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第１１回 “夏季研修会” を開催  

平成 24 年７月２１日（土） ／ 福岡商工会議所 

 

 

 

去る７月２１日（土）福岡商工会議所におい

て今年度の夏季研修会を開催しました。 

当日は九州北部豪雨の影響も心配されましたが、

遠方からの参加者も含め２５名の方々に参加い

ただきました。 

 今回の研修会では当協会所属会員の岡野利哉

さんと吉田由美子さん（熊本支部）のお二人に

講師をお願いし、“会員による会員のための研修

会”を企画いたしました。 

 岡野利哉さんは、現在商業高校で販売士検定

資格の取得に向けた授業も担当されている現役

教師で、ご自身の経験を踏まえた“分かりやす

く生徒さんに興味を沸かせる授業”に真摯に取

り組まれている姿勢が印象的でした。また、吉

田由美子さんは長年の百貨店勤務の経験を活か

し、現在は接客・接遇研修の講師として活躍さ

れており、接客の基本となる笑顔・姿勢・動作

についてのポイントや実践的なトレーニング方

法等をわかりやすくお話いただきました。 

お二人の講演内容の要旨は以下のとおりです。 
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■第一部 講演会 

「販売士講座～商業高校での授業展開と課題～」 

講師 岡野利哉氏 

１．はじめに 

  講演はご自身の自己紹介も兼ね商業高校か

ら大学（商学部）への進学、そして商業高校

教諭へと商業一直線の青春時代のお話から始

まりました。 

  高校時代の流通系の授業は、身の回りにな

い言葉が多く、“つまらない”という印象から

大学も会計コースに進まれたそうで、全く流

通・販売とは無縁の平穏な生活が続いていた

そうです。 

２．販売士との出会い 

  販売士との出会

いのきっかけは、

平成 18 年の夏、

当時の校長からの

1 級販売士研修会

への参加打診だっ

たそうです。 

それまでは「販売士」なるものも全く知ら

ず、とりあえずその年の 10 月に 2 級合格、そ

の勢いを駆って翌年 1 月に 1 級を受験するも

８科目（当時）全滅という苦い経験から平成

19 年の夏の研修会参加を決意！3 週間にもお

よぶ缶詰講習に参加し、この時の強烈な体験

が現在の岡野先生の授業スタイルを形成され

たということでした。 

３．講師として 

  夏の缶詰講習での講師との出会いが流通の

面白さや授業の

重要性、さらに

は教師の重要性

を噛みしめる貴

重な体験となっ

たそうです。 

  こうした経験を踏まえ、現在、授業では実

務経験のない、また、家庭環境も様々な生徒

さん達に対して、新聞の折り込みチラシや日

経流通新聞、流通系諸団体や企業のホームペ

ージ等身近で分かりやすい副教材を活用し、

生徒さん達に興味を向かせる授業を積極的に

展開されているそうです。 

４．受講生の感想 

  こうした授業を受けた生徒さん達からは、

「お店の戦略が見えてくるようになった！」 

「賢い消費者になれる！」といった岡野先生

自身も当初考えてもいなかったうれしい感想

が聞かれるようになったそうです。 

５．本校のカリキュラム 

  現在岡野先生の勤務する高校では、商業系

で３１単位の授業が行われているとのことで

すが、高校卒業後の進学・就職の関係からど

うしても簿記・情報の授業が多くなり、流通

は２単位から 7 単位と少ないのが現状だそう

です。ただし、来年度から教育指導要領が改

訂される予定で、流通系分野の拡充が図られ

るようになるとのことでした。 

６．おわりに 

  最後に、授業を通じて学んだことが実社会

でどのように展開

されているかを体

験させることで、実

務経験のない生徒

さん達に流通に興

味を沸かせていく

授業を今後も焦ら

ず、じわじわと進め

ていきたいという

ことで講演は終了

しました。 

 

  また、岡野先生の勤務される高校では、毎

年「女子商マルシェ」と銘打って、生徒さん

達の企画・運営による店舗実習が行われてい

るそうです。今年も 11 月 24 日（土）と 25 日

（日）の二日間、来場者数１万人、売上高 1,000

万円を目指して開催されるそうですので、ご

興味のある方は是非足を運んでみてください。 
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「接遇について」  

 講師 吉田由美子氏 

１．好感を持たれる接し方 

○第一印象の重要性 

➢人は見かけでは  

  ないと言うが、第一 

印象に限り“見か 

け”が大事！ 

➢第一印象を決める時間はわずか 3~10 秒 

➢ 第一印象は非言語コミュニケーション 

※メラビアンの法則・・視覚情報：５５％ 

聴覚情報：３８％ 言語情報：７％ 

  ➢人物評価は表情に左右されやすい  

⇒ 第一印象の善し悪しが重要！ 

➢第一印象をつくる要素 

① 顔・表情  

② 身だしなみ・姿勢  

③ あいさつ・ことば使い 

➢接客時の人に対するクレームは多い。 

・自分の笑顔と客観的な笑顔には大きな

違いがある！ 

・悪い評判は良い評判の倍になって伝わ

る 

・適切な対応により、クレームを入れた

顧客のうち８２％が再来店する。 

（ジョングッドマンの法則） 

２．接客の基本  

○接客の 5 つの基本要素 

①表情  ②態度・お辞儀   ③あいさつ  

④ことば使い  ⑤身だしなみ 

○表情（笑顔のつくり方） 

  ➢口角が上がり、目尻が下がっていないと

本当のやさしい笑顔にならない！ 

➢眼だけで笑顔をつくる 実践トレーニン

グ紹介 

○お辞儀 

➢お辞儀は呼吸

で行うと綺麗な

お辞儀になる 

➢上体を戻して

アイコンタクト

までがお辞儀 

➢アイコンタクトは３秒くらいが適切 

① を吸いながら上体を倒す  

→ ②止めて吐く  

→ ③吸いながら上体を戻す 

→ ④相手の顔を見る         

➢語先後礼（ごぜんごれい）・・・言葉が先 

で、お辞儀が後 

○態度 

➢安定した姿勢はすべての動作の基本！ 

➢姿勢は横からみて、耳 ― 肩 ― 腰 ― 膝 

の横 ― 踝 が一直線になっているのが理想 

○物の受渡し方 

➢物の受渡しは 

相手への心遣い 

を表す動作 

➢頭ではなく心 

で気付き、知識で 

はなく体験として気付くことが大切！ 

     

■第二部 懇親会 

 

 

 

 

 

（研修委員長 八尋 晃仁 記） 
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流通施設見学 イケア福岡新宮店 

       2012年6月2日 

 

 

6月 2日（土）午後 2時にＪＲ新宮中央駅前に

集合して、会員総勢 15名（参加者：渡辺、箱森、

戸田、栗川、福生、小野村、児玉、高山、横山、

小関、森山、廣瀬兼明、白石、中島、村口）で、

4 月 11 日にオープンした「イケア福岡新宮店」

を見学しました。中島さんは島根県松江市、白

石さんは熊本市、村口さんは佐賀県鳥栖市と遠

方からご参加いただきました。 

ＪＲ新宮中央駅は新駅で「イケア福岡新宮店」

は駅に隣接しており、従来の新宮駅は「福岡工

大前」に名称が変わっています。また、「イケア

福岡新宮店」は九州自動車道の古賀インターか

ら約 5㎞の距離で、1,700台収容の駐車場を備え

九州一円から集客を見込んでいるようです。 

福岡新宮店は年中無休（1 月 1 日を除く）、10

～21時の営業時間です。店舗面積は 3万 1600平

方メートルの 2階建、2階には広いスェーデン料

理レストランが併設されています。 

私は連休の 5 月 5 日（土）の午前中に下見に

行きましたが、入店するために 40分、レストラ

ンで食事をするために 20 分ならびました。2 回

目の今回はオープン後 2 カ月経過で午後という

こともあり待ち時間はありませんでした。 

入店するとワンウエイコントロールされてお

り、2階の住宅各部屋のシーン別展示から見て回

りました。各部屋のコーディネート展示は商品

を購入してのライフスタイルをイメージしやす

く、新婚家庭や新築・改築時の部屋づくり、家

族連れでのショッピングを楽しめるよう工夫が

こらされています。 

私は渡辺さん・高山さんと一緒に見てまわり

ましたが、家具の開き戸、引き戸を開閉してみ

て、閉まる寸前のワンクッションが音をたてな

いスムーズな感触に感心しました。 

福岡新宮店見学後はいつものように福岡工大

駅寄りの「博多わび助新宮店」で、12 名参加し

て反省会を実施しました。行事にはじめてご参

加の白石熊本支部長、村口佐賀支部長もまじえ

て、自己紹介・福岡新宮店見学の感想やその他

いろいろな話題で盛り上がり、19 時に散会しま
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した。 

以下、イケアホームページより「イケア経営

哲学」を探ってみました。 

１．イケアのマークはスウェーデンを強調 

        
イケア・IKEA。一言でいえば、スウェーデン発

祥のヨーロッパ、北米、アジアそしてオセアニ

アなど世界に出店している世界最大の家具屋さ

んです。IKEA が、スウェーデンで生まれたこと

は、そのコーポーレーションカラーでも分かり

ます。マークや上の写真の建物は、青い色と黄

色の2色ですが、これはスウェーデンの国旗の色

なのです。 

イケアはそのデザイン性の高さと、流通の改善

や組み立て式にすることでの低価格を実現し、

グループ全体で、世界の36カ国や地域に合計278

店舗を展開しており、その内24カ国、246店舗が

直営店となっており、残りはフランチャイズ方

式です。その結果、従業員は世界全体で10万人

を超え、売上高は2兆1,000億円以上となってい

ます。 

２．ＩＫＥＡ（イケア）の由来 

イケアの創業者は、スウェーデン人のイングヴ

ァル・カンプラード氏です。 オスビーと言う地

名の実業学校に在学中の17歳の時に、安売りの

雑貨店を起業したのが始まりです。その時の社

名が、イングヴァル・カンプラードの頭文字、I

と Kに両親が住むエルムタリッド）の E、そして

居住場所のアグナリッドの A をつなぎあわせた

IKEA としました。当初は、売れるものは何でも

売ると言うスタイルでしたが、その後、地元の

家具店と契約して格安販売を開始すると、これ

が大繁盛して1951年以降は、完全に家具販売と

なりました。1953年に最初のショールームを設

置した以後は、順調にビジネスを成長させまし

たが、同業他社との厳しい価格競争に巻き込ま

れました。ライバル会社の圧力によって、家具

メーカーからの商品供給が閉ざされて深刻な状

態となりました。しかし、このことが逆にバネ

となり、イケア自社で独自のデザイナーを採用

し、商品の企画・製造・販売までの一貫体制と

する現在の IKEAのスタイルを確立しました。ま

た、同時にイケアの特徴の一つである「フラッ

トバック」つまり、分解された商品は、できる

限り薄くコンパクトに梱包をし、車のトランク

に積んで簡単に持ち帰ることができることも誕

生しました。 

３．日本での展開 

意外と早くから展開していました。1974年に、

三井物産資材部、湯川家具、チトセそして東急

百貨店が、イケアスウェーデンと合弁会社の「イ

ケア日本株式会社」を設立し、第1号店舗を千葉

県船橋市に、第2号店舗を神戸市に出店しました。

しかし、時代が早すぎたのか1986年には撤退し

てしまいました。15年後の2001年に、日本再進

出が動き出し、2002年に日本法人である「イケ

ア・ジャパン」を設立し、2006年に、ついに第1

号店を船橋市にオープンさせました。オープン

セレモニーでは、テープカットの代わりに IKEA

恒例の「丸太カット」が行われました。その後、

2006年に横浜市に港北店、2008年に神戸店、大

阪市に鶴浜店と埼玉県の三郷市に新三郷店を展

開してきました。なお、2011年には、東北の震

災復興支援を目的として、仙台市に小型店舗を

出店しました。 

４．価格の安さの秘密 

IKEA の商品は、実際店舗で見ると皆が驚く安さ

です。それでは、どうやってこの価格を実現し

ているかは非常に興味があるところです。 

独自デザインなのに安い 

イケアの商品は、かなり安くホームセンター以

下ですが、それなのにきちんとデザインされて

います。基本方針が、価格に合わせてデザイン

すると言うものだからです。スウェーデンのエ

ルムフルト本社のデザイン部門では、14人のデ

ザイナーが毎年2000点以上のデザインをしてい

ます。そして機能的なグッドデザインな製品を

世に問うているのですが、価格を安くすること

が最重要課題であり、そこにイケアが全世界で

支持されている最大の秘密でもあります。 
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フラットパックの徹底 

販売コストを抑えるうえで、最も重視されてい

るのが商品の梱包です。つまり「フラットパッ

ク」の考え方です。つまり、家具をできるだけ

平らに梱包することです。組立前のバラバラの

部材を平らにコンパクトにまとめることで、必

要なスペースが最小限となり、運送費も節約で

きます。IKEA のデザイナーは、まず価格を考え

その次には、フラットパックを実現しなければ

ならないのです。商品開発と物流がリンクして

いるのです。そしてこれが価格の安さの大きな

理由です。また、品質についても、原則的に品

質第一とは考えていないようです。どういうこ

とかと言うとコストがかかる一生もつような品

質ではなくて、コストを下げて日常の要求に当

分耐えればよいのではないかということです。

大事なのは使い勝手が良いと言うことです。 

作りは良いが重い 

重い理由は、普通の家具のように枠に上下から

合板を貼り付けた中空のいわゆる太鼓張りでは

なく、ぎっしり中身の詰まったパーチクルボー

ドを使用しているからです。このため、耐久性

や手触りが良くなった半面、ものすごく重たく

なっています。 

自分の家で組み立て 

イケアの家具が安いことの一つの理由に、流通、

人件費のコストを抑えるために、自分の家で組

み立てるようになっています。 

（会長 栗川 久明 記） 

 

【参加者後記】 

 

選択と集中の時代、カテゴリーキラーは   

存続できるか？～イケア見学会に参加して～ 

         一級販売士 戸田俊彦 

＜はじめに＞ 

ともかくデカイ、ともかく広い。品揃えの幅が

半端ではない。時間的にも体力的にも全部見る

のは無理だと判断し、とりあえず駆け足で店内

を一巡しただけだが２時間かかった。めったに

家具店など行かないので、どれがボリュームゾ

ーンでどれがベターゾーンなのか、どこが値頃

なのかいった価格に対する他店比較を持ち合わ

せておらず、建前どおりの低価格であるかどう

かの見極めはできなかった。しかし、種類と品

数ではダントツで他店を圧倒しているだろうな

という実感は持った。家具部門でのカテゴリー

キラーの出現である。 

＜陳列・展示＞ 

始めのゾーンには多数のモデルルームが設置さ

れており、色々な生活パターン、生活シーンで

の提案がなされていた。少し気になったのは、

間取りが尺貫法にはなっておらず、店内のあち

こちにつるされている使い捨ての紙テープのス

ケールも表がメートル法、裏が１２進法になっ

ていたことである。日本向けに修正はされてな

いと云うことのようだ。もう１０年くらい前の

ことになると思うのだが、時々、折込チラシに

“アニーのお気に入り”と云うコンセプトショ

ップの広告が入っていたのを思い出した。話の

ネタに一度見学しようかと思っていたが、いつ

の間にか消滅したようだ。ここには、アニーだ

けでなく色々な人のお気に入りのパターンが揃

っていると云うことになるのかなと思った。 
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次のゾーンはジャンル別の陳列・品揃えがされ

ていた。種類や品数はメチャクチャ多いのだが

何となくホッとした。新しいパターンには何と

なく違和感を感じる高齢者の特徴かもしれない。 

最後のゾーンは陳列品をそのままお持ち帰りで

きるリビング用品の売り場になっていた。品揃

えの幅は広く、造花から鉢物、園芸用品まで置

かれていた。 

＜見学後の感想＞ 

オープニングセールでの行列はすごかったと云

うことだが、開店景気、初期需要が終わった後、

これだけ巨大な店舗を維持できるだけの需要が

あるのだろうかと疑問に思った。少子高齢化と

若年層の非正規化でパラサイトシングル、非婚

者が増大し需要は減少し続けているものと思わ

れる。米国に遅れること５０年、８０年代にな

って日本も本格的な車社会に入り、色々な小売

業態が持ち込まれたが、定着せず消えていった

ものもある。カテゴリーキラーの代名詞と云わ

れたトイザらスもディスカウントストアとの競

争に敗れ衰退していったし、鳴り物入りで騒が

れたパワーセンターやアウトレットモールもい

つの間にか消えている。１％の富裕層と９９％

の貧民層と云われる米国ほど極端ではないにし

ろ、中間層が減少し、貧民層が拡大しつつある

のが現状であり、社会の２極分化に伴って、小

売業態もコンシェルゼがいる高級店と百円ショ

ップ的なものに分解してゆかざるをえないので

はないかと考えている。 

一人暮らしの若い単身者やニューファミリーを

主要なターゲットとしてカテゴリーキラーが今

後も成り立ってゆけるのか見届けたいと思った。 

 

  

イケア福岡新宮ストア見学会 

（12．06.02）に参加して 

    総務委員長 一級販売士 渡辺 芳雄 

 

○「イケア福岡新宮ストア」は、４月１１日、

ＪＲ新宮中央駅前に、スウェーデン発ホーム

ファニッシングストアとしてオープンしまし

た。 

○同店は、日本に進出して６年目にして、６店

舗目、九州では第一号店だそうです。敷地面

積６万２千㎡、ストア面積３万１千㎡の専門

店としては超大型店。 

○開店２カ月近くたった今日でも「オープン景

気」は衰えず、従って、今回はお店側の案内

や説明を受けることはできず、これまでの見

学会と異なって、自主的な見学会でした。 

○このこともあって、栗川会長が事前に「イケ

ア」のホームページから情報を抜粋して事前

情報として皆さんに配布してくれた資料が、

貴重な情報源となりました。 

○私は今回ちょっと遅刻してしまいましたが、

今回２度目という栗川会長が先導してくださ

り、さらに同じく２度目という高山さんとも

合流でき、より多くの情報のもとに一つの流

れに沿って店内を歩くことが出来ました。し

かし、これがひとりきりであれば、随分と戸

惑ったことと思います。というのは、店内を

巡回する場合のイケア独自のルール（スタイ

ル）があるからです。 

○つまり、店内を①ショールーム②マーケット

ルーム③セルフサービスエリアと主に３つの

エリアに区分して、順路に沿って楽しんでも

らうというスタイルを、全世界でほぼ画一的

に貫いているそうです。 

○最初のエリアは部屋の間取りや世帯層に合わ

せた様々なショールームで、来店客は実際に

家具が配置されたルームセットで、自身にあ

った家具を探していく。次のマーケットホー

ルのエリアでは、家具以外の多様な生活雑貨

を販売。その先のセルフサービスエリアでは、

ショールームに展示された家具が倉庫のよう

に積み重なっている。加えて、７百席の大型

レストランや、スウェーデンの食材を販売す
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るエリアもある。基本的にセルフサービスで

ショッピングするスタイルで、「実際に見た商

品を、買って持って帰る」が基本なことから、

車での来店客が大部分を占める。 

○手頃な価格で輸入家具が手に入るということ

から、２０～３０代の客が最も多いそうだ。 

○以上が、ＩＫＥＡの特徴と理解しましたが、

今年３月に高齢者の仲間入りをした私にとっ

ては、正直、リピーターにはなりそうにあり

ません。好奇心にまかせ、勝手気ままに店内

を歩いてみたいからです。しかし、子供の成

長や所得の増減などで生活シーンが徐々に変

化していくヤングファミリーには大いに魅力

があるのではと感じました。 

○反省会は、適当な店が近くになかったため、

タクシー３台に分乗して、約１０分程の居酒

屋（博多わび助新宮店）で行いました。今回

初参加となった熊本の白石さんと、佐賀の村

口さんの挨拶もあり、楽しく大いに盛り上が

りました。２０時すぎにＪＲ福工大前駅にて

解散しました。充実の一日でした。 

                以  上 

「ＩＫＥＡ」を見学して 

顧問 一級販売士 福生和彦 

 

「ＩＫＥＡ」を見学して先ず感じた事は、糟屋

郡新宮町が「ＩＫＥＡ」誘致の為に大変な努力

をした事が窺えた。その証として、１）「ＩＫＥ

Ａ」の店舗側にＪＲを説き伏せたとおぼしき新

宮中央駅を作った、２）広い駐車場を含む広大

な土地を「ＩＫＥＡ」に提供している（地価は

知る由もないが）、３）西鉄バスを口説き天神よ

り「ＩＫＥＡ」まで直行バスを走らせている、

等々である。勿論これ等は全て「ＩＫＥＡ」、新

宮町、ＪＲ、西鉄バスの共存共栄の上に成り立

っている事言わずもがなである。 

「ＩＫＥＡ」は福岡市の中心部や市民の大半が

住む地域より遠方に立地している為、人々はそ

の気がないと「ＩＫＥＡ」まで行かないと思わ

れ、「ＩＫＥＡ」もその辺りは承知の上で、意を

決して来店して来た遠出の客に備えて、建物内

に大掛かりな食堂や売店、子供の遊び場を充実

させていることが分る。店内に入ると従来の家

具店とは異なり、台所用品を始め住宅関連商品

が所狭しと展示されており、特に目を引いたの

は２－３ＬＤＫマンションとおぼしき間取りの

各部屋に、「ＩＫＥＡ」製の家具を実生活に沿っ

た形で要領良く効率的に配置し（ホームファー

ニシング）それが来店者の注意を引いており、

新婚とおぼしき男女や幼子の手を引いた若夫婦

でこの展示区域は大変な混みようであった。 

広い店内には整然と家具関係を中心に生活用品

が展示されているが、暫らくして或る物が目障

りとなり始終それが気になる様になった。 

それは各商品の上に置かれている値段表であっ

た。全ての商品の値段が４９９円、１，９５０

円、５，９６０円、１５，９９０円、１９、５

９０円等々「９」の字がやたら目に付き何とな

く反吐が出そうになって来た。値段の割安感を

出そうとの策であろうが店内全体が「９」の字

に支配されているのを見るとわざとらしく、う

んざりすると同時に店全体が何となく安っぽく

感じられるようになり、これでは高品質の商品

も並みの商品に勘違いされるのではと思った。 

ここまでしなくても良いのではないかと思われ、

１円玉、１０円玉のつり銭を準備するのも大変

だろうと、勘定場への同情も募り気の毒になっ

た。 

正しく「ＩＫＥＡ」は従来の家具店とはコンセ

プトを異にした家具関係の百貨店であるが、一

言で言えばこれから家具や生活用品を揃え始め

る若い世代をターゲットとした店という印象を

強くした。（2012 年６月１２日 記） 
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春季流通施設見学会を終えて 

企画副委員長 一級販売士 横山修二 

 今年の春季流通施設見学会は「ＩＫＥＡ福岡

新宮店」を見学いたしました。今年４月１１日

にオープンしたばかりのスウェーデン発大型家

具店の国内６番目の施設です。 

 イケアの経営哲学は「より快適な毎日を、よ

り多くの方々に」で、優れたデザインと機能性

を兼ね備えたホームファニッシング製品を幅広

く取り揃え、より多くの方々に購入いただける

ようできる限り手ごろな価格で提供するという

ことです。イケアは１９４３年スウェーデンで

誕生、２００８年には、世界の３６の国と地域

に合計２８７店舗、従業員は世界各国で１０万

人以上、売上高は２兆１千億円を超えています。 

 今回の見学会では４月１１日開店後お客様が

殺到し、忙しすぎてイケア担当者による説明お

よび質疑応答ができませんでした。 

 ６月２日（土曜日）１４時、九州ＪＲ「新宮

中央駅」東口、集合。 

 私の場合、いつもそうですが、相当早めに現

地到着。案の定まだ誰もきていませんでした。

大分待ったところで、栗川会長が来られました。 

 総勢１５名です。今回は案内役が付かないの

で、各自自由に見学ということになりました。

店舗の入り口でイケアお買いものガイドという

パンフレットを配布します。日本の通常の店舗

とは違った独特の販売方式です。少し説明しま

すと、①お買い物の準備をすませたら矢印の案

内に沿って２階へお進みください。②我が家の

ようにコーディネートされたルームセットで実

際に商品をお試しください。③照明器具や収納

ボックス、キッチン用品など小物や雑貨類がた

くさん揃っています。④２階ショールームでご

覧いただいた商品をピックアップするエリアで

す。⑤お会計。という段取りになっています。

少し変わっていますがこの程度なら何の問題も

ないと思いました。 

 特筆すべきは、ソフトクリームが５０円、ホ

トドッグが１００円、飲み物が何杯飲んでも７

０円、という安さです。私が思うには家具など

の商品も可なり手ごろな値段だな、と思えたの       

 

ですが、後の反省会の談では、皆さんが、大し

て安くはないということでした。 

 私は見学を４０分位ですますと、後は出口の

所で、ソフトクリームなどを食して時間を過ご

しました。 

 ２時間後に、駅前に集合し、記念写真を撮っ

て、後はタクシーで「博多わびすけ新宮店」で

反省会をおこないました。反省会での話題は、

イケアの商品は安いのかどうかということ等で

したが、皆様の意見では決して安くはないとい

うことに落ち着きました。 

 今回の見学会は、当店の都合で案内役が付き

ませんでしたので、物足りなさはありましたが、

何とか無事に終わってよかったという感がしま

す。 

 イケア新宮店は私の家から近いので、今度は

一人で落ち着いて見て回ろうとおもっています。

最後に、皆さんどうもお疲れ様でした。 

 

 

イケアの見学会が終わって 

         一級販売士 箱森哲則 

 先月の６月２日に私としては協会の皆さんと

流通業の見学に行くのは久しぶりで楽しみにし

ていました。先週の５月２７日にＦＰ（ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ

ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）２級の試験を２回目の挑戦をし、ホッ

として気持ちも楽になっていたこともありまし

た。後日おかげさまで何とか合格しました。 

 当日は、ＪＲ小竹駅の駅員さんの案内で折尾

経由新宮駅行で行った為、予想以上に時間がか

かり、大変疲れました。 

イケアは駅前の左側にドンと鎮座しているよう

に私には見えました。新宮駅の左側を店舗の外
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観で占め、かつ駐車場を含めるとかなりのスペ

ースがあることは容易に想像できました。店舗

は２階建てで２階の展示スペースをかなり広く

とりライフスタイルを提案し、イケア家具の特

徴やメリットを自分で触れることができます。

また、２階のレストランでスウェーデンの料理

を味わえるのも買い物の楽しみと言えると思い

ます。 

１階は小物と巨大な在庫スペースで、自分が２

階で商品番号を記入した商品を自分で探し車に

積んで持ち帰り、組み立てて使用するという日

本人が今まで経験したことがない販売方法です。 

この販売方法はイケアのコストダウンにより低

価格を実現し、より品質の良い商品の提供と自

分で組み立てる喜びを味わってもらうという側

面を持っているように思えました。家具の特徴

は重量感があり、白黒の色調を中心に落ち着い

た感じもあり、機能的な家具も結構有りました。 

ただ、価格的に低価格の商品のイメージは無く、

日本の「ニトリ」や「ナフコ」等と比較し、自

分で運搬し組み立てる手間を考えると日本人に

受け入れられるか疑問に感じながら帰路につき

ました。 

 

 

 

 

H24年 8月 25日 アサヒビール園 

 

恒例の納涼ビアパーティが 8 月 25 日（土）

12時～14時「アサヒビール園博多」において

開催されました。 

長崎から冬木・道田さん、熊本から白石さ

ん、佐賀から前田さんの遠方組と地元福岡か

らの栗川・廣瀬紀子・小関・長沼・廣瀬兼明・

八尋・福生・箱森さんの総勢１2名にご参加い

ただきました。 

初めて出席さ

れた方もあり、

いろいろな話題

で盛り上がり楽

しいひと時をす

ごしました。日

ごろは飲まない

「大ジョッキ・生ビール」を何杯も飲み、ま

た焼肉も各種お肉を腹一杯いただきました。

冬木さん伝授の赤ワイン風味焼き肉も大好評

でした。 

２時間の飲み放題・食べ放題のコースでし

たが、あっという間に時間が経過し、引き続

き 11名で博多駅のカラオケ店で二次会を行い、

それぞれ十八番の曲を披露しあい大いに盛り

上がり楽しんで

きました。  

 （栗川記） 

  

納涼ビアパーティ開催 
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近 況 雑 感 

     鹿児島支部長 一級販売士 

宮内 智明 

 

 洛陽城東 桃季の花 

  年々歳々 花相似たり 

 歳々年々 人同じからず 

 

古希を経て４年になり、直

近の同期会でもお互いの体調が話題になりま

したが、「高校卒業以来５５年ともなれば、心

身ともにメンテを要するのは蓋し当然」との

同席の医者の診たてでした。 

 半世紀前は紅顔の少年少女であった面々も

幾星霜を経て、現実となった老いと向き合い、

逞しくもまた健気に生きていくしかない段階

に差し掛かっています。 

 国の内外に生起する諸相には、本質的には

歴史は繰り返すというべきものと感じられま

すが、どのような事態が生じようとも、驚か

ない心構えと努力が強いられている昨今かと

考えます。 

社会がどのような有為転変をしようとも、

考え、躊躇し、行動する自分は、自分以外の

何者でもありません。とは言え、人間は自分

一人だけで生きてるわけではありません。従

って、志を同じくする多くの同僚知己は、何

者にも換えられない財産だと思います。 

販売士協会に敷衍すれば、折々の集まりや

会誌は、今日まで相互の絆を結ぶ要として、

また、お互いの心の拠所としての役割を果た

して来たでしょうし、この先も同様だろうと

思います。 

 我々は、これまで、平穏無事な近況や悲喜

こもごもの消息を交わすなかで、お互いの親

交を深めてこれたことがあると思料します。

これからも今までどおりの交誼・交流は続け

たいものです。 

 

 

唐の詩人杜甫が都落ちすることになった友

を送り、遠くにいる友人の李白を思って詠

んだ詩の一節(岩波文庫『唐詩選』より)で

す。 

幾歳寄我空中書 

  幾年か我に寄せん空中の書 

南尋禹穴見李白 

  南の方禹穴を尋ねて李白を見れば 

道甫問訊今何如 

  道え、甫、今如何と問訊せりと 

 

背景はまるで違いますが、上述の心情は

理解できます。 

この後、幾年、諸兄と便りを届けあうこと

が出来るでしょうか？ 今、如何お過ごし

かと訊ね合うことが出来るでしょうか？ 

私は、外の評価に惑わされず、生涯現役

を標榜して諸々の会やサークルに参加し、

あるいは、体の節々の苦痛に付き合いなが

ら、先行きを思い患うよりは今を活きるこ

とに賭けてみたいと考えているこの頃です。 

 

 

 

最近一寸気になっていること 

～みつばちとメジロが来ない 

太陽から黒点が消えた～ 

                         

一級販売士 戸田俊彦 

１．１０年程前に門扉の

上をおおっている槇の木

の枝に日本みつばちが巣

をかけたことがあった。

ゴールデンウィークの連休明けでみつばちの

分封（巣別れ）の時期であった。初めは“さ

るのこしかけ”でも出来たかと思っていたの

だが、それが多数のハチの固まりだとわかっ

た時はびっくりした。ハチの固まりがだんだ

ん大きくなり、四六時中門の付近を飛び回る

投稿記事 
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ようになったので危ないと思い、園芸業者に

頼んで巣を撤去してもらった。今にして思え

ば、撤去するのではなく、木の枝を根元から

切り取って庭の隅に

移すべきだったと後

悔している。 

なぜそのようなこと

を思い出したかと云

えば、今年はまだ庭でみつばちの姿を見てい

ないからである。毎年２月の中旬から３月初

めのころ、梅の花が咲いている時に何匹もの

みつばちがやってきていたのだが、今年は一

匹も姿を見ることがなかった。５月の下旬に

なっても、他の種類の花バチや花アブの類の

姿は見るが、我が庭にみつばちの姿は無い。 

数年前より日本でもみつばちが大量死してい

るという報道を何度か見ているが、その影響

が我が家にも及んできたということのようだ。 

更に今年はメジロもやってこなかった。例年

梅の花が咲くと、5・6匹のメジロがやってき

て花のみつを吸っていたのだが、今年は一匹

も姿を見ることは無かった。 

又、例年ならば梅の花が散った後３月下旬か

ら４月初めにウグイスがやってきて、ホーホ

ケキョケキョケキョとさえずっていたのだが、

今年はウグイスのさえずりを聞くこともなか

った。 

ちなみに花札には梅の花と一緒にウグイスが

描かれているが、あれは間違いである。梅の

花にやってくるのはウグイスではなくメジロ

である。メジロはスズメより小さくきれいな

緑色をしているが、ウグイスはスズメより一

回り大きく羽の色は枯草色に近い。いわゆる

ウグイス色ではない。 

気のせいかスズメの数も減っているように感

じる。目につくのはカラスばかりである。最

近は佐賀平野の名物といわれている天然記念

物のカチガラス（カササギ）も姿を見せるよ

うになった。 

私の身近な自然界においても異変が起こって

いるようである。 

 

２．異変が起きているのは身近な自然界だけ

ではないようだ。世間（日本）では相変わら

ず温暖化狂騒曲が続いているようだが、数年

前、太陽から黒点が消えたと云うニュースが

新聞に載った。その後“眠りにつく太陽”と

云うタイトルの本が出版されたり、一部の学

者から太陽活動が衰退化しているという警告

が発せられていた。 

最近太陽の４重極構造が現れつつあると云う

記事が新聞に載っていた。どうやら地球の寒

冷化が始まりつつあるようだ。太陽が４重極

化すると地球に届く太陽風（電離してプラズ

マ状態になった陽子と電子の流れ）が減少し、

宇宙線をはじき返している太陽風の力が弱ま

るため、地球に到達する宇宙線の量が増えて

雲の発生量が増加し、日光が遮られて地球が

寒冷化するという理屈である。 

中世の小氷河期と呼ばれる1600年代の寒冷期

の前と色々な共通点が表れ始めているという

ことのようだ。数年前から、世界各地で異常

な熱波や寒波が発生し、熱中症で死んだり凍

死したりと云うニュースが流れていた。その

時は、都市化の進展によるヒートアイランド

現象が原因であろうと思っていた。しかし、

1600年代の寒冷期に入る前にも同じような現

象が世界中で起こっていたという情報がネッ

トでは流れている。更にネットでは、アメリ

カのペンタゴンが秘密

裏に寒冷化対策の検討

を始めているようだと

いう情報も流れている。

真偽のほどはさだかで

はないが。 

 

３．このまま、温暖化ラプソディの状態で寒

冷化を迎えたらどうなるだろ。作物の耕作で

きる面積が減るだけでなく、海水温が下がる

と海水の吸収する炭酸ガスの量が増えるため

空気中の炭酸ガスの濃度が下がり、植物の炭

酸同化作用（光合成）は低下するため作物の

生産量が大きく落ち込むと考えられる。ちな

みにハウス栽培ではハウス内の炭酸ガスの濃

度が高いため、露地栽培より単位面積当りの

収穫量が２割ほど多いと云われているようだ。 
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アマゾンやインドネシアの熱帯雨林地帯でジ

ャングルが切り開かれ、プランテーション化

が進んでいるとのニュースもしばしば報道さ

れているが、それでカバーできるとはとても

思えない。世界各地で食糧危機が発生する可

能性が高い。ＴＰＰで日本の農業をリセット

して、付加価値の高い野菜・果物に特化し、

穀物はアメリカからの輸入量を増やせばよい

などとのんきなことを云ってはおれない状態

になることが予想される。北ヨーロッパ、中

国が飢えることになれば食料争奪戦＝戦争が

起る可能性も否定はできない。とりこし苦労

で終わればよいのだが。 

 

 

若戸トンネルを歩いてみて 

監事 二級販売士  

森山 正夫 

 

リビング北九州（北九州の情

報誌）に下記の記事が掲載さ

れていたので紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等々とあり、早速本日 8月 26日（日）に行っ

て見ることにしました。 

午前中は車を車検に出したり、買物があった

りで時間ぎりぎりになり戸畑駅近くの駐車場

に着いたのが正午 15分前になりました。短い

足に回転数を思い切り上げて、走り会場に到

着したのが 12時 2分前でした。ほっとしたも

のの、周辺を見回すと家族連れの一団（多く

は小さな子供連れを含む）が、さして時間を

気にする風でも無く延々と並んでいます。 

殆どの人がカメラを携えていました。 

何といっても有料道路を歩く機会は、これが

最初で最後ですから多少人が多いぐらい我慢

しなくてはいけないのでしょう。 

実際トンネル内を歩いて感じたのは外気より

心もち涼しく感じほっとしました。 

上下各々2 車線あり戸畑入口から若松出口ま

で行くと別の若松入口から戸畑出口へと行く

ことになります。トンネル内は 10区間に表示

があり、各区間にアルバイトと思われる若い

スタッフが配置されていました。主な区間ご

とに工事の進捗状況を表すパネルや写真が掲

示され興味深く眺める事が出来ました。 

トンネル工事は今殆どが予め造船所で躯体工

事をして構造物を船で運んでくるようです。 

因みにスタッフに尋ねると、開始時間の９時

頃は大変混雑したとのことでした。 

子供達が道路より一段高い所に設置されてい

る点検用の通路を走り回っていると、スタッ

フ達の注意する声が時折響いていました。 

トンネルを出て海を見ると若戸大橋がすぐ近

くをトンネルに並行している姿をよく見る事

が出来ます。 

往復 3km の散歩は日頃運動不足な自分にとっ

ては良い気分転換にもなりました。 

9/15（土）「新若戸道路」開通！ 

若戸大橋の慢性的な渋滞の緩和や響灘地区と

戸畑・小倉方面のスムーズなアクセス確保を

目的とした道路「新若戸道路（若戸トンネル）」

がついに開通。 

「新若戸道路開通記念 ウオーキング」開通

前の海底トンネルを歩いてみませんか？ 

 日時 8 月 26 日（日）午前 9 時～午後 2

時（受け付けは正午まで） 

 ウオーキング区間 片道 1.5km（往復

3.0km） 

 参加料 無料（事前申し込み不要） 
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2012 ニッポンの元気シニア世界遺産の旅－ヨーロッパ編（その３） 

一級販売士 山路 博之 

１ はじめに 

昨年２０１１年の夏８月から秋１０月まで１０週間ヨーロ

ッパ西欧諸国（独・仏・伊・西等）を中心に１３カ国の世

界遺産訪問の旅をしたが、この旅については当会報で２回

（29号と 31号）に分けて紹介させて頂いた。この時はユー

レイル・グローバル・パスを利用し、各国を代表する豪華

鉄道の１等車を利用した素晴らしい旅であった。 

その旅の途中、ポルト（ポルトガル）のホステルで同室だ

った６５歳のカナダ人男性から、自分はバスを利用し宿泊

費から食事・交通費等全てを１日５０ユーロ（当時のレー

トで約 5300円）であげていると聞いた。その時、私は次回の旅は、ヨーロッパの廻れなかった

残りの国々約２０カ国の世界遺産を、バスを利用して旅をしたいという考えが浮かんだ。そして、

今年２０１２年５月から７月まで２ヶ月間、昨年同様バックパックスタイルで一人旅をした。以

上からこの1年間に、季節的にヨーロッパの最も素晴らしい春５月から秋１０月までの４ヶ月半、

一人でヨーロッパのほとんどの国々３０カ国を旅をしたことになる。今回の旅を、題して「２０

１２ ニッポンの元気シニア世界遺産の旅」ヨーロッパ編（その３）と（その４）の２回に分け

て当会報に紹介させて頂く。 

 

２ バス旅行のメリット・ディメリット 

昨年は西欧諸国の便数も多い鉄道を利用した旅をしたが、鉄道は事前に購入した時刻表(THOMAS 

COOK)で前もって毎日の移動時刻がわかったので、訪問地や滞在時間が把握でき、事前に詳細な

計画がたてられた。いわゆる自分の計画最優先で、その計画通り行きたい所に行き、計画通り動

けた全く心配のない優雅な旅であった。 

今年はバス中心の旅で、事前にインターネットで検索したが、バス会社名は把握できても詳細な

時刻表やルート・便数は全く把握できなかった。従って現地に行ってバス駅でバスの運行スケジ

ュールを調べ、それに従って移動計画を立てるしかなかった。全くぶっつけ本番の旅であった。

いわゆるバスの運行スケジュールを最優先し、それに合わせた旅で、その為自分の計画はバス便

の有無・時刻によって左右され、バス便が少なかったり、全くなかったりして訪問を断念せざる

を得ない世界遺産も多々あったし、滞在時間もバスの時刻の関係で余裕がなかったのがディメリ

ットであった。また夜行バスや長時間のバス旅はきつい思いもした。メリットとしては、バスは

鉄道の２等車より随分チケット料金が安く、また宿泊はユースホステル等を中心に利用したので、

今回旅した中でも東欧・中欧・南欧では１日５０ユーロ以下で済ませることができた。また、バ

スルートは鉄道と違い、その国の一般市民が利用する市街を通り、彼らの普段の生活を垣間見れ

たし、また車内で乗客の人達と会話し、交友することができた。 

 

３ 今回の訪問国と世界遺産 

まずヨーロッパ入国は福岡・ソウル経由で飛行機便の関係で５月２０日ロンドン（英国）IN、出

国は７月１９日イスタンブール OUT（トルコ）になった。 

そして順番に下記の２１カ国と４５カ所の世界遺産を訪問した。（左：世界遺産総数） 
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［イギリス 28カ所：内 11 カ所］＊ウエストミンスタ-・パレス、寺院、聖マーガレット教会 

 ＊カンタベリー大聖堂、聖オーガスチン教会，聖マーチン教会 ＊ロンドン塔 

＊王立植物園キュー・ガーデン ＊ストーンヘンジ，エヴベリーと関連する遺跡群 

＊バース市街 ＊ブレニム宮殿 ＊リバプール海商都市 ＊グウィネズ地方のエドワード 

１世ゆかりの城郭と市壁 ＊エディンバラの旧市街/新市街 ＊ダラム城と大聖堂 

［デンマーク 7カ所：１ヵ所」＊クロンボー城 

［ノルウェー6カ所：２カ所］＊西ノルウエー・フィヨルド－ガイランゲル・フィヨルドとネ－

ロィフィヨルド ＊ブリッゲン 

［スウエーデン 13カ所：１ヵ所］＊ドロットニングホルムの王慮地 

［フィンランド 6カ所：２カ所］＊ラウマ旧市街 ＊スオメンリン要塞 

［エストニア 1ヵ所：１ヵ所］＊タリン歴史地区 

［ラトヴィア 1ヵ所：１ヵ所］＊リガ歴史地区 

［リトアニア 3カ所：１ヵ所］＊ヴィルニュス歴史地区 

［ポーランド 11カ所：３ヵ所］＊トルンの中世都市＊ヤヴォルとシフィード二ツァの平和教会 

＊ヴァロツワフの百周年記念ホール 

［チェコ 12カ所：６カ所］＊オモロウツの聖三位一体の塔 ＊ブルノのトゥゲンハート邸 ＊

トルシェヴィツェのユダヤ人街と聖ブロコピウス教会 ＊テルチ歴史地区 

 ＊チェスキークルムロフ歴史地区 ＊ホラショヴィツェの歴史的保存地区 

［オーストリア 8カ所：0］［スロヴァキア 6カ所：0］［スロベニア 1ヵ所：0］ 

［クロアチア 7カ所：４カ所］＊シベニクの聖ヤコブ大聖堂 ＊ディオクレティアヌス宮殿など

のスプリット史跡群 ＊トロギールの歴史地区 ＊ドブロニクの旧市街 

［ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 2カ所］［モンテネグロ 2カ所][アルバニア 2カ所]：０ 

［ギリシャ 17カ所：７カ所] ＊オリンピアの考古学遺跡 ＊ミストラの考古学遺跡  

＊ミケーネとティリンスの考古学遺跡 ＊アテネのアクロポリス ＊デルフィーの考古学遺

跡 ＊メテオラ ＊テッサロニキの初期キリスト教とビザンチン様式の建造物群 

［ブルガリア 9カ所：２カ所］＊ボヤナ教会  ＊リラの僧院 

［ルーマニア 7カ所：２カ所］＊シギショアラ歴史地区  ＊トランシルヴァニア地方の要塞教

会のある集落 

［トルコ 9カ所：１ヵ所］＊イスタンブール歴史地区 

昨年は１３カ国、５０か所の世界遺産を訪問したので、今年も重複して訪問したオーストリ

ア・ポーランド・チェコ、また中近東のトルコ諸国を除いても、この１年間でヨーロッパ全部

で３０カ国、９４カ所の世界遺産を訪問したことになりヨーロッパ全部を訪問したと言って過

言ではないだろう。 

 

４ イギリスの旅 

イギリスには 5月 20日から 2週間、英国の最も良い季節に全国を旅した。最初の 4日間はロ

ンドン及びその近郊の世界遺産や博物館を廻る。特記事項は下記の通り。 

１）大英博物館 

まず特筆すべきことは大英博物館である。私が現在九州国立博物館のボランティア・ガイドを

している関係で世界一の同博物館の日本館ではどのようなガイドがなされているか興味津々

だった。大英博物館は 1759年開館、大英帝国時代に植民地から持ち込まれた美術品、書籍、

略奪品等が 700万点収蔵され別名「泥棒博物館」とも言われている。人類の歴史と文明の遺産 
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を結集した世界最古・最大の博物館だ。毎年の入場者は約 700万人、半分以上が外国人観光客

との事。まず日本館（Japanese Galleries）に行く。団体客の一行に加わり説明を聞く。ガイ

ドの英人男性は、展示物その物を説明する前に、それがなぜできたのか日本の歴史的背景をや

さしく説明していた。日本の歴史を全く知らない人達には、それが展示品を理解する一番の近

道だ。彼の英語はわかり易く、私は日本の歴史の知識

もあって、すべて理解することができた。ガイドが終

り、彼に近づき自己紹介をして、メールアドレスを交

換する。彼、DR.PETER O’HANLON は私が日本でボラ

ンティア・ガイドをしている事に興味を抱いて、帰国

後もメールでお互い様々な質問をしてガイド術向上に

役立てている。彼はもともと医者で日本の歴史に興味

を持ち勉強し、同館でボランティアでガイドをしてい

るとの事。日本館の後大英博物館の３大お宝であるロ

ゼッタ・ストーン、パルテノン神殿の彫刻群やエジプトのミイラ等見たが、約９０の展示室、

膨大な展示品を半日の時間では見足りず、いつかまた訪れてゆっくり見たいと思っている。 

２）マンチェスターとリヴァプール海商都市 

マンチェスターは１９世紀、産業革命期に中心的役割を果たした事を小学校で学んだが、今は

何と言ってもサッカー・イングランド・プレミアリーグで赤い悪魔と言われるマンチェスタ

ー・ユナイテッドとマンチェスター・シティの本拠地である。２011-12シーズンが、丁度訪問

する２週間前の５月１３日の最終節に、マンチェスタ・シティがユナイテッドと勝ち点 89で

並び、優勝争いは最終節に持ち込まれシティが最終試合で逆転ゴールで劇的な勝利をおさめ得

失点差で４４年ぶり３回目の優勝を飾った。最後の最後まであきらめず、ユナイテッドの壁を

乗り越えたシティ。その当時のファンの熱気あふれる雰囲気は訪問した５月２６日には残念な

がら全く見られなかったが、今シーズンはユナイテッドに日本代表 MF香川真司が加わり２０

回目の優勝に貢献するか、世界・日本サッカーファンは目が離せないプレミアリーグとなろう。 

リヴァプールは海商都市として世界遺産でも有名だが、それ以上にビートルズ・BEATLES で有

名な街だ。ビートルズは１９６２年結成、１９７０年解散まで 60年代最も成功したグループ・

アーティストとして世界に名を馳せた。ジョン・レノン、ポール・マッカートニ、ジョージ・

ハリスン、リンゴ―スターの４人はリヴァプール出身でデビューまでキャバーン・クラブ・THE 

CAVERN CLUBで活動していた。現在も存在しているので、ビートルズ・ナンバーの生演奏・ボ

ーカルを聞きに行く。当時のままの狭いステージ、立錐の余地も無いフロア。「PLEASE  PLEASE  

ME」「HEY JUDE」「LET  IT  BE］等ヒット曲の生を聞く。私もビートルズの年代で、若い頃を

思い起こした。偶然そこで同年輩の日本女性と会う。彼女は岩国から来て、若い頃からビート

ルズの熱烈なファンで、リヴァプールにアパートを借り２ヶ月間、ここに通っているとの事。

翌日「ビートルズ博物館 BEATLES MUSEUM」を訪問し彼らの活動の詳細を知る。BEATLESも エ

ルヴィス・プレスリーから大いに影響を受け、彼がいなければ誕生しなかっただろうと事を聞

いて驚いた。 

３）エディンバラ：EDINBURG、SCOTLAND 

エディンバラは 1453年から 500年以上スコットランドの首都で世界遺産エディンバラの旧市

街・新市街がある。その代表がエディンバラ城である。街の中心旧市街の丘にそびえ、市街の

どこからも城が眺められる。エディンバラに着くと、それまで異常気象で１０日間程晴天が続

き、一転して、雨が降り気温も一気に１０度ほど下がる典型的なイギリスの天気に遭遇。私の 
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体も気温の変化について行けず、風邪気味で微熱が出る始末。更に驚いたのは SCOTTISH（スコ

ットランド方言）の発音の違い、日本語で言えば東北弁に似た発音。発音が QUEENS ENGLISH

（標準英語）とはまったく違い、相手の言った事を再確認しながらの会話であった。しかしイ

ギリスでは地方でも田舎でもどこでも私の英語が通用したのは嬉しかった。 

４）イギリスの世界遺産と博物館 

イギリスには２８の世界遺産が登録されておりその内 11カ所訪れた。期待して行った世界遺

産だったが、正直言って期待外れに終わった所が多い。例えば、スト－ンヘンジ、バース市街、

ブレニム宮殿、王立植物園キュー・ガーデンなどがそうだ。 

世界遺産にリストアップされている以上、それなりの文化的価値があるのだろうが、入場料だ

けがやけに高い事だけが印象に残り、遺産その物には疑問符がつく世界遺産だった。それに比

べ、この国の各地にある様々な博物館は大英博物館を筆頭に膨大な収蔵品、展示品を有し、そ

して無料で入場できるのが嬉しかった。特に、リヴァプールの海洋博物館では映画にもなった

タイタニック（１９１２年４月１４日、英サウサンプトンからニューヨークに向かったタイタ

ニック号が氷山と接触し沈没、１５１３人の犠牲者をだした海難事故）の詳細を興味深く見る

ことができた。 

 

５ イギリスで感じた事 

① ５月はイギリスは春の真っ盛り、日照時間も長く 1年で最も良い季節でロンドンを始め地

方に至るまで緑にあふれ、バスから眺める田園地帯の丘陵は緑一色、その中に菜の花畑の一角

だけが黄色く、緑と黄色のコントラストが美しい。そして家の庭のいろいろな花が一斉に咲き

始め、本当に綺麗なそして清潔な国であった。バスの旅は道路も整備され時刻表通り正確で快

適な旅であった。 

② イギリスの国民性は素晴らしく私は大好きだ。困っている人を助ける精神が長い歴史の上

に伝統として培われており、私は何度親切に道を教えてもらった事か。路上で地図を見ている

と、誰かが近づいてきて「May I help  you?」と声をかけてくれる。それも半端でなく、時

にはその場所がわかる所まで連れて行ってくれる。国民全体に余裕が感じられる。余裕と言え

ば、ジョギングがある。早朝、ロンドンの公園などで多くの男女がジョギングをしているのを

目にする。私もジョギングをしていたのでわかるが、体力的、精神的、時間的に余裕がないと

できるものではない。ヨーロッパでも中欧や南欧の国々ではジョギングする余裕がないのか、

走る人は滅多に見ない。親切をしてもらった一例として、湖水地方を旅し、フェリーを降り近

くの列車の駅までバスで行く予定だったがバスが来ない。次の LANCASTER行列車の時刻は迫っ

ていたので、「仕方がない勇気を出してヒッチハイクをしよう」と、恐る恐る左手をあげて様

子を見た。５分もしない内に運よく赤い車が止まってくれた。見ると老人、日本の旅行者と自

己紹介をして近くの鉄道の駅名を告げると乗せてくれた。駅まで１０数分の短い時間だったが、

聞くとこの近くに住む DAVIDさんと言い１９５０年代に若い頃兵役で日本の神戸に行った事が

あり、日本人の親切さが忘れられないと言う。こちらも彼の親切に感謝し、日本の扇子をお土

産にあげて感謝の意を表した。その後これに味をしめてギリシャで何度かヒッチハイクをする

事になる。 

③ 物価は、特に食料品は消費税もゼロで、日本と比較してそれほど高いとは思わなかった。 

交通費もバス代は NATIONAL EXPRESS は７日間乗り放題で８０ポンド（約１万円）と超安い。 

列車の２等を利用したが８時間の乗車で９０ポンドかかった(York-Harwich International)。 

バスが如何に安いかの例だ。また、イギリスの港（Harwich International）から デンマーク 
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Esbergまで約１８時間、フェリーの船室を利用したが３０４ポンド（約３７０００円）もかか 

った。この旅の唯一の贅沢だったが、EURO LINESのバスを利用すれば同じ時間で行けて、運賃 

は１/３もかからない事を後で知る。事前に情報を得ておけばバスを利用したのに、情報はお 

金だとつくづく思った。以上からイギリスでは予定の倍の１日平均約１００ユーロかかった。 

④ イギリスの国名について 

 私は今もってこの国の呼び方の使い分け方がよくわからない。この国は ENGLAND, GREATE 

BRITAIN（GB）, UNITED KINGDUM(UK)が使われている。ロンドン・オリンピック２０１２では

GREAT BRITAINが使われた。英国の友人は GBは ENGLANDの伝統的な NAME で同じであり、UK(連

合王国)は各旧王国 ENGLAND・WALES・SCOTLAND・NORTHERN  IRELANDの総称だと言う。イング

ランドはウエールズを併合し、アイルランドを植民地化し、スコットランドと連合しアイルラ

ンドを併合した英国の歴史を学ばないと、どうも理解できそうもない。 

 

６ 北欧・スカンジナビア諸国の旅 

イギリスの後スカンディナビア４カ国（デンマーク、スウェーデン、ノルウエー、フィンラン

ド）を約２週間旅した。最大の目的はノルウエーの世界遺産ネ－ロィ・フィヨルド観光だった。

しかし格安旅行を試みている私の最大の問題は物価高に直面した事だ。北欧諸国にはこれまで

出張で何度か行き、高社会福祉、高い税金の知識は持っていたが、自腹でお金を使った事がな

いので余り実感がなかった。しかし今回は自分のお金で全部まかなわなければならないので無

関心ではおれない。北欧諸国の物価は全体的にヨーロッパ大陸のどの国よりも高いが、特にノ

ルウエーでの毎日の食事代が高いのには驚いた。私は各国の物価比較の為、マクドナルドのダ

ブルチーズバーガーセットを食べ、値段を比較しているが、ヨーロッパではほぼ日本と同じ値

段帯だが、ノルウエーでは３倍位高い。物価高の元凶は高い税金,そのもとは高社会福祉にた

どりつく。若い低所得層の人達でも、自分は３０％も税金を払っていると言う。 

ヨーロッパ諸国の付加価値税（消費税率）、所得税を調べてみた。 

 

国名     消費税率   食料品の消費税率 所得税（国税） 

ノルウエー   ２４％     １２％     0～19.5％ 

スウェ－デン  ２５％     １２％    27％～52％（地方税含む） 

フィンランド  ２２％     １７％    9～32.5％ 

デンマーク   ２５％     ２５％    0～15%（全て含むと 50％以上) 

イギリス    １７．５％    ０％    0～40％ 

フランス    １９．６％    5.5％    5.5～４5％ 

ドイツ     １７％      ６％    14～45％ 

日本       ５％      ５％    5～40％ 

＊国よって地方税が課税されるので、上記所得税は目安。 

 

① ノルウエーは所得税（国税）だけでなく、納税者には一律 28％の地方税が課せられている。

つまり税率は両方で 28％～47.5％と高い。従い生活する為には給与も当然高くなり、それ

が最終的に物価高となる。ノルウエー国自体は北海油田で潤いそれが EUに加盟しない理

由だ。スウエーデンの友人が言うには、ノルウエーの給与は同じ仕事で我々の 2倍位ある

のではと言っていたのが印象的だった。 

② 私は、物価高対策の為、ノルウエーではよくスーパーを利用し食料品を買った。 
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時には街かどの立ち食いの簡単な中華料理（焼き飯等）を食べたが、それでも 1000円はし

た。日本では１/３の値段で食べられる料理内容である。 

③ 先進国の大半は、付加価値税（消費税）率をひとくくりにせず、食料品等の生活必需品と、 

そうでない商品とは税率を分けて設定している。イギリス等では食料品の消費税はゼロ

（無税）に設定。日本でも 2014年 4月には 8％、2015年 10月には 10％と消費税率がアッ

プするが、食料品などの生活必需品は軽減税率を適用し低所得層対策を打つべきだと、販

売士の私は主張したい。 

④ スカンジィナビア諸国は税率が高い代わりに社会福祉が充実し、（いわゆる「ゆりかごか

ら墓場まで」）高税率でも国民からは不満は余り聞かれないと言う。昔スェ－デンに出張

した時、取引先の人から自分の所得税は高すぎて困ると言う苦情を聞いたことがあるが、

老後の手厚い社会福祉を考えれば致し方なかろう。 

しかし、ノルウエーの首都オスロにも路上に物乞いがいたが社会福祉を自負する国にあっ

てはならない事だと思う。それとも物乞いは外国人旅行者だったのか？ 

 

７ スカンディナビアで思った事 

① スカンディナビア諸国の夏、特に 6月は 1年で最も日照時間が長く、朝 3時ごろから夜が

明け、夜は 12時近くまで明るい。北極に近くなればそれこそ白夜となる。 

1日で 2日分の観光時間が取れ、毎日体が続く限り歩き観光することができた。しかし逆 

に冬は日照時間が反対となり夜の長い毎日が続く。暗く寒い冬は精神的に落ち込むので、 

友人は時には南欧を旅して日光を浴び気分を変える必要があると言う。 

② 昔仕事で応対した人達は英語がうまく素晴らしいと思ったが、今回一般の人達と話すと全

員英語が母国語ではないかと思うほど上手であった。教育のなせる業か。 

③ 日本語を話せる人達との出会い 

スカンディナビアを旅していて、驚いたのは日本語を話す現地の人達との出会いが多かっ 

た事だ。それも全くの偶然の出会いだった。その例を紹介する。 

１） オスロのホステルで偶然同室となった哲学を勉強している若いデンマーク人のサイモン

氏。英語でお互い自己紹介していたが、彼は急に日本語で話しだした。4 年前迄八王子

の創価大学に留学していたとの事。その後は日本語で 30分ばかり、様々なテーマで話を

した。彼とはその後もメールで連絡を取り合っている。 

２） ストックホルムのメトロで、翌日乗船するフェリーの乗場を下見する為、駅の窓口で下

車駅を英語で尋ねると、窓口の若い男性が立派な日本語で「T１３の GARDETで降りて下

さい」と説明してくれた。そして、フェリー乗場に行き予約の確認をする為、窓口の若

い女性に尋ねると、これまた日本語で「予約は大丈夫です」と日本語で返事が返ってき

た。同じ日にスウエーデン人の若い二人が日本語を話す場面に偶然出くわし、留学生に

日本語を教えている私として嬉しくなった。日本語を話す人達は、これだけではなくイ

ギリスでもあったし、その後各国でもあった。日本語がヨーロッパ各地で学ばれている

事を知る。（次号へ続く） 
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副会長退任の挨拶 

顧問 二級販売士                         

岡野 卓也 

 

福岡販売士協会の皆様、ご無沙

汰しております。昨年 10 月 1

日付けの辞令で、福岡から東京に転勤となりました。

早いもので半年が過ぎました。 

仕事の内容は、店舗開発担当から特販担当に替わり

ました。特販担当の仕事に関しましては、後ほどご

説明致します。 

しばらくは単身赴任でしたが、この原稿を読まれる

頃には、妻が上京し引越しが完了していると思いま

す。（東京都民から神奈川県人となります。） 

福岡販売士協会への入会を思い出しているところ

ですが、きっかけは私の仕事であるｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑの

九州営業所所長時代に遡ります。当時は株式会社ｻﾆｰ

のﾃﾅﾝﾄ担当で藤田氏とｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑｼｮｯﾌﾟの出店に

ついて協議をするなかで、販売士の話題になりまし

た。当時は販売士の 2級で（今も 2級なのですが・・）

協会に加盟すれば、1級への昇級も有利になるのかな

と甘い考えで入会の手続きを行ってしまったのが、

入会のきっかけだったように思います。 

 その後、藤田氏は協会の役職を退任され、協会か

らも退会されるのですが、仕事の関係でその後もお

付き合いをさせて頂きました。藤田氏在職中に福岡

市内のｻﾆｰ店舗内にｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑｼｮｯﾌﾟを 3店舗、大

分県日田市に 1 店舗の合計 4 店舗を出店させて頂き

ました。これも、福岡販売士協会を通じた人脈から

生まれた結果と思います。 

㈱ｻﾆｰはその後、岩田屋ｸﾞﾙｰﾌﾟから㈱西友ｸﾞﾙｰﾌﾟに経

営母体が代わり、藤田氏も退職されました。流通業

界の再編を間近でみる機会でしたが、その中で勤務

される方は相当のｶﾙﾁｬｰｼｮｯｸであったであろうと推

測致しました。 

その前には、熊本の寿屋・ﾆｺﾆｺ堂等九州を代表す

る大手流通店舗がなくなり、広島からｲｽﾞﾐ、関東か

らｲｵﾝ（当時、ｼﾞｬｽｺ）等大手流通業業者の九州進出

により、九州区の流通地図が大きく塗り変わった時

代でした。又店舗の立地、規模の拡大など店舗の規

格が大きく変わってゆく時代でした。 

私は、この間協会の企画委員として福岡販売士協

会の勉強会（春・秋の流通施設見学会）を企画して

おりました。鳥栖ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ・ｲｵﾝ福岡伊都ｼｮｯﾋﾟﾝ

ｸﾞｾﾝﾀｰ・ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野などなど皆様の勉強に役立っ

たのでしょうか？ 

話は変わりますが、販売士１級へのﾁｬﾚﾝｼﾞは過去

６回位行ったと思います。一夜漬けでは難しいとは

思いながらついつい忙しさを理由に受験費用を無駄

に使ってしまったような気がします。気持ちは今も 1

級を目指したいと考えておりますが・・・、なかな

かﾃｷｽﾄを紐解く時間を取らない状況でした。定年後、

再度チャレンジ予定です。 

逆にｺﾞﾙﾌ同行会の活動は真面目に取り組んだよう

に思います。腕は良くないのですが、緑のなかでの

運動は爽快でした。石原副会長・福生顧問・小関さ

んには大変お世話になりました。名門ｺｰｽでﾌﾟﾚｰでき

た事は良い想い出です。この場を借りてお礼申し上

げます。しかし、東京ではｺﾞﾙﾌも 1 日仕事です。朝

暗い内に家を出て、帰りは渋滞に遭遇し、暗くなっ

て帰って来る。遊びも大変です。九州はｺﾞﾙﾌには恵

まれた環境であった事、改めて感じる今日この頃で

す。 

さて、現在の私の仕事ですが、特販担当を拝命し

ましたが、具体的には業務用ｱｲｽｸﾘｰﾑの販売を担当す

る部門です。私が赴任するまでは、担当者が 1名（定

年後契約社員として勤務）で営業されておりました。

今はその方と一緒に業務を引継ぐべく日々勉強中で

す。皆さんもｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑが業務用アイスを取扱っ

ている事は初めて聞く方も多いと思います。当社ブ

ランドを使わない業務用商品として、外食企業向け

に販売しております。居酒屋・焼肉屋・回転寿司な

どの飛び込み営業も行います。営業一年生です。 

先日も熊本から佐々木さんが上京され、お会いす

る機会があり熊本の外食企業をご紹介頂きましたが、

皆さんの中でご紹介頂ける先があれば連絡下さい。

そうすれば、仕事にて九州に行くきっかけができま

す。宜しくお願い致します。 

話を戻しますが、私が企画委員として又副会長と

して福岡販売士協会に貢献できたのだろうかと考え

ておりますが、全て自分の仕事の延長線上に協会活

動があったように思います。今後定年退職後、販売

士としてどのような活動ができるのであろうか考え

ます。そこには、協会を通じた人脈・交流活動に自

分自身が積極的に関わる事で、何かを求めるのでは

なく何が貢献できるのか考えながら活動に参加しな

ければ、続かない活動だなと思います。ボランティ

ア活動の延長に協会があり、協会の活動方針を会員

が積極的に参加してゆく事が大切なことと思います。

皆様も時間の許す限り、協会活動に参加頂き、福岡

販売士協会を盛り上げて行って貰いたいと考えます。 

最後になりますが、福岡販売士協会の益々のご繁

栄と、皆様方のご健勝をお祈り申し上げて退任の挨

拶と致します。どうもありがとうございました。 

2012年 4月 18日 
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前田
ま え だ

 英宣
ひでのぶ

 

【佐賀県伊万里市】 

一級販売士（登録講師） 

（平成 18年 2月合格） 

 

 

はじめまして。福岡販売士協会佐賀支部の前田

英宣と申します。「佐賀県に支部を」という栗川会

長様の強い熱意に動かされ、平成 24 年 4 月入会、

そして翌月に支部を設立し、村口隆志支部長以下

4 名で活動をスタートさせました。皆様からは今

後アドバイスをいただくことが多々あるかと思い

ますが、どうぞ宜しくお願いいたします。 

さて、この度せっかく寄稿の機会をいただきま

したので、販売士試験を受けたきっかけやその後

の資格の活用法、今後の販売士制度への展望など

を話してみたいと思います。 

○販売士試験を受けたきっかけ 

私の会社は豆菓子の製造・販売を行っています。

販売形態は、「卸売り」と「小売り」の 2形態です

が、小売店舗の運営を指導していただいたのが現

佐賀支部長である 1 級販売士の村口さんでした。

販売士という資格があることをそこで初めて知り

早速受験、当時の販売士 1 級試験は科目数が多か

ったので、すべて合格するのに 2年かかりました。 

資格取得だけでは物足りないと感じた私は、登

録講師を目指すべくその夏の講習会を受講し論文

を提出、審査を受けました。論文のタイトルは『地

産地消流通の中核となる「道の駅」―その現状・

問題点と今後の課題』というものでしたが、運よ

くその年の最優秀論文に選ばれ、日本販売士協会

（以下、日販協）より表彰していただきました。

その後、毎年東京（今年は仙台）で行われる登録

講師講習会には必ず参加して、全国の販売士・登

録講師の方々と交流を深めています。 

○その後の資格の活用法 

 登録講師でありながらお恥ずかしい話ですが、

講師の仕事は 1 度しかしたことがありません。佐

賀県、特に私が住む伊万里・有田地区は販売士と

いう資格がまだまだ浸透しておらず、商工会議所

は受験会場にもなっていません。しかしながら流

通業やサービス業が多い地域なので、潜在需要は

あると思います。今後の掘り起こしが課題です。 

 会社の仕事での活用法としては、営業マンの自

己啓発活動の一環として少なくとも「販売士２級」

までの取得を推奨しています。販促活動等を具体

的に検討していく上で得意先である小売業の仕組

みを知ることは必要条件だからです。皆様もご存

じの通り、メーカーと流通業ではマーケティング

の視点が異なり、特に最近では寡占化が進む流通

業にその戦略上の主導権が移りつつあります。メ

ーカーとしてどのようなアプローチが可能なのか、

現在模索中です。 

○今後の販売士制度への展望 

 近年、販売士試験の受験者数が伸び悩んでいま

す。その原因はいろいろ考えられますが、最後に

本稿の締めくくりとして、販売士制度発展に向け

た私見を２点述べたいと思います。 

 １つは、販売士試験は「誰」のどういう「ニー

ズ」を満たすための試験なのかを再考する必要が

あるということです。日販協ホームページによる

と、「販売士とはプロの販売員のあかし」とありま

すが、学生を除いた受験者数の職業別構成をみる

と、級が上位になるほど製造業の比率が高くなっ

ています。「流通」に対する「関心」は今や流通業

に身を置く人だけが抱いているわけではありませ

ん。ターゲットとなる受験者層の明確化とそのポ

ジショニング、ニーズに対応したコンテンツの改

革が求められます。 

 もう１つは、販売士制度普及に向けて組織の充

実を図るということです。各都道府県に少なくと

も１地域協会の設置を実現し、地域での活動基盤

を強化する。そのためには、試験実施団体である

日本商工会議所や日販協の協力・支援が必要不可

欠であると考えます。 

 

 会報『販売士・ふくおか』は年に３回の刊行と

聞いております。今後、また本紙で皆様と情報交

換できます時を楽しみにしております。 

新規会員紹介 
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 ～お知らせ～ 

◆インターネット勉強会 

日 時：平成 24 年 11 月 10 日（土） 

15：00～17：00 

場 所：NTT IT プラザ福岡 

   （博多駅東 2-3-1 NTT 博多ビル東館１階） 

◆秋季研修会 in 熊本 

  平成 24 年 10 月 13 日 １８名参加にて終了 

 

 

◆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。 

・手書き原稿郵送でも OKです 

  栗川 久明（会長） ： fukumae@zenno.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･宮崎支部長 岩切寛文 

Eメール：

teliosu.kitudoi@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･佐賀支部長 村口隆志 

      Eメール：mura@yacht.ocn.ne.jp 

 

 

会員状況（平成２４年 10月） 

正 会 員 ８9 名 

 １級販売士 ７１名 

 2・３級販売士 １５名 

 登録講師  ３名 

賛 助 会 員  ３社 

 県 別 内 訳  

福 岡 県 ６７名 

宮 崎 県  ４名 

大 分 県  ４名 

熊 本 県  ４名 

鹿 児 島 県  ６名 

佐 賀 県  ４名 

  

福岡販売士協会役員体制（平成２４年１０月） 

 会 長： 栗川 久明（事務局兼務） 

 副会長： 廣瀬 紀子（広報担当） 

副会長： 中村 純治（研修担当） 

副会長： 小関 芳紀（企画担当） 

 理 事： 八尋 晃仁（研修委員長） 

理 事： 岡野 利哉（研修副委員長） 

 理 事： 横山 修二（企画副委員長） 

理 事： 廣瀬 兼明（企画副委員長） 

 理 事： 中野 法子（広報委員長） 

理 事： 西  珠子（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） 

 監 事： 濱村 昌男 

監 事： 森山 正夫 

 特 別 顧 問 ： 石原 義曠 

 顧 問： 岡野 卓也 

顧 問： 福生 和彦 

顧 問： 櫨本  攻 

委 員 会 体 制 

研修委員会  

 委員長：八尋 晃仁 副委員長：岡野 利哉 

企画委員会  

 委員長：小関 芳紀 副委員長：横山 修二 

副委員長：廣瀬 兼明 

広報委員会  

 委員長：中野 法子 副委員長：西  珠子 

総務委員会    

 委員長：渡辺 芳雄 副委員長：長沼 玲子 

福岡販売士協会・現況報告 

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