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平成 25 年度年次総会 を開催 

～ さらなる会員獲得に向けて ～ 

平成 25 年 4 月 13 日（土） ／ 福岡商工会議所 

 

 

去る 4 月 13 日（土）福岡商工会議所にて年次

総会が開催されました。当日は春の暖かな陽射

しの中、福岡商工会議所並びに長崎販売士協会

からのご来賓を含め、総勢 34 名の参加がありま

した。 

 

第１部 年次総会 

冒頭、栗川会長より「今年度は積極的な会員

獲得活動を行いたい」旨の発言がありました。

その後議案審議に入り、次の４つの議案が承認

可決されました。 

 

  

販売士・ふくおか 
発行：福岡販売士協会 

平成 25年 5月 14日 

第 34号 

 

＝ 年 次 総 会 次 第 ＝ 

 ■第一部  総会 

  司会      副会長  小関 芳紀 

  議事      会長   栗川 久明 

 ■第二部  講演会 

  「悪徳商法にだまされない」 

   福岡県生活安全課企画主査 山内文恵氏 

■第三部  懇親会 

司会      副会長  小関 芳紀 

来賓挨拶 

長崎販売士協会会長  坂口雄一氏 

  乾杯       

福岡商工会議所本部長 三角 薫氏 

挨拶      副会長  廣瀬 紀子 
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○第１号議案 

 会則の変更について 

当協会正会員の加入資格について、現在登録

がなされていない過去の販売士検定試験合格者

（１級・2 級・3 級）も対象となるよう会則第 6

条に追記しました。 

 

 

○第２号議案 

 平成 24・25 年度役員体制について 

今年度は役員改選期ではありませんでしたが、

石原特別顧問の退会及び佐賀支部長（村口隆志

氏）の追記により、役員名簿を改訂しました。

また、当協会ホームページ担当を広報委員会か

ら研修委員会へ変更しました。 

 

 

○第３号議案 

 平成 24 年度活動実績・収支決算について 

栗川会長より、平成 24 年度活動実績及び収支

決算について、設立 10 周年記念行事並びに全

体・個別会合とも計画通り実施できた旨報告が

ありました。また、濱村監事より監査結果報告

がありました。 

なお、収支決算は以下のとおりです。 

前年度繰越金  253,875 円 

収  入    792,565 円 

合  計   1,046,440 円 

支  出    854,770 円 

 次年度繰越金  191,670 円  

 

 

○第４号議案 

 平成 25 年度活動計画・収支予算について 

 

１）平成 25 年度活動計画 

①年次総会  

平成 25 年 4 月 13 日（土） 

 福岡商工会議所 

②春季流通施設等見学会 

 ㈱さかえ屋 平恒工場見学 

 平成 25 年 6 月 8 日（土） 

③夏季研修会  

平成 25 年 7 月 20 日（土） 

 福岡商工会議所  

「日本の常識は海外では非常識・また逆の例」 

 講師：山路博之会員 

④夏の納涼家族パーティ  

 平成 25 年 8 月 24 日（土） 

 アサヒビール園博多 

⑤九州販売士交流会 

 平成 25 年 11 月 9 日（土） 

 福岡商工会議所 

 講師：未定 

⑥新春懇談会 

 平成 26 年 1 月 18 日（土） 

 福岡商工会議所 

 

（参考） 

・平成 26 年度年次総会 

 平成 26 年 4 月 19 日（土） 

 福岡商工会議所 

 

２）平成 25 年度収支予算 

前年度繰越金  191,670 円 

収  入    603,000 円 

合  計    794,670 円 

支  出    710,740 円 

次年度繰越金   83,930 円 
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第２部 講演会 

今回は、福岡県消費生活センターの山内主査

を講師にお招きし、「悪質商法にだまされるな！」

というテーマでご講演いただきました。講演の

後は活発な質疑応答

もあり、予定の時間

をオーバーするほど

参加者の積極的な姿

勢が印象的でした。 

 

 

講演要旨は以下のとおりです。 

○消費生活センターの概要と活動内容 

・消費生活センターは、居住する市町村の窓口

を利用するのが原則。 

・福岡県には県の消費生活センターもあり、こ

ちらは日曜日も電話相談を受け付けている。 

・福岡県消費生活センターの場合、電話相談が

９５％、来所での相談が５％となっている。 

・相談の９割以上が助言と情報提供だが、約６％

は、事業者と消費者の間に入り、斡旋を行っ

ている。（但し、強制力なし） 

 

 

○最近の相談事例の特徴 

１）高齢者の相談件数の増加 

・福岡県の平成 23 年度の相談件数は 12,709 件

であり、全体としては減少傾向だが、60 歳以

上の高齢者の相談件数割合は増加傾向にある。 

・原因としては、①高齢者人口の相対的増加、

②自宅にいることが多いため、訪問販売や電

話勧誘に接する機会が多いことが考えられる。 

 

 

２）インターネットの「デジタル・コンテンツ」

に関する相談が第 1 位 

・平成 23 年度の統計によると 30 歳代から 60

歳代の相談内容の第１位は、「デジタル・コン

テンツ」となっており、全体の 70％が「架空

請求」に関するものである。 

・また、最近では「サクラ・サイト商法」によ

る被害、相談件数が増加傾向にある。 

・被害額は、数十万円はザラで、中には 300～

400 万円の被害に遭い、相談に来られた方も

いた。 

・また、被害にあった高齢者の特徴としては、「隠

す」傾向にあるため、まわりから見て何かお

かしいと思ったら、問い詰めるのではなく、

相談を促すようにしてみることが良い方法で

あるとのこと。 

・対処法としては、契約した覚えのないものは

「無視する！」、「うまい話には裏がある」こ

とを肝に銘じておくこと。 

３）最近の借金に関する相談事例 

・最近の借金に関する相談者の特長としては、

失業、疾病、子供の教育費の支出等により多

重債務となった方が多い。また、定年退職後

にもかかわらず、生活パターンを現役時代の

まま続け、返済できなくなった方もいた。 

・解決法としては、「自己破産」、「民事個人再生」、

「特定調停」等があるが、一人で抱え込まず、

地域の「消費生活センター」に相談して、最

善の解決策を考えてほしい。 
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第３部 懇親会 

懇親会は、長崎販売士協会の坂口会長のご挨

拶に続き、福岡商工会議所三角本部長による乾

杯のご発声で始まりました。 

会が始まるとあちらこちらで懇親の輪が広が

り、大分支部の溝部支部長から差し入れていた

だいた焼酎はあっという間になくなるほど盛況

に進みました。 

 

 会も中ほどに差し掛かった頃、恒例のショー

ト・スピーチに移り、

小関副会長の名司会に

より、今回も多くの

方々のお話を伺うこと

ができました。 

 

 

スピーチに立たれた主な方々の要旨を以下に記

します。 

 

○福岡商工会議所 三角本部長 

～第２部の講演会の内

容に関連して･･･訪問

販売で玄関先を立ち去

らない業者に対しては

「帰って下さい！」を 3

回言っても立ち去らない場合は、「不退去罪」が

成立する。万が一の場合はこの方法を覚えてお

くと良いかも。～ 

 

 

○福岡商工会議所 

田邊グループ長 

～来年、平成 26 年２

月から「福岡検定」が

開始される。現在ホー

ムページ上でプレ検定を行っており、関心のあ

る方は、是非一度トライして下さい。～ 

 

 

 

 

 

○長崎販売士協会 冬木副会長 

～長崎販売士協会では、

今年度から科目免除の

特典付「２級販売士養

成講座」を開始するこ

ととなった。～ 

 

長崎販売士協会 吉岡副会長 

～長崎販売士協会は今年で 30 周年を迎えるが、

広報の責任者として常に新しい情報を発信して

いきたい。～ 

 

 

 

 

 

○溝部大分支部長 

～昨年度は商工会・大

手百貨店・スーパーに

対する顔つなぎや有

資格者を増やすこと

ができ、質、量とも満

足できる一年であった。～ 

 

 

○宮内鹿児島支部長 

～非公式だが、夏場に 3

級の講座を受け持つこ

とになりそう。会員拡充

に向け今年一年頑張っ

ていきたい。～ 
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また、紙面の都合上スピーチの内容は省略さ

せていただきましたが、スピーチに立たれた

方々に敬意を評し、お名前をご紹介しておきま

す。 

 

 

 

 

・初参加でこの４月に独立された毛利さん 

（福岡市） 

・同じく初参加の大分支部の二宮さん（大分市） 

 

・今年は高速道路の開

通により 1 時間短縮で

きた中島さん（松江市） 

 

 

 

・家庭菜園での野鳥との格

闘談が非常にためになった

牛黄薯さん（広島市） 

 

 

 

・元気のある授業で若者

（学生）を社会に送りこ

とをミッションに掲げ

る「ネオ・おやじ」の 

高田さん（福岡市） 

 

 

・強い意志でリハビ

リに立ち向かわれた 

三﨑さん（春日市） 

 

 

 

・「何事も辛抱が大事！」と貴重な長生きの秘訣

をお話いただいた今年

90 歳の大原さん 

（福岡市） 

 

 こうして懇親会の時間もあっという間に過ぎ、

宴もたけなわではありましたが、最後に廣瀬副

会長の副会長としてのこの一年の感想と一本締

めで散会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

本年度も会員の皆さまのご協力をお願いしま

す。 

（理事 八尋 晃仁 記）  
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会長 

一級販売士  

栗川 久明 

 

 

 

今年度は新入会員募集を重点に展開してい

きます。そのために「福岡販売士協会チラシ」

を作成し、みなさんに配布いたします。 

従来からの「福岡販売士協会入会ご案内」

と「福岡販売士協会ホームページ」、会報「販

売士・ふくおか」とあわせて協会広報・新入

会員獲得をすすめていきます。 

 

全体会合について 

 

九州販売士交流会は 2年に 1回の開催であり、

今年は当協会が幹事協会となります。 

 

１．平成 25 年度年次総会 

  日 時：平成 25 年 4 月 13 日（土） 

  場 所：福岡商工会議所・B1-b 会議室 

  講 演：福岡県政出前講座 

「悪質商法にだまされない」 

 

２．春季流通施設等見学会 

  日 時：平成 25 年 6 月 8 日（土） 

  場 所：株式会社「さかえ屋 平恒工場」

見学（飯塚工業団地内） 

 

３．夏季研修会 

  日 時：平成 25 年 7 月 20 日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 B1-b 会議室 

  講 演：山路 博之様 

 「日本の常識は海外では非常識・また逆の例」 

 

 

 

 

４．夏の納涼家族パーティ 

  日 時：平成 25 年 8 月 24 日（土） 

  場 所： アサヒビール園博多 

 

５．九州販売士交流会 

  日 時：平成 25 年 11 月 9 日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 401～402 会議室 

  講 演：検討中  

 

６．新春懇談会 

  日 時：平成 26 年 1 月 18 日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 

 

（参考） 

平成 26 年度年次総会 

  日 時：平成 2６年 4 月 19 日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 

 

 

個別会合の計画 

 

１．定例役員会議 

奇数月の第 2 水曜日に開催します。 

 ※役員・事務局の負担軽減の為に従来の毎月

から隔月に変更します。 

・日時：奇数月第 2 水曜日 19：00～20：30 

（5/8、7/10、9/11、11/13、1/8、※3/26） 

※印は第 2 水曜日以外の日です。 

 ・場所：麻生情報ビジネス専門学校 

 

２．会報発行 

 会報「販売士・ふくおか」を年 3 回（5 月、9

月、2 月）発行します。 

 会員のみなさんの投稿をよろしくお願いいた

します。 

  

３．本年度も会報および全体行事の内容をホー

ムページに掲載いたします。 

  

平成 25年度活動計画 
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会長 

一級販売士  

栗川 久明 

 

 

 

４月 13 日（土）に設立 11 周年の年次総会を

34 名の参加者で開催いたしました。ご来賓とし

て、長崎販売士協会より坂口会長、冬木副会長、

吉岡副会長に参加いただきました。また、賛助

会員の福岡商工会議所より会員サービス本部三

角本部長と検定・企業研修グループの田邊課長

に参加いただきました。 

今年の年次総会時会員数は正会員 84 名です。

昨年の年次総会時は 77名でしたから 7名の会員

増となりました。これは大分・熊本・鹿児島・

佐賀支部設立による増加です。 

 

昨年は福岡販売士協会10周年記念事業を展開

してきました。特に「福岡販売士協会 10 周年記

念論文募集」と記念論文特集会報の発行、「大

分・熊本・鹿児島・佐賀支部の発足」、「10 周年

記念福岡販売士協会統一名刺の配布」、「10 周年

記念行事秋季研修会イン熊本」等を開催いたし

ました。 

 

設立12年目の今年度は新入会員募集を重点に

展開していきたいと思います。 

 そのために年次総会で会則の変更を行い、当

協会正会員の加入資格をゆるめました。その内

容は従来の販売士保有資格者から現在登録され

ていなくても過去の販売士合格者も対象にした

ことです。 

さらに、委員会体制は変更ありませんが、ホ

ームページの担当を広報委員会から研修委員会

に移しました。これまでとは違う角度でホーメ

ージを見直し、新入会員獲得につなげていきた

いというねらいです。 

 

また、「福岡販売士協会チラシ」を作成し、す

でにみなさんに１部送付させていただきました。

このチラシは岡野理事に編集してもらいカラー

印刷にしました。販売士合格者に配布する機会

のある方は事務局に必要部数をお申し込みくだ

さい。従来からの「平成 25 年度福岡販売士協会

入会ご案内」も準備しております。 

当協会の会報「販売士・ふくおか」とあわせ

て協会広報・新規会員獲得運動をすすめていき

たいと思います。ぜひみなさんお知り合いの販

売士に「一声こえかけ」をお願いいたします。 

また、昨年配布しました協会統一名刺について

増刷をご希望の方は事務局へご連絡ください。 

 

参考までにこれまでの年次総会時の会員数推

移を記載しておきます。 

            

 H14 年設立総会時：80 名、H15 年：93 名、

H16 年：96 名（MAX）、H17 年：88 名、H18

年：84 名、H19 年：82 名、H20 年：83 名、

H21 年：85 名、H22 年：72 名（MIN）、H23

年：73 名、H24 年：77 名、H25 年：84 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の年次総会での講演はふくおか県政出前

講座の「悪質商法にだまされない」というテー

マで、福岡県生活安全課消費生活センター企画

主査 山内文恵様に講演をお願いしました。 

 会員の皆さんでこんな講演を聞きたい、また

は自分でこういう講演をしたいという方は事務

局までご連絡をお願いします。 

  

設立 12年目を迎えて 
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参考までにこれまでの当協会の全体会合での

講演の一覧表をまとめてみました。 

 

【H14 年】 

■設立総会 

「消費不況にどう対処するか」 

㈱ミスターマックス 平野比左志会長 

■夏季研修会： 

「販売士検定をとりまく状況」 

福岡商工会議所 橋本修治部長 

「繁盛店に学ぶ商売のコツと心構え」 

 槙本健次会員 

「生き生きとした組織へのアプローチ」 

小野宗利監事 

 

【H15 年】 

■年次総会 

「思考とわかち合い」 

長崎販売士協会 富永広道会長 

■夏季研修会 

「博多の町の歴史について」 

福岡市民の祭振興会 岡部定一郎会長 

■九州販売士交流会 

「企業経営にかける情熱」 

㈱如水庵 森恍次郎代表取締役 

 

【H16 年】 

■年次総会 

「食の現状を検証する」 

泉享理事 

■夏季研修会 

「小売業におけるチャネル政策の一考察」 

山崎良一会員 

 

【H17 年】 

■年次総会 

「販売士の光で夢実現を」 

大原盡顧問 

■夏季研修会 

「流通業界と法規制」 

高田暢夫会員 

 

■九州販売士交流会 

「女性客が集まる販売マーケティング」 

仙波敬子会員 

 

【H18 年】 

■年次総会 

「現場から見た伸びる企業と衰退する企業」 

遠藤真紀会員 

■夏季研修会 

「セールスマネージャーのあり方への提言」 

石原義曠副会長 

 

【H19 年】 

■年次総会 

「新規事業への挑戦」 

福田紘司会員 

■夏季研修会 

「販売士制度の現状と３級講師としての雑感」

窪田靖雄会員 

 

【H20 年】 

■年次総会 

「日本販売士協会の活動と流通・小売業界等の

人材育成・確保」 

日本商工会議所 立松裕之部長 

「福商サービス部の活動状況と九州観光マスタ

ー検定」 

福岡商工会議所 三角薫部長 

■夏季研修会 

「九州観光マスターと販売士との接点」 

中村学園大学 片山富弘教授 

 

【H21 年】 

■年次総会 

「教育におよぼす販売士検定制度」 

福岡 ECO コミュニケーション専門学校 

東秀弥学科長 

■夏季研修会 

「企業の社会的責任とレビューマネージメント」 

中村学園大学 山田啓一准教授 
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■九州販売士交流会 

「食の安全と正しい情報の提供がお店を救う」 

㈱石村萬盛堂 石村善悟代表取締役社長 

 

【H22 年】 

■年次総会 

「福岡の魚が美味しい」 

福岡県出前講座 佐藤博之技術主査 

■夏季研修会 

「九州新幹線鹿児島ルート」 

福岡県出前講座 谷川清敏参事 

 

【H23 年】 

■年次総会 

「ご存知ですか？福岡県のブランド農産物」 

福岡県出前講座 重松秀行係長 

■夏季研修会 

「夢実現講座」 

長崎販売士協会 坂口雄一会長 

 

【H24 年】 

■年次総会 

「福岡販売士協会 10 周年を迎えて」 

栗川久明会長 

■夏季研修会 

「販売士講座～商業高校での授業展開と課題」

岡野利哉理事 

「接遇について」 

吉田由美子会員 

■秋季研修会 

「店舗開発について」 

佐々木葵会員 

「観光産業の未来予想図」 

八尋晃仁会員 

 

 

 

今年の春季流通施設見学会はすでにご案内を

お送りしていますように、八尋理事のお世話で 6

月 8 日（土）にお菓子の「さかえ屋平恒工場」

を見学します。さかえ屋の経営理念とお菓子づ

くりを勉強したいと思います。みなさんのご参

加をお待ちしております。 

 今後こんなところを見学したいというご希が 

ありましたら事務局にご連絡ください。 

 

参考までにこれまでの流通施設見学会の見学

場所一覧表をまとめてみました。 

 

【H18 年】 

春季：イオン福岡伊都ショッピングセンター 

秋季：鳥栖プレミアム・アウトレット 

【H19 年】 

春季： ランテック福岡支店流通センター 

及び冷凍倉庫 

     コストコホールセール店 

秋季：トヨタ自動車九州宮田工場 

【H20 年】 

春季：九州電力玄海エネルギーパーク 

秋季：キューピーマヨネーズ鳥栖工場 

【H21 年】 

 春季：イオンモール筑紫野 

 秋季：不二家吉野ヶ里工場 

【H22 年】 

 春季：北九州エコタウン 

 秋季：イオンモール福岡ルクル 

【H23 年】 

 春季：JR 博多シティ 

【H24 年】 

 春季：イケア福岡新宮店 

 

今年度 1 年間活発な協会活動を展開していき

たいと思います。みなさんのご参加 ご支援を

よろしくお願い申し上げます。  
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『公営住宅（アパート）での空室の  

増加と高齢化』 

 

一級販売士 

戸田 俊彦 

 

 

 

 

私が現在住んでいる一戸建の団地では団地の

新陳代謝が始まり、住民の 40 代、50 代への若

返りも見られ、空地、空家も減り始めている。

しかし、隣接するアパート群では逆の現象が見

られる。25～26 年前には私も現在の家のすぐそ

ばにある県公舎（県の住宅供給公舎）のアパー

トに 10 年程住んでいた。ここのアパート群は一

部に県営住宅や警察アパートを含んでいるが、

大半は県公舎のアパートでそれなりの規模のア

パート群である。又、一部改修が行われている

所もあるが全体としては老朽化している。その

ことが大きな要因でもあるのかもしれないが、

空室が増えているようだ。公民館主催の土曜ウ

オーキングで団地内を時々通ることがあるのだ

がその時空室があるのが目にはいることがある。 

 老人会や団地自治会の役員の話ではどこも 2

～3 割空室がある。特に多いのは警察アパートで

半分くらい空いていると云うことであった。又、

私が住んでいた頃にはあまり見ることがなかっ

た年寄が最近は増えていると云うことである。 

 昔は車と同じで年齢に応じて、独身寮や独身

用アパートから公営住宅や民間アパート、最後

に持ち家（一戸建、マンション）に住み変えて

いくというのが一つのパターンになっていたと

思うのだが様子が変わってきているようだ。 

 

 

 

 行政の統計でも福岡市は世帯数よりも住宅数

の方が 2 割程多いということになっているよう

だが、現在も JR 駅周辺では次々と高層マンショ

ンが建てられている。子育世代の人達に公営住

宅を経由せず直接マンションを購入するパター

ンが増えたと云うことのようだ。それと同時に、

定年退職後も持ち家が持てず公営住宅に住み続

ける人が増えてきているのではないかと想像さ

れる。 

 私の住む小学校区には17の団地自治会がある。

そのうち老人会があるのは 7 自治会で、いずれ

も 1 戸建の団地であった。昨年、アパート群の

自治会にも初めて老人会が出来た。今年度もか

つて私が住んでいた県公舎自治会に老人会がで

き老人会数は 9 に増えた。ちなみに市から年輪

クラブと認められて補助金が付くのには30人以

上の加入者が必要となっている。 

 公営住宅（アパート）に年寄が増えて来たこ

とを示す一つの現象ではないかと考えている。 

 知り合いにパブテスト教会が行っているホー

ムレス救援会の支援をしている人がいるが、公

営住宅にこれだけ空室があるのならホームレス

の人達の一時宿泊所として活用出来ないものか

と考えたりもしている。 

  

◆メジロは戻ってきたけれど◆ 

 今年は成（なり）年なのか例年より多く梅の

花が咲き、昨年姿をみなかったメジロが連日お

とずれた。しかし、ミツバチとうぐいすは今年

も姿をみせなかった。その代り、梅の花にでは

ないのだが連日ヒヨ鳥がやってきた。更にこれ

まで近くの里山でも姿を見ることがなかった

“カケス”が近所の電柱のてっぺんで鳴いてい

るに出会った。ヒヨ鳥も“カケス”も本来は里

山にいる鳥なので住宅地にこの季節姿を見せる

と云うことは、やはり自然界でも小さな変動が

起きつつあるのではないかと感じている。天変

地異の前触れでなければよいのだが。 

    

投稿記事 



 

- 11 - 

『日本の常識は海外では非常識 また逆の例』 

 

               

一級販売士 

                      山路博之 

 

 

 

 

私は、2011 年と 2012 年の２回にわけて合計４ヶ月半ヨーロッパ３０数カ国旅行した。 

また、若い頃から世界中を旅し、外国に暮らし、様々の経験をし、あるいは見てきた。 

これまで海外旅行を通じて、様々な所を訪問し世界中の人達と会い、話し、異文化を実際に体験する

事によって、日本の学校では学べない、また日本だけにいては気がつかない事を知った。ここで総括

を兼ねて日本の常識が海外では非常識、またその逆の例をご紹介したい。 

 

 

１ 日本の常識は海外では非常識の例、また逆の例 

海外で生活し旅行していると、今まで気がつかなかった日本の常識が通用しないことが度々あった。

また、逆に海外では常識でも日本では非常識の事もある。 

その例をあげれば 1 冊の本になるが、今回は私が経験し、見聞した事、また海外旅行する方には是

非知っておいてほしいことをここに挙げてみた。海外といっても世界は広い。だからこの常識 非常

識は全世界で共通でなく、ある一部の地域 国であることを最初に申し上げておきたい。尚「世界の

ニッポン人 信じられない常識 非常識 日本人のモノサシが全然通用しない 二見書房」を参考に

した。 

 

 

① 習慣 

＊日本のトイレは大体どこでも無料で使用できるが、ヨーロッパでは特に観光地では有料だと思って

良い。使用する時は小銭を用意しておくこと。 

＊私が最初アメリカのトイレで面食らったのは、ドアの下部分約 20cm 位隙間があり、外からでも足

が見える。中国では、外にある作業場のトイレで全く扉が無い所を見たことがある。インドでは地

方に行くと野原や海岸で用を足し、左手で水を使って洗うので、ティッシュなどは使用しない。従

ってインドでは左手は不浄の手といわれる。 

＊日本の道路は左側通行。ヨーロッパでは例外国もあるが一般に右側通行である。歩く時やエスカレ

ーターに乗った時、つい日本での慣れで左側を使用するが、対向する相手に迷惑になる。車のハン

ドルも従って、ヨーロッパでは左ハンドルとなる。 

＊挨拶は、日本では頭を下げ相手に敬意を表しているが、欧米では握手をする。アメリカではいろん

な人種が集まっている国なので、握手するのが、それが自分は貴方の敵ではないし、ナイフやピス

トルを持ってないんだという意思表示といわれる。 

 中国人は頭をペコペコ下げて挨拶する姿勢は屈辱的にうつるので、日本人が中国で挨拶する時は、

会釈する程度にしてペコペコしない方が良い。 
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＊日本ではお風呂に入る時は湯船に入るのが一般的だが、欧米ではシャワーだけ。ホテルでは湯船は

あるが、ホステル等ではシャワーだけ。ヨーロッパには温泉もあるが、裸で入らず海水パンツを着

用している。 

＊台湾で葬式を見たが、葬式に欠かせないのが「泣き女」。お葬式を盛り上げるために泣きのプロを

雇う。火葬場に行く時は、小型トラックに楽隊を乗せ、賑やかにドラをならしラッパをふき、故人

を明るく見送る。日本の厳かな葬式風景とは余りにも違う。 

 また、日本は火葬が主だが、欧米では火葬は稀で、ほとんど土葬である。 

＊散髪は、日本と比べるとサービスは大変悪いので、旅行前に日本で散髪を済ませておく。 

 サービスといえば、旧共産国ではサービスの概念が未だ充分で無いと思っておくこと。 

＊物を落としたりしたり忘れたりしたら、日本では警察署にとどけられ戻って来るケースがあるが、

欧米ではまず戻ってこない。また、バッグ等ロビーなどに置いて目を離すと盗難にあうケースが多

い。 

 

    

② 水 食事 食べ物 

＊水について日本は軟水で味もよく水道水も飲める。レストランで水がサービス（無料）で出てくる

ので、有料が一般的な外国人は驚くらしい。ヨーロッパでは硬水（ガス入りの炭酸水）が普通で、

慣れない日本人には飲みにくい。レストランで水を注文する時やスーパで購入する時はどちらか確

認した方が良い。また中東諸国など水が貴重品の国だってある。ドイツも水道水はまずかった。日

本茶などには使う水はミネラルウオーターを使うべきだ。 

＊ドイツではビール、フランス、イタリアではワインは食事につきもの。ビールやワインは水代わり

の認識だ。昼食時に当然アルコールを飲むが、帰りは自分の車で帰る。あくまで自己責任の世界で

アルコールを飲んだからといって誰も何も言わない。 

 1980 年代にフランスに出張時、鉄道で旅した時、停車中機関車の横で機関士と話した時、彼の顔

が真っ赤で息もアルコール臭かった。多分昼食時にワインでも飲んだのだろう。 

 これもその人の判断で自己責任に任せられているのか。日本では考えられないだけに忘れられない。 

＊トルコ イスタンブールで、私は店で缶ビールを買い、その店の前の通りですぐ飲みだしたら、主

人が缶を隠せと紙袋をくれた。アラブ社会では多分アルコールは人前で飲酒する事はご法度らしい。

またアラブ国家では女性は他人に肌を見せてはいけないことになっている。日本人女性がアラブ社

会を旅行する時は服装に要注意。厳格な国ではチャドル着用も必要か。 

＊宴席などでの乾杯は、欧米では自分のペースで飲んで相手には強要しない。しかし中国や台湾の酒

の席での乾杯はルールやマナーがあり、必ず相手と乾杯して飲まなければならないし一気に飲み干

さないと失礼になる。まず全員で乾杯し、その後は相手を指名して飲むが、指名されたら拒否でき

ない。断ると「なぜ俺の酒が飲めない」といって怒り出す。飲めそうにない時は「髄（ズイ）」と

いえば少しで勘弁してくれる。従って、酒の席で自分 1 人勝手に飲むことは失礼にあたる。私も台

湾で何度これまで乾杯させられたことか。中国人はアルコール度数の高い酒を好んで飲むだけに、

酒に強くない日本人は要注意。 

＊食事の時、日本ではお箸を使用するが、欧米ではフォーク、ナイフ、スプーンを使用する。インド

では、右手の指 3 本で、カレー料理等を食べる。左手は不浄の手なので、左利きの人でも絶対使用

しないこと。不浄の手とはインドでは左手を使いトイレの後始末をするからだ。 

＊日本では、ラーメンを食べる時やスープを飲む時、音を立てて食べたり飲んだりする。欧米では音

を立てるのは失礼に当たるので、しないように子供の時から教えられている。 
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日本では、スープ 麺を口に入る時空気と一緒に入り音が出るのは一番おいしく味わって食べる為

で、この習慣は日本の食文化だと言われている。しかし海外では注意した方が良い。 

＊レストランで日本は昼食など注文して、料理もそう待たされることなく出るが、スペインでは昼食

でも時間をかけ待たせる。私は時間がなくなり痺れを切らし途中で注文をキャンセルしたこともあ

る。 

＊ゲルマン人（ドイツやオーストリア）では、台所は常に清潔にぴかぴかにしておく場所らしく、夕

食でも COLD 料理が普通らしい。私の友人宅では HOT 料理は昼だけだった。 

＊アメリカでの経験だが、レストランで友人のアメリカ人と行き、彼はステーキのウエルダン（よく

焼いた肉）を注文、半分ほど食べて彼がボーイに言ったのは、自分の注文した焼き具合ではないと

クレームを付け、新しく注文した肉を持って来させたのには驚いた。私も同じ経験が一度ある。ス

パゲッティを注文し出された麺が余りにも柔らかく、まずくて手をつけただけで食べなかった。す

ると支払い時、私は支払うつもりだったが店は請求してこなかったのには逆に驚いた。 

＊日本食は欧米では健康食品という事で人気がある。しかし、日本食レストランによってはオーナー

や店員が日本人でない所も多く、味も見かけも本当の日本式とは違う店もある。味が大雑把であっ

たり、客は白いご飯に醤油をドバッとかけたり、天ぷらにマヨネーズやケチャップをかけたりする。

生魚は一般的に欧米では食べないが、日本のスシやサシミは新鮮なので、好きな外国人はたくさん

いる。 

＊宗教によっては肉を食べない国があるし、日本では食べない動物の肉を食べる国もある。インドで

は牛が宗教上の理由で、イスラム教の国ではブタは食べない。インドでは羊肉（マトン）が一般的

だ。私はチェコでは「ウサギの肉」、フィンランドでは［鹿の肉］を食べたことがある。韓国や中

国では「犬の肉」を食べる。 

＊日本の激カラはまだ子供だましで、私がインド旅行で経験したスパイスの効いたカレーの激カラは

すさまじく、自分の唇の感覚が鈍り腫れている感覚だった。口直しの生野菜がなんと緑の唐辛子。

日本人の私はすぐ胃をやられ、しばらくは果物だけで過ごした。しかし猛暑のインドでは暑さ対策

に激カラの食事が必要らしい。 

＊日本で言うゲテモノ、フランス料理では「イナゴ」「カエル」があり、中国では蛇料理、台湾では

蛇の生血。彼らには珍味であって「ゲテモノ」ではないらしい。中国では中華料理の食材に、犬、

蛇、狸、熊の手、白鳥、鳩、スッポン等何でもありだ。また、中華料理は食べきれない程出すのが

礼儀らしく、品数も多い。出された料理は残してはいけないのが礼儀だ。 

*パリのギリシアレストランで食事していた時、何枚もの皿をフロアーに投げて割っていたのを思い

出す。私はびっくりしたが、彼らは笑ってそうしていたので、何か特別な理由があるのだろう。 

 

 

③ 病気 病院 

＊日本の病院は予約なしで診察を受けられるが、欧米では予約制が一般的で、指定時間からは待たさ

れることはほとんどない。 

＊アメリカで子供が風邪をひいた時、親は子供にコーラを飲んで寝なさいという。日本での常識では

判断できない治療方法もいろいろある。 
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④ 交通 鉄道 

＊列車運行について、日本では出発 到着時刻は秒単位で正確だが、ヨーロッパでは遅れるのが当た

り前と思っていた方が良い。私はフランスのローカル線で乗継ぎ時間が短いと全部乗継ができなか

った。次の列車迄 1～2 時間あり乗り遅れた時は次を待つしかない。 

 バスになると、いつ渋滞があるかも知れず、全く到着時間は当てにならなかった。 

＊日本の鉄道 電車はホームに入る時切符を改札機に通すが、欧米では一般的に改札機がなく自由に

出入りできる。しかし車内検札が必ずあり、もし切符を持たなかったりしたら大きな罰金が課せら

れる。 

＊列車は前半分と後半分は行先が違う事もあり、乗車車両の行先を確認する必要がある。 

＊タクシーはメーターをおろさない運転手がいる時もあり注意をすべき。 

＊ロンドンではタクシーをミニキャブと呼ぶ。深夜等、普通タクシーが呼べない時に読んでもらえる

が、メーターのついてないのもあり、値段は交渉次第。 

＊バイクは日本ではヘルメットの着用が義務づけられているが、欧米では義務付けられてないのか、

ヘルメットを着用せず運転する人が多い。 

＊日本では車をぶつけるとそれこそ大変だが、私はパリで駐車中の車を見た時、前後の車と車間がほ

とんどなく、どうして出るか見ていると、車を前後に動かし前後の車のバンパーにぶっつけて車間

を開けて出ていった。 

＊デンマークやオランダ、中国は自転車レーンがあり、自転車が優先し歩行時は注意する事。ヨーロ

ッパで信号のない交差点では、自転車が通り過ぎる迄車が待たなければいけない。 

 

 

⑤ 欧米人の仕事ぶり 転職 就職 

＊残業するのは日本だけ。欧米の会社では管理職でも終業時間の 5 時がくれば、仕事が残っていよう

が、ピタッと仕事を辞めて帰るのが常識。家族と過ごす時間を大切にしているからだ。だから会社

の人間 同僚と仕事が終わって飲みに行くことなんて滅多にない。 

 また、飲みに行く機会があっても、女性は男性にビールや酒のお酌はしない。お酌をするのは娼婦

がする事らしい。従ってみんな手酌で、自分のペースで飲む。 

＊欧米、特にヨーロッパの夏のヴァケーションも長く、3～4 週間位ある。仕事と私生活は別の意識

があるからだ。特に北欧や北ヨーロッパは長い寒い冬があり、太陽がいっぱいの夏の季節は彼らの

健康の為にも、仕事の英気を養う為にも大変大事な時だ。 

＊欧米の会社の従業員は仕事もマイペース。年 1 回の昇給も日本人ボスと個別交渉で自分の意見を強

く主張するのが当たり前。自分で思っていた昇給額が得られなかったりしたら、彼らは自分をもっ

と評価してくれる会社や職場に移ることを考え始め、もっと自分を評価してくれる会社や職場に転

職する。だから彼らは自分がどう評価されているかを気にし、時々ボスに「私の仕事に満足してい

ますか?」と聞いてくる。経営者側は、はっきり彼の業績評価や意思を伝え、現地の習慣を忘れず

契約社会なのではっきりと、「この仕事はここまでやってほしい」と伝えなければいけない。日本

流に「君に任せた」「適当にお願いする」ではボスとしては失格。だから欧米では転職することは

昇進や昇給の為には当たり前の感覚で、日本人のように、今年は駄目でも来年頑張ろうとはならな

い。 

＊採用面接時、特に女性に対し結婚しているか否か、法律で年齢制限してはいけないので年齢につい

ても聞けない。女性へのセクハラで日本人ボスが訴えられる事もある。 
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＊新卒者の採用も日本は終身雇用が前提で新卒一括採用し、時間をかけて現場で仕事をおぼえさせて

いく。欧米では自分の専門を考慮して職種別採用が中心で、日本のように在学中に求職活動を行う

者は少なく、大半は卒業後に求職活動を行っている。またアメリカでは主にインターンが出発点と

なり、ここで自分の適性を見極め、経験を積んだ上で、転職を繰り返しながらキャリアの階段を上

がって行く。 

 日本には年功序列型雇用 賃金が主流だが、ヨーロッパにはヨーロッパ型雇用制度があり、管理職

は競争型制度で給料も高いが責任も成果も厳しく、雇用の流動化が当たり前だ。 

 

 

⑥ お金 

＊US ドル札は偽札が多く信用度が低く素人目で見てもわからない。お釣りでもらっても偽札を使用

すると嫌疑がかけられるので怖い。新札の 100 ドル紙幣は店でライトに透かして調べられる。私の

東欧での経験で、使い古した紙幣や破れている紙幣は受け取らないので、そんな札はお釣りで、も

らわない事。 

＊チップは仕事で出張中は一流ホテルやレストラン、タクシーを使用したのでチップは応分にあげた

が、今回はホステル利用、普通のレストランを使用したので、ほとんどあげなかった。自分でサー

ビスしてもらったと思えば払えばよいわけで、あげるのが常識ではない。 

 

 

⑦ 国民性 

＊インターネットから抽出したこんなジョ－クがある。船が沈み始めた時、船長がイギリス人に向か

って、「船を軽くするために海に飛び込め、名誉のためだ」と言うと、イギリス人は紳士的に飛び

込んだ。次にドイツ人に向かって「これは命令だ」と言うと、「はい、船長」とドイツ人も飛び込

んだ。「国のために飛び込め」と言うと、メキシコ人は「ビバ、ラ、メヒコ！(Viva la Mexico!)」

と叫んで飛び込んだ。最後に船長が日本人に向かって何か言うと、日本人も飛び込んだ。何と言っ

たのだろうか？「   みんな飛び込んだよ」と言ったのである。 また、ドイツ人は考えてから

歩きだし、イギリス人は歩きながら考え、スペイン人は走ってから考えるなどと言われるが、これ

はエスニック ジョ－ク(ethnic joke)と呼ばれるものである。こういった国民性のほんの一部（一

側面）を大げさに表すことは面白いかも知れないが、そういったことを信じてしまいがちであるこ

とは否めないにしても、いわゆるステレオタイプ化/典型化して人間を見てしまうことには問題が

あるのである。  

 

 

⑧ 語学 

＊英語を話す時、日本人は相手の言う事に YES を連発する人がいる。本人はただウンウンのつもり

で相槌をうっているだけだろうが、喋っている相手は同意し理解していると思う。相槌を打つ場合

は YES でなく、ウフといった方が良い。また SORRY を言ってはいけない場面がある。例えば、

車でぶつかった場合、SORRY を言えば自分の非、罪を認めることになるので要注意だ。 
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２ 日本人へのギモン（NHK  BS TV COOL JAPAN から抜粋）。 

上記番組で外国人（50 人）が日本人の行動や習慣に対し疑問に思う事で以下の点が挙げられたの

で、クール COOL 度が高い順に紹介した。これは日本では常識でも、外国人には不思議で非常識な

ことであろう。COOL 度とは「かっこ良い」の意味だ、ここでは日本人へのギモンに対して理解でき

たという意味にとって良く、同意したとは言い難い。 

 

 

① なぜ日本人は時間にうるさいの？ 

日本人は待ち合わせ時間の 10～20 分前に着く。自分が遅れて相手に迷惑をかけたくないからだ。外

国人でもドイツやスイスも日本と同じように時間にうるさいが、他の国では 10 分位猶予が与えられ

遅れてもうるさくない。日本人解説員の説明「日本人は勤勉で、お互いを尊重して相手の時間を無

駄にしない社会契約がある。」 COOL度 50人中 43人が評価。 

 

② なぜ日本人はどこでも寝るの？ 

日本人は電車内で立っていても、公園のベンチで、会議中等人前で眠る。寝顔を見られて恥ずかし

くないのか？日本人解説者の説明「日本は安全だから眠れる。外国だと寝ていたら自分の持物を盗

まれる。また睡眠時間を補うために眠る」 COOL度 50人中 34人 

 

③ なぜ日本人は麺を食べる時音をたててすするの？ 

日本人は蕎麦やソーメン等食べる時音を立てて食べている。音を立てるのは行儀が悪いし、失礼だ。

外国では、音をたてたり、汚したりしないように子供の時から教えられている。 

解説者の説明「音を立てて食べるのは日本の食文化で、スープと麺が一緒に口に入り、一番おいし

く食べられるためだ。」 COOL度 50人中 33人 

 

④ なぜ日本人はエレベーターで黙っているの？ 

日本人は知らない人に対し、用心深く距離を保っているので黙っている。外国人が見知らぬ人に話

しかけるのはフレンドリーからで、黙って無視するのは失礼だ。解説者の説明「日本人は他人を干

渉するのを嫌う」 COOL度 50人中 24人 

 

⑤ なぜ日本人の女の子でも父親とフロに入るの？ 

日本の幼年児の 9 割が父親と一緒に風呂に入る。親子がコミュニケーションをとるためで、昔から

銭湯があり、これは日本の文化だ。アメリカでは気持ちが悪いことだ。 COOL度 50人中 24人 

 

⑥ なぜ日本人女性は胸の谷間を見せないの？ 

日本では女性はスリムに見られたいため。見せると同性から嫉妬されるから。日本には和服の原理

「秘すれば花」という奥ゆかしさがあり、セクシーよりかわいさを求める。 

外国人は「胸は母性を表しているから見せていい」「太っているから胸に注目させるため」「胸は OK

だが、脚は駄目」。 COOL度 50人中 21人 

 

⑦ なぜ日本人はお酌をするの？ 

日本では、宴会や新年会でお酌をする事は基本で、尊敬の表現だし会話のきっかけとなり最高のコ

ミュニケーションで絆を深め高める。また和を求め、固めの杯はお互いが近い関係になり、日本独
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特の文化だ。外国人は、ディナ-に招いたらワインのお酌をするが、ずっと気にしなければいけない

のでリラックスできない。会社の上下関係でお酌するのはいや。 COOL度 50人中 17人 

 

⑧ なぜ日本人は人前で泣くの？ 

日本人は結婚式の時やスポーツでひいきのチームや選手が優勝した時、お詫びする時等人前で泣く。

外国人は人前では泣かない。解説者の説明「日本人は繊細で正直だから泣く。」         

COOL度 50人中 12人 

 

⑨ なぜ日本人は年齢を気にするの？ 

日本では年齢を聞くのは失礼なこと。解説者の説明「日本は年功序列の社会だから、日本人は年齢

を知って振舞や言葉使いが変わる」 COOL度 50人中 8人 

 

 

３外国人も驚く日本が世界に誇れる５つの美点（CNN より抜粋 引用） 

日本はまるで現代技術の周りを古き伝統が回っている万華鏡のような魅惑的な国だ。この国には創

造力、奇抜なファッション、古風な美しさ、効果的な事業、そして目もくらむファンタジーがある。

日本は全く予想もしない方法で、五感を満足させてくれる場所だ。日本を訪問した際に驚かされた点

を紹介する。 

 

① 物価は高いが、手ごろな価格のサービスや製品がある。 

② 見たことがないファッションがある。 

日本はおしゃれで多くの人が大変創造的な身なりをしている。古都京都の祇園では、伝統的な足

袋と着物に身を包んだ舞妓さんたちが街をあるいている。ただ通り過ぎる舞妓さんを眺めるだけ

で、日本を訪れる価値はある。」 

③ ハイテクと伝統（ファンタジー）との融合 

東京 秋葉原では、電器店でロボット、テレビ、ビデオゲーム等ハイテク製品は何でも手に入る。

ここの通りには、マンガ店やメイドカフェ、コスプレ（フレンチ風のメイドやアニメのキャラク

ターの格好をした少女）を多くみかける。秋葉原は未来と過去、ハイテクとファンタジーが融合

している。 

④ 高層ビルや高速道路だけでない。 

教徒には神社や寺が多い、歴史、伝統芸術、古代宗教の街であると同時に任天堂のゲーム機「Wii」

がある。 

⑤ 世界で最も清潔な場所。 

トイレで驚くべき現代技術が詰まった日本のトイレ。日本の人々はどこでも、困っている外国人

旅行者を見つけると喜んで助けてくれる。先入観を打ち破る驚きを与えてくれる。 
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『気になる最近の野菜販売』 

 

 

一級販売士 

消費生活アドバイザー 

廣瀬紀子 

 

 

 

 最近続けて、気になる野菜販売方法との出会

いがあったので、それについて書きたいと思う。 

 一つめは、ベジパラ（ベジタブルパラダイス）

という友人達が主宰のイベントに参加したとき

の事。お隣で販売していた『九州産直野菜販売 

ヴェルデ』さん。買いたくなる&売りたくなる（教

えてあげたくなる）魅力的なお店である。 

 まず、POP が良い。一つ一つの商品に生産者

である農家さんの事、野菜の特徴等が手書きで

書かれている。実はそんなに安くはない。でも

その価格に買い手が納得する特徴をきちんと伝

えてくれる。このお店は自分たちで見つけた農

家さんから、直接仕入れて販売しているので、

一つ一つへの思い入れが半端じゃないようだ。

野菜だけでなく、こんにゃく、椎茸とかも扱っ

ていて、調理方法やら、保存方法、旬の事等々、

何を聞いても適切な答えが返ってくる。受け答

えをする時の笑顔から、その商品のファンであ

る事が分かり、販売されているというよりも『ち

ょっと良いもの見つけたから、教えてあげたい』

という口コミ的な感じである。 

そもそもこのイベント主催者達は、食いしん

坊&美味しいもの大好きな人達で、イベント参加

のお店はそのメンバーがお気に入りの店に声か

けして出店している。スタッフが売り手である

一方で、あちこち見て買い物している買い手で

もあった。スタッフも（私含めて）自分の気に

入ったものは、自分も購入、周りの人にも教え

て（販売して）いるそんな楽しい販売であった。 

 

 もう一つは、九州ちくご元気計画が応援して

いる『ほしのほしやさい』販売。 

まずはこの組織について説明が必要だが、「九

州ちくご元気計画」とは筑後地域の雇用創出を

目的に筑後に住む人々の商売繁盛を応援する福

岡県のプロジェクトであり、商いの寺子屋を開

講する等商売の応援をしている。大人の線香花

火を全国的に売り出したお店（筒井時正）や農

家の息子達が商品開発 直売にて乾燥フルーツ

等を販売（うきは百姓組）、そして今回紹介した

い星野村の農産加工施設「星の里」が商品開発

した乾燥野菜「ほしのほしやさい」。 

先日、代表である後藤富美子さんのお話を聞

かせていただいた。３年ほど前に市町村合併等

を機に商品開発を始め星野村の加工グループの

おばしゃん達が立ち上がり、商品開発を行った。

規格外の野菜への「もったいない」とおいしい

野菜をいろいろな形で味わってほしいとの思い

からの商品化である。カットの大きさ 形と最

適な乾燥具合等を試行錯誤し、テスト販売や試

食販売にてお客様の声を反映。ちくご元気計画

の講師の方等からの厳しいダメだしにも負けず

のおばしゃん達の商品開発。そんなおばしゃん

達のお話、試食でその場で話を聞いた人々はさ

っそく購入である（もちろん私も購入）。 

星野村は昨年の７月の九州北部豪雨で大きな

被害を受け、この加工場やお店も活動を停止し

ていたが、やっと再開。その苦労を吹き飛ばす

おばしゃんパワーにも感動したが、それだけで

はみんな購入はしない。やはり美味しさと使い

やすさ、そしておばしゃん達の人柄に惚れてこ

の人が作っているものだったら安心、間違いな

い！との確信を持ち購入につながったのだと思

う。 

 厚生労働省が推奨す

る 1日に食べる野菜の摂

取量は３５０ｇ。毎日、

そして安心 安全にい

ただきたい野菜。野菜を

購入する際のポイントは皆さん何でしょうか？

その野菜のルーツが判る、生産者の顔が見えて

安心して、美味しくいただける、そんな野菜購

入が今時だと思いませんか。 
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『群れると云う事』 

 

 

一級販売士 

福生和彦 

 

 

 

 

 

体型的に小柄な弱い鳥類や草食動物は群れを

なして行動する。その理由は一羽、一匹で行動

すれば、それより強い大型鳥類や肉食動物に襲

われる確率が高く食われてしまうが、集団で群

れて行動すれば自分が襲われる確率は、群れを

分母とする分子の一部である事を防衛本能とし

て知っているものと思われる。 

此の事は人間についても云える事ではないか

と思う。人間は古来より集団で生活を営んで来

たがそれは防衛と攻撃に備えての知恵であった。

動物が他を攻撃するのは餌を捕る為で主に鳥類

の場合は大型、動物は肉食系であり群れをなし

て他を襲うというより、どちらかと言えば餌の

分け前のこともあるのか単独行動が多いように

見受けられる。尤も人間の場合でも本来は攻撃

とは動物の餌捕りと同じ行為であるが単独とい

うより集団行動であり、この点が動物と異なり

ずる賢いところである。 

人間の場合、群れは家族から村落、国へと拡

大し世界的には同盟国、友好国、非同盟国、非

友好国とに群れを成しており、動物の世界と異

なり複雑怪奇な様相を呈している。又、小さく

は趣味の会、同窓会等々群れをなして現実を送

っている。「赤信号皆で渡れば怖くない」ではな

いが、要は集団で行動することで不安を共有し

害に遭う機会を減らし、あわよくば利を得たい

と云う心理があるように思われる。「群れる」と

云う事を前向きに捉えれば共に行動することで

仲間を作り、利害を共有し、目的を定め精神生

活を豊かにする事ではないかと思う。本来的に

人間とは弱い動物なのである、弱いからこそ群

れるのではなかろうか。問題はその群れ方にそ

の人間の生き様が垣間見られる事である。福岡

販売士協会も一つの群れであるが皆で良き群れ

方をしましょう。 

 

 

 

 

『販売士試験を受験して』 

 

一級販売士 

毛利 裕之 

 

 

 

 

販売士の資格を知ったのは今から 4 年前にな

ります。 

 当時中小企業診断士の勉強をしており、勉強

仲間のうちの 1 人から 1 級販売士の試験に合格

したという話を聞いたのが最初でした。 

どんな資格だろうとすぐに商工会議所のホーム

ページを確認すると販売士の資格は 1 級から 3

級まである事、友人が取得したという 1 級販売

という資格は合格率が 10 %台と低く、とても難

易度が高い資格という事でした。 

しかし、販売の仕事が世の中に非常に多く存

在しビジネス的観点からは知っておいてもいい

知識である事、前職で店舗の販売指導を行って

いた事もあり、体系的な流通業に関する広い知

識を学べる資格として受験したいと思いました。 

 

それから月日が経過し販売士試験の受験を本

格的に考えたのはある年の 8月の終わりでした。 

ふと思い立ち受験日と申込日を確認すると、販

売士２級の受験申込が締切間近で試験は約１ヶ

月後、初めて受験するなら２級からと考えてい

ましたのでいいタイミングでした。 

２級販売士は応用レベルとして「販売管理能力」

を問われる試験ですので、対象となる人物像は
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マネジメントを行う店長レベルが求められてい

るようでした。 

すぐに受験申込を行い、買ってきた問題集の

ページ数を日割して勉強を開始しました。 

幸い、過去の勤務経験や独学で学んでいた流通

の知識が役立ち、理解し易くとても楽しく勉強

ができたので、その年の販売士２級の試験は合

格でした。 

 

年が明けて 2 月には 1 級販売士試験を受験し

ました。 

１級販売士は発展レベルの「経営管理能力」の

試験として経営者を対象とした試験であり、こ

ちらは難易度も高く合格率も低い試験と聞いて

いましたので、１１月頃から勉強計画を立て、

ハンドブックの５科目を一通り読み込んだ後は、

ひたすら過去問や問題集を解きながら整理して

覚える行う方法で勉強をしました。 

しかし、１級販売士の勉強で困ったのは問題

集がほとんど出回っていない事でした。 

これまでの勉強ではテキスト等を読み込んでイ

ンプットした後、問題集を解いてどんな論点が

出題されているのか、問題の出し方はどのよう

なものか、足りない知識は何なのか、を繰り返

して知識を補充する方法で勉強をしてきました

ので、問題集が少ない事は私にとって致命的で

した。今までは問題集に頼って勉強を行ってい

たということだったのでしょう、結局この年は

「小売業の累計」の 1 科目だけの科目合格でし

た。 

 

翌年は、何としても合格したい一心で、問題

集中心を改めテキストの中から理解の薄い箇所

を集中的にノートに整理して覚えこむ方法で勉

強をしました。 

ところが今度は問題集をやっても正解率が悪

く、ハンドブックの範囲の広さと勉強の効率の

悪さに受験日の前日まで悩まされ、明日の受験

をやめようかと何度も思いました。 

当日の朝も気持ちが前向きにならないまま試験

会場へ向いました。 

 

試験が開始され問題を見た途端答えが浮かびま

した。問題集を解いても実感できなかった知識

は、なんとか試験に対応できるレベルになって

いたという事だったのでしょう。そして、受験

をあきらめなかった事が幸いし、念願の１級販

売士に合格できました。 

 

販売士の資格は１級から３級まで３段階に分

かれていますが、他の資格と違うのは、それぞ

れの級で対象者となる人物像が異なるという点

です。 

たとえ応用レベルの２級や発展レベルの１級

などの上級資格を取得していても、基礎レベル

の３級や２級を新たに勉強する事で新たな知識

の習得を行う事が出来る試験です。 

ハンドブックは、各級のレベルに応じて内容が

構成されていますので、私は流通業のバイブル

として各級のハンドブックを使い分けしていま

す。 

 

ただし、今でも販売士として知識が十分に備わ

っているとは思っていませんので、実際の売り

場つくりや管理方法を見ながら知識の習得につ

なげていけるように今後も努力をしていきたい

と思います。 

 

また、販売士の資格を取得し福岡販売士協会

に加入させていただいた事で一気に人脈が広が

りました。福岡販売士協会のネットワークを通

じて、流通業の知識習得や販売士の普及活動な

ど、学ぶ場を広げていきたいと思います。 
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福岡販売士協会 新入会員募集中 

 

 

当協会は伝統ある日本販売士協会加盟の福岡県の地域協会で、平成 14 年４月に発足しました。

宮崎 大分 熊本 鹿児島 佐賀に支部があります。 

 

（１）協会の目的について 

我国、流通業界唯一の公的資格である販売士制度の県内における普及、振興により、人材面から地域

流通業界の発展に寄与することです。そのために 

①会員相互の交流と研鑚によるお互いのレベルアップ。 

②広く業界従事者の能力開発への支援等個々の企業のニーズに応える活動を積極的に行います。 

 

（２）会員の構成 

協会は正会員と賛助会員で構成されています。 

① 正 会 員：販売士合格者（1 級 ２級 ３級）、登録講師を正会員とします。現在登録されてい

なくても、過去の販売士合格者（1 級 ２級 ３級）は対象とします。また、本人の希望があれ

ば地域にかかわらず加入できます。 

② 賛助会員：当協会活動への参加意思のある団体もしくは個人とし、団体賛助会員については企業

等の諸団体、個人賛助会員については学識経験者、業界関係者等とします。 

 

（３）入会のご案内 

流通業に携わるプロとして、合格者同士が相集い、異業種交流を通じて、更に実践能力を磨き合い、

地域社会に貢献をしましょう。そのための会員相互の交流と研鑚の場として、全員参加の会合や希望

者参加の個別会合を開催しています。是非あなたもご入会ください。 

【入会申込先】福岡販売士協会 事務局：栗川 久明 

メール：fukumae@zenno.jp TEL/FAX：092-725-6200 携帯：090-7753-8018 

郵送：〒810-0055 福岡市中央区黒門 8-38-402 

[入会費 年会費]  入会費：3,000 円  年会費：３,000 円  

年会費は入会の次年度より納入をお願いします。入会費 年会費は協会の郵便振替口座：

01720-3-74819 加入者：福岡販売士協会に振込みをお願いします。 

 

（4）福岡販売士協会の活動状況はホームページ：http://www.farmmc.jp/ をご参照ください。 

  

mailto:fukumae@zenno.jp
http://www.farmmc.jp/
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 ～お知らせ～ 

◆春季流通施設見学会 

日 時：平成 25 年 6 月 8 日（土）13：40 集合 

場 所：さかえ屋平恒工場見学 

申込期限：平成 25 年 5 月 31 日（金） 

 

◆夏季研修会 

日 時：平成 25 年 7 月 20 日（土）14：00～ 

場 所：福岡商工会議所 B1-b 会議室 

 

◆福岡販売士協会のホームぺージ 

当協会のホームページを一新しました。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。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（事務局） ： 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５月） 

正 会 員 ８４名 

 １級販売士 ６８名 

 2 ３級販売士 １３名 

 登録講師  ３名 

賛 助 会 員  ３社 

 支部別内訳  

福 岡  ６４名 

宮 崎   ３名 

大 分   ４名 

熊 本   ３名 

鹿 児 島   ６名 

佐 賀   ４名 

 

  

福岡販売士協会役員体制（平成２４年～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 

 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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