく闊達なやりとりができ非

常に有意義な研修会になりました。 

以下は、一聴講者として受け止めた当日の

講演要旨の略記と感想です。 

販売士・ふくおか 
発行：福岡販売士協会 

平成２３年９月３０日 

第２８号・１部 200円 

＝ 研修会プログラム ＝ 

司会 会 員 中野 誠二 

開 会          14:00 

開会挨拶と講師紹介      会 長 栗川 久明 

 

第一部 『 講演 』   14:05 ~ 15:15  

演題 ； “夢実現講座” 

「脳科学と行動心理学にもとずく、 

潜在意識を活用した夢を叶える実践的・具体的方法」 

講師 ； 長崎販売士協会 会長 

幸せ塾塾長    坂口 雄一 氏 

 

第二部 『 懇親会 』  15:30~17:30    

挨拶と乾杯         副会長 岡野 卓也 

懇談・会食   「参加者によるスピーチと歓談」  

閉 会          17:30 

閉会の挨拶と締め        副会長 石原 義曠 
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《 講演要旨 》 

冒頭、「夢を持つことは人生を楽しく豊かに

してくれる。そして、そのような夢を叶える

には脳科学による“潜在意識と成功のメカニ

ズム”を学び実行することにより実現するも

のだ」という講師自身の実体験が語られ、ま

た現に主宰されている“幸せ塾”においても、

塾生１０名のうち半数の５名にこの効果が現

れつつあるとの実例に触れられたあと、以下

の要旨の講話を伺うことができました。 

（１） なぜ目標が必要なのか？ 

人間と言うのは、意味のないことには耐え

られないようにできている。 

ある大学の実験で、高収入でアルバイトを

募り「本棚の本を隣の本棚に移し変えるとい

う単純作業」を繰り返し行わせたところ、い

ずれの応募者も耐えられず辞めていったとい

う。 

また、第二次大戦下のアウシュビッツでは、

収容者に「レンガを積んでは壊すという無意

味な肉体労働を繰り返し課した」というが、

これも心身への重い苦痛を与えるためであっ

たとされる。 

これらのことから、人は本来「目的・目標

に向かって成長していることを感じたい生き

物」だということがわかる。 

（２） 人間の行動の８０％は“潜在意識”に

よって支配されている！ 

① 人は意思だけでは行動できない。潜在

意識の改革こそが成功への近道だ。 

よく「俺は自分の意思で生きている」と

言うようなことを聞いたりするが、意思ど

おりには生きられていない筈。 

例えば、「勉強しなくてはと思いつつ、し

ないのは何故か？」。それは、努力というの

は潜在意識によってできるものだからだ。 

② 脳は１日に２万回から４万回の判断を

行っているが、そのうちの８０％は反射

的（無意識）に行っている。 

意識レベルには、「β（ベータ）波＝顕在

意識」「α（アルファ）波＝リラックス状態」

「θ（シータ）波＝潜在意識」「δ（デルタ）

波＝無意識」という４種の脳波があるが、

中でも“無意識”というのは意識せずとも

コントロールされるもの。 

どういうことかと言うと、脳には右脳と

左脳の機能をつなぐ役割を担っている脳梁

（のうりょう）というものがあり、これが

太くなればなるほどこのことができるよう

になるもので、最初は意識的に行っていて

も習慣化すれば後は自然に脳梁が太くなっ

て無意識のうちに判断するようになる。 

実験では９０日で太くできるという。 

（３） 成功の第一条件は“成功脳” 

を持つこと！ 

① 成功脳を手に入れるには 

  学力、才能、体力などは確かに必要

だが、それだけで成功した人はいない。

しかし、並外れた能力がなくても「成

功脳」を手に入れた人は、ほぼ例外な

く成功している。 

その成功脳を手に入れるには「扁桃

核・大脳辺縁系・大脳新皮質」の働き

を活用して“知・情・意”を高めるこ

とだ。 

そのためには、次の順序に従ってこの 

ことをしっかりと実行すること。 

ⅰ 感情  ⇔ 扁桃核（脳を記憶によ 

り条件付ける機能を持つ） 

先ずは、こうありたいというワクワ

クする夢（目標・欲望）のシーンを手

に取るようにイメージすること。 

ⅱ 意欲  ⇔ 大脳辺縁系（情動反射 

の中枢で、情動の座ともいう） 

イメージした夢が、本気で心から

望んでいることかどうかを「情動の

座」は過去の記憶から判断し、そう

だとなれば「ヤル気」が起こり行動

へと繋がる。 
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ⅲ 知識  ⇔ 大脳新皮質（何かを覚 

えたり考えたりする時に働く部分） 

夢実現に欠かせない知識を必要の

都度身につけていく。 

望むことや好きなことなら、自ら 

学び取ることができる。 

 

 

 

 

 

 

② 実例の紹介 

成功脳を手に入れ、夢を実現しつつ

ある実例としてイチロー選手と石川遼

選手が小学校卒業時に「夢」あるいは

「将来の自分」と題して寄せていた卒

業文集の紹介を受けたが、以下に示す

とおり見事なまでにしっかりとイメー

ジ化された目標設定がなされている。 

 

［ⅰ］“夢”        鈴木 一朗 

ぼくの夢は、一流のプロ野球選手にな

ることです。 

そのためには、中学、高校でも全国大会

に出て、活躍しなければなりません。活躍

できるようになるには、練習が必要です。

ぼくは、その練習にはじしんがあります。

ぼくは３才の時から練習を始めています。 

３才～７才までは、半年位やっていまし

たが、３年生の時から今までは、３６５日

中、３６０日は、はげしい練習をやってい

ます。 

だから一週間中、友達と遊べる時間は、

５時間～６時間の間です。そんなに練習を

やっているんだから、必ずプロ野球の選手

になれると思います。 

そして、中学、高校で活躍して高校を卒

業してからプロに入団するつもりです。そ

して、その球団は、中日ドラゴンズか、西

武ライオンズが夢です。 

ドラフト入団でけいやく金は、１億円以

上が目標です。 

ぼくがじしんのあるのは、投手と打げき

です。去年の夏ぼくたちは、全国大会へ行

きました。 

そしてほとんどの投手を見てきました

が、自分が大会ナンバー１投手とかくしん

できるほどです。 

打げきでは県大会、４試合のうちに、ホ

ームランを３本打ちました。そして、全体

を通して打りつは５割８分３りんでした。

このように、自分でもなっとくのいくせい

せきでした。 

そして、ぼくたちは１年間まけ知らずで

野球ができました。だから、このちょうし

で、これからもがんばります。 

そして、ぼくが一流の選手になって試合

にでれるようになったら、お世話になった

人に招待券をくばって、おうえんしてもら

うのも１つです。とにかく一番大きな夢は、

プロ野球選手になることです。 

（以上原文のまま） 

［ⅱ］ “将来の自分”     石川 遼 

二年後・・・中学二年生、 

日本アマチュア選手権出場。 

三年後・・・中学三年生、日本アマチュ

ア選手権(日本ｱﾏ)ベスト８。 

四年後・・・高校一年生、日本アマ優勝、

プロのトーナメントでも勝

つ。 

六年後・・・高校三年生、 日本で一番

大きなトーナメント、日本

オープン優勝。 

八年後・・・二十歳、アメリカに行って

世界一大きいトーナメント、

マスターズ優勝。 

これを目標にしてがんばります。マスター

ズ優勝はぼくの夢です。それも二回勝ちた

いです。みんな（ライバル）の夢もぼくと
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同じだと思います。 

でも、ぼくは二回勝ちたいので、みんなの

倍の練習が必要です。 

みんなが一生懸命練習をしているなら、

ぼくはその二倍、一生懸命練習をやらな

いとだめです。 

ぼくはプロゴルファーになって全くの無

名だったら、「もっとあのときにこうして

いれば・・・」とか後悔しないようにゴ

ルフをやっていこうと思います。 

来年には埼玉の東京ＧＣで行われる「埼

玉県ジュニア（中学の部）」で優勝したい

です。 

今は優勝とか関係ありません。 

中学生になったらそういうことにこだわ

ろうと思います。 

高校生で試合に優勝すると、外国に招待

してくれます。 

その試合で世界から注目される選手にな

りたいです。 

ぼくは勝てない試合には今は出ません。 

ぼくの将来の夢はプロゴルファーの世界

一だけど、世界一強くて、世界一好かれ

る選手になりたいです。 

（以上原文のまま） 

（４） 目標（夢）は紙に書くこと！ 

① なぜ紙に書くのか？ 

イメージしたことを潜在意識に入りや

すくするためだ。 

アメリカの名門私大であるイエール大

学での例だが、卒業時点で明確に書き留

められた目標（資産形成）を持っていた

学生は５％だったが、２０年後、彼らは

いずれも目標に掲げていた９５％以上を

実現していた。 

② 実現までの予測が立つような目標は 

目標ではない！ 

最先端の心理学を織り交ぜた独自のメ

ソッドで３００万人以上の人生を劇的に

変化させた男といわれるアンソニー・ロ

ビンスは「目標設定に大切なことは実現

可能かどうかではない。発想に制限を持

たないことだ」といっている。 

③ 目標をたてる３か条 

ⅰ ワクワクする目標か？ 

考えただけでワクワクし、心底から

達成したいと熱くなれる目標であるこ

と。 

ⅱ その目標は具体的になっているか？ 

曖昧さのない明確な目標であること。

例えば「お金が欲しい」ではなくその

「金額」まで明示することだ。 

ⅲ 目標を実現したい日付があるか？ 

日付があればその夢は８割方実現す

る。 

何故なら、期限を切っていれば、その

日限に向かって都度目標とする状況と

現状とのギャップの中から抜本的な解

決策を見い出して不足を埋める行動が

できていくからだ。 

（５）目標は常に意識すること！ 

① 潜在意識に到達させる 

意識を常に目標に向けていると潜在

意識に到達して実現できる気持ちにさ

せてくれる。 

例えば“レモンの法則”というのが

あるが、これはレモンを切ったことを

想像するだけでツバが出るように、脳

は本当の出来事とイマジネーションと

の区別がつかず、想像したことを体験

したんだと勘違いするようにできてい

る。これは潜在意識によるもの。 

また、“ちょろいの法則”にあるよう

に、何か行動を起こす時は難しく考え

ず「ちょろいもんだ！」と考えれば、

意外に思ったことが実現するものだ。 

このことは良い意味での洗脳みたい

なもので、実現した気持ちになること

によって目標のバーが低く感じるよう

になる。 
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② セルフイメージの大切さ 

自己暗示のための断言（アファメー

ション）、例えば「私は強く、美しく、

聡明でツキに恵まれ、ますます幸せに

なれるんだ！」と断言しイメージする

ことによって、間違いや不調和なもの

が必然的に取り払われる。 

成功するには潜在意識の力を上手に

活かすことが必要で、そのためには、

前向きで肯定的な考え方を習慣化する

ことだ。 

③ なぜ思考は現実化するのか 

ナポレオン・ヒル博士の成功哲学で

ある“思考は現実化する”というのは、

「普段の思いが持続的で強烈なもので

あればあるほど、望むものを引き寄せ

現実のものにしてしまう」という、一

種の“引き寄せの法則”だが、多くの

成功者たちのアファメーションでもあ

る。 

また、ウオレス・Ｄ・ワトルズの“お

金持ちになる科学”という実用書も思

考は現実化するものとしており、その

方法は「お金を手に入れるには競争に

勝って入手するのではなく、新しい価

値を創造して手にするものだ」と説い

ており、またそうして得た利益につい

ては「社会に還元することだ」と言っ

ている。 

 

このような話を伺いつつ、現代に活躍する

各界の成功者と評される人たちの生き様を

思い浮かべながら、夢追い人（びと）たちの

素晴らしさは“人生に懸けるひたむきさ”に

あるのではないかと。 

私には、そう感じさせてくれた講話でした。 

（副会長 石原 義曠 記） 

春季流通施設見学会を終えて 

副会長＆企画委員長 

岡野 卓也 

 

今年の春季流通施設見

学会は「JR 博多ｼﾃｨ」

を見学致しました。 

3 月に開業した商業施設で、九州地区最大級の駅

ﾋﾞﾙです。 

JR 九州としては、九州新幹線の開業に合わせた

ﾋﾞﾙ事業であり、本業に次ぐﾋﾞﾙ管理事業も含め

た大変な事業計画です。 

東日本大震災が発生し、見学会どころではない

状況の中の交渉でしたが、なんとか了承頂き、

当日を迎える事が出来ました。 

JR 九州の運営する駅ﾋﾞﾙは、現在、小倉駅・長

崎駅・鹿児島中央駅に大型商業施設、ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ

3 店舗があります。それより規模の小さな駅ﾋﾞﾙ

は「ﾌﾚｽﾀ」の名称をつけて展開しています。今

回の JR 博多ｼﾃｨはｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞとして 4 店舗目の店

舗となり、ｸﾞﾙｰﾌﾟ最大の店舗です。 

しかしながら、駅ﾋﾞﾙ最大のﾃﾅﾝﾄは「博多阪急百

貨店」更に「東急ﾊﾝｽﾞ」「ｼﾈｺﾝ」等です。 

ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ専門店街はそれら大型ﾃﾅﾝﾄの隙間に配

置されているように感じました。 

今回の駅ﾋﾞﾙ開業は、九州新幹線開業に併せた、

JR 九州の最大のｲﾍﾞﾝﾄでしたが、3 月 11 日の東

日本大震災にて一気に吹き飛んだ感じです。 

営業状況に関して、震災の影響は旅客には大き

く影響したようですが、駅ﾋﾞﾙ集客にはあまり影

響は見られない状況のようです。福岡市の商業

施設としては、博多駅対天神地区更に郊外型大

型 SC の三つ巴にて集客を争う格好となってい

るようです。 

直近の状況では、天神地区の百貨店が軒並み前

年比 10 以上割込む状況であり、やはり財布の紐

はひとつであり、パイを分け合う状況と思われ

ます。 

ﾊﾞﾌﾞﾙ期は、福岡一極集中で、周辺都市から吸引

しながら市場の広がりを見せていましたが、現
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在は地元にそれなりの商業施設が充実しており、

福岡に集中する度合いが少なかったように思わ

れます。（これは震災の影響による自粛ﾑｰﾄﾞは大

きく影響した結果と思われる。） 

 

私事になりますが、2 月の新幹線試乗会に招待さ

れ、一足早く体験乗車を行い、震災当日、鹿児

島への日帰り出張で、最後のﾘﾚｰつばめに乗るな

ど、3 月の開業に向け、わくわくどきどきと楽し

みにしておりました。 

ついに鹿児島も日帰り出張圏内に入ったかと、

残念な思いを感

じる次第です。

（天文館の夜が

遠くなる・・・） 

写真は 2 月の試

乗会の時のもの

です。（博多～熊

本間を片道約 20 分の小旅行） 

 

 

5 月 28 日（土曜日） 

参加者 20 名で、見学会がスタートした。 

駅ビル 9 階のｼﾈﾏｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ前から、駅ﾋﾞﾙ事務所

内の会議室に移動。 

担当者 2 名による、ｽﾗｲﾄﾞを利用したﾚｸﾁｬｰが約

20 分程ありました。 

JR 九州の駅ﾋﾞﾙ事業の説明から、九州新幹線開

業計画の説明、外

人観光客の推移、

駅ﾋﾞﾙ周辺の再開

発計画や駅ﾋﾞﾙの

役割など詳しい説

明を受けた。 

全国の駅ﾋﾞﾙとの比較、開発ｺﾝｾﾌﾟﾄを各階ごとに

聞いた。特に 1 階の有田焼のﾀｲﾙ画を駅の主要な

公共ｽﾍﾟｰｽに設置するｱｰﾄ計画には驚きました。 

質疑応答も活発な意見交換の場となり、有意義

な時間であったと思います。 

今回、見学会に協力頂きました、JR 博多ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞ

ﾙ㈱の松田様には大変お世話になりました。 

この場を借りて、お礼申し上げます。 

見学会のｽﾀｰﾄ

は、ｼﾈﾏ館の裏

側にある鉄道

記念ｺｰﾅｰから

です。知る人ぞ

知る、見学ﾎﾟｲ

ﾝﾄのひとつで、

新幹線ﾎｰﾑは一望できる面白い場所でした。 

その後、館内の見学会を各自自由に行いました。 

私は、地下のバームクーヘン売場の行列に並び、

見学時間の半分を使ってしまいました。 

これからも少しずつ、館内の探検を行いたいと

思います。 

皆様も、博多に出てきた時には、探検してみま

しょう！ 

 

                        

ＪＲ博多シティ見学会研修感想 

一級販売士 山路 博之 

２０１１年３月３日に開業したＪＲ博多シテ

ィ見学の春季流通施設見学会の研修に参加し

た。開業して３ヶ月近くになるのに、従来の

博多駅とあまり変わらないだろうという先入

観もあり、私はまだ訪れていなかった。しか

し見学して目を見張った。その大変な変わり

ように驚きながら、興味津々観て廻った。ま

ず、ＪＲ九州のスタッフによる 

１時間ばかりのオリエンテーションと質疑応

答で概略を掴んだ。JR 博多シティの基本コン

セプトは「JR HAKATA  CITY は多彩なニー

ズに合わせたコミュニケーションスペースを

提供」をベースに、人口２４０万人の福岡都

市圏エリアの中心である博多駅に、「ＪＲ博多

シティ」という新しい「まち」を創るという

想いが、そのスケールといい、博多阪急とア

ミュプラザ博多（専門店街）表れている様に
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思われた。その後９０分程博多シティに詳し

い仲間と見て廻った。そこで感じたことを下

記する。 

 

１） 施設規模が従来の７倍程になり、博多

阪急百貨店をキーテナントに「アミュプラ

ザ博多」には２２９の専門店があり、日本

最大級のレストランゾーン「シティダイニ

ングくうてん」、次世代型シネコン「Ｔ・

ジョイ博多」［東急ハンズ］などその施設

内だけで１日中楽しめる。私は以前何度も

訪れたアメリカの巨大モール街の日本版

だと感じた。 

２） 当日（５月２８日）は土曜日で雨の日

でもあり、混雑を通り越して、人気レスト

ランや食品店は入場迄３０分待ちの行列

が出来ていた程で少々驚いた。日経新聞に

よると博多阪急は７月末を予想していた

１０００万人の累計来店客数が５月２５

日に超えたとのこと。予想の１．５倍のペ

ースで来店者が伸びたのは、集客の核であ

る若い女性向けの低価格衣料品店や人気

洋菓子店が入る地下食品売り場が要因で

あるとの事。消費力のある若い女性がやた

らに多いのが目に付いた。 

３） 私は当初博多シティが新幹線全線開

通の余波で他地域（福岡天神、北九州、熊

本、鹿児島等）のお客を奪い、他地域の売

上が落ち込むのではないか危惧を抱いた

が、JR スタッフの説明ではそうでもない

し、見学して気づいたが、JR 博多シティ

は今まで競合他地域にはない人気レスト

ランや食料品店、専門店を誘致し、その魅

力が他ではできない新しい需要を生んだ。

その結果 JR 九州も予想できなかった 

１．５倍の来店に繋がったと思われる。 

４） ９０分ばかりの訪問で、施設全体が把

握できるはずもなく、私は今後ここに何度

も訪れて人気レストランや食料品店を利

用したいと思った。しかし、同じ博多駅構

内で改装されてない従来からある博多一

番街（デイトス）のレストラン街も訪れた

が、そこは旧来然として取り残されたよう

で、お客も新施設と比べて少なく違和感が

あった。それがたまたまなのかわからない

が、博多シティの中でも新施設に一極集中

しており、確かに競争原理が働いていた。

しかし、開店直後は物珍しさもあり来店客

も多いが、問題は数年後もアミュプラザや

阪急がいつまでこの集客を続けられるか、

リピーターに興味を持てる企画が継続で

きるか、今後のポイントでもあり課題であ

ろう。 

５） 以上の解決の一助になるかと思われ

るが、下記の提案をしたい。 

JR 博多シテイは今後、福岡や九州の目玉

となり、日本全国から、また世界中からお

客様が来られるのは確かだ。専門店やレス

トランで働く方々の接客技術等の更なる

レベルアップに、福岡販売士協会は販売士

講座の開設などを JR九州に働きかけるべ

きだと思う。 

また、海外から、特に中国からの豪華客船

の博多港寄港も再開が予定され、世界各国

からのお客様に、ご利用時言葉の問題で問

題が発生しないよう JR九州が中心になっ

て取組まないと、評判を落としかねないと

思った。 

JR 博多シティが意図するコンセプトはこ

れから更に進化していくと思われるので、

今後に注目していきたい。この研修を企画

して頂いたスタッフに感謝申し上げたい。 
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納涼ビアパーティ 

 

まだまだ真夏の暑さが残る８月

２７日(土)午後１時から、恒例

の納涼ビアパーティが「アサヒビール園博多」

において開催されました。 

出席者は総勢１３名（栗川、石原、福生、岡

野、長沼、八尋、濱村、横山、箱森、冬木、

道田、吉崎、小関）敬称略 

大原前顧問が体調の関係で欠席され、残念で

したが、出席された方それぞれ話題豊富で語

らいながら、日ごろはこんなに飲めないほど

何杯も大ジョッキの生ビールを飲み、ジンギ

スカン焼肉を美味しく頂き楽しい時間を過ご

すことが出来ました。また焼肉は、昨年も試

した赤ワインを使いワイン風味で一段と美味

しさが引き立ち、久しぶりに２０代の若手に

負けない食べっぷりで、食べ放題コースを堪

能しました。 

販売士協会の定例の全体会合では、当然な

がら資格取得や個別の活躍状況例の報告、将

来像の検討など真面目に取り組む姿勢や議論

が基本となるわけですが、このビアパーティ

は、会員間のコミュニケーションの増進にも

大変役立つ会合であり懇親を深める行事とし

て、今後も是非継続するのが望ましいと、つ

いビール好きの私は前向きに考えてしまいま

した。 

２時間のコースでしたが、あっという間に時

間が経過し、引き続き有志を募りカラオケ店

にて二次会を行い、それぞれの十八番の曲を

一人当たり 3～5曲程度披露し、二次会でも楽

しく懇親を深めました。 

来年は、また「アサヒビール園博多」にな

るかどうかは未定の段階ですが、是非会員の

皆さんのコミュニケーションの深化と、暑い

夏の定例イベントとして継続して企画開催 

出来ることを期待して、報告と致します。 

  北九州市 企画副委員長 小関 芳紀 

 

九州販売士交流会（2年に 1回開催）が長崎

販売士協会幹事で開催されます。 

 

日 時：平成 23年 11月 5日（土) 

14：00～17：30 

場 所：長崎商工会議所 2階ホール 

（長崎市桜町 4－1） 

※JR長崎駅より徒歩 10分、市役所前バス停 

すぐ、桜町電停より徒歩 2分 

主 催：日本・福岡・島原・長崎販売士協会 

の共催 

参加費：3,000円 

 

第一部：交流会 

  演題「お客様のココロをつかむ色彩戦略」 

  講師 Color Harmony 代表 

 カラーリスト 山本 緑 氏 

第二部：懇親会 

    ビンゴゲーム等 

 

【福岡販売士協会会員の皆さんへ】 

※参加者は現地集合・現地解散です。 

※参加費 3,000円は協会で負担します。 

※参加希望者は栗川までご連絡ください。 

FAX：092‐725‐6200 

Eメール：fukumae＠zenno.jp

第 7回九州販売士交流会  

開催のお知らせ 
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ドクターストップ 

 

会長     

 一級販売士  

栗川 久明 

 

  

 4月のある日、済生会福岡総合病院の診察で

「あなたは立派な糖尿病ですよ」と宣告され

ました。 

 実は 10年以上前より「境界型糖尿病」と言

われてきましたが、あまり気にせず暴飲暴食

を重ねてきました。 

 インターネットで検索し、それまで通院し

ていた「胃腸病専門内科」より「糖尿病専門

内科」に転院することにしました。 

「糖尿病専門内科」でのいろいろな検査結

果、「今しっかり治療をしないと、やがて血糖

値を下げる薬を飲んだり、インシュリン注射

しなければならなくなりますよ。まず肥満か

ら直さないとだめですね」という診断でした。 

早速、1日 1,800kcalの目標を与えられ、食

事療法の仕方について指導を受けました。私

の場合、朝・昼・夜食のカロリー量はあまり

問題なく、副食の取り過ぎと外食時の暴飲暴

食が問題と指摘されました。 

私も例外でなく、健康管理のために自分で

勝手に選定した「サプリメント」をいろいろ

を飲用していましたが、「サプリメントは補助

食品で薬の効用はなく、かえって身体に負担

になっていることが多いですよ」と指摘され、

この際きっぱりと摂取を止めることにしまし

た。 

お酒は、糖尿病３大合併症「糖尿病神経障

害」「糖尿病網膜症」「糖尿病腎症」のうち、「糖

尿病神経障害」に毒ですから勧められません

が、どうしてもやめられないのであれば、１ 

 

 

日焼酎１合までですねと制限されました。 

個人でも「糖尿病食事療法指導の手引」「糖

尿病食事療法のための食品交換表」「糖尿病食

事療法のための食品交換表活用編」を購入し

て、自分でカロリー計算ができるよう勉強を

はじめました。 

カロリー計算の勉強を始めますと、これま

での自分のカロリー摂取量がいかに多く、肥

満体を維持する食事をしていたかということ

を自覚できました。 

また、毎日体重測定し、万歩計を購入して 1

日の歩行数をつかむようにしました。 

 その後５ヶ月経過して体重９kg 減量に成功

し、血糖値の悪化傾向に歯止めをかけること

ができました。 

 それでも、医者からはまた体重が増えたら

すぐに血糖値は元に戻りますよ！まだまだあ

なたの身体には脂肪分がいっぱいついていま

すから更に減量を続けてくださいと忠告され

ています。 

 これまで肩、背中、膝、足等の痛みで整形

外科・針灸院に通院することが多かったので

すが、「糖尿病専門内科」で処方されたビタミ

剤（B1、B6、B12)ですっかり痛みが消えまし

た。 

 また、体重を落とした結果、身体が非常に

軽く感じ、階段の昇降が楽になり、1日 6時間

の講義もあまりきつく感じなくなりました。 

 これからも「1 日 1,800kcal の食事」「1 日

１合のお酒」「外食時に暴飲暴食をしない」「毎

日 5000歩以上歩く」を続けていきたいと考え

ています。 

 

投稿記事 ＊ 役員＊会員   ＊ 
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閑話“いい加減”とは？ 

 

副会長   

一級販売士 

石原 義曠 

 

 

私たちが普段何気なく使っている“いい加

減”という日本語くらい、いい加減な言葉は

どの国にもないのかも知れません。 

例えば、「あいつはいい加減なヤツだ！」と

か、「この暑さ、いい加減にしてくれ！」とか、

子供が遊びほうけていれば「いい加減にしな

さい！」と言ってみたり、風呂の湯加減とか

酒の燗の具合を尋ねられれば「ああ、ちょう

どいい加減ですよ！」なんて応える。 

先日、かっての上司とお会いした時伺った

話ですが、海外勤務の際に欧米人相手に「古

池やかわずとび込む水の音」という俳句を紹

介したところ、その多くの人が「その蛙は何

匹か？」と質問するし、「枯枝に烏のとまりけ

り秋の暮」というという句についても「その

烏は何羽か？」と聞かれ驚いたといいます。 

この場合、私たち日本人の感覚では、蛙も

烏も一匹、一羽であり、それはこと改めて問

うところでもない訳ですが、欧米人にとって

はそこが問題だったようです。狩猟民族の特

性なのかも知れません。 

そこへいくと、農耕民族の特性なのか、そ

れとも日本民族のそれなのか、とにかく“い

い加減さ”を許すということは、それだけ寛

容というか、おおらかというか、ふところが

深いと言えば聞こえはよいようですが、別の

言い方をすれば“ずぼら”ということになる

のかも知れません。 

でも、ここに私たち日本人が阿吽（あうん）

の呼吸で物事をやり遂げてしまうというよう

な素晴らしさも生きているように感じます。 

家庭平和の秘訣のひとつに「どっちでもい

いこと（？）は、言い出した方の言うことを 

 

聞くこと」と言われますが、これも一種の寛

容さといえるのだと思います。 

因みに、開発の

手法のひとつに

“ブレーンストー

ミング”がありま

すが、そのルール

に「人の発言に対

しては絶対にそれを否定したり、ケチをつけ

たりしないこと」とあるように、家庭であっ

ても職場であってもこのような寛容さがない

と自由で闊達な家風や企業風土は育たないよ

うに思うのですがどうなんでしょうか？ 

（ Ｈ２３年７月 記 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報の原稿を募集しています 

 

 

・パソコンで、Ｗｏｒｄやテキストメモなど

に入力したものをメールで下記に送信くだ

さい 

・手書き原稿を郵送等で提出でも可です 

廣瀬紀子（広報）：noripyon@orchid.plala.or.jp 

   栗川 久明（会長）   ：fukumae@zenno.jp 

mailto:fukumae@zenno.jp
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   自由と束縛 

―会社生活から離れて思う事 

 

顧 問   

一級販売士  

福生 和彦 

 

会社生活を離れてからの

この二年間は何をやっても愉しくなかった様

な気がする。全てが自由気儘であった筈なの

に。会社生活を離れ年金生活に入ると「晴耕

雨読の毎日を送ります」と言う挨拶状を頂く

事が多いが、小生も読書とゴルフ、ジム通い、

古代史聴講、たまには友人との一杯、と切れ

目無く毎月毎日を送っているが、単なる時間

潰しの様でなんとはなく心が満たされぬ日々

である。その理由をいろいろ考えてみると、

どうも、身の回りの日常生活を支配している

ある種の束縛から解放されたことにある様に

思えた。物心ついた頃から幼稚園、小、中、

高、大学、就職―会社生活―退職と７０年間

に渉り親、親類、先生、会社の上司、部下、

取引先等から何らかの束縛を有形、無形、意

識、無意識に受けてきた。 

ここで何を言いたいのかと言えば、結論を先

に言うと「自由とは束縛あってのことで、自

由だけの中には真の自由は無い」という事で

ある。では小生が言う束縛とは何ぞやである

が、社会を守るために個人に網を掛ける法律

は兎も角として、己の身に網が掛けられる有

形無形の世の中の縛りの束、例えば人間関係、

金銭関係等である。そう「束縛」とは字の通

り｢縛りの束｣である。又、こう言うことも出

来る、自由を満喫するには己の手金がかかる

が、逆に束縛されるとその見返りとして、束

縛料の意味合いで金銭的な対価、援助、支援

等が裏に控えていると言う事も出来る。見返

りは兎も角として自由を本当の意味で体感す

るには己を縛る環境の中に身を置かねばなら

ない。己をその中に追い込む事によって己の

存在を確認する事になる。束縛の無い自由に

は己の存在感を見出す事が困難である。例え

ば年金生活に入り妻から家事手伝い等を頼ま

れ（ある種の束縛）、唯々諾々として家事に勤

しんでいる男に嬉々とした風情が見られるの

はその一端である。巷に｢生涯現役｣と言う掛

け声が最近飛び交っているがむべなるかなで

ある。定年退職・年金生活者は単なる時間的

自由に飽き足らず、己の存在を再確認する為

に刺激を求め、勿論若干の金銭的要求も含め

「縛り」の中に入って生きたいのである。人

間は一人では生きていけない。他からの束縛

があってこそ己に存在価値を見出し、文句言

いながらも内心は己を可愛がりながら生きて

いけるのである。たとえそれが妻からの縛り

であっても。最近、小生も暇つぶしの一環で

俗に言うボランテア活動をやることがあるが、

独りよがりの自分中心の自由勝手な行動では

満足感が得られない。所謂、関係団体の内輪

のルール等の｢縛り｣に囲まれてこそ、そのボ

ランテア行動に自分の存在を見つけることが

出来るという事を発見した。何でも自由勝手

にやって良いと言われれば何をやっても満足

感は得られないが、「縛り」があればそれに抵

抗する事によっても、従う事によっても自由

を感じ取ることが出来る。「縛り｣には全て従

えと言う事ではない。それは己次第だ。一言

に「束縛」と言っても世の中には色んな種類

のものがあり、良し悪しも当然あるが、出来

れば良い｢縛りの束｣の中で刺激を受けながら

自由に余生を送りたいものである。 

平成２３年６月１９日（父の日）  
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4 つの【おもてなしの心】 

研修委員長 一級販売士 中村純治 

 

先日旅行をした時、【おもてなしの心】を感じ

る 4 つの出来事がありました。それをここに

紹介したいと思います。 

【おもてなしの心 C級編】 

鬼怒川温泉を訪れました。ホテル○○に着

くと、中居さんが部屋まで案内してくれまし

た。「こちらがお部屋です。ゆっくり休んでく

ださいね。あら、ポットの線が入っていませ

んね。お部屋係が、気が利かないですね。お

客さんが来ることが分かっているのだから、

事前に線を入れとけば良いのに気が利きませ

んね。」と言ってポットの線を入れてくれまし

た。この中居さんは【おもてなしの心】は充

分あると思います。しかし、他の人のことを

批判するのは頂けないと思いました。 

では、どうすればよかったのでしょうか？

「ポットに線をつないでおきますね。 

お湯が沸いたらお茶をお飲みください。」 

とさりげなく言うのです。そして、ホテルの

責任者に「事前にお湯を沸かしておく大切さ」

を提案するのです。それが本当の【おもてな

しの心】と感じました。 

 

【おもてなしの心 B級編】 

鬼怒川温泉川下りに乗りました。20～30 人

乗りの木船が４艘連なり川を下ります。１艘

に２人の船頭さんが乗船しました。船の後ろ

の船頭さんが舵をとり、前の船頭さんが案内

役をしています。前の船頭さんの語りに船客

の笑い声が響きます。どのようにしゃべれば

船客に受けるか日夜検討している姿が伺えま

す。時おり、船を漕ぐパーフォマンスを取り

入れながら語っていました。流れのないとこ

ろに来ると、お客様のデジカメで写真まで撮

影してくれました。「船頭さんは楽しかった

ね」と下船するお客様がささやくのが聞こえ

ました。 

 

日々のお客様の反応を見ながら【おもてな

しの心】を磨いている様を感じました。25 人

の船頭さんがいるとのことであるが、それぞ

れに【おもてなしの心】を日夜研究している

のだろうと思いました。 

 

【おもてなしの心 D級編】 

鬼怒川に架かる吊り橋を訪れました。歩く

たびに左右に揺れるその醍醐味を楽しみまし

た。吊り橋の真ん中から鬼怒川を望み、その

雄大さに見とれました。 

暫く歩くとお腹が空いてきました。近くの

観光ホテルに入りお昼ごはんでも食べようと

思いました。「昼食を食べるところはあります

か」とフロントの年配女性に尋ねました。「当

ホテルでは昼食はやっていません」とそっけ

なく答えます。「近くで昼食を食べられるとこ

ろはありますか」と聞くと、「わかりません」

と再びそっけなく答えました。 

「もう少し愛想よく答えても良さそうにな

のに」と思いながら外に出ました。するとそ

の前が蕎麦屋さんだったのです。「目の前にあ

るじゃん・・・」その横を見るとお好み焼き

屋もありました。お好み焼き屋に入り昼食を

とりました。 
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「先ほどのホテルマンは自分のホテルのこ

とだけだよね。当観光地に来た観光者はお客

と思っていいないよね。【おもてなしの心】を

全然感じませんでした。あそこのホテルだけ

は泊まりたくないよね」そんなことを感じさ

せられる対応でした。 

 

 

【おもてなしの心 A級編】 

鬼怒川温泉の１泊２日を堪能しました。あ

とは帰路に着くだけです。来るときは車であ

ったが、帰りは東武線です。羽田までどのよ

うに帰ったら効率が良いのか全然わかりませ

んでした。そこで切符販売の係員に聞くこと

にしました。 

「羽田まで行きたいのですが、どこで乗り

換えたらよいですか？」と聞くと、「北千住か

ら乗り換えたら良いですよ。そこから地下鉄

半蔵門線が出ています。半蔵門線は着いたホ

ームで乗り換えられます。押上で降りて都営

地下鉄に乗り換えてください。そうしたら京

急と繋がっており羽田まで行きます。」と言っ

て地下鉄の地図をくれて、なおかつマーキン

グまで入れてくれました。 

「当方で羽田までの切符も買えます。お買

いになりますか」といい、「はい」と返事する

と、さっさと切符を打ち出してくれました。

当駅員の素晴らしさを感じました。自社の鉄

道だけでなく、東京都内の鉄道を熟知されて

います。羽田から飛行機に乗る顧客まで、懇

切丁寧の案内ができるひと。この人こそ当社

が誇れる駅員だと思いました。 

 

生きる 

 

一級販売士  

岡田 晃治 

 

今年７３歳になりました。

今から４１年前（昭和５１

年）僕が丁度３２歳の時、販売士の試験を受

けて一級に合格しました。 

 この間販売士協会のために何かお役に立ち

たいと常に思ってきましたが、仕事が忙しか

ったり、途中で病気をしたりして何もできな

いまま今日に至っております。誠に申し訳な

く思っております。 

 さて話は変わりますが三年程前から、近く

の「老人いこいの家」にて中国語を習ってお

ります。若い時から学びたいと思いながらな

かなか思うようにはいかず、やっと念願かな

った次第です。 

 少し年をとりすぎて、今さら何になるとい

う人もおりますが、いつの日にか中国へ行っ

て、中国人と自由に中国語で話をしてみたい

と思っております。毎週火曜日の夕方２時間、

１２名の生徒さんたちと一緒に勉強していま

す。生徒さんたちはみんなこの日を心待ちに

しておられます。 

 講師は「宮」さんという２８歳の美しくて

聡明な女性で笑顔がとても可愛い方です。こ

んな方から教われば誰でもみな上達間違いな

しです。 

 先日、「販売士ふくおか第２７号」をみて

いたら、河村昭一様が投稿されていた中に座

右の銘として「明日死ぬと思って生きなさい。

永遠に生きると思って学びなさい」という一

文がありました。本当に良い言葉だと思いま

した。 

 今からでも遅くない!!と思わず力が湧いて

きました。 

平成２３年５月３０日 
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  いつでも、どこでも 

販売士精神の発揮を！！ 

 

一級販売士  

山路 博之 

 

販売士精神とは、何ぞ

や？その定義は一般的に

は無いと思う。しかし、私は、その定義を次

のように考える。それは、一言で言えばＣＵ

ＳＴＯＭＥＲ ＳＡＴＩＳＦＡＣＴＩＯＮ

（ＣＳ＝顧客満足）ではないだろうか。販売

士の資格を取るには、それなりの知識習得が

要求される。しかし、知識だけあれば立派な

販売士といえるだろうか？ビジネスの現場で

は知識は当然必要だが、それだけでは十分で

はない。その根本にあるのは、販売士の知識

を活用しつつ、最終的にはお客様を如何に満

足させるかにある。いくら知識があっても、

お客様に顧客満足を提供できなければ、立派

な販売士とは言えない。行き着くところ、販

売士精神とは、お客様を如何に満足させるか、

顧客満足の提供に他ならないと思う。 

私は、現役時代、海外輸出と国内小売の経験

をした。それらに共通していえることは、日

本人であろうと、外国人であろうと、売り手

と買い手の間に人間関係がしっかり構築され

れば、ビジネスはうまく進められるというこ

と。従って、ビジネスの基本は、対人関係そ

のものにあるのではないだろうか？海外の取

引先の場合は特に相手担当者と密にコンタク

トをとり、約束事を守る。顔を合わせれば、

相手の話をしっかり聞いてあげる。日本に於

ける小売業の場合も同じではないだろうか。

お客様は一般的に自分の気に入った店及び販

売者から常に購入したがる。なぜなら、その

店・販売者はお客様に、商品・価格・サービ

ス面等で納得させ、安心させ、そして満足さ

せるからで、販売者もお得意様を如何に満足

させるかを常に考えて接遇しているからだと

思う。 

顧客満足は、何もビジネス面だけにあるので

はない。社会では人と人が接する至る所で相

手に如何に満足を提供できるかが問われる。

それが、より質の高い行動・行為につながる。

例えば、私は九州国立博物館で、海外のお客

様にボランティアガイドをしているが、最初

に考えることは、如何に来館者に満足して帰

ってもらえるか。その為に、お客様に最初に

いくつか質問しお客様の興味や条件を知る。

例えば少ない時間しか滞在できない方には、

その限られた時間内で興味を持って頂くには、

ガイド内容やその重点をどこに置くか等を常

に意識している。何も難しく詳しく説明する

事が顧客満足には繋がらないのである。そし

て、最後に「ＴＨＡＮＫ ＹＯＵ」と笑顔で

帰られる時に、私は満足感を覚えるし、お客

様も満足していることが伺える。 

また、海外留学生に日本語を教えているが、

どのようなレベル・内容の日本語を学びたい

のか、どんな日本語授業をして欲しいか等、

最初に尋ねる。基本的に、留学生が自分自身

自発的に如何に興味を持って日本語を勉強を

するか、そのやる気を起こさせることが、一

番重要なことである。やる気があり常に授業

に出席しているということは、私の日本語授

業に満足している証拠であろうと思っている。 

また、２年程前に交通事故に逢い、歩くこと

がリハビリに効果的がある知り、その為に始

めた POSTING でも、顧客満足を実践してい

る。数種のチラシを闇雲に配布するのではな

く、庭先の様子から配布先の家族構成を予想

し、最も効果的と思われるチラシを一番上に

して、少しでも読んでもらえるように、また

依頼者のヒット率が上がるように気を使って

いる。これも私が販売士だからやれることか

も知れない。 

また、この１年所属テニスクラブの会長＝メ

ンバーのお世話役を任せられたが、如何に会

員に満足してもらうかを常に考えてお世話さ



 - 15 - 

せていただいている。試合のエントリーのお

誘い、休みの長い会員には電話で状況をお聞

きし、退会されないようにする。そして怪我

の無いように、楽しくプレーしてもらい、こ

のクラブに所属してよかったと思われること

が CS に繋がる。 

以上のような精神が、顧

客満足の精神であり、販

売士精神の発揮に他なら

ないと思う。これらＣＳ

＝顧客満足は、我々販売

士だからこそ、相手を満

足させるという意識を持って、ビジネスだけ

でなく、多方面の活動に対応できていると思

う。ただ指示されたことをやれば良いという

おざなりの活動・行為ではなく、より一歩踏

み込んだ質の高い活動・行為は販売士精神＝

顧客満足があるから出来ることで、販売士の

皆さんも、各自知らず知らずのうちに様々な

場面で、販売士精神を発揮されているのでは

ないでしょうか？今後更に、皆さんの多方面

でのより質の高い販売士精神の発揮を期待し

たい。 

 

気になる KEYWORD ～タブレット～ 

 

    広報委員長  

一級販売士  

消費生活アドバイザー 

廣瀬 紀子 

 

 

9月3日、台風が近づき嵐吹き荒ぶ日、タブ

レット端末（GALAXY TAB）を手に入れてしま

いました。以前より気になっていた電子書籍

を利用しようというのが一番の目的。通信事

業の会社に勤め、毎日パソコンを利用してい

るのですが、携帯電話の設定やパソコンの設

定等は苦手な私にとって久々に未知のものへ

の挑戦でした。 

まず、普通に使えるように設定するまでが

大変。購入時点で、グーグルのOSアンドロイ

ドとはどんなものか理解できていなかったに

もかかわらず、大型電気店にて購入し自分で

設定すると見栄を張ったからです。グーグル

のアドレスを設定し、何をするにでもアプリ

をダウンロードが前提（これを上手く利用す

る事で世界が広がる！）。しかも通信費を抑

えようと携帯電話の通信網である３Ｇは極力

利用せず、我が家のインターネット回線から

WiFi（無線LAN）によって通信する手段をとる

事に挑戦。ここまでできたのは次の週末。そ

れから本来の目的である電子書籍を利用する

為にどうしたら良いか。電子書籍を手に入れ

るアプリは幾つかあり、とりあえず目に付い

たところのアプリをダウンロードして、登録

（登録しないと立読みも購入もできない）。

やっと本が見れる！っと思ったが新たな問題

発生。好みの本がそこのサイトにはなかった

のである。私の中ではかなりの数の本が電子

書籍化されていると考えていたが、版権の問

題だろうか流通していなかった。電子書籍の

アプリによって特徴があったり、書籍の形式

が違うようなので、その辺りの研究も必要で

ある。というように小難しく考えながら動く

私も年をとったのかなと思う。先日友人（５

歳ほど年下）にタブレット端末を見せたら、

ちょっと考えながらも初めて扱うタブレット

をさっさと動かしていく。どんどんやってみ

ればいいんだと言い聞かせながら、眉間にし

わを寄せながら頑張る私。そんなこんなで、

やっと購入した本をタブレットを手に入れて

３週目に突入の今、電車の中でタップしなが

ら（画面タッチの事）読書している。 

９月１９日の日経流通新聞に進化するMIT

（MaketingInfoTech）でiPhoneかアンドロイ

ドか、スマホかタブレットかそれぞれの消費

者層を分析していた。タブレットに関しては、
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『ユーザの属性・・男性７割、３０代が多い

がスマホのユーザよりやや高年齢層。』（タブレ

ットを売る為）心を掴むには・・『男性に特化し

たものや「オフ」関連の商材には向きそう。社会

との接点を求める高齢層のニーズをくむ必要も』

との分析（私としては笑い飛ばすしかない・・・）。 

しかし、少しずつ楽しくなってきているのは確

かである。第一の目的である電子書籍に立読みと

いうものがあり、日頃読まないものを読んでみる

楽しみ。また目的外であったが、レシピの検索を

含め、インターネットへの接続がパソコンを起動

するよりも速いので使い勝手が良い。

今まで利用する事がなかったブログも

今度始めてしまうかもしれません。 

 アプリを研究し、新たな楽しみが増

えていきそうな今日この頃です。 

 

 

 

         ～お知らせ～ 

 

◆新春懇談会◆ 

  日 時：平成 24年１月 21日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 406会議室 

 

 

◆新規会員紹介・異動等◆ 

＜新規会員（９月入会＞ 

  松本 堅太郎さん（二級販売士） 

  

 

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 

Eメール：fukumae@zenno.jp 

◆福岡販売士協会ホームページ 

http://www.farmmc.jp/  

 

福岡販売士協会・現況報告 

 

会員状況（平成２３年９月） 

正 会 員 ７４名 

 １級販売士 5５名 

 2・３級販売士 １５名 

 宮崎支部  ４名 

賛 助 会 員  5社 

     

福岡販売士協会役員体制（平成２３年９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： 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 

 

mailto:fukumae@zenno.jp
http://www.farmmc.jp/

