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第１２回 “新春懇談会” を開催  

平成 25 年 1 月 19 日（土） ／ 福岡商工会議所 

 

数日前の久しぶりの雪で心配されていた天気

も回復の１月１９日、平成 25 年の新春懇談会が

開催されました。福岡県外（大分 2 名、熊本 1

名、佐賀 1 名）からの会員も含め 23 名の参加、

新年の挨拶があちらこちらから聞こえて和やか

ムードです。 

先ずは全員揃っての写真撮影後、司会は初め

てで緊張気味の横山理事より、全員促されて着

席し会がスタートしました。 

  

 

 

 

 

 

販売士・ふくおか 
発行：福岡販売士協会 

平成２５年２月２０日 

第３３号 

 

＝ 懇 談 会 次 第 ＝ 

 

●写真撮影 

●開会 

司会   理事  横山 修二 

挨拶   会長  栗川 久明 

  乾杯   副会長 廣瀬 紀子 

～ 懇談 ～ 

スピーチ＆ビンゴゲーム 

●閉会 

挨拶   副会長 小関 芳紀 

 



 

- 2 - 

 最初に栗川会長より挨拶です。 

福岡販売士協会は 11

年目となりましたが、

発足時の名刺交換会が

新春懇談会の前身とな

っており、12 回目の新

春懇談会になるとのこと、又昨年の 10 周年記念

行事の振り返りが話されました。昨年の行事参

加者延べ人数は過去最高であり、記念論文の募

集そして会報特別号での発表、記念名刺の作成

等、10 周年に相応しい一年になった旨の挨拶で

した。 

 

以下、懇談会の様子をお伝えします。 

 

廣瀬副会長より、新年の挨拶と今年は『癸巳

（みずのとみ）』癸は十干の最後の締め括り、巳

は十二支の 6 番目、つまり 60 年で還暦となる

30 番目の折り返し地点であり次へのスタートと

なる年との話の後、『景気は気から。皆様の健康

と福岡販売士協会

の発展、そして景

気の回復を祈念し

て乾杯!』の音頭で

晴れやかなムード

で始まりました。 

      

 しばらくビール片手に歓談の後、司会の横山

理事の指名で他県よりの参加会員からスピーチ

がスタートしました。 

 

■村口 隆志佐賀支部長:佐賀県支部の活動を今

年は是非活発化していきたい 

 

■溝部 敏勝大分支部長:大分駅ビルの開発状況

報告 

 

■柳雅晴さん（大分支部）:

大分駅ビルにおける仕事の

関わり、福岡販売士協会で

のネットワークの活用につ

いて 

■吉田由美子さん（熊本支

部）:福岡販売士協会で繋がっ

たネットワークについて 

 

■大原 盡さん:今年９０歳になることで、いろい

ろと整理をしているお話や、年金生活を有効に

過ごす工夫などについて 

 

■庄崎憲太郎さん：手品を披露 

 

 

 

 

 

 

 

 

■河村昭一さん：昨年、登録

講師の為の論文を書いた時の

エピソード 

 

 

■山路博之さん：今年７０歳になること。２年

間で３０ヶ国ヨーロッパ等を旅行したことをで

きれば本として出版したい。 

 

■高山慶司さん：何か始めた

いと思っていて、現在模索中 

 

スピーチ前半が終わり、お楽しみのビンゴゲ

ームが始まりました。１等は日本酒１本、他に

ワイン 7 本をめぐって今年最初の運試し？で、

にぎやかに過ごしました。 
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歓談の後、後半のスピーチがスタート。 

 

■渡辺芳雄さん：得意分野

の鉄道のお話で、JR 九州が

１０月スタートした「なな

つ星 in九州」の紹介。 

 

■櫨本攻さん：国鉄時代のお話、スキーで岩手

に行ったお話 

 

■戸田俊彦さん：町内の空

き家や駐車場だったところ

に 最 近 新 築 が 増 え て き

て・・いろいろと出てくる

問題点などのエピソード。  

 

■長沼玲子さん：2年後に定年を迎えるにあたり、

これからの在り方の思うここと 

 

■福生和彦さん：否定投票制

を提言、朝日・読売新聞へ投

稿したが採用されず。 

 

■岡野利哉さん：年末年始に子供を連れて青春

１８きっぷを使い旅行した時のエピソード。 

（お金にはかえれない、食べ物を大事にする事

を子供に教える為に起きたエピソード） 

 

■児玉泰雄さん：昨年の流通業界では IKEAが一

番印象にあること。流通

業界を題材にした劇団

ギンギラ太陽族の「スー

パーマーケット三国志」

の紹介。 

 

■森山正夫さん：この頃の夫婦の会話について

や、前期高齢者としてやるべき事?!について 

 

■小野村聡太郎さん：最近思う事 

 

■廣瀬兼明さん：新年のあいさつ 

 

 

■栗川会長：壊すのではなく、いいものを続け

ることが大事 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

各人よりそれぞれ年の初めに思う事やエピソ

ードがスピーチされました。 

１０年目にして初めてではないかと思うのです

が、全員にスピーチが回り、スムースに進行し

て、最後の締めは小関副会長へと引き継がれま

した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

小関副会長からは最近気になることが話され

た後、福岡販売士協会も含めいろいろと今後ど

うなるか気になるところですが、『プラス思考で

今年一年やっていきたい』との抱負とともに、

一本締めで力強く会を締めくくられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（副会長 廣瀬紀子 記） 
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１．秋季研修会ｉｎ熊本 

去る 10 月 13 日（土）熊本商工会議所におい

て、今年度の秋季研修会を開催しました。当日

の熊本市は、最高気温 27℃と、体感温度は真夏

並みの暑さでしたが、遠方からの会員も含め１

８名の参加を頂きました。 

今回の研修会は、栗川会長の熱意と熊本支部

白石支部長のご努力と熊本商工会議所会員サー

ビス課岩瀬修課長様のご協力により、実現致し

ました。 

当日昼には、先発隊 6 名（栗川、吉田、冬木、

濱村、八尋、小関：敬称略）が熊本城ふもとに

ある『桜の馬場 城彩苑』に集合し、お土産を

見たり熊本名物料理を堪能して熊本の良さを少

し堪能した後、研修会に望むこととなりました。 

 

 

今回の研修会は、ご案内のとおり、三部構成

にて進行を致しました。 

 

 

 

第一部 講演会 

＜講演１＞「店舗開発について」 

講師：熊本支部  佐々木 葵 氏 

店舗開発企画（有）エーアイ・ブレイン代表  

 

 

 

 

 

 

 

佐々木氏は、元大手ＧＭＳの店舗開発の責任

者を歴任されていらっしゃいました。そのため、

流通小売業の出店～店舗開発～のいろはを熟知

され、講演内容も日本のトップレベルのＳＣ・

ＳＭ開発の手順、組織作り、調査分析、規模・

立地など大変専門的な内容を網羅され、分かり

やすくお話し頂きました。 

私個人の感想で恐縮ですが、昔の小売店には

ほとんど車の駐車場はなかったのが、今はあの

コンビニも、広い駐車場を持つ立地にどんどん

変貌していることを目の当たりにして、納得し

感動を覚えました。  

研修会・勉強会 

 

＝ 研 修 会 次 第 ＝ 

第一部 講演会 

司会・進行   熊本支部   吉田 由美子 

開会・歓迎挨拶 熊本支部長  白石 慎二 

挨拶・講師紹介 会長     栗川 久明 

来賓挨拶    熊本商工会議所 

会員サービス課課長 

岩瀬 修 氏 

講演 「店舗開発について」 

         熊本支部   佐々木 葵 

「観光産業の未来予想図」 

         理事     八尋 晃仁 

第二部 自由時間（熊本城見学等） 

第三部 懇親会  

 司会・進行   熊本支部長  白石 慎二 

 締めの挨拶   副会長    小関 芳紀 

 

 

 

 

会員の研鑽と相互交流を目的に 

昨秋は 2 本の研修・勉強会を実施し

ました。その様子をご紹介します。 
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＜講演２＞「観光産業の未来予想図」 

講師：理事  八尋 晃仁 氏 

 

 

 

 

 

 

 

我が国の観光政策と日本再生戦略について、

体系的に講演を頂きました。 

 

1-1我が国の観光政策 

・平成 14年 小泉構造改革により官から民へ 

観光の活性化、休暇の長期連続化の流れを作る 

・平成 15年 「ＶＪＣ*」を開始、 

訪日外国人 1000万人目標 
*ＶＪＣ…visit Japan campaign 

・平成 19年 「観光立国推進基本法」施行 

・平成 20年 「観光圏整備法」施行 

 滞在型観光圏形成へ 

 1.観光立国推進基本計画 

施策）観光地域のブランド化・広域連携、 

訪日プロモーション強化 

ＭＩＣＥ分野の国際競争力強化、休暇改革の推進 

 2.日本再生戦略（H24.7 閣議決定） 

 

1-2観光立国推進基本計画の目標値 

国内旅行 

消費額 

25.5兆 

(H21)  30兆 

訪日外国人数 
861万人 

(H21) 
1,800万人 

日本人の 

海外旅行者数 

1,699万

人 

(H23) 

2,000万 

日本人の 

国内宿泊日数 

2.12泊 

(H22) 
2.5 泊 

 

1-3観光地域づくりプラットフォーム支援事業 

ワンストップサービス実現 

 

 

1-4観光政策強化の背景 

国の財政問題 → 民間活力の利用 

 

2-1観光産業の範囲 

 

2-2経済効果 

旅行総消費額 25.5兆円（H21年） 

直接効果 

付加価値 12.3兆 

雇用 251 万人 

税収 3.4 兆 

波及効果 

生産 53兆 

付加価値 27兆 

雇用 462 万人 

税収 7.4 兆 

 

3.観光マーケティング 

これからのマーケティングは３．０価値主導

で、精神的な価値がポイントとなる 

 

今般、我が国は中国にＧＤＰ世界第２位の座

を奪われ、携帯端末や家電業界でも韓国に負け、

その差を広げられるという状況にあります。 

八尋講師による、観光立国への方向性は、ヨー

ロッパの先進国の成功例もあり、今後日本国再

生の大きな柱になることを予想させる、大変勇

気付けられる内容でした。 

 

 

第二部 自由時間 

熊本商工会議所での講演会が終了した後、自

由行動となり、短時間ではありましたが、熊本

城を有志（中島、前田、箱森、廣瀬夫妻、小関：

敬称略）にて見学しました。 
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第三部 懇親会 

午後 6 時より、熊本市内の「十徳や安政町店」

にて懇親会を行いました。 

廣瀬副会長の挨拶と乾杯の音頭により、懇親

会が開始され、それぞれ早い時間から席を入れ

替わり、情報交換をしながらざっくばらんな懇

親会となりました。 

あっという間に予定時刻の午後 8 時となり、

当日帰る会員がいるため、一旦中締めとなり、

小関副会長より締めの挨拶で、会員の今後のご

活躍と福岡販売士協会の発展を祈念し、万歳三

唱で締めくくりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参加者：敬称略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、初めての秋季研修会を熊本で実施する

ことが出来て、福岡販売士協会が福岡にとらわ

れず九州全体を見て活動をすることの広がりの

すばらしさや将来への期待感が大きく膨らんだ

会でした。 

今回は、熊本支部白石支部長のご尽力、吉田

由美子氏の応援、熊本商工会議所のご協力など

多くの方のお力で、このようなすばらしい研修

会を開催出来たこと、本当に感激しております。

最後に、中長期の視点で販売士協会活動を統括

され、今回の熊本研修会では構想段階から実施

まで注力された栗川会長へ、心から敬意を表し

感謝致します。有難うございました。 

（副会長 小関芳紀 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前列：宮内 智明、岩瀬課長（熊本商工会議所）、栗川 久明、佐々木 葵、八尋 晃仁、白石 慎二、溝部 敏勝 

後列：廣瀬 紀子、小関 芳紀、小山 洲弘、磯道 友紀、冬木 繁雄、濱村 昌男、中島 良一、箱森 哲則、 

前田 英宣、吉田 由美子 

(写真撮影：廣瀬 兼明) 
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２．第２回インターネット教室 

 

第 2回インターネット教室が 11月 19日（土）

15時～17時「NTT-ITプラザ福岡で開催されまし

た。 

今回も広報委員長の中野法子理事のお世話で

会場手配、前回と同じ「NTT 西日本九州・主査・

若松栄一様」に講師依頼をしてもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

参加者は 10名（栗川、中野、渡辺、戸田、櫨

本、松本、森山、横山、高山、八尋）でした。 

当方からは「インターネット最新動向」「イン

ターネットのセキュリティの注意」「フェイスブ

ック活用の基礎知識」「ツィッター活用の基礎知

識」について勉強をさせて欲しいと事前にお願

いいたしました。 

講師の若松様には当日カラーの手元資料も準

備していただき、パワーポイントでたいへんわ

かりやすく説明をしていただきました。私が興

味を持ったポイントをご紹介してみたいと思い

ます。 

・昔は「カステラ 1 番電話 2 番」と宣伝されて

いました。これは当初の電話番号が一桁だった

ためです。 

・昔は、夜 8 時以降は夜間割引があり、節約の

ため夜 8 時以降電話していました。また、市外

通話するには時間待ちでした。 

・携帯電話が非常に普及しましたが、昔は固定

電話を設置するのに相当の年月待たされました。

現在でも緊急時の通話は固定電話・公衆電話が

優先されるようになっていることを知っておく

と便利です。 

・通信の歴史は飛脚から始まりましたが、走る

ときに手と足を同時に出していたのをご存知で

すか？刀を差していたため手と足を同時に出す

と肩の揺れが少なく長時間走れたためです。 

・タイタニック号の遭難は映画にもなり有名で

すが、実はタイタニック号が SOS 信号を初めて

出した船だそうです。 

・光ファイバーケーブル化がすすんできました

が、実は光ファイバーケーブルは電磁波の影響

を受けないため軍事的にも重要な通信手段にな

っています。 

・最近タブレット端末が脚光を浴びてきました

が、スマートフオンとの違いは通信が出来るか

どうかだけです。 

・地下鉄のホームには自動販売機がありません。

これは道路の下を走っているため設置できない

のです。 

・危ないスマートフオン（スマートは賢いとい

う意味）：スマートフオンには個人情報が多く入

っており（電話番号、メールアドレス、氏名、

住所、住所録、スケジュール、GPS、クレジット

番号等）パソコンと同じようにセキュリティソ

フトを入れておくことが必須です。特に持主の

位置情報を見ることができる点が問題です。 

・スマートフオンでの苦情相談では「修理に出

しても不具合が続く」「すぐに電池がなくなる」

という点が多いようです。 

・110番／119番の由来はひと呼吸して冷静にな

ってもらうためにこの番号にしたと言われてい

ます。また 117 番はいい天気になれという意味

を込めています。 

・電報がカタカナになったのは、昔小学校で最

初に習うのがカタカナだったためです。 

・コンピュータのウイルスでは「ワーム型」と

「トロイの木馬」が多く、これらはセキュリテ

ィソフトを入れておけば大丈夫です。「突然シャ

ットダウンする」「異常なメッセージを表示する」

「動作が遅くなる」というときにはウイルスを

疑ってください。 

・ネット社会の７つのトラブルは 

① メールや書き込みでの誹謗中傷やいじめ 

② ウイルスの侵入や個人情報の流出 

③ インターネットショッピングをめぐるトラ

ブル 

④ 著作権法等の違反 
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⑤ 誘い出しによる性的被害や暴力行為 

⑥ ネット依存による健康被害 

⑦ 犯行予告等 

・子供に迫る４つの危機は 

① ケータイ依存 

② ネットいじめ 

③ ネット誘引 

④ ネット詐欺 

・「出会い系サイトに関連した事件」「ネット詐

欺の巧みな罠」を防ぐためにフィルタリングを

使いましょう。フィルタリングとはインターネ

ット上のウエブページなどを一定の基準で評価

判別し、選択的に排除する機能のことです。 

・ワンクリック詐欺対応について 

画面が出てしまうとどのボタンを押しても OKに

なるので、問い合わせをしないこと。Alt＋F4を

同時に押すと強制終了できます。 

・ツィッターはユーザーが「ツイート」と呼ば

れる 140 字以内の短文を投稿し、閲覧出来るコ

ミュ二ケーションサービスのことです。 

・講師が「気づくことを７つ」話されました。

非常に興味深いので記載しておきます。 

① 行動は 3日でパターン化する。 

② 3回目はくどくなる 

③ 3秒は長い（テレビの空白時間、電話の呼び

出し 3回） 

④ 人の第一印象は最初の 4分で決まる。 

⑤ 人の集中できる時間は 15分 

⑥ 漫画の 1 ページを読む平均時間は３秒～６

秒 

⑦ 漫画の展開、10 分でストーリー、10 分で主

要な登場者、10分で新たな展開 

以上、私が興味を持った点を書かせていただ

きました。 

このあといつものように「つぼ八」で反省会

を開催しました。講師にも参加していただき、

インターネット勉強会の様々な話題で盛り上が

り楽しいひと時をすごしました。 

勉強会のお世話を頂いた中野理事、講師の若

松様たいへんありがとうございました。 

（会長 栗川久明 記） 

 

 

 

監事 

二級販売士 

森山 正夫 

 

 

 

「インターネット勉強会」は NTT 西日本主査 

若松栄一氏を講師にお迎えし以下 4 つのテー

マで開催されました。 

① インターネットの最新動向について 

② インターネットセキュリティについて 

③ フェイスブックの活用の基礎について 

④ ツィッターの活用の基礎について 

以下この順に沿って概略説明致します。 

 

① インターネットの最新動向について 

最近発売された Windows8は講師自らパソコ

ンの画面で見せてくれました。講師も言及さ

れていましたが、朝日新聞土曜版 be.てくの生

活入門「ウインドウズ 8 登場」の記事も参考

になると思います。 

ipad やスマートフォンと似た感覚でパソコン

が使えますが、ウインドウズ独自の操作もあ

ります。 

操作で混乱したら、画面の外に取り付けて

ある「スタートキー」（またはボタン）を押せ

ば「スタート画面」に戻ります。新スタイル

の「スタート画面」や専用に作られた「ウイ

ンドウズストア・アプリ」と呼ばれるソフト

のメニュー表示（上か下）と「チャーム」の

表示（右）を覚えましょう。概要だけでも覚

えていて、パソコン購入前に店頭で試すとき

の参考にされたらどうでしょうか。 

  次にパソコンからタブレットへ、携帯から

スマートフォンへの大きな流れがあります。

今回の Windows8の発売もこの潮流を意識した
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ものでしょう。ではタブレットとスマートフ

ォンの違いは通話が出来るのが、後者である

点です。 

 

② インターネットセキュリティについて 

  スマートフォンには個

人情報がいっぱい入って

いるため必ずセキュリテ

ィソフトを導入してウイ

ルス感染から防御しなければなりません。勿

論パソコンも同様です。ウイルスもトロイの

木馬型、ワーム型、マクロ型外各種あり、な

りすまし、ID・パスワードの不正使用、セキ

ュリティーホールの突破等の悪さをします。

これに対処するためには、外部からの脅威の

みならず、内部の情報に対する意識の向上、

技術的対策が必要とされます。又ウイルスの

様に感染や破壊活動をせず、もっぱら個人情

報の収集に用いられるスパイウェアもありま

す。一旦侵入されると以下のような悪さをし

ます。 

1. ネット銀行やオンラインゲームのパスワ

ードを盗まれる。 

2. 身に覚えのない架空請求画面を表示する。 

3. PCが不安定になったり、回線が途切れる。

等々 

他にキーストロークハッキングやボットや不

正アクセスや迷惑メール等の症状がみられる

こともあります。個人の対処策として以下の

項目が挙げられます。 

1. セキュリティソフトを必ずインストール

する。 

2. セキュリティソフトの更新やアップデー

トは必ず行う。 

3. 怪しい差出人、添付ファイルのあるメー

ルは開かないで削除する。等々 

 

 

③ フェイスブックの活用の基礎について 

代表的なソーシャル・ネットワーキング・サ

ービスとして、日本最多の会員数を持つ mixi（ミ

クシィ）、世界最多の会員数を持つ Facebook（フ

ェイスブック）などがあります。 

フェイスブックの登録は実名主義で行われ本

来個人情報の漏洩はないはずですが、現実には、

セキュリティの脆弱性は度々指摘されています。

そのため講師もフェイスブックから退会された

そうです。利用目的、長所、短所等勘案して取

り組むべきでしょう。 

④ ツィッターの活用の基礎について 

ツィッターとは、ユーザーが「ツイート」と

呼ばれる 140 字以内の短文を投稿し、閲覧でき

るコミュニケーション・サービスで、この投稿

を「つぶやき」と呼ばれます。 

フォローとは、あなたの好きな相手のツイー

トがあなたのホーム画面に自動的に表示される

仕組みです。フォロワーとはあるユーザーのこ

とをフォローしているユーザーのことで、Ａさ

んとＢさんの二人がお互いのことをフォローし

ている場合、ＡもＢもお互いのフォロワーとい

えます。政治家や有名人、芸能人等がよく利用

しています。 

 

 他にも携帯電

話とインターネ

ットの歴史や光

ファイバーと電

磁波、無線ＬＡＮやネット社会の 7 つのトラブ

ルやフィルタリング、緊急時の通信確保の方法

等多岐に渡って教えてもらいました。 

情報化時代といわれて久しくなりますが、Ｉ

Ｔ技術の進展はスピードが早く中々追いついて

いくことが難しくなってきています。 

今日の講義を一つの良い機会と捉え、ニガテ意

識を少しでも払拭出来ればと思いました。 

  

http://ja.wikipedia.org/wiki/Mixi
http://ja.wikipedia.org/wiki/Facebook
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会長 

一級販売士  

栗川 久明 

 

 

 

みなさん、新年おめでとうございます。 

 当協会は設立総会を平成 14 年 4 月 13 日に開

催いたしましたので、昨年 4 月の年次総会で 10

周年を迎えました。 

 そのため、この 1 年間 10 周年記念行事を展開

してきましたので、その活動を振り返ってみた

いと思います。 

 

１．「福岡販売士協会 10 周年記念論文募集」に

ついて 

当協会では設立10周年記念行事の一環として

「論文募集」を平成 24 年 1 月～3 月に行いまし

た。 

 販売士の見た流通施設、販売士養成講座講師、

商店街カウンセング等販売士の活動に関する内

容で、2,000 字～6,000 字程度にまとめた論文の

募集です。 

 会員の関心は非常に高く、下記の７名という

多くの方より広範囲のテーマで応募をいただき

ました。 

① 販売戦略としての「店構え」（博多のラーメ

ン店「一風堂」と「一蘭」） 

（福生和彦さん） 

② 「福岡販売士協会」設立 10 周年記念に寄せ

て（山路博之さん） 

③ 販売士から見た商店街（横山修二さん） 

④ 営業マンのつとめ ～CS に向けての“活動

姿勢と行動”～（石原義曠さん） 

⑤ 観光産業の未来予想図（八尋晃仁さん） 

⑥ 相乗積を使ったマージンミックスについて

の考察（蒲池彰さん） 

 

⑦ 商店街活性化の道は如何にあるべきか（中村

純治さん） 

平成 24 年発行の会報第 30 号で「１０周年記

念論文特集号」で会員みなさんにご高覧いただ

きました。 

 

 

 

 

 

２．大分・熊本・鹿児島・佐賀支部発足につい

て 

 当協会では平成 20 年 4 月 19 日の年次総会で

「宮崎支部」を発足させることにしました。こ

れは宮崎の岩切寛文さんから、宮崎販売士協会

設立のため活発に活動をしているがどうしても

うまくいかないので、「福岡販売士協会の宮崎支

部」として活動させて欲しいという要請に応え

たものです。体制強化ができたらいつでも「宮

崎販売士協会」として独立してもらって結構で

すよという条件でした。 

 また、平成 24 年１月の新春懇談会で大分の溝

部敏勝さんより、同じように大分で販売士協会

を設立したいと努力しているがなかなか動かな

いので「福岡販売士協会の大分支部」として活

動したいとの要請がありました。 

 同じように九州の他県で販売士協会を設立し

たいという希望があるのでは考え、熊本・鹿児

島の登録講師の方々に呼びかけたところ、熊本

の白石慎二さん、鹿児島の宮内智明さんより支

部設立についてご賛同をいただきました。 

 また、4 月には佐賀で現地懇談会を開催し、佐

賀支部を発足させることで合意しました。昨年

は支部発足で九州各県に販売士協会組織の核が

でき、相互交流したい販売士の受け皿ができま

した。今年からはもう少し各県支部交流活発化

に注力していきたいと思います。 

 

  

１０周年記念行事を振り返って 
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３．10 周年記念福岡販売士協会統一名刺の配布 

 昨年は 10周年記念福岡販売士協会統一名刺を

作成して、会員みんなで協会広報と会員獲得を

目指しました。 

現役会員の方々は会社の名刺を持っておりな

かなか使用するチャンスがないという問題点も

お聞きしました。 

 

 

 

４．流通施設見学会で「イケア福岡新宮店」を

視察 

平成 24年 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のご参加でした。 

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。 

 開業間もないため大勢のお客さんに混ざって

の見学でしたが、イケアの経営哲学を垣間見れ

たように思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．第 11 回夏季研修会を開催 

平成 24 年７月 21 日（土）福岡商工会議所で

第 11 回夏季研修会を開催しました。遠方からの

参加者も含め 25 名のご参加でした。 

 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。 

 

 

 

 

 

 

６．夏の納涼家族パーティをアサヒビール園博

多で開催 

恒例の納涼ビアパーティを平成 24 年 8 月 25

日（土）12時～14時「アサヒビール園博多」で

開催しました。 

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 名のご参加でした。 
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７． 10 周年記念行事「秋季研修会イン熊本」を

開催 

 福岡販売士協会10周年記念行事の一環として、

平成 24 年 10 月 13 日（土）に熊本商工会議所で

開催しました。当日は熊本商工会議所会員サー

ビス課の岩瀬修課長もふくめて18名のご参加で

した。 

講演は「店舗開発について」（佐々木葵さん）、

「観光産業の未来予想図」（八尋晃仁さん）にお

願いし内容の非常に充実した研修会でした。 

 熊本城・熊本繁華街の見学・夜の懇親会等熊

本支部のみなさんにたいへんお世話になりまし

た。 

 

 

８．第 2 回インターネット教室の開催 

 第 2 回「インターネット教室」を平成 24 年

11 月 10 日（土）に NTT-IT プラザ福岡で 10 名

参加して開催しました。講師は NTT 西日本九州 

主査 若松栄一様にお願いし「インターネット

の最新動向」「インターネットセキュリティの注

意」「フェィスブック活用の基礎知識」「ツィッ

ター活用の基礎知識」等について勉強しました。 

 

 

９．第 12 回新春懇談会の開催 

 平成 25 年 1 月 19 日（土）に福岡商工会議所

で 23 名参加して開催しました。 

この新春懇談会は、1 回目は協会設立前の名刺交

換会でしたので、今回で 12 回目になります。 

 この懇談会だけは講演なしで、参加者全員に

新年の抱負や近況をはなしてもらっております。

また参加者の半数に当たるビンゴゲームも大好

評です。 

 

 

 

 

 

平成24年度の協会行事にご参加していただいた

人数が、年次総会（45 名）、流通施設見学会（15

名）、夏季研修会（25 名）、夏の納涼家族パーテ

ィ（12 名）、秋季研修会イン熊本（18 名）、イン

ターネット教室（10 名）、新春懇談会（23 名）

の参加延人員 148 名と最高を記録しました。 

 

 さて、平成 25 年度年次総会は平成 25 年 4 月

13 日（土）に福岡商工会議所で開催いたします。

ご予定をお願いいたします。 

 また新年度は隔年開催の「九州販売士交流会」

が当協会幹事になっております。 

  

 

 

 

個人的には 7１歳になりましたが、これまで定

年退職後 11年間つづけてきました販売士 2級・

３級講師の仕事に意欲を燃やし続けていきたい

と考えています。 

 どうかみなさん、今年度も会員みなさんのご

指導・ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

- 13 - 

『東京雑感』 

 

監事 

二級販売士 

森山 正夫 

 

 

 

秋季研修会イン熊本は、今回東京での行事参

加のため残念ながら遠慮致しました。 

学生時代所属していた部活の総会に参加のため

です。１０月 12 日、１３日宿泊し 14 日午後に

戻ってきました。2 日半の旅行体験で感じたこと

を 2，3 書き記したいと思います。 

丁度 IMF、世界銀行の年次総会と時期（９日

～14 日）が重なったためですか、街中は警備の

警察官と多数の装甲車で溢れかえっている状態

でした。しかし、観光地は何処も外国からの観

光客で一杯でした。欧米人は勿論アジア系の人

達もかなり目立っており、特に中国からの観光

客が激減しているというのは杞憂の様に思われ

ました。 

12 日は総会終了後懇親会、２次会、３次会で

終わりました。ホテルは某全国チェーンに連泊

しました。客室の TV 受信料の件で NHK と一悶

着起こしているところです。前回 2 年前同じ会

合がありその時は旅行業者に依頼し航空券と抱

き合わせでホテルが決まっていました。今回は

友人と同じホテルにしたため某ホテルチェーン

にしました。確かに部屋は狭くパジャマもフロ

ントの近くでセルフサービス等前回よりグレー

ドは落ちていますが、宿泊料から見ると納得で

きるものでした。朝食もパン、ご飯おかず飲み

物も有りまずまずの内容でした。 

 翌日は夕方築地で寿司の旨い店があるとのこ

とで、それまでの時間つぶしに東京駅から、は

とバスの半日コースに乗ることにしました。 

 

 

 

その前に 4 日に新装になった東京駅の姿を撮

ろうと駅の内外はかなりの人だかりが出来てい

ました。 

 

    

 

 

特に駅構内の天井部分の漆喰彫刻を撮そうと

頭を上に向けている多くの人を自分も撮影しま

した。 

 

  

 

                     

 

東京駅 9：30 発 14：10 着で皇居前広場を皮切

りに浅草観音と仲見世、次に東京タワー展望台

と時間も短いコースを選びました。あとは車中

からの説明です。尚このコースは食事がついて

いません。ガイドから当然この説明と弁当の斡

旋もありました。希望者は浅草の仲見世にある

お店にて現引きで天丼を頂くということですが、

店では食事は出来ないという妙な話でした。仲

投稿記事 
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見世で食事を頼んでも40分位かかるということ

でしたので自分たち２名は頼みました。ガイド

も言ったものの、頼みたい人は頼んだらという

感じで少し投げやりな感じでした。恐らく店か

らのマージンが少ないためか等と邪推しました。

結局携帯で連絡をしていましたが、注文数は

我々の 2 個だけでした。後で店に行き天丼を買

いましたが、店の主人も何か無愛想な感じでし

た。食べるところを探しましたが、丁度緋毛氈

のかかった縁台があったのでそこで食べました。

味の方は今までの経過と違い中々美味しかった

ので少し救われた感がしました。 

バスは行程が進むにつれ途中で下車する人が

多くなってきます。その時ガイドが『リダン』

する人が多くなったという説明がありました。

その時一瞬耳を疑うというかリダンの意味が解

りませんでした。暫くしてようやく意味が分か

りました。団体行動から離れるという意味で離

団といったわけです。業界用語ならそれで通じ

るのでしょうが、顧客に対して使う言葉ではな

いと思います。又それを平然と使う彼女の常識

を疑いたくなります。それ以外は概ね良好だっ

たのですが、やはり時間に追われてマニュアル

どおりに進めて行けばいいと思っているように

見えました。口に出すことはしなかったのです

が、田舎のうるさい爺いと思われたかもしれま

せん。久しぶりの上京で、良い面悪い面色々見

てきました。 

これを機会に自分への反省も含めてこの経験

を活かしていければと思いました。 

 

 

 

 

『ふじばかまとマサギマダラの話』 

 

 

 

一級販売士 

戸田 俊彦 

 

 

◇ ふじばかまは秋の七草のひとつであるが、

野生の物は激減して保護、保全の対象になって

いるようである。 

家内（山の神）が国文学科の出身であるせい

か、なぜかふじばかまに対する関心が高く、6、

7年前にどこかから苗をもらってきて裏庭の畑

に植えた。元々野生の植物で繁殖力が強いのと

土壌が合っていたのか数年で半坪以上の広さに

はびこっていった。けっこう背丈が高い茎性の

野草で花はさほど美しくはないが、うす紫色で

花数は多く、咲いている期間も永い。冬には枯

れるが宿根草で地下茎で増えてゆく。 

そのふじばかまの花に5、6年前より“アサギ

マダラ”がやってくるようになった。“アサギ

マダラ”は日本では唯一のマダラ蝶科の蝶々で、

あげは蝶ぐらいの大きさをした大型の美しい

蝶々である。はねの色は名前のとおりあさぎ色

（薄青色）をしている。又、この蝶々は渡り鳥

ならぬ渡り蝶としても有名である。夏は本州北

部の高原地帯で繁殖し、越冬のため秋口に琉球

列島や台湾へ渡ってゆき、春になって繁殖地へ

戻ってくる。従って、九州や中国地方はその渡

りの通過点となっている。 

何故にふじばかまの花にやってくるのかネッ

トで調べてみた。“アサギマダラ”の幼虫はガ

ガイモ科の植物を食べ、食草に含まれているア

ルカロイドを体内で毒にしており、成虫も花の

蜜にアルカロイドが含まれているふじばかまの

花を好む。体内に毒を持っているため鳥から食

べられることがなく天敵が少ないということで

あった。ちなみに最大の天敵はカマキリである

ということである。 
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◇昨年も10月10日ごろから2週間程“アサギマダ

ラ”がふじばかまの花にやってきた。4、5年前

の多い時には1度に5匹程が乱舞していたが、こ

こ数年は多い日でも3匹止まりである。 

 しかし、ふじばかまの花は１坪程に広がって

おり、他の種類の蝶々も多数集まってくるよう

になっている。タテハ蝶が２種類、ひょうもん

蝶が２種類、シジミ蝶が１種類、総数30匹近く

の蝶々が、秋の日ざしをあびてふじばかまの花

に舞い踊るさまは虫好きにとってはちょっとし

た見ものであった。更に、その時、数10年ぶり

であろうかカマキリの姿もみかけた。 

 ちなみに筆者は、中学生のころまで昆虫採集

をしたり、生態観察をする昆虫大好きな少年で

あった。高校生のころは暇をみては1人で近くの

里山にゆきバードウオッチングを楽しんでいた。 

 又、口コミで近所の人や知り合いにそのこと

が広がり、わざわざ“アサギマダラ”を見にく

る人も現れた。自分の庭にもふじばかまを植え

たいと云う人もいて苗を分けてやっている。 

 

 

 

    

 

 

 

◇帰ってきたメジロ◇ 

 昨年の2月、3月、梅の花にはついにメジロは

やってこなかったので、この辺りにはもうメジ

ロがいなくなったのではないかと思っていたら、

12月になって、山茶花（サザンカ）の花にメジ

ロの姿を見かけるようになった。今年は2月、3

月の梅の花にもやってくるかもしれない。更に

これまで近くの里山（舞松原古墳がある通称ド

ングリ山）でしか姿をみなかったシジュウカラ

の姿も庭で見るようになった。逆に昔はよく姿

をみていたキジバト（通称山バト）の姿をみる

ことはなくなった。近くの里山が古墳公園とし

て整備がされてきているのでその影響があるの

かもしれない。 
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『東北震災者へ新米を… 

から得るもの』 

 

顧問 

一級販売士 

櫨本 攻 

 

 

 

2011.3.11 日本人の心が凍てついた！ 

だがしかしそのことについて何をしようか？

何をしたらいいの？自分の気持ちを行動に移せ

た人はどれくらいいただろうか？ 

わたしは販売士協会会員のほかの会にも所属

して活躍しています。 

その会とはＮＰＯ法人自然楽会と称し、見て触

れて感じて遊ぶ参加体験型のボランティア団体

です。 

おりしも団塊の世代が大量退職時代を迎えた

時期とも相まって多種多様な人たちが増え、こ

の組織が横に大きく膨らみ、今ではダンス・軽

音楽・山登りなど各部会単位で活動しています。 

そんな中で山での遊び場作り、休耕田での農

作物作りを手掛ける開拓部会に所属する私は今

年の９月下旬、昨年に引き続き今年も震災地陸

前高田の仮設居住の皆さんに新米を届けること

ができました。 

 

 

2012.9.23  陸前高田市へ出発を前に会員と 

 

 

私たち自然楽会員３名で福岡から陸前高田の

仮設団地３か所に新米１俵づつ３俵をマイカー

に積み、まる１昼夜かけてお届けしたのである

が、現地で駐車スペースを探していると「あら、

○○自然楽会の人たちじゃない？」「そうですそ

うです…今年も新米をお届けにあがりました。」

「ちょっと待ってな！」と私たちを集会所へ案

内したままどこぞへ…しばらくして住人がいっ

ぱい集まってきた。 

 

2012.9.25  陸前高田市竹駒町仮設団地の皆さんと 

 

前会お会いした人・お目にかからなかった人

等々で話があっちこっちへ飛びながらも、震災

その後のこと・畑を作って成果物を団地内住民

に配っている人・自分の趣味を生かして絵画・

書道・手芸など楽しんでいる人などいろいろの

話を聞くことができ、皆さんの話しぶりから昨

年に比べてずいぶんとおちついた言動を見受け

ることが出来ました。 

「やはり今年も来てよかった。私たちのやって

いることは幾分マスターベーションかもしれな

い…でもやりがいのあることだと！」納得の東

北旅行でした。 
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2012 年ニッポンの元気シニア世界遺産の旅・ヨ－ロッパ編（その４） 

               

一級販売士 

                   山路博之 

 

 

 

 

 

１ はじめに 

私は 2012年 5月から 7月までバス中心によるヨーロッパ 21カ国、45カ所の世界遺産を訪問。

前号（第 32 号）でその前篇としてイギリスと北欧 4 カ国の旅の様子をご紹介させて頂いた。今

回は続編としてバルト 3 国・中欧・東欧・ギリシャ・トルコ世界遺産の旅の様子をご紹介したい。 

特に東欧（アルバニア・ブルガリア・ルーマニア等）の旅は、私は旅を楽しむと言うより「ニ

ッポンの元気シニア世界遺産の旅・ヨーロッパ篇」の旅行記を書く為の取材旅行が目的と言って

良く、旅を楽しむよりむしろ苦しい旅だった。純粋にヨーロッパ旅行を楽しむなら、2011 年に

訪問した西欧諸国でまだ行っていないイタリアやスペインの世界遺産を訪問した方が楽しいか

らだ。2011・2012 年のバックパックの旅でヨーロッパの最も素晴らしい季節である５月から 10

月まで合計 30 数カ国の世界遺産約 100 カ所，100 以上の博物館・美術館を訪問し、様々な経験・

見聞をし世界中の多くの人達と交流したので、それらを基にできれば旅行記を出版したいし、で

きなくともブログで私の旅を紹介し、ニッポンの海外旅行を目指すシニアの方々への参考になれ

ばと現在鋭意執筆中である。  

 

 

２ バルト 3国（リトアニア・ラトヴィア・リトアニア）世界遺産の旅 

私のバルト 3 国の知識と言えば大変限られていた。例えば旧ソヴィエト連邦に蹂躙・占領され

独立した事。大相撲の把瑠都関がエストニア出身。そして第 2 次世界大戦中、日本の外交官「杉

原千畝（すぎはら・ちうね）」がリトアニアの日本領事館勤務時、ナチス・ドイツの迫害により

ポーランドなど欧州各地から逃れてきたユダヤ系難民達の窮状に同情し本国外務省の訓命に反

して大量のビザ（通過査証）を発給しおよそ 6000 人の避難民を救った事などだ。杉原氏は海外

では「日本のシンドラー」等とも呼ばれている。 

少し歴史を紐解くと、1940 年ソ連軍がバルト 3 国に侵攻し併合。3 国とも数万人のパルチザ

ン等が逮捕され、シベリア等への大量流刑が始まった。1942 年にはナチス・ドイツ軍がバルト 3

国に侵攻、ソ連軍は撤退したが、ドイツ占領下数十万人のユダヤ人（リトアニアでは 20 万人以

上、ラトヴィアでは 9 万人以上）が強制収容所へ送られた歴史を持つ。その過程で上記杉原氏の

人道的行為があり、彼の功績は現在リトアニアで評価され、首都ヴィリュヌスには杉原氏の名を

冠した通りが生まれ杉原千畝記念碑もある。彼が勤務したリトアニア・カウナスの旧日本領事館

も杉原記念館として保存され、館内に日本文化研究センターも開設されている。彼の功績は両国

を結ぶ絆となって今も生きている。バルト 3 国は 1944 年再びソ連軍に占領され、人民の敵とさ

れた多くの一般市民がシベリアへ強制流刑されたと言う。（例えばリトアニアは数 10 万人）。 
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そして 1991 年ソヴィエト連邦が崩壊し、1991 年 3 国とも独立宣言をした。3 国ともソヴィエ

ト連邦の占領時代・弾圧時代・独立回復までを忘れない為に各種博物館が存在している。例えば

エストニア・タリン、ラトヴィア・リーガには占領博物館、リトアニア・ヴィリュヌスには KGB

博物館や国立ユダヤ博物館があり、多くの国民・海外観光客が訪問していた。私は特にソヴィエ

ト弾圧の中でのパルチザンの抵抗の様子、KGB 博物館（ソ連の国家警察・秘密諜報機関による

政治的理由で逮捕・抑留・拷問の様子を写真・資料・施設等で保存再現）は話には聞いていたが、

実物を見ているとその残酷な所業が目に残り忘れられない。 

バルト 3 国の首都は 13 世紀からの中世時代の面影や空気を今に伝え世界文化遺産として登録

されている。エストニア・タリン歴史地区、ラトビア・リガ歴史地区、リトアニア・ヴィリュヌ

ス歴史地区である。それらを端的に言えば「タリン歴史地区はデ‐ン人が築きドイツ人商人が移

住し交易都市として発展、大きくした町」「リガ歴史地区は中世と近代の二つの街並みが調和す

る古都」「ヴィリュヌス歴史地区は複雑な歴史を物語る多彩な宗教施設が残る町」である。上記 3

都市の旧市街を歩くと、かっての共産主義時代の面影は、占領博物館等での展示品以外は見当た

らずソ連の「負の遺産」は払拭されている。どこも旧市街では大聖堂や教会が現在でも結構あっ

た。しかしソ連共産主義による宗教否定は 1917 年の革命直後から無神論を掲げスターリン時

代・フルシチョフ時代、政教分離の名のもとに行われた一連の全宗教抑圧政策、・宗教弾圧はす

さまじく、多くのロシア正教会の聖職者も殺され、投獄され信徒も処刑・逮捕・労働キャンプ送

りの流刑処分、教会閉鎖が行われてきたと言う。そのようなソヴィエト連邦時代にも細々と宗教

活動が続けられてきたのだろう。ソヴィエト連邦がまたポーランド等東欧の共産主義政党が崩壊

したのも宗教を信じる国民に嫌われたからとも聞いた。ソヴィエト崩壊後、弾圧によって衰えた

教勢は一気に回復・復興したと言われている。 

バルト 3 国の国民には東洋人が珍しいのか、私は町を歩く現地の人達にじろじろ見られた。私

は時々中国語や韓国語で声がかけられたが残念ながら日本語はなかった。私のバック・パックス

タイルでは日本人とは見られなかったのかもしれないし、日本人旅行者がバルト 3 国を滅多に旅

行しないからかもしれない。 

 

 

3 中欧諸国（ポーランド・チェコ・スロバキア）世界遺産の旅 

リトアニア・ヴィリニュスからポーランド・ワルシャワ迄夜行バスで移動。私は 10 ヶ月前に

ワルシャワを訪問したのですぐバスで移動する。行先は 14 世紀に琥珀の交易で栄えたドイツ騎

士団ゆかりの町でありコペルニクスの生誕地・「世界遺産・中世都市トル二」。雨も降り大した興

味も起きず。翌日早々ポーランド・ヴロツワフに向かう。 

ヴロツワフに行く理由は、１０ヶ月前ポーランドを列車で旅行中、車内で知り合ったポーラン

ドの若い女性アニアさんが、是非ヴロツワフの世界遺産には一緒に行こうと誘ってくれた事によ

る。我々シニア年代はポーランドを東欧(東ヨーロッパ)と学んだが、現在は中欧とよばれている。

彼女に｢ポーランドは東欧か?｣と聞くと「東欧と呼ばれると昔の共産主義時代の悪いイメージが

あり、東欧とは呼ばれたくない中欧です]と答えた。 

ヴロツワフには世界文化遺産・「ヤヴォルとシヴィドニツァの平和教会群」と「ヴロツワフの

百年記念会館」とがある。彼女はヴァロツワフ大学で学びドイツで教師をしているとの事。二人

で「シヴィドニツァの平和教会」に行く。1655 年にオーク材・木造で造られた独特の教会で現

在も木造教会は使用されていた。「百年記念会館」は 20 世紀初頭に造られた、当時の世界最大級

のコンクリート製丸屋根構造・円形ドームの巨大な建物で近代コンクリート建築の発展に重要な
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位置を占めていると言う。 

丁度訪問した時は 2012 年 6 月 23 日（土）で「サッカー

欧州選手権 2012」がこの地でも開催されていた。町の中心

でそのイベントの一つとしてポーランド各地から軍隊のマ

ーチングバンドが集結し、パレードと演奏会を催していた。

待機中の空軍吹奏楽団のメンバーと話す。私が日本のメーカ

ーYAMAHA で働き輸出の仕事そしていたが、誰かヤマハの

楽器を使っているかと聞くと、すぐ数人集まってきて使用中

のヤマハ管楽器を見せてくれたので私は OB として嬉しく

なった。 

街中で見る日本製の車、オートバイ、ボートのエンジン等

を見ると、私はそれらに対し「一人でよく頑張っているな。

寂しくないか？」と黙って話しかけると、彼らは無言で「日

本の工場で丈夫に立派に造ってくれたので、こちらでは元気

に故障も無く、主人を満足させていますので大切に使われて

います。日本の為に頑張っています」と言っているように私には思えた。それらは日本を代表し

て海外で活躍し日本の名声を高めてくれているので、私は日本製品を仲間と思い誇りに思って彼

らを見ている。 

チェコも 2011 年、世界遺産「プラハ歴史地区」だけ訪問したのみで、今回の 2012 年は 3 日

間で 6 つの世界遺産「オモロウツの聖三位一体碑」「ブルノのトゥ－ゲントハート邸」「トゥシェ

ビーチのユダヤ人街と聖プロコピウス大聖堂」「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地区」とローカルバスを利用し精力的に訪問する。バス移動な

ので、スケジュールはバスの時刻に合わせるしかなかった。一番良かったのは、絵画のように美

しい中世の古都・世界遺産「チェスキー・クルムロフ歴史地区」だった。13 世紀に南ボヘミア

のモルダウ川に囲まれた旧市街で、16 世紀にはルネサンス都市として繁栄したが次第に近代化

に取り残されたおかげで、石畳の路地裏や当時の風景が損なわれることなく現在の姿が保存され

てきた。色とりどりの家が川面に映るメルヘンの様な街であった。日本を含め世界中からの観光

客で溢れていた。 

 

 

４ 南東欧（クロアチア・アルバニア・ブルガリア・ルーマニア）世界遺産の旅 

「ユーゴスラヴィア」と言う国名は、学校で習ったので覚えている方も多いと思う。しかし現

在は「ユーゴスラヴィア」という国は無くなり次の表の６つの国と１つの自治州に別れてしまっ

た。「ユーゴスラヴィア」は 6 つの民族（セルビア人・クロアチア人・ムスリム人・マケドニア

人・スロベニア人・アルバニア人）と 4 つの宗教（セルビア正教・イスラム教・マケドニア正教・

カトリック）が複雑に絡まり、東西の文化の接点であったが、文化の衝突は時には戦乱の発火点

となった。ボスニア・ヘルツェゴヴィナは 3 民族が共存し異なった民族同士の結婚は当たり前の

事だったが、その紛争は家族に国境を引こうとするような愚行で、約 20 万人の死者と約 200 万

人以上の難民・避難民を出した紛争は 1995 年迄続いたと言う。日本の様な一国家・一人種には

到底理解できない事だった。 
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歴史を紐解くと、1945年社会主義体制のユーゴスラヴィア連邦人民共和国が誕生。1963年に

はユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国に改称された。1991年３月クロアチアでセルビア人とク

ロアチア人の警官隊同士が衝突。民族紛争に拡大した。1991年６月スロベニアの独立を阻止しよ

うとセルビア人主体の連邦軍が進軍、内戦状態になった。1991年の崩壊後、セルビア共和国、モ

ンテネグロ共和国とで新ユーゴスラヴィア連邦共和国を形成したが、1999年 3月から 3カ月にわ

たり、コソヴォの自治権をめぐる紛争で NATOの空爆を受け、国土は荒廃した。2003年 2月には

今までの連邦制から、セルビア共和国、モンテネグロ共和国の両国による緩やかな連合国家制へ

と政体を変更し、ユーゴスラヴィアと言う名が完全に消滅した。2006年 6月にはモンテネグロも

独立し、セルビアも独立国家となった。2008年にはコソヴォもコソヴォ共和国として独立を宣言

したが、セルビアは独立を認めておらず、自国領という立場をとっているとの事。 

 

旧ユーゴスラビアから現在の体制へ 

共和国 

独立宣

言 

年月 

人口(万

人) 
人種 構成率(％) 主な宗教 

セルビア 

新ユーゴ連

邦 

９２年 

１月 

９７１ セルビア人 
 

セルビア正教 

（コソヴォ自

治州） 
２００ 

アルバニア人 ９０ イスラム教 

セルビア人 ７～８ セルビア正教 

モンテネグ

ロ 
６３ 

セルビア人 
 

セルビア正教 

   

クロアチア クロアチア 
９１年 

６月 
４６７ 

クロアチア人 ８５～９０ カトリック 

セルビア人 ５ セルビア正教 

ボスニア 

ボスニア・ヘ

ルツェゴビ

ナ 

９２年 

３月 
４４０ 

ムスリム人 ４４ イスラム教 

セルビア人 ３１ セルビア正教 

クロアチア人 １７ カトリック 

マケドニア マケドニア 
９１年 

９月 
２０６ 

マケドニア人 ６５ マケドニア正教 

アルバニア人 ２１ イスラム教 

スロベニア スロベニア 
９１年 

６月 
１９４ 

スロベニア人 ８８ カトリック 

アルバニア人 ３ イスラム教 

セルビア人 ２ セルビア正教 

 

私はそんな複雑な状況にあったスロベニア・クロアチア共和国・ボスニア・ヘルツェゴヴィナ・

モンテネグロを訪問・バスで通過したが、クロアチアに一番興味があった。特にアドリア海沿岸

に沿って世界遺産「シベニクの大聖堂」「古都トロギール」「スプリットの史跡群とディオクレ

ティアヌス宮殿」「ドブロヴニク旧市街」は紺碧色の深く澄みわたり陽光きらめくアドリア海と

のコントラストは素晴らしいの一言。特に「アドリア海の真珠」と言われる世界遺産「ドブロヴ

ニク旧市街」は最高だった。ドブロヴニクはアドリア海に突き出した城塞都市で、町を囲む城壁

は 8世紀頃に建築が始まった。この城壁の上を歩いて 1周することができ。美しい街並みとアド

リア海をあらゆる角度から眺めることができた。私は対岸のイタリアより好きになった。 
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クロアチアからギリシアには最短ルートのアドリア海沿いに南下して行くことにしたが直接

行ける鉄道もバスも無い。ただインターネット情報では、ボスニア・ヘルツェゴヴィア、モンテ

ネグロ、アルバニア経由でローカルバスを幾度か乗換えて行くしかない。結局１日かけてバスを

5回ほど乗換え夜遅くアルバニアの田舎町に何とかたどり着いた。そしてアルバニアの首都ティ

ラナには翌早朝バスで着き、その日の夜行バスでギリシアに向かう。東欧諸国は一般に英語がな

かなか通じないし、また事前情報がほとんどなくローカルバスを異国で探すことが如何に大変な

ことか、今回の旅で私が一番困難なルートと危惧し、はたして無事通過できるか心配していたル

ートだが、各国の出入国審査を無事切り抜けギリシアにたどり着きまずは一安心だった。 

 

 

５ 至る所遺跡や史跡だらけのギリシア 

ギリシアの古代史はギリシア神話が入り込み、どこまでが神話でどこからが史実なのか判断が

難しいといわれている。現在でも欧米人の精神的故郷は古代ギリシアにあると言う。古代ギリシ

アでは高度な文明が開化し、哲学、演劇、美術など多様な文化が後世に継承されている。その古

代ギリシアの栄光、守護女神アテナを祀る聖なる丘・世界遺産｢アテネのアクロポリス｣は紀元前

15世紀(約 3500年前)アテネの都市建設とともに砦として建てられ、そのシンボルである「パル

テノン神殿」は、約 2500 年前の紀元前 5世紀に建てられた。 

ギリシアには世界遺産は 17か所あるが、私がローカルバスを利用し訪問したのは順に「オリ

ンピアの遺跡」「ミストラの遺跡」「ミケーネとティリュンスの遺跡」「アテネのアクロポリス」

「デルフィの遺跡」「メテオラ」「テッサロ二キの歴史的建造物」の７か所。ギリシアには歴史

的遺跡が多すぎて、人類の宝である世界遺産もイタリア同様管理が行き届いてないように思える。

遺跡群が強烈な太陽光や熱、風雨に晒され破壊、浸食が進んでいた。 

アテネのアクロポリス（高い

丘の上の都市）は、世界でも有

数の観光地なので、ここだけは

修復作業が行われていたのが救

いだった。古代ギリシア人が如

何に優秀な民族であったことは

誰もが認める所だろうが、現代

のギリシア人はどうなのか？欧

州連合の経済危機を招いた国で

ある。その主原因は公務員の多

さとその人件費の高さ。アテネ

の街中をパトロールする多すぎ

る警官、アクロポリス博物館や

各地の博物館に勤務する人員過

剰な館員である公務員。日本ではその数分の一の人員で済まされる仕事を多くの公務員で行って

いる。一言でいえば非能率で無駄な人件費がギリシア経済の元凶だ。 

私はそんなギリシアの７月の毎日４０度を超える炎天下と目が眩むような太陽光の中を連日

歩きまわり、露出した顔や腕は真っ黒に日焼けしてしまった。特にギリシア本土の中央にある世

界遺産｢メテオラ｣に行った時は体力勝負だった。｢メテオラ｣とは｢宙に浮く｣という意味で、平原

の中に突然高いものでは 400mもある[岩の塔]である奇岩群が現れる。9世紀頃世俗生活を嫌った



 

- 22 - 

隠修士達がより神に近い地を求めてメテオラの「岩の塔」に住み始めたという。14世紀初めにギ

リシア正教の修道士達が共同生活を営むようになり、奇岩の頂きに修道院建設がはじめられた。

20世紀初頭までは岩山に階段もはしごも無く、下界から人間や生活物資を運ぶ手段は滑車につる

した網袋だけだったという。現在は修道院が残っている「岩の塔」は 8カ所だけで、観光客のほ

とんどは観光バスや乗用車で山に登っているが、私は麓の観光拠点地カランバカから早朝のロー

カルバスで頂上まで登り、そこから約 14km程の中に点在する[岩の塔]の修道院を歩いて廻る。

修道院に登るには奇岩の麓から急勾配の階段を登っていくしかない。真夏の 40度以上の行軍は

まさに体力勝負。一度だけ追い越して行く乗用車に手をあげてヒッチハイクをして次の奇岩まで

乗せてもらったが、帰りは麓のカランバカまでトレッキングコースがあり歩いて下山する。約 6

時間の徒歩観光を終え下山後宿の主人に話すと 42 度の炎天下を歩いたのかとあきれ果てギリシ

ア人も驚くほどだったので、思いで深いものだった。 

 

 

６ ビザンティン(東ローマ)帝国の首都・トルコ世界遺産「イスタンブール歴史地区」 

2012年のヨーロッパ世界遺産の旅の最終地はトルコのイスタンブールを選んだ。イスタンブールは

シルクロードの終着点であり、また東西文明の交差点として繁栄を続ける世界遺産「イスタンブール

歴史地区」を見たかったからだ。400年続いた古代ローマ帝国は西暦 395年にローマ帝国の東西分裂

後はコンスタンティノーブル（現イスタンブール）はビザンティン帝国（東ローマ帝国）の首都とし

て 1453年までの 1100年間繁栄を続けた町である。イスタンブールはボスポラス海峡によって世界遺

産「イスタンブール歴史地区」の旧市街が広がるヨーロッパ側と対岸の新市街がアジア側である。ト

ルコは現在、欧州連合（ＥＵ）に加盟申請をしているが私にはヨーロッパのイメージはない。早朝か

らモスクの塔からスピーカーの大音量で「朝の礼拝を告げる声」を聞くと、ここはイスラム国家であ

る事を意識せざるを得ないし、女性は民族衣装の黒いチャドルを身につけている方も結構いる。世界

遺産の旧市街を歩いているとトルコ人観光業者から日本語でよく声がかかるが、発音が良く日本に住

んでいたのではないかと思われるほどだ。イスタンブール歴史地区の中心は「トプカプ宮殿」「アヤ

ソフィア博物館」など多く、私の 3日間の滞在では時間が足りず将来トルコを再訪し、数ある世界遺

産廻りをしたいと思う。 

 

私は今回の旅行でも様々な事を見聞し、世界が自分の故郷だと思うようになった。（了） 

  



 

- 23 - 

 

 

 

二宮 基陽 

【大分県大分市】 

一級販売士 

（平成 22年 2月合格） 

 

 

この度、福岡販売士協会に入会させていただいた大

分支部の二宮基陽（にのみやもとはる）と申します 

15 年間、地元の信用金庫に勤務し、昨年 4 月より会

計事務所に勤務しています。 

 

私が販売士と出会ったのは、大学 2 年生の時だっ

たので、知り合って約 20 年前になります。 

偶然に本屋の資格のコーナーで「販売士３級試験

問題集」という本が目にとまり、何となくページを

めくってみると、面白そうだったので思わず買った

ことがきっかけです。 

そして、３級、２級、１級と勉強を進めていく中

で、多くのことを学び、実践の場で生かしてきまし

た。今では、販売士に出会ったことに本当に感謝し

ています。 

その中で、一番の思い出は、「模擬面接」です。 

初めての 3 級の試験の時に、受験要綱等をきちん

と読んでなく、受験会場で面接試験が模擬販売であ

ったことを知った時の驚きは今でも覚えています。 

私は、面接が「一般的な小売業のことについて程

度の話」と思っており、当時スーパーでバイトして

いたので、日常業務の話をすればよい程度しか考え

てなかったのですが、面接内容が「複数の試験委員

の前で実際に商品を売ってみせる」とは、予想もし

ていないことだったので、売る商品も準備しておら

ず、更に模擬面接がイメージできないので恐怖すら

感じはじめ、筆記試験中もそのことばかりを考えて

いて、集中できなかったことを覚えています。 

筆記試験終了後の休憩時間に、すぐ近くのスーパ

ーで一番目についた黄色のバナナを買って、販売に

係る原稿を作成、覚えこみました。でも、すべてが

バタバタで頭がパニックになっており、面接試験が

始まった時には緊張感も加わり、最悪の状態だった

です。 

 

 

 

そして、試験が始まりました。 

受験生３人が順番に３人の面接官の前で模擬販売

をしていくのですが、私は最後で、前の２人の方々

は、地元百貨店の女性の店員さんで、綺麗で、非常

に流れもスムーズで、上手でした。ついに私の番が

やってきたのですが、極度の緊張感と不安で、パニ

ックがピークになり、商品説明の中で「サルもおい

しいといっていたバナナです。」と説明したところ、

試験官の方に「実際に聞いたのですか？」と質問さ

れたところ、「はい！昨日そのように当店に来店して

言ってました。」と・・・・。今、思えば恥ずかしい

限りです。 

試験結果は不合格。でも、筆記試験がダメでした。 

再度、受験しようと思いながらも、「受験すると面接

があるから嫌だ」という、面接がトラウマになりま

した。 

でも、販売士の勉強は、バイトの現場でも実に多

くのことが生かせることを知り、ハマリました。そ

れで、再受験をすることにしました。 

２回目の受験の対策としてしたのは主に面接。そ

の時に販売する商品を「動物が食べそうにない商品」

という基準で、「メロン」を選びました。今、思い出

せば不思議なのですが、当時の私はなぜかそれが絶

対基準でした。そして、「そのメロンを合格したら、

食べる」と決め、勉強をし、試験に合格できました。 

その時、食べたメロンが、私が今までどんな食べた

メロンよりも、美味しかったです。 

    

以上が私と販売士との思い出の一つですが、これ

からは、福岡販売士協会の会員の皆様と出会うこと

で、もっと多くのことを吸収し、より多くの思い出

を増やしながら、現場に還元していきたいと思って

います。 

是非ともよろしくお願いします。 

 

新規会員紹介 



 

- 24 - 

 ～お知らせ～ 

◆平成 25年度年次総会 

日 時：平成 25 年 4 月 13 日（土） 

14：00～17：30 

場 所：福岡商工会議所 Ｂ１－ｂ会議室 

（福岡市博多区博多駅前 2-9-28 地下１階） 

 

 

 

◆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２5年 2月） 

正 会 員 ８6名 

 １級販売士 ７０名 

 2・３級販売士 13名 

 登録講師  ３名 

賛 助 会 員  ３社 

 県 別 内 訳  

福 岡 県 ６６名 

宮 崎 県  3名 

大 分 県  ４名 

熊 本 県  3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２４～25年度） 

 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 
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