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１０周年を迎えての“新春懇談会”を開催 

～ 進取の気概を胸に新年の集い ～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 24年１月２１日（土）           

福岡商工会議所              

 

 

恒例の新年初の集いである“新春懇談会”を

今年も１月２１日（土）の午後改装なった福岡

商工会議所内で開催しました。 

当日は、暦の上では大寒ではありましたが、

当協会の１０周年を祝してくれたかのように、

ここしばらく続いていた曇天から一転して久

し振りの陽光が差し、日中の最高気温も１０度

を上回る好天に恵まれました。 

そんな中、参加された２８名の会員がお互い

に元気な姿で新年を迎えられたことに感謝し、

今年一年のスタートにあたっての思いを胸に

語り合い交流を深め合いました。 

以下、筆者自身の感想なども交えて当日の模

様を記します。 

＜ 記 ＞ 

この日は、まず開会に先立って全員での記念

写真を会場内で撮り終えてから、午後２時過ぎ

に廣瀬兼明会員の司会で幕を開けました。 

販売士・ふくおか 
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司会 ：  会 員 廣瀬 兼明 

 

14:00   開会 

14:10~   開会の挨拶・乾杯       

会 長 栗川 久明 

 

14:20 ~    歓談・スピーチ・ビンゴゲーム 

 

17:20 ~  閉会の挨拶・締め 

    副会長 石原 義曠 

17:30    閉会 
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はじめに、新年の挨拶に立った栗川久明会長

から本年は当協会発足１０周年に当たり、設立

直前の平成１４年正月に開催した「名刺交換

会」を含めると、この新春の集いは１１回目に

なる旨の紹介と共に、平成２３年度のこれまで

の活動状況が報告されました。 

そのうえで新年に向かっての更なる発展と 

お互いの健勝を願って、栗川会長自らの乾杯

の音頭で全員が力強く“カンパーイ！”と発声

しグラスを掲げあい歓談に入りました。 

歓談は中央に置かれたメインテーブルを囲

んでの立食形式でスタートし、お互いがグラス

や杯を片手に料理を口にしながら、それぞれ思

い思いに代わる代わる話し相手を変えて近況

を伝え合ったり、趣味や仕事あるいは世の中の

出来事や協会活動への思いなどを楽しそうに

論じ合っていました。 

筆者も都度、そんな輪の中に入れていただき

ながら交流させて貰いましたが、興味を引いた

のは、みなさん一様に今年の日本経済について

関心をもたれ不安を抱きながらも何とか先行

きに期待をしようと努めておられる様子が印

象に残りました。 

因みに、今年の干支は十二支のなかで唯一実

在しない架空の辰年に当たりますが、龍は天に

昇ることから「上昇の年・縁起のよい年」だと

いわれ、なかでも今年は“壬辰（みずのえ た

つ）”で、壬の「何かが生まれ大きくなる」と

いう意味からすれば、「今年は激動の年だ！」

といわれる中で本当に未来につながる新しい

よいことが起きるようにと期待もしたくなり

ます。 

そんな歓談も半ばに入ったところで、「お疲

れでしょうから」と司会の廣瀬さんのすすめで

全員がメインテーブルを囲むように会場の隅

から椅子を持ち寄り、腰を下ろしての談笑がし

ばらく続いていましたが、頃合を見計らって再

び廣瀬さんが「それでは」と巧みに間をとりな

がら、ショートスピーチの時間の到来を告げ、

参加者ひとり一人を指名してお互いの話を聴

く場面に切り替わりました。 

例年どおり、今年もまた名指しされた人たち

も、この時を待ちわびていたかのように思われ

るほど、楽しそうに笑顔でマイクの前にすすん

でユーモアや名セリフを織り交ぜて笑いを誘

いながら、自身の近況や心境、将来への思いな

どを披露して聴き手を惹きつけていました。 

スピーチは、県外から参加されたり赴任され

てきた方々から順に指名をうけていましたが、

最終的にはほぼ全員の方から広範多岐に亘っ

た興味深い話を聴くことができたお蔭で、未知

の情報を得たり動機づけられたりといろいろ

学ぶところが多くありました。例えば、 

① 半年ほど前に横浜から、この福岡に赴任

され入会された健康飲料メーカー支店長の Mさ

ん（男性）は、「早速、当協会主催の講座を受

講し一級資格の取得に挑戦する」とのお話をさ

れ、啓発意欲を高めさせてくれたのに続き、 

② 小笠原流礼法師範で

ありコンサルティングセー

ルスや接客サービス研修な

どを指導されている熊本在

住の Y さん（女性）からは、

スピーチされているその姿

から“立ち居、振る舞い”の

あり様を示していただいた感じがしました。 

③ また、電機メーカーを定年退職後に中小

企業診断士の資格を取得され、

地元大分で経営コンサルタン

トとして自立されている M さ

ん（男性）の近況談も、人生

目標が明確になっていて魅力

的でした。 

④ 金融機関 OB で７０代

後半になられて、なお愛する

地元久留米の歴史を長年に亘

り研究され続け、今年も“夏
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目漱石と久留米”などについてお話をいただい

た Kさん（男性）の素晴らしい趣味と記憶力に

も感心させられました。 

⑤ 装置メーカーを早期退職後、中小企業診

断士資格を得て福岡県下を中心にコンサル活

動をされながら、還暦を過ぎた今春からは更に

大学院に進み力を蓄えよう

と意欲的に学ぶ N さん（男

性）のお話からは元気をもら

いました。 

⑥ かって顧問も務めて

下

さり、今なお 

８８歳とは思えない活力を

お持ちの Oさん（男性）のジ

ョーク交じりの身辺整理の

お話や高名な稲盛和夫さん

を例に挙げてのご自身の猛勉強振りを公開

されたお話もまさに人生のお手本でした！、 

⑦ そして、５０代半ばに

して北九州の地場企業役員

を退任後、雇用不安いっぱい

の現況下において求職活動

の末、転職を果たした Kさん

（男性）のお話には何事にも

“なせば成る”という運を引

き寄せる信念を感じました。 

 

このようにモチベーションの高いスピーチ

が淀みなく続きましたが、予定時間を超過した

ため、「これ以降のスピーチは一言づつ程度で」

ということになり、該当した以下の方々からは

十分なお話を伺うことができず残念でしたが、

その要旨を列挙しておきます。 

★ 「福岡市の後見人制度を活用して、少し

でも社会に貢献できるよう活動をして

いきたい」（大学生協管理職 OBの Tさん、

６０代・男性）、 

★ 「５０代半ば近くなった今、現役退職後

何をしたらよいかなどと考え始めてい

る」（同生協現役管理職の Kさん、 

５０代・男性）、 

★ 「老人施設廻りのボランティア活動を

している」＊スピーチ直後に朗々と相撲

甚句を披露いただいた（企業管理職 OB

の Sさん７０代・男性）、 

★ 「売れて品薄になっている飲むヨーグ

ルトの人気の理由とは」（乳業会社の現

役営業管理職の T さん、５０代・男性）、 

★ 「企業が社会的責任を果たすには仕組

みづくりが必要だ」＊中小企業診断士資

格を保有（現役企業管理職の Yさん、５

０代・男性）、 

★ 「商業高校教師として授業も好きだが、

こうして鳥篭の外の世界で活動するの

も大好き。今、英語も習得中」（現役教

師の Oさん、３０代・男性）、  

★ 「今年も欧州など世界巡りを続けたい」

＊英語力を活かし外人観光客ガイドの

ボランティア活動も（企業管理職 OB で

６０代の Yさん・男性）、 

★ 「自分は団塊世代。高齢化が進むなか老

化予防のためにも好奇心を持ち続けた

い」＊キャリア・カウンセラー等の資格

保有（化粧品企業管理職 OB で異業種に

再就職し活躍中の Wさん、６０代・男性）、 

★ 「定年後数年間、自営で職を持つも今は

無職。趣味で農業まがいのことをしてい

るが体調良好！」（企業役員 OBの Hさん、

６０代・男性）、 

★ 「今、手足のしびれに悩んでいる。痛さ

もあり、なんとしても早く治すよう治療

に専念中」（企業管理職 OBの Yさん、６

０代・男性）、 

★ 「今年１月８日に７５歳。とうとう後期

高齢者です！」 ＊ でも、常にいろん

な場に顔を出され学ばれている姿はみ

んなのお手本！（企業管理職 OB で元シ

ルバー人材センター理事でもあった H

さん、男性）、 

★ 「今年７４歳！正月早々から辰年の家

内と寅年の自分とで“辰（ドラゴンズ）

×虎（タイガース）論争”をしいる」 

＊ ・・・とジョークを飛ばした船舶運

輸会社経営トップ OBの H さん、男性）、 

★ 「今年の直木賞作家の葉室 麟さんは
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北九州出身。受賞された“蜩（ひぐらし）

ノ記”などの感想をひとこと！」（地場

金融機関の管理職 OB で、北九州在住の

Mさん、６０代・男性）、 

★ 「女性は自分の歳が７の倍数の時には

健康に気をつけろ！といわれている。今

年は該当するので自制するがモノを書

くのは積極的に行いたい」 ＊消費生活

アドバイザー資格も保有（現役 OG の H

さん、４０代・女性）、  

★ 「今年から職場がかわった！はじめて

営業に出ることになったのでお力添え

をよろしく」（情報通信企業現役の N さ

ん、４０代・女性）。 

こうして、瞬く間に時間が流れ、定番となっ

た余興の“ビンゴゲーム”に至るまで、和気あ

いあいとした雰囲気のなかで論じ合い、学び合

い、楽しみ合うことができました。 

そして、このような交流を１０年間にわたっ

て積み重ねてこられたのは会員の皆さんの積

極的な参加があってこそだと思います。 

閉会にあたっては、そんな感謝の意も込めて

副会長としての筆者から「この１０年で築き上

げてきたことを大切にし、さらにお互いひとり

一人がこの協会に何をプラスできるかを考え

行動していく年にしましょう！」と結んで、最

後は“博多手一本”を入れ散会しました。 

（副会長 石原義曠 記 ） 

第 7回 九州販売士交流会に参加して 

企画副委員長 小関芳紀 

去る 11月 5日（土）販売士協会の行事として

は初めて、九州販売士交流会参加のため長崎を

訪れました。 

私が初めて長崎を訪れたのはおおよそ 10 年

以上前、両親が健在であった頃に千葉県から九

州に遊びに来た折に、長崎に行きたいという両

親を連れて、日帰りの駆け足旅行で来た時でし

た。中華街で皿うどんを味わい、グラバー邸を

見物し、原爆資料館で戦争・原爆の悲惨さに心

を痛め、丁度 5 月のゴールデンウィークのイベ

ントとして、港で世界の帆船がたくさん集って

おり異国情緒を満喫した思い出があります。ま

た、坂が多いなあという印象も残っています。 

さて、今回の九州販売士交流会は、午前に行

われた 販売士協会運営懇談会から参加させて

頂きました。日本販売士協会星川専務理事の司

会進行で、現在の全国の販売士協会の状況説明

と今後の課題について報告と質疑応答がされ、

福岡販売士協会の現在の組織運営が栗川会長の

強いリーダーシップを中心に、先輩の理事の皆

さんのお力や結束力でなされていることに改め

て誇りを感じました。 

午後 14：00から九州販売士交流会第一部が開

始されました。星川専務理事と各協会会長挨拶

のあと、カラーリストの山本緑様の色について

の講演がありましたが、私自身ファッションセ

ンスでもあるカラーコーディネート力は今いち

と自覚しておりましたので、大変興味深い講演

内容でした。 

第二部の懇親会では、長崎販売士協会の皆さん

のアットホームな進行で、参加者全員が心から

懇親を深め、また情報交換も行われて大変有意

義で楽しい時間を過ごすことが出来ました。 

日頃は、長崎の皆さんとは福岡で交流を深め、

長崎販売士協会の素晴らしい活動状況に感銘を

受けておりましたが、今回長崎でのホスピタリ

ティ溢れる運営に、心から感謝の気持ちを強く

持ちました。 

今回参加頂いた理事と会員の皆様には、交流

会を盛り上げて頂き、また遠方よりのご参加、

本当にお疲れ様でした。
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“九州地区・販売士協会運営懇談会”を開催 

～日本販売士協会と九州２販売士協会参加～ 

 

第７回九州販売士交流会が行われた平成 23

年 11 月 5 日（土）11：00～13：00 に長崎商工

会議所で、日本販売士協会主催による長崎・福

岡販売士協会との「九州地区・販売士協会運営

懇談会」が行われました。 

日本販売士協会から星川専務理事・黒田広報

委員、長崎販売士協会から坂口会長・小川事務

局長、福岡販売士協会から栗川会長・中村理

事・小関理事の 7名が参加しました。 

この「販売士協会運営懇談会」は 2 回目で、

全国 5ブロックで開催されています。 

会議では、まず星川専務理事より日本販売士

協会の「日本販売士協会の組織・事業活動につ

いて」と「販売士協会の現状調査結果について」

説明がありました。引き続いて「各販売士協会

の現状と課題について」2 販売士協会より報告

しました。その後、「販売士制度の普及・振興

策について」ﾌﾘｰﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを行いました。 

日本販売士協会が実施されました「販売士協

会の現状調査結果」について、ポイントを抜粋

して報告します。 

①販売士協会数は 26協会で、会員数は平均で

68 名です。福岡は東京、大阪、新潟、仙台

についで全国で 5番目の会員数です。 

②販売士協会の設立時期で見ますと平成 15

年設立の神奈川販売士協会が最も新しく、

福岡販売士協会は平成 14年設立で 2番目の

新しさです。 

③販売士協会への入会資格要件は 7 割が有り、

3割がなしです。 

④年会費は 200円～12,000円とばらついてい

ますが平均 3,000円の年会費で、また 12協

会が 3,000円と最も多くなつています。 

⑤会報の発行は 11協会で、ホームページの開

設も 11協会となっています。 

⑥年間予算は 5～1,070 万円までばらついて

いますが、平均で 141万円です。 

（会長 栗川久明 記） 

第 7回九州販売士交流会 

 

平成 23年 11月 5日（土）14時から 17時 30

分まで長崎商工会議所 2階ホールにて第 7回九

州販売士交流会が開催されました。 

 九州販売士交流会は九州の 3箇所の販売士協

会（長崎販売士協会、島原販売士協会、福岡販

売士協会）が 2年に一度の持ち回りにて開催さ

れるものです。今回は長崎販売士協会主催で開

催されました。当日は生憎の雨模様でしたが

「長崎は今日も雨だった」と情緒も溢れる日で

もありました。 

 

 

 

第一部 交流会 

まずは当番協会である長崎販売士協会会長

の坂口雄一会長の挨拶で始まりました。元会

長・現相談役の富永廣道氏初め８名の方が出席

されました。長崎商工会議所の小川清志氏も出

席され、長崎販売士協会と長崎商工会議所の連

携の強さを感じさせられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎販売士協会 坂口雄一会長 
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引き続き日本販売士協会の星川孝宣専務理

事の挨拶がありました。「日本販売士協会と各

地販売士協会との情報交換の強化を図り、販売

士制度の普及に尽力していきたい」という思い

が伝わって参りました。 

 また日本販売士協会広報委員である黒田一

樹氏も参加され、「日本販売士協会のフェイス

ブックを活用した広報状況」もお聞きできまし

た。 

 

日本販売士協会 星川孝宣専務理事 

 

 福岡販売士協会は栗川会長の挨拶から始ま

り、参加は１１名と多くの方に足を運んでいた

だきました。熊本県の佐々木葵氏や島根県の中

島良一氏など県外会員も遠路遥々参加して頂

き大変盛況でした。資格は 1級から 3級までと

幅広い方々の参加となりました。 

 

福岡販売士協会 栗川会長 

引き続きメインディッシュとも言える講演

が Color Harmony代表でカラーリストの山本緑

氏により、演題「お客様のココロをつかむ色彩

戦略 ～色のチカラを使い、売り上げをアップ

する方法～」と題して行われました。講師山本

緑氏は元女優で「氷点のヒロインで陽子役」で

デビューされ、また「暴れん坊将軍にもゲスト

出演」された素敵な方です。 

「あなたが売るもの・サービスはなんです

か」「どんな方々に売りますか」「ものを売る前

に自分を売る」「お客様のココロをつかむには」

などの質問から入り聴講者と一体になった所

で、「あなたを一番素敵に見せてくれる色

は・・・」とパーソナルカラー診断に入ってい

きました。色の魅力を感じさせられた有意義な

時間を過ごさせて頂きました。 

 

 

カラーリスト 山本緑氏 

 

第二部 懇親会 

 懇親会は出席者の自己紹介や和気藹々とし

た雰囲気の中で楽しく語らいました。ビンゴゲ

ームなどのハラハラドキドキ感も味わいなが

らひと時の楽しい時間を過ごさせて頂きまし

た。 

 多くの人と知り合い、多くの体験や思いなど

をお聞きして、発見や驚きに触れ、自分自身が

また一歩成長したと感じる有意義な時間でし

た。 

 このような交流会・懇親会に一人でも多くの

販売士の方が参加されることを心より望んで

おります。  （研修委員長 中村純治 記） 

 

参加者の記念撮影（はい！チーズ） 
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１０周年を迎えて 

 

 

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・長崎販売士協会にご指導を

いただいて開催いたしました。今年 4 月の年

次総会で 10周年を迎えます。10周年記念行事

は全体会合のなかで工夫をして取り入れてい

きたいと考えています。 

 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

の一つである思います。 

 

 まず、今年度を振り返ってみますと、平成

23年 4月 16日（土）の年次総会（32名出席）

をかわきりに、5 月 28 日（水）の春季流通施

設見学会（JR博多シティ見学・20名参加）、6

月 25 日（土）の夏季研修会（18 名参加）、8

月 27日（土）の納涼家族パーティ（アサヒビ

ール園博多、13 名参加）、11 月 5 日（土）の

長崎での九州販売士交流会（当協会より 1１名

参加）、平成 24年 1月 21 日（土）の新春懇談

会（２８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 27号を 5月

に、第 28号を 9月に発行できました。当協会

のホームページも更新をいたしました。 

 

 協会設立 10周年の記念行事の第一弾として、

すでにみなさんにお送りしています「福岡販

売士協会 10周年記念論文募集」をいたします。

多くのみなさんのご応募をお待ちいたしてお

ります。 

  

 

平成 23年度のトピックスをあげてみますと、

第１点目は 5月 28日（水）の春季流通施設見

学会でオープン早々の JR博多シティを見学し

たことです。これまでの流通施設見学会では

最も多い 20名の参加でした。 

 第 2 点目は大変残念なことですが、岡野副

会長が昨年 10月 1日付で東京本社に転勤され

たことです。9 月 30 日に役員で送別会を実施

しました。 

 第 3 点目は長崎での九州販売士交流会に、

福岡より会員 11名が参加したことです。 

 

 今年度も年次総会、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 10周年記念を込めて盛大に行いたいと思い

ます。みなさんの記念行事へのアイデアご提

案をよろしくお願いします。 

 

 今年は役員改選の年です。協会のお世話を

していただける方がありましたらお申し出を

お願いします。 

 それでは、今年一年会員のみなさんがお元

気でご活躍されることを祈念いたします。  

 

 

投稿記事 ＊ 役員＊会員   ＊ 
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閑話“感性を磨く！” 

 

副会長   

一級販売士 

石原 義曠 

 

 

 

今年は近年にない激動の年になりそうな気

がします。 

「賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ」

と聞きますが、明治時代が幕を閉じてから、

ちょうど一世紀の節目にあたる今年は、まさ

に第３の開国期になりそうな予感がします。 

明治の第一の開国、第二次大戦後の第二の

開国とひとつ判断を誤れば国が滅びるかもし

れない局面を乗り切ってきたのに続き、今、

この国はグローバル時代と向き合い、おおき

な岐路に立たされているのではないでしょう

か。 

現下の日本経済は、東日本大震災と福島原

発事故問題、財政悪化や産業の空洞化、雇用

喪失懸念、そして欧州債務危機、歴史的円高、

さらには TPP 対応等々課題が山積みのなか、

将来をどう切り開いていくかの展望が見えず、

私たちにとっては不安いっぱいというのが、

今の率直な気持ちかと思います。 

でも、この正月、偶然にその道しるべとし

て共感を覚えたのが、これからの人と国の新

たな姿を示した五木寛之著の“下山（げざん）

の思想”です。 

「私たちのこの国の再生の目標は、再び世

界の経済大国をめざすのではなく、実り多き

明日への『下山』を思い描くべきではないか」

と。そして「下山は決して諦めの行動ではな

く、新たな山頂に登る前のプロセスだ」とい

う新鮮な世界観が、展望なき現在に希望を与

えてくれています。 

“登る”のではなく“下山”をしてみれば、

その途中でいろいろなものが見えてきたり気

付いたりしてくるもの。それは美しい自然や

風景であったり、自分たちが辿ってきた道と

か、さらには行く末への道だとし、下山をし

てみれば自ずとその先にある新た

なスタート地点にたてる！」と結ん

でいます。 

なんと素晴らしい感性かと思い

ます。 

この著書に出合ったお蔭で考えさせられま

した。“如何に感性を高め、思考を柔軟にする

ことができるか”ということを。 

広辞苑によれば、感性とは「①外界の刺激

に応じて感覚・知覚を生ずる感覚器官の感受

性。 ②理性によって制御さるべき感覚的欲

望。」などとあり、かってこのことについて、

故・草柳大蔵さんは「理性がもっとも鋭く働

くのは感性が安定している時だ」と言われて

いましたが、まさに感性を豊かに持つことこ

そが理性をも高め、的確に時代の流れや環境

を読み取り間違いのない判断を可能にするも

のなんだと思います。 

時代が急テンポで移り変わりつつある今、

しっかりとこのことを肝に銘じて日々を迎え

ていこうと考えています。 

（H２４年 正月記） 
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東北地震被災地へ新米を届ける 

 

          顧問 

一級販売士  

櫨本 攻 

 

 

 １０月２１日昼過ぎ私た

ち４人を乗せたランクルは

新米をいっぱい積み込んで、多数の会員のお見送

りを受けて雨の中博多南駅広場を陸前高田に向

け出発しました。 

 ３月１１日発生した東北関東大地震は大津

波・福島原発事故へと一連の負の連鎖で日本列島

が沈没の危機にさらされました。 

 そして今 日本各地いな世界のどんな小さな

国からも支援の輪が広がり、彼らの助合う姿・お

互いの励し合い・人と人との絆を大事に頑張って

いる姿が連日連夜新聞テレビで私たちの脳裏を

揺さぶり動かし続けています。 

 私の所属する「なかがわ自然楽会」は現役を引

退した団塊世代が、見て触れて感じて楽しめる体

験型エンジョイ集団で山里歩き・スポーツ探検・

音楽にダンスと各部会ごとに活躍しており、時と

して横断的に成果報告会を催しています。  

 一方仲間の中に、汗をかく仕事はないか？寂び

れゆく農村の耕作放棄地をどうにかできない

か？等の意見からアグリカルチャー部門を立ち

上げたところでした。   

 ちょうどその矢先に未曾有の東日本大震災が

発生したのです。    

 会員の一人から、「私たちでお米を作って被災

者の方々に食べてもらったら！」との一声から休

耕田を借受け、代掻き・稲苗作り・田植え・草取

り・刈入れ・脱穀と紆余曲折を経ながらも素人百

姓の集まりで３俵（２００ｋｇ）もの新米が収穫

できました。  

 ちょうど東北ボランティアで活動されていた H

氏が私たちの目論みに賛同され、現地への輸送を

手助けいただくことになり、彼の４駆ランクルで

私たち４人のクルーで新米を積んで陸前高田市

西風・細根沢・竹駒の仮設住宅３か所１１２軒に

私たちの手で作った新米を食べていただくこと

にしました。 

 太宰府 IC から九州～山陽～名神～東名～東北

道と日本列島を縦貫して一の関 IC を降りたのが

朝の９時ごろでした。 

 平泉で昼食をとり、気仙沼めがけて一路東に向

かいました。まず海の景色が目に入る前に言いも

あらわせないごちゃごちゃの気仙沼市街の光景

でした。 

 海岸寄りの道路？（みたいなところ）を北上し

て陸前高田市に入ったのですが、その間の光景は

… 

役所・警察・病院・学校・住宅…ありとあらゆ

る建造物は全く、たった一本の松の木を残して… 

 All  Nothing…ただ唖然とするばかりでした。

   

 ２千キロの旅を終え、目的の仮設住宅 3か所に

お土産の新米をお届けしました。  

 西風・細根沢団地では村長さんが小雨降る中を

傘もささずに私たちの言動に感謝されお礼の言

葉をいただき、傘もささずに私たちの車をいつま

でも見送るそのシルエットがうるうるする網膜

を… 

 最後の竹駒団地では、集会所に通されお話して

いるうちに奥様達が集まってきて津波のこと住

宅生活のこと等あれこれ話題が飛び交ううちに

神妙な顔から笑いが混じったお話になりました。 

 お別れの時分には握手々々の手交からハグま

でに発展してお互い笑顔でのお別れが出来まし

た。 

 私たちは被災者に元気を届けにやってきたの

に逆に元気を注入されたようで… 

一体この元気はどこから湧いてくるのかしら

……？ 

 東北被災者の苦しみはこれから何年も続くこ

とでしょう。私たちはこの状況にほんのすこしで

もご支援ができればとの思いを強くして帰って

まいりました。 
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ニッポンの元気高齢者の旅 

ヨーロッパ編（その１） 

 

一級販売士  

山路 博之 

 

１ はじめに 

２０１１年の夏、8 月後半か

ら秋の 10 月末までの約 10

週間、かねてからの念願であったヨーロッパの一

人旅をする機会を得た。ヨーロッパには、1971

年から 30 回程会社から出張で行っていたが、そ

れは仕事だけに各国の大都市中心それも空港、ホ

テル、仕事場しか行かないのがほとんどで一面的

なヨーロッパしかみていなかった。それは真のヨ

ーロッパの姿を知らないのと同然であった事を

今回の旅で改めて再確認して思い知った。今回自

分が行きたい所、特にローカル（地方）に行くと

いうことで旅行会社に頼らず自分一人で全ての

スケジュール（行先･列車･宿泊先）を決め必要な

事前予約はインターネットで日本から済ませた。

終わってみればほぼ日程通りに旅をすることが

できた。 

 

２ 旅行スタイルは放浪の一人旅 

１）一番の目的は元気で体が思う通りに動ける内

に、是非行ってみたいと思っていた欧州の主要な

世界遺産・博物館・美術館を見てまわることに主

眼を置いたが、興味や関心のある様々なテーマを

持って複眼的な視点を持ち販売士、宗教音楽愛好

家、美術鑑賞家、スポーツマン、博物館ガイド、

ボランティア活動家等の目で何でも見てやろう、

どこにも行って誰とでも話をして交流を深めよ

うという精神で今回は以下の 13 カ国を廻った。 

２）経費的に如何に安く旅行できるかもテーマに

していたので、基本的に格安旅行をする為ホテル

ではなく、まだ利用した事が無いユースホステル

や一般のホステルを利用することにした。ホステ

ルは安く旅したい学生や若者向けの寄宿舎や寮

で、ヨーロッパでは一般的な施設でどこにでもあ

る。私は更に各ホステルの一番安い部屋を利用し

たので一部屋 4 人から最大 32 人の男女共用

(MIXED）の相部屋で各人がベッドを使用。平均

１泊朝食付 20 ユーロと費用的にはホテルの数分

の一で済んだ。ホステルでは、世界各国から特に

ヨーロッパ各国・オーストラリア･ブラジルから

の若者達が多かった。日本の若者は英国で語学留

学終了後の短期旅行者が多かった。同室となった

世界中の若者達と様々なテーマについて話をし

たが当然お互いの旅行情報や互いの国について、

特に 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災・津波や

福島原発事故問題はいつもテーマの中心であっ

た。ホステルの良さは経済的なメリットだけだと

思っていたが、予想以上に世界中の人達と交流で

きたことは大変得難い経験で今回の旅を有意義

なものとした。 

３）旅行スタイルも若者と同じ BACK  PACK

（リュックサック）スタイルで通した。私のよう

な高齢者で同じスタイルの日本人旅行者には誰

にも会わなかった、というより多分いないはずだ。

一般的に日本からのヨーロッパ観光旅行は、飛行

機や客船を利用するにせよ団体ツアーが中心で、

それも超人気観光地中心、おまけに過密日程で観

光時間も短く時間に追われ、各地で出会った団体

客と会って話をすると、全ての日本人旅行者から、

私の旅の仕方を聞いて「凄いですね」とか「羨ま

しいですね」とか言われたが、最初から自分には

私のような一人旅はできっこないと言われた。そ

の理由は言葉の問題であったり、一人で旅する勇

気が無いとか、全部自分一人で行うのはビビルと

か、体力的に無理とか否定的な答えばかりであっ

た。私は自分の意思、希望を最優先にして行きた

い所に行って時間は自由に使い自分の気ままな

旅が出来る放浪の一人旅を選んだ。 

 

３ 現地での移動は主に鉄道 

現地での長

距離移動は

基本的に

EURAIL  

PASS を利用、

１等車指定

で少し豪華

すぎたが座

席指定券が必要な国際列車や寝台列車は別途現

地で指定券を購入。スイスでは世界一高い運賃と

言われる登山列車切符を別途現地で購入したの

で更なる経費がかかった。他にドイツのライン川

では観光船、ロマンチック街道ではバスを終日利

用。街中では METRO（地下鉄）バス、TRAM 
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CAR(市電)を利用。METRO はどこでも路線図を

片手に思うままに利用できた。タクシーは余程な

事が無い限り使わない事にした。しかし旅の基本

は自分の足で歩く事。万歩計は毎日 2～3 万歩（約

15ｋｍ平均）を示した。 

 

４ 食事はヨーロッパスタイル 

朝食はホステルでしっかり食べた。ドイツやスイ

スではハム・チーズ等何枚もパンに挟んで食べる

と腹もちがしてなかなかお腹がすかない。従って、

昼食は空腹な時にスーパーで買っていつでも食

べられるようにしていたリンゴやサンドイッチ，

飲物を他の旅行者と同じように歩きながら食べ

る程度で軽く済ませられた。夕食は基本的に、ホ

ステルで紹介してもらった地元の人が利用する

その地の名物料理を安く食べられる店を利用し

た。また、スーパーはよく利用した。店を見つけ

れば飲料水・ビール・ワイン等や果物を安価で購

入。勿論販売士としての目で各国の店舗・商品・

価格調査等をした。 

 

５ 訪問した世界遺産は 50 か所 

その結果、以下 13 カ国の世界遺産 50 ヶ所と大

小様々な博物館・美術館、王宮・城・大聖堂・有

名映画ロケ地等を訪問した。訪問できた世界遺産

は下記の通り。太字は私が特にハイライトとして

行きたかった所（記憶遺産以外は文化遺産） 

［オーストリア：5 ヶ所］＊ウイーン歴史地区 ＊シェーン

ブルン宮殿と庭園群 ＊ザルツブルグ市街の歴史地区 ＊

ヴァハウ渓谷の文化的景観 ＊セメリング鉄道 

［ハンガリー：1 ヶ所］＊ブダペストのドナウ河岸とブタ城

地区とアンドラーシ通りを含むブダペスト 

［チェコ：1 ヵ所］＊プラハ歴史地区 

［ポーランド：3 ヶ所」＊クラクフ歴史地区・＊アウシュビ

ッツ ビルケナウー ドイツ･ナチの強制･絶滅収容所 

1940－1945 年 ＊ワルシャワ歴史地区 

［ドイツ：7 ヶ所］＊ポツダムとベルリンの宮殿群と公園群 

＊グーテンベルグ聖書（記憶遺産） 

＊ライン渓谷中流上部（下りと上り両方別々に） ＊ケル

ン大聖堂  ＊アーヘン大聖堂  

＊ドレスデンのエルベ渓谷（その後世界遺産登録取消） 

[バチカン市国：1 ヵ所] ＊バチカン市国 

［イタリア：８ヶ所］＊ヴェネツィアとその潟 ＊フィレ

ンツェ歴史地区 ＊シエナ歴史地区  

＊ピサのドゥオモ広場 ＊ローマ歴史地区、教皇領とフォ

ーリ、レ、ムーラ大聖堂 ＊ナポリ歴史地区 

＊ポンペイ、エルコラーノ及びトッレ、アヌンツィアータ

の遺跡地域 ＊アマルフィ海岸 

［スイス：2 ヶ所］＊レーティッシュ鉄道アルブラ線（スイ

ス）、ベルニナ線（イタリア）と周辺の景観  

＊スイスアルプスのユングフラウとアレッチ 

［フランス：8 ヶ所］＊アヴィニョン歴史地区 ＊アルルの

ローマ遺跡とロマネスク様式建造物群  

＊歴史的城砦都市カルカッソンヌ ＊月の港ボルドー ＊

モン・サン・ミッシェルとその湾  

＊シャルトル大聖堂 ＊パリのセーヌ河岸 ＊ベルサイユ

の宮殿と庭園 

［スペイン：７ヶ所］＊アントニ・ガウディ作品群（サグ

ラダ・ファミリア聖堂等） 

＊アランフェスの文化的景観 ＊古都トレド ＊コルドバ

歴史地区 ＊グラナダのアルハンブラ、ヘネラリフェ、ア

ルバイシン ＊セビリャの大聖堂 ＊サンチャゴ・デ・コ

ンポステーラ旧市街 

［ポルトガル：3 ヵ所］＊リスボンのジェロニモス修道院と

べレンの塔 ＊シントラの文化的景観  

＊ポルト歴史地区  

［オランダ：1 ヶ所］＊アンネ フランクの家（記憶遺産） 

［ベルギー：３ヶ所］＊ブリュッセルのグラン･プラス＊ブ

リュージュ歴史地区＊ベルギーと仏の鐘楼群 

上記世界遺産はどこも世界中の旅行者で溢れて

いた。内容・感想等は次号で紹介したい。 

この旅でいろいろ経験し、思った事を紹介し

たい。 

 

６ 困ったこと･苦労したこと：これが格安

旅行を実感させる 

１）ホステルの所在地探しは最大の頭痛の種 

今回、宿泊するホステルは事前に自宅のインター

ネットで調べ、わかり易い場所や鉄道の駅近くの

ホステルを予約していた。（hostelworld.com で

検索。予約時 10％手数料カード払い）。ホステル

は有名なホテルと違い、安い分一般的に地域住民

でも知らない通りや裏通りに立地しており、その

場所を探す事が一番の苦労であった。列車到着駅

に Tourist Information があれば市内地図をもら

い Metro や Tram car（市電） やバスで行き方

を教えてもらい行けた。しかし、それが無かった

り閉まっていれば、周りにいる現地の人達に聞く

がほとんど誰もその場所を知らず、自分で住所だ

けを頼りに、重い BACK  PACK を背負ってお
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り、探すのに難渋したが警察官や地域に長く住む

老人達に手当たり次第聞いたりして助けてもら

い何とか探し当てることができた。夜遅く到着し

た時のみタクシーを利用。やっと見つけてチェッ

クインする時「ああ！やっとここを見つけた」と

言うと、他の観光客達も「その通り」と笑ってう

なずいたりしたものだ。いろいろ苦労したことが、

自分の意図する旅をしている事を実感させた。 

２）ホステル同室者の鼾（いびき）は覚悟の上だ

が 

ホステルの利用者はほとんど若者達ばかりだが、

中には中高年や私みたいな高齢者も利用する。4

人部屋から 32 人部屋までの相部屋を利用したが

同室者が 4 人いると鼾をかく人が必ずと言って

いい程一人はいる。若い男女はほとんど鼾をかか

ないが、中年以上になると男女とも鼾をかく確率

が高い。ローザンヌ（スイス）のユースホステル

では、同室の中年男の鼾は横綱級で一晩中とどま

る事を知らない。私はいたたまれず、夜中何回も

ペンライトで彼の顔を照らし注意を促したが全

く効果なし。私を含め他の 3 人は一晩中ほとんど

眠れなかった。翌朝、同室の若い仏人学生は眠た

そうな眼をしてそそくさと次の旅に出発。私も鼾

をかいた男と話す気にもなれず、すぐ次の旅に向

かったが終日寝不足気味で気分が悪かった。次回

以降は鼾対策を立てる必要を感じた。 

3）重い荷物もこれまた悩みの種 

30ｋｇ近くの大きく重い Back Pack（70Ｌ）の

持ち運びもこの旅の悩みだった。特に各国の観光

ガイドブックや各地で集めたパンフレット類が

重くなった要因で、それらを捨てるわけにも行か

なかった。荷物が無ければ、探しにくいホステル

も時間をかけて探せるので、駅に到着するとすぐ

に駅の手荷物預け

所やコインロッカ

ーを利用、その日必

要な物だけを取り

出して小型バッグ

に詰めなおし、軽装

にして行動する方

法を取った。しかし、預ける施設が無い駅が多く

その時は難渋した。今後の旅行では、基本的に自

分が負担にならない大きさ・重さのバッグにする

事を最優先にして、それに合わせて荷物内容を決

め、現地調達できるものは現地購入する方法がベ

ストだと思った。 

４）言葉の問題は旅行者の誰も同じ 

大きな都市や宿泊先では、英語が出来る人は言葉

の問題は心配ない。しかし、どの国でも地方や田

舎に住む人達や高齢者は、基本的にその国の言葉

しか通用せず、私は地図を片手に各国語の基本会

話を覚えて道を聞いたりした。彼らはその場所を

よく知らなくても、親切なので必ず教えてくれる

がそれまで経験から間違いが多いので、私は教え

てくれた内容が正しいかどうか、更に確認の為ま

た他の人達に聞きなおすことで、やっと正しい情

報を得ることができた。そのような面倒くさい事

をするのが旅の楽しさであり、その国の人達と知

りあい、ふれあいができて交流が生まれる良い機

会でもあった。 

日本人は外国語が出来ないと悩む人がいるが、

我々が下手な外国語を使用して聞くことは何も

恥でもないし、その国の言葉を知らないのは当た

り前の事。彼らも日本語は知らないのだ。旅行で

外国語ができないと心配な人は、事前に紙に聞き

たい文章を数ヶ国語会話集から書き出し、それを

見せたり翻訳機を使用すれば済む事でたいした

問題ではない。要するに尋ねる度胸と勇気があれ

ば良いわけで知らないままでいる事が問題であ

る。 

５）観光地のトイレットはビジネス化？ 

ヨーロッパの観光地のトイレは一部の国を除い

て有料であると思ってもいい。特に多数の観光客

が訪れる有名な観光地はトイレがビジネス化し

ていると思えるほどで、人の弱みにつけこんだあ

くどいものだ。トイレ入口には大体おばさんが門

番のようにでんと座って構えている。同じ観光地

でも周りにトイレが無いと需要と供給の関係で

使用料も高くなる。コインが無いと大変で、お札

を出すと場合によってはお釣りが貰えない時が

ある。しかし博物館など公共施設は無料で、その

時は儲けた気分でトイレを利用する。 

６）フランス ローカル鉄道の遅れはひどいの一

言 

鉄道を利用する私にとって、列車の遅れは予定を

変更せざるを得ないことを意味し、旅行者には大

変困る。他の国々ではほとんど遅れは無かったが、

フランスのローカル線の遅れは目に余るものが

あった。フランスではＴＧＶが最優先らしく、ロ

ーカル線はその為しわ寄せが来て遅れるのが当
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たり前の感じで、私は 3 回利用して全部遅れ乗継

が 3 回ともできず、世界遺産訪問をキャンセル

（Nimes のローマ水道橋）せざるを得なかった

り日曜日には予定された列車がなかったり、散々

な目にあった印象の悪い国である。 

 

７ うれしかった事･楽しかった事：これが

旅を充実・満足させる 

１）世界中の老若男女と交流でき、親切にしても

らったことは旅を楽しくさせる 

この旅で心がけたことは、とにかくどこでも現地

の人達や観光客と話をし、交流の輪をひろげるこ

とだった。例えば、自分のカメラで自分の写真を

撮ってもらいたい時等、若いきれいな女性達と話

す絶好の機会でシャッター押しをお願いした。皆

気軽に応じてくれた。又ホステルに行く時は、そ

の地を隅々まで知っている高齢者達に度々道を

尋ねた。親切な人は教えてくれた上に一緒にホス

テルまで連れて行ってくれたり（リスボン等）、

パリの夕方のラッシュアワーの地下鉄でホーム

がわからない時、面倒臭がらず、一緒に正しいホ

ーム迄案内してくれた親切なパリジャンヌ、マド

リッドの地下鉄でスリにあった後、盗難証明書を

作成してもらう為警察署まで案内してくれた女

性、ポーランドでは列車の中で隣同士に座った女

性と話が弾み、もし旅先で何か問題があれば何で

も聞いてくれとメール番号を教えてくれたり、駅

でチケット購入の際英語の通訳をしてくれた若

いポーランドの男性、モン・サン・ミシェル（仏）

に行く時、最寄の鉄道駅から約 1 時間かけて自分

の車に乗せて連れて行ってくれた中年女性等他

にも各地で周りの方々にいろいろ助けてもらっ

た。そんな交流が旅の醍醐味であり、旅を豊かに

し良き思い出として後々まで残るし、後はメール

で交流でき後々まで友人でいられる。またホステ

ルでは同室の旅行者たちには、私は、自分が 1 人

年をとったアジア人が居るなと思われるのがい

やで、まず自分からすぐ自己紹介し自分が日本人

であることをＰＲして信頼してもらうように努

めた。従ってすぐ彼らと友達になり様々な話をす

ることが出来た。 

２）自分が実年齢より若く見られる事は嬉しいも

のだ 

自分では、高齢者であることなど全く気にせず、

若者たちと同じ気持ちで行動した。 

ポルト（ポルトガル）のホステルの 21 歳の男性

が年齢も･国籍も様々な我々４人（アメリカ人・

フランス人・ロシア人等）を旧市街のガイドして

くれた時、年齢の話になり、自分がいくつに見え

るかその男性に聞いてみた。日本人の年齢はわか

りずらいと言いながら私の姿格好や表情･話し方、

行動等から判断して 40 歳代ですか？と言われた。

私は、若く見られて嬉しくなり笑顔でサンキュー

と言い固い握手。自分はもうすぐ 69 歳になると

言うと「エー」と逆に驚かれた。高齢者には若く

見られるのは事の他嬉しいものだ。 

 

８ 印象に残ったこと 

１）団体旅行はどこの国も同じだ！ 

団体旅行は日本の専売特許だと思っていたが、ヨ

ーロッパ各国からお年よりの団体、またアジアの

韓国や中国人など、新婚旅行者の団体旅行が目白

押しでどこも大混雑状態。２０～３０年前位まで

はヨーロッパでアジア人と言えば日本人と思え

ば間違いなかったが、今は韓国人・中国人が主流

を占め、時代の変わりようを実感。現地の観光業

者も、以前は日本語だけで客引きをしていたが、

今は中国語・韓国語等を使っており、私も中国語

で声をかけられたりした。中国人系観光客が多い

せいだろう。 

２）世界遺産の人気スポットは誰もが行きたがる 

世界遺産や有名美術館は世界中の旅行者の人気

の観光スポットで、とにかく夏のバカンスシーズ

ンと重なってどこも混雑していた。特に日本人に

人気のある世界遺産（例えば、フランスのパリ、

モン・サン･ミッシェル、ドイツのローテンブル

グ、スイスアルプス、イタリアのベニス･フィレ

ンツェ・ローマ、オーストリアのウイーン、スペ

インのトレド、グラナダ等）は、日本人団体客も

多いが、ヨーロッパ各国や世界中の人達にとって

も憧れの地であり、おのぼりさん風な団体客が大

挙押し寄せていた。 
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３）誰も高い所（塔や屋根）に登り・素晴らしい

風景を見たがるのは同じ 

ヨーロッパでは古代･中世から大聖堂にせよ、王

宮や城、大聖堂は石で出来ており、石の文化のお

かげで現在まで古い遺跡が残っており、世界遺産

となった大きな要因である。それら建物は街の中

心に位置している。また、その旧市街（OLD 

TOWN）に行くと、城・大聖堂・鐘楼等の多く

は屋上や屋根の上まで登ることができ、市街地一

帯を見渡せる最適な場所になっている。私を含め

多くの観光客は高い入場料を払って、苦労してそ

の高い塔に登りたがる。しかもＰＩＳＡの斜塔や

古い建物等は登るのに建物の強度の関係で人数

制限があり、順番待ちで長時間待たざるをせざる

を得なかった。従って高い所から撮った写真など

は貴重で高いコストがかかっているわけだ。 

４）古代・中世へタイムスリップ！ 

古代ローマ時代の城塞都市カルカッソンヌ（仏）、

古代ローマ時代から栄えたトレド（スペイン）、

１２～３世紀にできたローテンブルグ（独）等を

訪れたが、それら旧市街は高台に作られ、旧市街

地全体が外壁や城壁に囲まれ当時のままの町並

み、雰囲気であった。旅行者や車がなければ中世

そのままの風景なので、早朝の誰も居ない薄暗い

時間に街や城壁を歩いた。ひんやりとした風が下

から吹きあげる外壁を一周した時感じたのは、こ

こに当時の人たちが突然目の前に現れても不思

議ではない雰囲気だ

ったこと。1000 年、

2000 年前にタイムス

リップした感覚を味

わった神秘的なひと

時だった。 

 

９ 国際人の条件とは何ぞや？ 

私の友人で在米 10 数年の真の国際人たるＭ氏に、

今回の私の旅を見て、私を国際人（cosmopolitan）

であると言ってくれたのには嬉しかった。彼の言

う国際人の条件とは①何でも食べられること②

どこででも寝れること（どんな悪条件下でも）③

言葉（外国語）が話せる事。更に私の旅の仕方を

見て④何でも一人でやれる事、を追加した。しか

し私は更に⑤外国人と対等に話し議論できる知

識と度胸・勇気を持つことを加えたい。私は 10

月 26 日（オーストリア建国記念日で休日）にウ

イーンで大統領府（王宮）が一般に開放されたの

で夕方訪問。その時刻同国フィッシャー大統領

（元首）ご夫妻が一般客と面会・握手されその光

栄に浴した。その時東日本大震災に対する日本へ

の支援の謝意を日本国民を代表して申し上げよ

うと思ったが、後ろに沢山の方々が並んでいるの

を見てその機会を失した。真の国際人であれば待

っている方々に迷惑をかけたかもしれないが無

理に時間を取っても申し上げるべきであったと

後で後悔した。 

「続きは次号へ」 

 

 

 

 

 

 

 

拡大役員会議兼忘年会を開催 

  

 当協会では、毎月第 2水曜日の 7時～8時半に

麻生情報ビジネス専門学校の教室をお借りして

役員会議を開催しています。 

毎年 12 月の役員会議だけは、幹事、顧問を含

む「拡大役員会議兼忘年会」を開催しています。 

本年度は平成 23 年 12 月 14 日（水）に改装さ

れた八仙閣本店で 11 名のご参加で開催し、本年

度の活動を振り返るとともに、来年度の展望につ

いて大いに語りあいました。 
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糖尿病とのつきあい 

 

 一級販売士  

戸田 俊彦 

 

＜はじめに＞ 

うつ病等の精神疾患とならん

で５大国民病（他は、脳卒中・

心筋梗塞）に入っている糖尿病はうつ病と共に

現在も患者数が増え続けていると云われている。 

糖尿病はうつ病のように直接労働欠損日に結び

つかず、合併症が出るまで放置されていること

も多いと云われる。私は１３年前に糖尿病手帳

をもらってから毎月検査を受け、現在は服薬も

している。知人の中には自分が糖尿病とは気が

つかずに受診して即入院した者も何人かいる。

その他にも、私より重症でないかと思われるの

に通院していない人もいるようだ。高血圧と同

じで不治の病であるが、初期には自覚症状がな

いので気がつかないことが多い。そこも高血圧

と同じである。 

＜一進一退の治療の経過＞ 

高血圧で通院している時、ブドウ糖負荷試験を

受けて糖尿病ですと云われ、手帳をもらったが、

自覚症状がなく、HbA1c（糖尿病の重症度を測定

する最も基本的な数値）も 5.7 と高くはなかっ

た。従って、当初は何も気にしていなかった。

しかし、ストレス発散のため暴飲暴食が続いた

為か、数値は次第に悪化していった。主治医の

治療方針は、食事療法と運動療法で極力薬は使

わないと云うことであった。しかし、定年退職

前に HbA1c が 8.0 に達すると合併症が出る恐れ

があるということでアマリール１ﾐﾘ（ｽﾙﾎﾆﾗｳﾚｱ

系薬剤）が投与された。すると、５ヶ月で HbA1c

は 5.4 まで下がった。しかし、アマリールの投

与がストップすると徐々に数値が上がってゆき、

１年後には 6.9 に達した。その後一進一退があ

ったのだが、7.0を越える月が続くようになった

ところでメルビン（ビグアナイド系のインスリ

ン抵抗性改善薬）250ミリが処方された。メルビ

ンはアマリールのように劇的には効かなかった

が、徐々に HbA1cは下がってゆき 6.1～6.4ぐら

いでしばらく安定していた。しかし、１年程前

から又、HbA1cが上がり始め 7.0を前後するよう

になった。更に結膜炎で目医者にかかった時、

眼圧が異常に高いと云われ、瞳を開いて眼底検

査をすると右目の中央部分に糖尿病網膜症の初

期症状が見られると云われた。それまでの知識

では、合併症が発症するのは HbA1cの数値が 8.0

以上の状態が続いた場合だとなっていたのでま

だ大丈夫と思っていた。主治医からも警告を受

けていなかったので文字通りびっくり仰天した。

しかし、主治医はもっと体重を落とせ、運動量

を増やせの一点張りであった。それに対しては

もともと私は不信を持っていた。私の体重はそ

の時 63.5kgだったのだが、年代別にみると、高

校生時 60kg、大学生時 56～58kg、30代 65～68kg、

40 代 70～72kg、50 代 68kg 前後、60 代 63kg 前

後と 30代よりも体重は減っていたのである。 

退職後(5 年前）ウォーキングを始め歩数計の数

値を毎日記録し、日毎に平均を出していた。始

めた頃は１日１万歩から１万２千歩を記録して

いたが、徐々に減ってきて、今年に入ってから

は８千歩前後になっていた。しかし、過去の数

値をみるとウォーキングの歩数と血糖値の上下

には相関関係は認められなかった。 

＜現在の状態＞ 

掛かりつけの薬剤師より度々減糖質療法を勧め

られていたこともあり、たまたま書店で目に付

いた“食べても太らない「糖質ゼロ」の健康法”

を購入し、半年ほど前より減糖質の食事療法を

始めた。肉・魚中心でアルコールも OKという殺

し文句にひっかかったと云っても良いかもしれ

ない。それと、過去の自分のデータをみると、

空腹時と平常時の血糖値はそれほど高くないの

に HbA1c が高くなっているので、食後血糖値が

高いためではないかと薄々感じていた。それで、

食べたら急速に血糖値を上げる糖類を減らすと

効果があるかもしれないと漠然とではあるが思

っていたこともあった。 

その結果、体重がみるみる下がり、半年で 5.5kg

減った。それにつれて HbA1c も 5.5 まで下がっ

ている。 

しかし、糖質を減らすことイコール食べる量を

減らすことになっているのでストレスが大きく、

いつリバウンドするかとひやひやしている。
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初めての外科手術 

 

一級販売士  

横山 修二 

 

 何年か前から時々右手

の人差し指が痺れるよう

になった。それが段々ひどくなって、寝ている

時に手の感覚がなくなって指が冷たく硬くな

るように感じるようになった。丁度その頃、私

は血糖値が高くなって、食事の前に脂肪の吸収

を抑える薬を服用するようになっていた。また、

血圧もやや高くなり始めていた。九州大学病院

で診てもらうことにした。病院に行くと、電気

を手の神経に当ててその反応を見るといった

診察を行った。科は整形外科である。その結果、

病名は手根管症候群という病気で手指の痺れ

がひどくなると、終には物が持てなくなるとい

うことであった。手術は少し大げさに感じたの

で、最初は薬を注射する方法を採る事にした。

但し、注射による方法は、薬が切れると再発す

るということであった。 

そして、自分の場合、薬は約一年位もったであ

ろうか、案の定

再発した。その

時点でお医者さ

んがおっしゃる

には、一年持っ

たのは長い方だ

そうで、また注

射をしてもよいが、薬の効く期間は段々短くな

るという。そして、話によると、手術も血糖値

や血圧が悪化すると行えなくなるという。それ

で、私は、血糖値や血圧がそれ程悪化していな

い今のうちに手術をしてもらうことに決めた。

自分の場合は、両手が悪いので、手術は二回行

うことになる。但し保険上は、別々の手術を二

回行うことになり、二回とも保険がきくことに

なるということで、経済的には安心だった。 

 四月に右手の手術を行った。局部麻酔で行っ

た。手の感覚はないのだが、メスやハサミみた

いなもので手のひらをいじっているのがはっ

きりと判る。不気味でとても感じのよいもので

はない。３０分位で終わるので、終わってみる

とあっという間だが、手術中は、時間がとても

長く感じられる。 

 この手術は終わってからが大変である。とて

も痛い。とにかく痛いのである。手を動かさな

いときは痛みは無いのであるが、座っていて立

ち上がる時が問題である。手を突いて立ちあが

ろうとすると、耐えられない痛さである。それ

で、拳を作ってついて立て上がらなければなら

ない。そして、この痛みが中々治らない。右手

は手術後約９ヶ月になるが、正直言って、まだ、

手の平を床について立ち上がろうとすると、少

し痛い気がする。左手の手術は九月に行った。

この二回目の手術をするときは、前回の経験が

あるので尚更嫌であった。今でもまだ月に一度

病院に通っている。しかし、手術は成功したみ

たいで手が痺れることもなくなり安心してい

る次第である。 

 昨年は痛い痛い年であったので、今年は、何

か良い事が起こりそうな気がする。いや、是非、

何か素晴らしい事が起こってほしいと期待し

ている。これが、私の抱負である。 
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新規等会員 投稿・挨拶 

 

 

◆宮内 智明（鹿児島）◆ 

（一級販売士・S５５年取得） 

 

～ ふるさと考 ～ 

 

田舎の自然がいい、日常

生活の雰囲気がいいと言

われても、子供のころから

田舎だと馬鹿にされ、都会

並みでない環境・暮らしに

ある種の劣等感と持って

いる自分にとっては、簡単

には首肯できないものがある。 

 出自が鹿児島の山あいの農村の私は、長男だ

ということもあり約 40 年振りに故郷に帰って

きた。小学校へは 4km, 中学校へは 6km の狭い

道を通った。人は生まれた場所は自分では選べ

ず、幼少時の環境についても同様である。従っ

て通常はその間の場所・環境がふるさとと言う

ことになる。  

ふるさと・村を若い人たちが出て行くのはも

う何十年も前からの傾向だ。そしてこれは「村」

だけでなく、首都圏から離れた地方ではどこで

も同じだろう。けれども昨今は「都会がいい」

という価値観が揺らいでいることも言われて

いる。命の観点からしたら、安全な水と空気、

食べるものを作れる場所の方が、本質的にはず

っと「良い」のだ。 

 都市をめざす－－－勿論いろいろな理由が

あるだろうが、そもそも都市でしか暮らせない

子供を育てていないだろうか。その地域で暮ら

す知恵や技は与えられているだろうか。子供た

ちは、自分がこの地域になくてならない、大切

にされている、という実感を持っているだろう

か。 

 どこにカブト虫の捕れる木があるか、どこで

水が湧いているか、森や川にはどんな生き物が

暮らしているか、村の盆踊りができるか、イネ

の花を見たことがあるか、どこでトンボがいち

ばん飛んでいるか・・・・。これらはただの知

識ではない。幼少期からの知見・経験等がある

個人の心の中に保持される所謂アイデンティ

ティの根源であり、地域との絆であろう。ふる

さとへの愛着、自然環境への保持心はこのよう

なことの集積と思う。 

自分の価値基準が明確に持つことは、どこで

何をして暮らしていくにも

大切なことと思う。どんなに

学校の勉強ができても、自分

が何者かわからなければ、大

勢の中の「顔なし」の一人に

なってしまう。学校は誰でも

知っていることしか教えな

い。けれども、ある地域が与

えてくれる知識はその場所固有のものである。

ほかの誰のものでもない、自分の個性と力にな

っていく。誰でも知っている知識と同時に、そ

の場所にしかない知恵をも身につける教育が

必要ではないだろうか。 

 

現在のふるさとは、半世紀前とはすっかり違

った環境になったが、それでもたくさんの生き

物が暮らし、季節相応の花鳥風月を愛でること

のできる明け暮れである。 

 命あふれる環境の中で暮らしを紡いできた

故郷は、人格形成の基になった根源の機会を与

えてくれたが故にありがたいのだろうと思え

るこの頃である。 
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◆松本 堅太郎（福岡市）◆ 

（平成 23年二級販売士合格） 

 

■自己紹介 

9 月新規入会致しました

松本堅太郎と申します。現

在、1 級取得のため勉強時

間の確保に苦労しながら、

最後の追い込みに入って

いるところです。会報発行時には、すでに検定

試験は終了していますが・・・自信を持って合

格発表の日を迎えられることを祈っておりま

す。 

簡単に自己紹介を致します。出身は神奈川県、

昨年 5月、家族を残し単身赴任でこの福岡の地

にやってまいりました。福岡の食文化を楽しみ

ながら、通勤ストレスの無い快適な生活を送っ

ています。今年 45 歳を迎え、気持ちはまだま

だ若いものの、最近体力の衰えを感じつつ、体

力アップを模索する日々を送っております。趣

味はゴルフ。こちらに来てから本格的に始め、

今年の目標スコアは 100を切ること。必ずや実

現したいと思っておりますが・・・。 

 

■今年抱負 

年頭に 3項目を抱負に掲げ、頑張っておりま

す（①人格形成②人脈形成③経営レベルでの能

力アップ）。加えて、年間 100 冊書籍読破を目

標に、今年はビジネス書を控えながら、異なる

ジャンルへのチャレンジを試みたいと思って

おります。是非、お薦めの書籍をご紹介下さい。 

 

■今、考えること・・・。 

サラリーマン生活も 20 年目を迎え、折り返

し地点にいる中で、今考えることは、自身をブ

ラッシュアップしながら、先行き不透明な時代、

変化に対応できる、柔軟な発想を持った自己を

創り上げることを目指し、学ぶことへの飽くな

き挑戦に心を奮い立たせています。 

昨年の東日本大震災は、大自然の脅威を思い

知らされ、人間がとてもちっぽけな存在である

ことを改めて感じさせられました。“自然との

共生”“人と人が支え合うこと”“感謝と思いや

り”－大事なものを忘れかけていた私達日本人

に、何かを考えるきっかけを与えてもらったこ

とを感謝し受け止め、“今自分に何が出来るの

か”“ビジネスを通して、どういった社会貢献

が出来るか”などを真剣に考えている今日この

頃です。 

 

■最後に・・・。 

支店長の命を受け、現在業務に従事しており

ますが、経営的な視点は欠かせない立場になっ

てきております。また、得意先である卸、小売

との取組、サポートをする上でも販売士の資格

を活用する場面が大変多くなってきておりま

す。この混迷な時代に販売士の果たす役割が

益々大きなものになるものと確信しておりま

す。諸先輩の皆様からのご指導、ご鞭撻を賜り

ながら、販売士資格の認知向上と若年層への浸

透を微力ながら進めていくことが出来ればと

考えております。今後とも宜しくお願い申し上

げます。 

以上 
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福岡販売士協会 10 周年記念論文募集 

 

【募集内容】 販売士の見た流通施設、販売士養成講座講師、商店街カウンセ 

  リング等販売士の活動に関する論文とします。 

 

【応募方法】 2,000字～6,000字程度にまとめた原稿を、住所・氏名・年齢・ 

職業・電話番号をご記 入の上、テキスト形式でファイルを作成 

し添付にてメールで送信してください。 

メール：fukumae@zenno.jp 

メール等のネット環境がない場合は、A4用紙にプリントアウト、 

または400字詰原稿用紙に手書きで読み易い文字で記入の上、下 

記住所までお送りください。 

〒810─0055 福岡市中央区黒門 8-38-402 

福岡販売士協会 事務局 栗川久明宛 

TEL/FAX：092-725-6200 

 

【注意事項】 ご応募いただいた作品は返却しませんのでご了承ください。 

 

【応募資格】 発表済の部分については、何時何に発表したのかを明記し、 

参照(引用）箇所は出典を明記すること。 

 

【締め切り】 平成24年3月31日（土）※受付を1ヶ月延長しました。 

 

【審査決定】 役員会議で決定します。 

 

【入選者発表】平成 24 年 5 月の会報「販売士・ふくおか」第 30 号で応募者と入選者数名 

を発表します。 

入選者には図書カード 1 万円分を贈呈します。 

 

【会報掲載】 応募論文は会報「販売士・ふくおか」に掲載します。 

 

【発表会】 当協会全体会合で発表する機会を設けます。 

mailto:fukumae@zenno.jp
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    ～お知らせ～ 

◆平成２４年度年次総会◆ 

  日 時：平成 24年４月 14日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 406会議室 

  講 演：「協会設立１０周年を迎えて」 

       会長 栗川 久明 

 

◆春季流通施設等見学会 

  日 時：平成 24年６月２日（土） 

場 所：4月開業予定の IKEA（イケア） 

        福岡新宮店の見学を検討中 

 

◆夏季研修会 

  日 時：平成 24年７月 21日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 

講 演：「販売士講座」岡野利哉講師 

    「接遇について」吉田由美子講師 

 

◆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 

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：kotori@miyazaki-catv.ne.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･鹿児島支部長 宮内智明 

      Eメール：t.miyauti@hb.tp1.jp 

 

福岡販売士協会・現況報告 

会員状況（平成２４年２月） 

正 会 員 ７６名 

 １級販売士 5８名 

 2級販売士 １５名 

 ３級販売士  ３名 

賛 助 会 員  5社 

     

県 別 会 員  

福 岡 県 ６０名 

宮 崎 県  ４名 

熊 本 県  ３名 

佐 賀 県  １名 

大 分 県  １名 

鹿 児 島 県  １名 

九 州 以 外  ６名 

 

福岡販売士協会役員体制（平成２４年２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） 

理 事： 中野 法子（広報副委員長） 

 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 

 

http://www.farmmc.jp/
mailto:fukumae@zenno.jp
mailto:kotori@miyazaki-catv.ne.jp
mailto:wbhbb435@ybb.ne.jp
mailto:s-shiraishi@smc-office.com
mailto:t.miyauti@hb.tp1.jp

