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平成 26 年度年次総会を開催 

平成 26 年 4 月 19 日（土） ／ 福岡商工会議所 

 

 

 

4 月 19 日（土）福岡商工会議所において福岡

販売士協会年次総会を開催しました。 

今年度は役員改選年でもあり、会則の一部変

更も含めて当協会が新たな 1 年の活動を開始す

るに相応しい総会となりました。 

年次総会には来賓・講師を含めて39名が参加、

会場随所で再会に話が弾む会員の姿が見られま

した。 

販売士・ふくおか 
発行：福岡販売士協会 

平成 26年 5 月 12日 

第 37 号 

■■ 第 37号目次 ■■ 

・平成 26年度年次総会     …1 

・協会設立 13年目を迎えて   …8 

・新役員よりご挨拶      …10 

・連載＜日本の元気シニア世界遺産紀行＞ 

…13 

・会員投稿           …19 

・新入会＆再入会会員     …23 

・お知らせ、協会現状報告    …24 
■第一部 総会   14:00 ～ 14:25 

・議事（第 1号～4号議案）会長 栗川 久明 

■第二部 講演会  14:30 ～ 15:20 

・「アジアの交流拠点福岡を目指して」 

福岡県国際交流局 企画監 垰夲 潔氏 

■第三部 懇親会  15:30 ～17:30 
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総会は「役員会からの提案

事項ならびに重要案件につい

て審議決定をする」と会則に

定められている通り、年に 1

回開催される重要な意思決定

機関となっています。 

来賓として長崎販売士協会

の坂口会長、冬木副会長、吉岡副会長、藤原副

会長、賛助会員である福岡商工会議所会員サー

ビス本部の三角新本部長と検定・企業研修グル

ープの田邊グループ長にも参加いただきました。 

総会は、小関副会長の司会にて定刻 14時に開

会、参加者の皆さんの協力により滞りなく進行

しました。 

 

■会長挨拶（要旨） 

・当協会は平成 14 年 4 月 13

日に設立総会を実施、本日の

年次総会で設立 13 年目を迎

えることとなる。 

・今年の年次総会は合計 39名

の会員の参加、また来賓とし

て参加頂いている皆様に感謝

申し上げたい。 

・現在の会員数は、正会員：89 名、賛助会員 3

社、昨年の年次総会時は 84 名だったので 5 名の

会員増となった。 

・昨年度は岡野理事により協会のホームページ

を一新、当協会の活動内容を非常に良く理解し

てもらえるように尽力した。また、これに合わ

せて新会員募集案内チラシも作成して配布した

ため、これらの相乗効果により 5 名の会員増加

につながったと考えている。 

・会報を西理事により編集、第34号（22ページ）、

第 35 号（28 ページ）、第 36 号（26 ページ）と

投稿者も多く充実した紙面作りができた。 

・最終となった第 8 回九州販売士交流会を当協

会幹事で開催し、九州各県および山口・広島・

島根からも参加をいただき盛況に終わった。 

■議事 

続いて栗川会長より、4つの議案について提案

があり、各々出席者の多数による拍手により、

全て承認されました。 

 

○第一号議案（福岡販売士協会 会則の変更） 

会則第 3章の「会員および会費等」について、

下記のとおり変更を行う旨提案がありました。 

 

・正会員の会費について、「県外転出の正会員は

年会費一千円」の項を削除する。 

・年会費納入の規定について現状に合わせる。 

・従来役員会議の決定により支給していた支部

助成費について会則で規定する。 

 

○第二号議案（平成 26-27年度役員体制） 

 渡辺理事、濱村監事、岡野顧問、櫨本顧問が

退任、新たに八尋理事が副会長、毛利裕之氏、

礒道友紀氏が理事、箱森哲則氏が監事、渡辺理

事、濱村監事、高田暢夫氏が顧問に就任する新

役員体制について、提案がありました。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26・27年度役員体制 

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） 

副会長 ：八尋 晃仁（総務担当） 

理 事 ：長沼 玲子 

理 事 ：中野 法子 

理 事 ：岡野 利哉 

理 事 ：西  珠子 

理 事 ：横山 修二 

理 事 ：廣瀬 兼明 

理 事 ：毛利 裕之 

理 事 ：礒道 友紀 

監 事 ：森山 正夫 

監 事 ：箱森 哲則 

顧 問 ：福生 和彦 

顧 問 ：濱村 昌男 

顧 問 ：渡辺 芳雄 

顧 問 ：高田 暢夫 

 

第一部：総会 
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○第三号議案（平成 25年度活動実績） 

 全体会合・個別会合について下記の通り実施

したことが報告されました。 

 

■全体会合 

1.平成 25年度年次総会（司会：小関 芳紀） 

  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 

  参加者：34名 

  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」工場見学 

  参加者：13名 

 

3.夏季研修会（司会：八尋 晃仁） 

  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 

  参加者：14名 

  講 演：山路 博之氏  

「ニッポンの元気シニア世界遺産の旅」 

 

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 

  参加者：11名 

 

5.九州販売士交流会（司会：小関 芳紀） 

  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 

  参加者：32名 

  講 演：B’Sコンサルティング代表 

馬場 拓氏 

「ランチェスター戦略」  

 

6.新春懇談会（司会：廣瀬 紀子） 

  日 時：平成 26年 1月 18日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 B１－ａ会議室 

  参加者：25名 

 

■個別会合等 

1.平成 25年度の「定例役員会議」は隔月奇数月

の第 2水曜日に開催しました。 

・日時：第 2水曜日 19：00～20：30 

（5/8、7/10、9/11、11/13、12/11、1/15、3/26） 

・場所：麻生情報ビジネス専門学校（2号館 2F） 

 

2.会報発行 

 会報「販売士・ふくおか」3 回発行しました。

（第 34号：5月、第 35号：9月、第 36号：2月） 

  

3.ホームページ運用 

ホームページを全面的に刷新して、協会の活

動状況をトピックスや会報で紹介、新規会員の

勧誘をはかるようにしました。 

 

■収支決算および会計報告 

平成 25年度の収支決算および会計報告が行わ

れました。 

 

【収入の部】  

科目 決算額 

前年度繰越金 191,670 

会費 287,000 

会議・会合・雑収入 418,052 

収入合計 896,722 

【支出の部】  

科目 決算額 

会議・会合費 451,334 

負担金 72,000 

事務費 187,137 

予備費・雑費 6,542 

支出合計 717,013 

 

※【収入合計】-【支出合計】=179,709円を 

平成 26年度へ繰越 

 

会計報告に続き森山監事より、

平成 25 年度の収支決算に関し

て適切に処理されている旨の

監査報告が行われました。 
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○第四号議案（平成 26年度活動計画） 

 今年度の活動計画が提案されました。 

 

 

■全体会合 

九州販売士交流会にかわる行事として、本年

度より「九州販売士秋季懇談会イン（地域）」を

開催します。 

 

1.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・Ｂ１－ｂ会議室 

  講 演：福岡県政出前講座 

「アジアの交流拠点福岡を目指して」 

 

2.春季流通施設等見学会 

  日 時：平成 26年 6月 7日（土） 

  場 所：「いのちのたび博物館」 

「イオン八幡東ショッピングセンター」見学 

（北九州市八幡東区） 

 

3.夏季研修会 

  日 時：平成 26年 7月 19日（土） 

  場 所：福岡商工会議所・Ｂ１－ｂ会議室 

  講 演：「英国工場立上げ体験談」 

会長 栗川 久明  

 

4.夏の納涼家族パーティ 

  日 時：平成 26年 8月 23日（土） 

  場 所： アサヒビール園博多 

 

 

5.九州販売士秋季懇談会イン大分 

  日 時：平成 26年 11 月 8日（土） 

  場 所：大分市の流通施設見学と懇親会 

 

6.新春懇談会 

  日 時：平成 27年 1月 17日（土） 

  場 所：福岡商工会議所・会議室 

 

 

（参考）平成 27年度年次総会 

 日 時：平成 27年 4月 17日（土） 

  場 所：福岡商工会議所 

 

 

■個別会合等 

1.平成 26年度の「定例役員会議」は奇数月の第

3水曜日に開催します。 

 ・日時：第 3水曜日 19：00～20：30 

（5/21、7/16、9/17、11/19、12/17、1/21、※3/25） 

 ・場所：麻生情報ビジネス専門学校 2階教室 

 

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。 
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＜講師紹介＞ 

昭和 61 年 福岡県入庁 企画振興部 国際交流課 

平成元年  労働福祉事務所 

平成 6 年  ユニバーシアード福岡大会事務局 

  総務部、企画振興部、朝倉市副市長を歴任 

平成 25 年 国際交流局 

  

 

 

 

演題：「アジアの交流拠点福岡を目指して」   

講師：福岡県国際交流局企画監 

垰夲
たおもと

 潔 氏 

 

 総会に続き、「ふくおか県

政出前講座」による講演会が

開催されました。 

 福岡県では県政の課題な

どについて県職員が分かり

やすく説明する「ふくおか県政出前講座」を実

施しています。今回は全 164 テーマの中から役

員会にてテーマを選考しました。 

 

 知っているようで知らない「福岡県」につい

て、国際交流の観点を中心に紹介を頂きました。 

 

■アジアの拠点福岡 

 中国・韓国から見たとき日本の主要都市の中

で最も近くに位置するのが福岡、これがアジア

の交流拠点である所以である。 

 

■福岡県基礎データ 

人口 507万人（2010年）、人口の自然増加より

も社会増加が多い活力のある県である。 

 産業構造のバランスも取れており、シンガポ

ールに匹敵する経済規模を持つゆえ、自ら政策

策定・遂行できる力を持つ。 

 

 

 

■福岡県のアジア度 

 海外進出企業件数、輸出入額、姉妹提携自治

体数、国際航空路線数、外国人入国者数 を全

国と比較すると福岡は全項目で平均をかなり上

回る。留学生が多いことも特徴であり、その数

は全国 3位である。 

 

■地方政府の役割と福岡県の取り組み 

地方政府の役割である「雇用の場の確保」「県

民が幸せを実感できる生活」「日本・世界の国へ

の貢献」に対して福岡県の強みは「西日本屈指

の人口と経済力」「多様な産業と研究機関・教育

機関の集積」「豊富な人材と進取の気性に富む県

民性」「アジアとの交流の歴史と実績」「インフ

ラ整備」であり、「元気を西から、県民幸福度日

本一」を目指して取り組んでいる。 

 

■姉妹・友好提携 

 「中国・江蘇省」「タイ・バンコク都」「イン

ド・デリー州」「ベトナム・ハノイ市」「アメリ

カ・ハワイ州」「韓国・釜山広域市､全羅南道､慶

尚南道、済州特別自治道」と交流・提携を締結

している。各々と産業・教育・環境等の分野で

関係を構築している。 

 

■県内留学生の状況 

 留学生数は増加し続けている。人口の多い中

国が人数はトップであるが、韓国・ネパールか

らの留学生も多く、近年は特にネパール・タイ

からの学生が増加している。 

 

■県海外福岡県人会 

 ハワイを含む南北アメリカ9カ国21県人会、会

員数は約4,000名であり、ビジネス含めた国際交

流の一翼を担っている。 

 

 

 

 

 

 

 

第二部：講演会 
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■グリーンアジア国際交流戦略総合特区 

環境を軸にアジアから世界に展開する産業

拠点の構築を目指すものであり、地域独自の支

援措置の実施、産学官一体となった推進が特徴

である。アジアとのネットワークを強みに年間

売上高5.2兆円ビジネスを目指す。 

 

■中小企業海外展開支援 

中小企業が積極的にアジア展開できるよう、

情報提供から現地サポートに至るまでワンスト

ップで支援する「福岡アジアビジネスセンター

（福岡ＡＢＣ）」を平成24年1月に開設した。利

用者は6,100名にのぼり一定の成果も出てきて

いる。 

 

■福岡県海外事務所 

平成15年度から香港・上海・バンコク・フラ

ンクフルト・サンフランシスコの5ヶ所に県単独

で海外事務所を設置している。来訪する県民へ

の対応にとどまらず、県産品の輸出促進等も積

極的に展開している。 

 

■観光戦略 

福岡県の観光戦略は「広域連携協力」「九州新

幹線全線開業を活用した観光推進」「修学旅行の

誘致」「産業観光」「海外からの観光客誘致」が

キーワードであり、九州観光推進機構を中心に

九州地域一丸で競合＆協力しながら観光ビジネ

スを促進している。 

 

■農産物の輸出促進 

農産物の主な輸出国・地域は香港、シンガポ

ール、台湾、タイ、欧州等である。平成16年度

に福岡ブランドマーク「まる福マーク」を海外

商標登録している。平成20年度からＪＡグルー

プ等と共に協力して輸出に力を入れており、平

成28年度の目標として20億円を目指す。 

 

「まる福マーク」  → 

【農林水産省ＨＰより】 

 

 

この後福岡県のＰＲビデオが上映されました。 

 

恵まれたビジネス環境と生活環境、 

歴史・自然・文化 … 

 

「福岡は住みやすい」とはよく言われること

です。アジアの拠点でありながら都市機能と豊

かな自然の調和によって「ゆとりある生活」が

実現していること、それだけでなく歴史・自然・

文化の点から見ても県内の随所に名所・名跡が

残されていること、更に野球やサッカーのプロ

チームを擁し、日本の国技である相撲や、マラ

ソン・女子柔道の国際大会が毎年開催されるな

ど、スポーツも盛んであることが相まって「福

岡の魅力」が醸成されていることを実感した 1

時間でした。 

（理事 西記） 

 

 

 

 

 

 講演会後は、懇親会が開催されました。 

まず来賓の皆様よりご挨拶を頂きました。 

■長崎販売士協会 坂口会長 → 

「総会のご盛会おめでとうございます」 

 

■↓福岡商工会議所 三角本部長 

「会議所では検定事業に力を入れており、

フリーペーパーも作成済！是非活用を」 

 

「ApproachVol.1」→ 

第三部：懇親会 
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早速、廣瀬副会長による乾杯です。 

 

 

 

 

「副会長 3年目！ これも商工会議所、長崎販売士協会

他皆様のおかげです♪（廣瀬副会長）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会で承認された新役員からの決意表明！ 

「行事進行＆会の運営頑張ります（八尋副会長）」 

「受験者＆合格者数増加に貢献したい（高田顧問」 

「販売士認知度アップに努めます（毛利理事）」 

「経営コンサルとして、経営者へ販売士を浸透させたい

（磯道理事）」 

 

 

 

 

※左より八尋副会長、高田顧問、毛利理事、磯道理事 

 

続いて新入会員の佐野さん → 

「個性豊かな皆様との交流楽しみです」 

 

←福岡商工会議所  

田邊グループ長 

「検定推進！販売士・簿記等受験者増

へ向けて頑張っています」 

 

最後は中村副会長の博多一本締めで閉会です。 

「大学院卒業しました。今年は行事にできるだけ 

参加します（中村副会長）」 

有志による二次会は大いに盛り上がりました。 

続いて遠方よりご参加頂いた各県支部の皆様 

「会員 2名ですが熊本から福岡を盛り上げます。 

（熊本・白石支部長）」 

「今年度から販売士更新講座もやります。人数拡充も図

りたい （鹿児島・宮内支部長）」 

「11月の交流会、是非大分へお越しください！ 

（大分・溝部支部長）」 

「現在 4名、会員拡充に苦戦中…（佐賀・村口支部長）」 

 

 

 

 

※左より白石支部長、宮内支部長、溝部支部長、村口支部長 

 

長崎販売士協会の皆様より… 

「福岡販売士協会に入会しました（吉岡副会長）」 

「消費税増税後の流通業はいかに…＆長崎販売士協会

存続への課題も…（冬木副会長）」 

「ヘルパーとして健闘中。相談は私に♪（藤原副会長）」 

 

 

 

 

※左より吉岡副会長、冬木副会長、藤原副会長 

 

山路さん → 

「九国博のボランティア任期終了。

料理・マラソンにチャレンジ」 

 

←中島さん 

「（勤務地の）島根は人口減 

…遊びに来てください♪」 

 

福生顧問 → 

「ゾロアスター教の聖地を訪ねて

の記事を読んでください」 

 

 

 

 

 

（廣瀬副会長、岡野理事、西にて編集）  
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会長 

1級販売士 

栗川 久明 

 

 

４月 19 日（土）に設立 13 年目の年次総会を

39 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、藤原副会長にご参加いただきまし

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

ープの田邊グループ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 89 名です。

昨年の年次総会時は 84名でしたから 5名の会員

増となりました。 

昨年度は岡野理事の努力により協会のホーム

ページを一新し、当協会の活動内容を非常によ

く理解してもらえるようにしました。また、こ

れに合わせて会員募集案内チラシも作成し配布

をいたしました。会員増はこれらの相乗効果で

はないかと思います。 

また、会報を西理事に編集してもらい、第 34

号（22 ページ）、第 35号（28ページ）、第 36号

（26 ページ）と投稿者も多く充実した紙面作り

ができました。 

また、第 8 回九州販売士交流会を当協会幹事

で開催し、九州各県および山口・広島・島根か

らもご参加いただきました。 

今年度は新しい役員体制になりました。 

長い間協会の活動を支えていただいた渡辺理事、

濱村監事、岡野顧問、櫨本顧問が退任されまし

た。長い間お世話していただきありがとうござ

いました。 

新たに八尋理事が副会長、毛利裕之さんと礒

道友紀さんが理事、箱森哲則さんが監事に、渡

辺理事、濱村監事、高田暢夫さんが顧問に就任

していただきました。協会のご指導・お世話を

よろしくお願いいたします。 

当協会の特色は年次総会で年間活動計画を提

示して計画に沿った活動を着実に実施してきて

いることです。今年度の活動計画は別ページに

掲載していますのでご予定をお願いいたします。 

今年もホームページによる活動状況の速報、

会報「販売士ふくおか」の充実等により新会員

獲得を目指していきます。  

 

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、H26 年：89 名 

 

今年の年次総会での講演はふくおか県政出前

講座の「アジアの交流拠点福岡を目指して」と

いうテーマで、福岡県国際交流局交流第 1 課企

画監 垰夲潔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。 

 参考までにこれまでの当協会の全体会合での

講演の一覧をまとめてみました。 

H14 

総 
「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 

「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 

総 
「思考と分かち合い」 

長崎販売士協会 富永広道会長 

夏 
「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 

交 
「企業経営にかける情熱」 

㈱如水庵 森恍次郎代表取締役 

協会設立 13年目を迎えて 
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H16 

総 「食の現状を検証する」  泉享理事 

夏 
「小売業におけるチャネル政策の一考察」       

山崎良一会員 

H17 

総 「販売士の光で夢実現を」 大原盡顧問 

夏 「流通業界と法規制」 高田暢夫会員 

交 
「女性客が集まる販売マーケティング」  

仙波敬子会員 

H18 

総 
「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 
「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 

総 「新規事業への挑戦」 福田紘司会員 

夏 
「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 

交 
「九州の火山」 

九大地震火山観測センター長教授 清水洋 

H20 

総 

「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 
「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 
「教育におよぼす販売士検定制度」 

福 ECO ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専門学校東秀弥学科長 

夏 
「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 

交 
「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 

総 
「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 
「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 

総 
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 
「夢実現講座」 

長崎販売士協会 坂口雄一会長 

H24 

総 
「福岡販売士協会 10 周年を迎えて」 

栗川久明会長 

夏 
「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 

「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 

Ｈ25 

総 
「悪質商法にだまされない」 

福岡県出前講座 山内文恵企画主査 

夏 
「日本の元気シニア世界遺産の旅」 

山路博之会員 

交 「ランチェスター戦略」馬場拓会員 

H26 総 
「アジアの交流拠点福岡を目指して」

福岡県出前講座 垰夲企画監 

※総：設立総会・年次総会 夏：夏季研修会 

 秋：秋季研修会  交：九州販売士交流会 

 

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、6 月 7 日（土）に北九

州市の「いのちのたび博物館」と「イオン八幡

東ショッピングセンター」を見学します。 

 今後こんなところを見学したいというご希望

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 
春 イオン福岡伊都ショッピングセンター 

秋 鳥栖プレミアム・アウトレット 

H19 
春 

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 トヨタ自動車九州宮田工場 

H20 
春 九州電力玄海エネルギーパーク 

秋 キューピーマヨネーズ鳥栖工場 

H21 
春 イオンモール筑紫野 

秋 不二家吉野ヶ里工場 

H22 
春 北九州エコタウン 

秋 イオンモール福岡ルクル 

H23 春 JR 博多シティ 

H24 春 イケア福岡新宮店 

H25 春 株式会社「さかえ屋平恒工場」 

    ※春：春季研修会 秋：秋季研修会 

 

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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副会長（前理事） 

＜総務担当＞ 

1級販売士 

八尋 晃仁 

 

 

去る 4 月 19 日（土）開催の年次総会において

副会長（総務担当）に選任されました八尋です。

至らない点も多々あると思いますが、「できるこ

とからやってみよー！」をモットーに、役員並

びに会員各位のお力を拝借しながら、当協会運

営に携わっていく所存でありますので、よろし

くお願いいたします。 

 

 私が当協会に入会した平成 21 年からすでに 5

年余りが過ぎましたが、昨今のＩＣＴ（情報通

信技術）の進展によるネット・ソーシャル社会

の拡大に伴い、消費者行動モデルも従来の「Ａ

ＩＤＭＡ」に加えて、“共有・共感・参加・拡散”

を主体とした「ＡＩＳＡＳ」や「ＳＩＰＳ」と

いった新たなモデルも登場してきています。 

※1) AISAS   

A : 注意(Attention)   

I : 関心(Interest）  

S : 検索 (Search） 

A : 実行（Action）  

S : 共有（Share） 

※2) SIPS 

S : 共感（Sympathize）  

I : 確認（Identify） 

P： 参加（Participate）  

S： 共有・拡散（Share・Spread） 

  

 

 

 

 

 

また、グローバル経済の拡大により、小売り・

飲食、サービス業の海外展開が加速する一方、

厚生労働省の統計によれば、昨年日本国内で就

労する外国人労働者数は、統計開始以来最高の

約 72 万人に達しているとのことです。 

  

当協会は、会則第４条において、「本協会は、

販売士制度の普及振興を図るとともに、販売士

の資質向上と社会的地位の確立により販売従事

者の能力開発の増進に資し、もって地域商工業

の健全な発展の寄与することを目的とする。」と

規定しています。また、第５条では、この目的

を達成するための事業内容を規定しています。 

 

目的（第 4 条） 事業（第 5 条） 

○販売士制度の普及振興 

 

 

○販売従事者の能力開発

促進 

 

 

○地域商工業の健全な発

展 

①販売士制度の普及振興 

②講習会、研修会、視察会等

の開催 

③販売士の社会的地位の向

上のための調査及び啓発 

④商業に関する調査、情報の

収集及び提供 

⑤会報及び資料の発行 

⑥その他本協会の目的達成

に必要な事業 

 

 今後もこれらの目的達成に向けて引き続き諸

活動に取り組んでまいりますが、個人的には、

ＩＣＴを活用した会員相互の交流促進や情報発

信の機会提供など、会員の皆様が“共有・共感・

参加・拡散”できる仕組みづくりや販売業務等

に従事する外国人労働者の資質向上の機会提供

を通した国際交流促進等にも取り組んでいきた

いと考えています。 

 

 会員の皆様におかれましては今後ともご理解、

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

新役員よりご挨拶 
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理事 

1級販売士 

毛利 裕之 

 

 

 

私は以前、携帯電話会社にて代理店営業をし

ておりました。その仕事は代理店に対して目標

設定から施策提案し代理店の販売を支援するも

のでしたが、代理店の持つ携帯電話ブランドの

専売店舗に対しても売り場づくりやスタッフ教

育、販売応援まで行っておりました。 

 当時は店頭の接客技術の向上を目指して、携

帯電話会社独自の「認定アドバイザー」資格が

新たに設けられ、店舗の販売スタッフにはこの

「認定アドバイザー」という資格の取得を推奨

しておりました。 

「認定アドバイザー」になるためには、筆記試

験と接客実技試験を受験して合格しなければな

りませんが、その筆記試験というのが、商品知

識を問う部分と販売に関する知識を問う部分に

分かれており、後者の販売に関する知識を問う

部分が「販売士」２級や３級の出題範囲と同様

のものになっておりました。 

 当時の私は「販売士」という資格を知りませ

んでしたが、店舗スタッフを指導する立場だっ

たこともあり、本屋で出題範囲の近い販売士の

問題集を購入して受験するスタッフに対してこ

の販売士問題集を活用しながら模擬問題を作成

して勉強を促し、閉店後の店舗で合同勉強会を

開催するなど、「認定アドバイザー」資格取得に

力を入れておりました。店舗スタッフの方も積

極的に参加して頂いたので、皆で時間を忘れて

勉強するのは私にとってもとても楽しいもので

した。 

 

 

 

 

 

 

店舗のスタッフは「認定アドバイザー」資格

を目指して勉強をしている方ばかりでしたが、

勉強方法を検討する中で「販売士」の勉強が役

に立つと思い始めていた私は店舗のスタッフに

対して「販売士」の資格も勉強して、可能なら

受験をしてみてはどうかと説得していました。

確かほんの数名ですが、実際に受験したという

報告を頂いたと記憶しています。 

 あれから十数年が経過し、違った形で「販売

士」に関わる事になったのは何かの縁があるの

ではないかと思います。 

 

 今回、理事をさせて頂く事になり、自分なり

に役割を色々と考えておりますが、諸先輩方の

ご意見を参考にさせて頂きながら課題を設定し

解決する手段を講じて、皆様のお役に立てるよ

うに努力をしたいと思います。 

今後ともよろしくお願いいたします。 
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顧問（前理事） 

1級販売士 

渡辺 芳雄 

 

 

このたびの総会決議により、総務担当の理事

を離れ、顧問に就任させて頂きました。 

 

これまでの私の役割を振り返ってみますと、

数年間にわたり、懇親会等での「料理と飲み物

の手配」が主な仕事でした。三千円という与え

られた予算の枠内で、如何に皆様に、質（味・

鮮度）と量の面で満足していただけるか、また

食べ残しが少なくて済む発注量はどの程度かを、

毎回自問自答し、小さな反省をしながら続けて

きました。特段大きなトラブルはなかったよう

に思いますが、これも皆様のご助言・ご協力の

賜物です。有難うございました。 

今後は、小関副会長に引き継ぎ、横山さんが

引き続きアシストをしてくださるようです。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

ところで、団塊世代のファーストランナーで

ある私も 3 月に 67 歳となり、昭和 22～24 年生

まれの「団塊」の全体が高齢者の仲間入りをし

ました。出生当時、3年間で 810万人ほどいた「団

塊」も今では 700 万人を切ったそうです。それ

でも、出生数が 1 年で 100 万人をちょっと超え

る程度の昨今とは隔世の感があります。 

 

 

 

 

 

 

お陰様で、私は 60歳定年後、キャリアカウン

セラーの仕事を経験した後、今は 3 度目の仕事

に就いています。 

博多駅に近い合同庁舎隣の中比恵公園に面し

た古くて割と大きなビル（9 階建て、築 45 年延

べ床面積・3 千坪超）に毎日勤務しております。

オフィス（13 社）店舗（5 店）それに昨年夏に

ＵＲ（都市再生機構）から譲り受けた「博多駅

東 3 丁目住宅」の住宅（94 戸）の賃貸管理（営

業）を仕事としております。 

 

現役時代とは全く異なる世界で、これまでの 4

年間、初めて経験することが多く、苦労もいろ

いろありました。しかし知識や人的面で新たな

刺激も多く、プラス思考を心がけています。 

古いビルですが、博多駅から徒歩 8分（640m）、

都心にしては静かな環境で、オフィス・住宅と

も家賃を安く設定していますので、お知り合い

の方など、ご紹介していただけたら幸いです。 

あと数年はこの仕事を続けるつもりですので、

今後ともよろしくお願い申し上げます。 
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北アメリカ篇（その 2） 

 

一級販売士  

山路博之 

 

 

当会報の前号（その 1）に続き、今回は私が現在のアメリカを旅しながら感じたことをご紹介した

い。私は現役時代の1976年から3年間日本企業のアメリカの現地法人に駐在員として滞在しており、

私の独断と偏見をもとに私が見聞した狭い範囲だが当時とも比較しながらアメリカの現在の特徴や

問題点を中心に述べてみたい。 

 

1 アメリカ概観と現在の一般的問題点 

私が住んでいた 1970年代後半のアメリカは、産業・技術・軍事・文化・所得の高さ・生活の豊か

さ等全ての面でアメリカは世界の中でも、まだ飛びぬけて世界をリードしていた。従って日本からア

メリカのカリフォルニア州、ロスアンゼルス近郊の住宅街に移り住んだ私にはアメリカは眩しく輝き

羨ましく、日本も早くアメリカに追いつければよいなと思っていた。そして約 40年後の 2013年、ア

メリカ全土を廻り様々な光景をみて現在のアメリカへの私の見方は少し変わってきた。それも悪い方

に変わったと言ってよいかもしれない。 

アメリカは現在でも軍事的にも経済的にも世界一の大国だが、40年前と比較し「大国の終わりの始

まり」はかなり進んで、深刻だなと思える点が幾つも垣間見えた。 

基本的な情報として、アメリカは「移民社会」であり、多民族・多人種・多文化社会であり、世界

中から多様な価値観と生活様式を持った人々が寄り集まって出来た異質社会である。だから共通した

価値観や判断基準が存在しない。従ってアメリカは個人主義的社会・競争主義的社会である。そこか

ら日本では考えられない問題点が起こってくる。一般的には例えば銃犯罪、離婚、弁護士の多さなど

自己中心主義から発生している。 

 

２ アメリカの現状と私が考える問題点 

1）アメリカ大陸は広すぎるためのプラス面とマイナス面 

どの国も自国領土について維持、拡大を国家の第一使命だと考え、領土拡張のため、様々な戦争や

内戦が繰り広げられてきた人類の歴史がある。しかし国土が広い事が果たして本当に国民・住民にと

って良い事なのか、私はこれまでインドや中国、そしてアメリカやカナダ等広い国土の国々を旅して

疑問を持っている。一般的に国土が広いプラス面は農耕地も広くなるし、未耕地であっても天然資源

が存在し多面的に利用できる可能性も高いがマイナス面もあり、私の狭い考え方だが広すぎてディメ

リットな点をあげたい。 

 

＜連載＞ 

ニッポンの元気シニア世界遺産紀行 
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アメリカは日本の国土の約 25倍もありながら、人口は約 2.5倍。人口密度は 10分の１だ。アメリ

カ大陸の西半分はロッキー山脈等の山間地高原や砂漠が多く、砂漠地域は国土の 12％を占め、東半分

は内陸平原や大西洋平原があり国土の 41％が農地面積だ。その様子は飛行機で大陸を横断するとよく

わかるが、私は今回アメリカ大陸本土 48州のうち 25州を鉄道、バス、車で往復したことで良く理解

できた。特に山間地高原や砂漠地帯のアリゾナ州、ニューメキシコ州、ユタ州等を車で実際に廻り、

その広大さや、人が住んでいない、何もない荒涼とした地域の様子が手に取るように理解できた。 

問題はその広いアメリカに住む人達が仕事や旅行等で移動する時、その移動に要するエネルギーコ

スト（ガソリン代や移動運賃）、移動時間がかかることによる効率の悪さ、移動時の肉体的疲労等私

には無駄と思われる事が如何に多いかということだ。私も在米当時西海岸（LA）から東海岸（NY）ま

で飛んだが時差の 3時間を入れると、移動は 1日かかったので、その日は仕事ができなかった。その

点日本の国土は狭いが、アメリカに比べ過大でなく無駄がより少ない効率的な国だと言える。広い国

に住むアメリカ人は上に述べた事が当たり前と思っても、狭い日本に住む私から見れば如何にディメ

リットがあり無駄が多い国か感じた。 

 

2）アメリカのハイウエー網充実と交通網 

そのアメリカの国土の広さをカバーするよ

うに全国に道路網が発達し、高速道路の総延長

距離は 10万 kmと言われている。（日本は

8,000km）アメリカは特に戦後アイゼンハウア

ー政権下高速道路建設が進み、人が住んでない

地域でも国全体に道路が網羅されている。 

私も今回の旅でその道路を利用し大いに恩恵

に預かった。数時間走っても滅多に対向車に会

わない地域を中心に走ったが、どんな所に行こ

うとも基本的に舗装道路であった。例外的に未舗装地域は数か所走ったが、それは数時間走っても車

1台、人一人会わない場所だった。余り利用されない所に舗装道路があるのは無駄とは言わないが、

国に財政的豊かさがないとできないことだ。私はまたアメリカのマザーロードと言われる歴史的な旧

ルート 66・Historic Route66（シカゴ－LOSANGELES・サンタモニカ間約 4,000km）の一部を走り感動

したし（アリゾナ州とニューメキシコ州）、サンタモニカの終着点にバスで行った時、私のドライブ

状況を説明したら観光案内所が完走証明書をくれた。 

こんな広い国で国土の隅ずみまで行くには車しか交通手段はない。私はバスを多用したが、バス利

用者が多いのには驚いた。それはバス網が発達しバス代が安いこともあるが、車を持たない貧しい人

達が多いのも事実だろう。また地下鉄と鉄道が大都市及びその近郊で多くの国民に利用されていたの

も驚きだった。例えばロスアンゼルス市は、私が住んでいた 1970年末までは想像もしなかった地下

鉄が 1993年に開業したというし、オバマ政権は自動車や飛行機を補完、代替交通手段として環境負

荷の少ない鉄道を整備、人口集中地域の東海岸や西海岸地域で高速鉄道計画が検討されているという。

近い将来はアメリカでも新幹線を利用しての旅行も期待できるかもしれない。 

 

3）アメリカ人の所得格差・貧富の差拡大の問題点と弱者、学生、高齢者への優遇策 

アメリカは過去 20年所得格差が拡大し、上位 1％の勝ち組の人々に所得（いわゆる富）が集中し、

ミドルクラスは減少し、そして最貧層は一層状況が悪くなってきているという。 

マーケティング学者フィリップ・コトラー（小売業のマーケティング４P提唱学者）も「私の履歴

アメリカのハイウエー網 
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書・富と貧困・日経新聞」で次のように言っている。「米国企業の最高経営責任者（CEO）が受け取る

巨額報酬のニュースを聞くたびに怒りがこみ上げてくる。他の役員も同じはずだ。これは米国企業が

経営幹部の高コスト化によって日本、韓国、中国などの企業とのコスト競争で不利になっていること

を意味する。・・富の偏重は結果として中産階級の購買力を低下させ、消費需要は横ばいか減少する。

雇用も減る。国民の不満が募り、それが怒りとなるのは否定できない。」これはニューヨークのウォ

ール街で起きた「ウォール街を占拠せよ」のデモ（2011年 9月）が象徴している。…富の偏重と貧困

からの脱出。前者は政府の介入が必要だろうが、後者はマーケティングの高貴な志があれば解決でき

ると確信する。 

私は今回の旅でそんな最貧層の人達を中心に現状を見てきた。30数年前私がアメリカにいた時はホ

ームレスの路上生活者を見たことがなかった。しかし今回の旅で格差社会の様子を大都市で少なから

ずみた。帰国前サンフランシスコにバスで早朝到着して見たのは 5～6人の人達が路上で毛布にくる

まったりして寝ている姿だった。また時々汚い恰好をして、世の中に不満をぶっつけるように奇声を

発し物乞いしながら歩く老人も見たし、ゴミ箱を漁って何か食べ物はないか探している老人も見た。

国が豊かで資本主義の権化のアメリカにこんな貧しい人達がいる事に私は正直言って驚きショック

を覚えた。オバマ政権もミドルクラスを守る政策理念を持って登場したが、成果を見ないままになっ

ているという。 

しかしアメリカ社会も弱者、特に障害者や学生、シニアへの優遇策が目に付いた（例えば公共乗り

物（バスや電車）の運賃の割引、優先席の確保等）。私も今回シニア割引運賃が適用され大変その恩

恵を受けた。日本はそのような弱者の人達への優遇面の少なさや制度面の遅れが気になった。2020

年の東京オリンピックまでには、世界のレベルに追い付かないと海外客から日本への不満の声が出る

だろう。 

 

4）アメリカの人種構成 

アメリカは多民族、多人種社会である事は述べた。アメリカ人の人種構成（2010 年）は白人 63,7％、

ヒスパニック系 16,3％、黒人・アフリカ系 12.2％、アジア系 4,7％、アメリカインデアン 0.7％、そ

の他となっている。しかし全米に満遍なく散らばって住んでいるわけではない。例えば黒人はワシン

トン DCには人口約 60万人のうち 60％が黒人だといわれている。首都には政府機関等が多く仕事が見

つけやすいからだろうと推測する。南部に行くとその比率はもっと高くなるように見えた。ニューオ

リンズのバスや電車に乗車した時、黒人がほとんどで場所や時間によっては黒人だけの所もあった。

ヒスパニック系も特にメキシコ国境の町沿いに多く、エルパソ TXではヒスパニック系アメリカ人が

大多数だった。 

インディアンの人口は 278,6 万人でアリゾナ州には 21部族、約 30万人住んでいる。アリゾナ州の

25％、ニューメキシコ州・ユタ州の一部に広がるナバホ族居留地で、現在でもネイティブ・インディ

アンは暮らしている。私はニューメキシコ州にある先住民の集落地である世界文化遺産「タオス先住

民集落」や「チャコ文化の地」を訪問。またアメリカ各地の博物館でインディアン芸術を見て大変関

心を持っていた。 

そして私は偶然にナバホ・インディアンと接触することにな

る。それは私がナバホ居留地のモニュメント・ヴァレー内を、

夕方一人でドライブ中、27km の未舗装の悪路で右前輪をパンク

させてしまったことから始まる。後続のドイツ人一行の車に、

敷地内に建つナバホ・インディアンが経営するホテルの

VISITOR CENTERに「助けてくれるよう」連絡を頼む。暗くなり、
ナバホ・ランド 
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今夜は仕方がない車の中で寝ようと思い、明日どのようにするか考えていた時、1台の車が止まり中

から若い女性が降りてきた。彼女はホテルで働くナバホ・インディアン。彼女は私を自分の車に乗せ

近くの自分の家に連れていく。家には父親がいて、私が状況を説明するとすぐ用具を準備しパンクし

た車の所に行き、スぺアタイアと交換してくれた。私はお礼にお金を払った。その夜は彼らのナバホ

の伝統的な円形の住居（ホーガン）の家に泊まらせてくれ、インディアンの食事をごちそうになった。

そして、父親は私にいろいろアドバイスしてくれた。彼らは日本人に似た顔をしており、お互い親し

みが持てた。 

父親の仕事はホースマン・HORSE MANと言い、モニュメント・ヴ

ァレー内の西部劇映画（例えばジョン・フォード監督の「駅馬車」

「黄色いリボン」「リオ・グランデの砦」など）のロケ地ジョン・

フォードポイントで観光客相手の仕事。客を馬に乗せ写真を撮る

仕事だ。私にとってパンクした事は不運だったが、インディアン

の友人ができる幸運につながり、この旅が充実したものとなった。 

 

 

5）アメリカ人に肥満(overweight)の人が多いのに目を覆いたくなる 

私は今回のアメリカ旅行で街を歩いていて目につき気になったのは、極端に肥った人達が多いとい

うこと。相撲取りの予備軍がたくさん街中を歩いている感じだった。現在のアメリカは成人の 3人に

1人が肥満と言われ、年々増えておりこのままだと 2030 年には肥満率は 50％を超える可能性がある

と言われている。それも貧困者層の肥満率が高いという。 

なぜもこんなに肥満の人が多いのか？当然、摂取カロリーが高い

のが原因だが、アメリカ人は食事で量的によく食べるし、食事と一

緒にソフトドリンク等高果糖の飲物を良く飲むし、値段の安い高カ

ロリーの菓子やジャンクフード（高カロリーで栄養価が低い加工食

品）を良く食べる。当然肥満に関連する国民の医療費が増大してい

き、国家としても問題視せざるを得ないだろう。 

当然肥満にならないように注意を払っている人達は多い。彼らは

スポーツをしている。ワシントン DCでよく見たのは公園でジョギ

ングをする人達、大都市にはジムが多く、街中で仕事を終えて夜に

はトレーニングしている人達で満員のジムをよく見かけた。それが

できるのも彼らはエリートで肥満によるマイナスを良く知ってい

るからだ。 

 

6）アメリカのファーストフード店は使い捨て社会の象徴 

私が食事をとったのは主にファーストフード店、ハンバーガーショップ、中華料理店だった。そこ

は正に使い捨ての世界。料理は簡単な発泡スチロールの容器に、プラスチックのフォークやナイフが

入れられ、持ち帰りできるように紙袋で客に渡される。それはそれで良いのだが、食べた後それらは

全部ごみ箱に直行する。それら容器を回収して再利用できるにもかかわらず、回収する方が余分に人

手を使い人件費等でコストアップになるからだろう。しかしそれら容器は石油資源から作られている。

地球資源は無限でない事を考えると、目先のコストだけで廃棄されるのは「もったいない」と考える

のは私だけであろうか？アメリカの食事代は、ヨーロッパや日本より高く、当然容器のコストも価格

に織り込まれている。これは問題点ではないだろうか？ 

肥満の人とジャンクフード店 

ナバホ・インディアン Mr.Jackson 
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7）南部旅行で困った 3つの事 

まず困った事は、アメリカ南部のジョージア州・アトランタに着き、アトランタ国際空港近くのホ

テルに宿泊して起こった。このホテルはホステルとは違い宿泊代は 3倍位し 1人部屋で綺麗であった

が思わぬ事に遭遇する。寝ていて虫に刺されるのか体が痒い状態が続く。日本では蚊等が体を刺すと

分かるので蚊を叩くが、アメリカでは目に見える虫ではない。ほとんど眠れない状態で、翌朝フロン

トに寝ていて虫に刺されたと言い、頸のまわりや腕のミミズ腫れの状態を見せるとすぐ塗り薬をくれ

た。多分これまでも客からクレームがあったのだろう、薬は用意されていたのだ。その後いろいろ聞

くと、英語でその虫をベッドバッグ・Bedbug というトコジラミ・別名南京虫だとわかった。Bedbugs

は吸血性の寄生虫でアメリカの National Pest と言われている。 

この後テキサス州ヒューストンのホステル、アリゾナ州の Gallup のモーテルで、又グレイハウン

ドのバスの中で同じ目に会ったがどんな高級ホテルでもいる可能性がある。私は頂いた薬を塗って切

り抜ける。一般的な対処法は持ち物を消毒すること、衣服等は洗濯し高温の乾燥器で乾かすこと。 

2 番目は黒人の英語発音。それまで白人の英語はほぼ理解できていた。しかし南部に入り若い黒人

男性に道を聞いた時、私には彼の発音が全然と言ってよいほど分からなかった。どうも南部訛りの黒

人英語を喋っているらしかった。 

3 番目は時差の問題。アメリカ本土内には 4 つの時間帯がある。パシフィック・タイムゾーン（ロ

スアンゼルス等日本時間マイナス 17 時間）、マウンテン・タイムゾーン（デンヴァ―等マイナス 16

時間）、セントラル・タイムゾーン（シカゴ等マイナス 15 時間）、イースタン・タイムゾーン（ニュ

ーヨーク等マイナス 14 時間）だ。東から西へバスで移動する時、その地の時刻をいつもチェックし

て乗車時間を間違わないようにした。 

私は 11 月 3 日（日曜日）早朝、アトランタ（イースタン）からニューオリンズ（セントラル）に

到着。時差が 1 時間あるので時計を進めようとして駅の時計を確かめると同じ時間。なぜかなと思っ

て聞くとデイライト・セービング・タイム（夏時間）が 11 月第 1 日曜日の深夜 2 時に終わって 1 時

間戻されたからだと教えられた。夏時間の始まる 3 月の第 2 日曜日に来ていたら、逆に 2 時間進めら

れて驚いていたことだろう。 

 

8）ワシントン DCでの一側面 

ワシントン DCのホステルで朝食を取るため食堂に行くと若い恰幅のいい男性がパンケーキを作っ

てくれた。彼Ｒ君と話すと 3年前まで日本に留学・東京大学で政治学を勉強していたとの事。彼はワ

シントン DCの政府機関の就職口を探しているがなかなか見つからず、食うためにここでパートとし

て働いていると言う。ハーバード大学等優秀な大学を卒業して同じように政府機関の仕事を探してい

る連中が多く、彼らも食うためにハンバーガーショップ等で働いている人達が多いとの事。大統領が

変わると政府機関の主要ポストのスタッフが大幅に入れ替わると聞いていたが彼のような若者達が

末端にいる事を知った。 

 

 

 

 

 

 

 

 
ワシントン DCの国会議事堂 ワシントン DCのリンカーン記念館 
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9）アメリカ人の私に対するいろいろな対応の仕方 

私は道路上で歩いている人達に行き方等教えてもらったり、助けてもらうと必ず「Thank You Very 

Much」といつも言った。相手はそれに対して必ず「Your Welcome」や「No Problem」と言って応対し

てくれた。それはお互い相手を尊重している態度の表れで、お互い気持よかった。また知らぬ人に道

を聞いても、必ず親切に対応してくれた。 

しかし金がなさそうなたむろしている若者や老人に道を聞いた時、必ず「1ドルくれ」と金を要求

された。私はそれが慣習なのか理解できず断ったケースが多かった。またあるファーストフード店で

黒人のウエイターが対応してくれた。私が食べている時、サービスのつもりかいつも声をかけて「問

題ないか？他に注文ないか？」等気を使ってくれた。私は支払いの時、チップは 1ドルあげた。そう

すると彼は「チップはたったこれだけか？」と呆れた顔をしてさらに要求してきた。私はさっさと席

を立ち 2度とこんな店は利用しないと気分を悪くして店を出た。結局、経済的に余裕のない人達は親

切やサービスをするのは当然金目的のためである事を実感した。 

また店でアルコール類を注文する時、必ず「年齢証明書・IDの提示」を求められた。法律で若者に

対する販売は厳しく制限されているのはわかるが、見ればすぐシニアとわかる私に対しても規則だか

らと要求するのはおかしくなり、彼らに俺は幾つに見えると問い返したものだ。 

 

10）終わりに 

私は 30数年前住んでいたアメリカを第 2の故郷だと思い久しぶりに旅行したが、外国を旅行して

いる感覚ではなかった。なぜならアメリカにはいろいろな人種がいて、私のようなアジア人の顔をし

ているアメリカ人は多く、彼らは私を同国人だと思ったのかアメリカ人として接してくれたからだ。

時々どこから来たかと問われ、「日本からだ」と答えると、それにしてはお前は英語が上手だと言っ

てくれたりもしたし、また切符を運転手から買う時、Youはシニアかと聞いてくれ、「そうだ」と答え

ると安くしてくれたり、気を使ってくれたからだろう。 

しかし私は弱者である貧しいアメリカ人達を街中で見るのは辛かった。アメリカは自由で、他人を

干渉しない自己責任社会だから、貧しくとも自分で何とかせよということだろうが、彼らにも救いの

手が差し伸べられる国・社会になってほしいものだと強く感じてアメリカを離れた。 

帰国後感じるのは、この 3年間にヨーロッパやアメリカ旅行を行い、旅行して自分が実際に訪れた

アメリカやヨーロッパ各地のニュースや TVの風景がますます身近に感じられ、より興味深く関心を

持って見ている事だった。いろいろな事に関心を持ち、頭を使えばボケもなく、今後に備えて勉強や

体力増強に励む自分がいる。そして現在 70歳代である自分の人生の究極の課題でもある「自分はな

ぜ生きているのか・人生の意味は何か」の解答をだすべく「次なる自分の夢・目標・目的の達成」へ、

まだまだこだわり、これからも元気に意欲を持って、未知なる大陸への旅を継続しようと考えている

自分がいる。 
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『ゾロアスター教の聖地ヤズドを訪ねて』 

 

 

顧問 

1級販売士 

福生 和彦 

 

 

 

本年 2 月 16 日～25 日、ペルシャ（現在のイ

ラン）旅行を試み、有志 5 人とペルシャのヤズ

ドを訪ねた。 

目的はゾロアスター教のダフメ（死者を葬送

する場所で沈黙の塔と呼ばれる）を実地に見学

する為だった。折角イランに行くのだからテヘ

ラン、シラーズ（ペルシャ・アケメネス朝遺跡

のペルセポリス）、イスファーハン（サファービ

ー朝の中心地）も訪れたことは言うまでもない。 

行程は日本～バンコク～ドーハ経由、テヘラ

ン～シラーズ間は空路、シラーズ～ヤズド～イ

スファーハンは小型マイクロバスで高原砂漠横

断、イスファーハン～テヘラン～ドーハ経由バ

ンコク～日本と空路帰国であった。 

 

＜ペルセポリス：世界遺産＞ 

 

 

 

 

 

 

 

今回の旅の目的であったゾロアスター教につ

いて簡単に述べたいが、その前に何故にこれに

興味を持ったのか。それは飛鳥時代に遣隋・遣

唐使により当時の祆教（ペルシャ系のソグド人

がゾロアスター教を隋・唐に伝えた）が日本に

伝えられ、又、遣隋・遣唐使と一緒にソグド人

も日本に来た痕跡があり、それが真言密教の火

渡りの儀式やお盆の送り火として後世に残った

と思われているからであり、日本古代史マニア

の小生にとってゾロアスター教の教義はともか

くとしてそれなりに関心をもっていたためであ

る。（オリンピックの聖火もアレキサンダー大王

がペルセポリスのアケメネス朝を滅ぼしギリシ

ャに持ち帰った習慣の一つではないか？）。 

 

又、今回の旅に備えて書店でゾロアスター教

関係の書籍を探していたところ、松本清張が「火

の路」という著作の中でゾロアスター教の事を

詳しく書いている事を知り，今まで以上に興味

が膨らんだ（清張ファンとしてこの著作を知ら

なかったのは迂闊であった）。 

ゾロアスター教の創始者と云われる預言者ザ

ラスシュトラ（ゾロアスター）は紀元前 1000～

1600 年頃、現在のアフガニスタン地域に生まれ

たと云われており、その教義は紀元前 600 年頃

にペルシャを統一したアケメネス朝に受け入れ

られ隆盛を極めた。この教義は善悪二元論で光

を生・善、闇を死・悪の象徴としており「火」

を尊ぶため拝火教とも言われている。 

その後のイスラム化の進展でゾロアスター教

は衰退したが現在の世界の信者は約14万人と推

計され、イラン（ヤズドに約 4 万人）、インド（パ

ーシー教徒としてボンベイに約 7 万人）、パキス

タン（カラチに約 5 千人）、英国に約 5 千人、米

国・カナダに約 1 万人、オーストラリアに約 3

千人と云われている。訪れたヤズドは全人口 30

万人の内、1 割強がゾロアスター教徒であり、教

徒だけの村が幾つかある。 

会員投稿 
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ヤズドの街の中心部には 1,500 年前から燃え

続けている聖火を祀っている拝火寺院や鳥葬の

為のダフメ（沈黙の塔）が男性用、女性用各一

基計 2 基が空高く聳え現存している。 

ゾロアスター教の特色はその葬送にあり、遺

体を焼いたり土に埋めたりすることは神聖なる

「火」や「土」を穢す為、鳥葬若しくは風葬に

するというものでその為にダフメを高台（ヤズ

ドの女性用は約 50ｍ、男性用は約 80ｍ）に作り、

頂上を高さ約 3ｍの煉瓦塀で覆い、その中心部に

直径約 3ｍ、深さ約 1ｍの穴を掘り、その中に遺

体を安置し自然に晒し、風も然ることながら結

果として鳥に食わせることになっている。 

＜沈黙の塔（ダフメ）遠景＞ 

＜沈黙の塔（ダフメ）近景＞ 

この鳥葬は 1930 年代に禁止されたが、訪れた

この日（2 月 20 日）もダフメの上空はカラスの

大群が舞っており、一部は煉瓦塀の上に止まり

遺体を安置した穴を覗き込んでいる。一般に鳥

葬の鳥はハゲタカ（ハゲワシ、コンドル）と思

われているが、此処ヤズドではカラスであるこ

とがこの事から分かった（清張は「火の路」で

カラスと云っている）。80 年前まで遺体を啄ばん

でいたカラスの遺伝子が現在のカラスに繋がっ

ているのではと思わせる光景であった。 

又，ダフメの頂上からの眺めは素晴らしく、

雪を戴いた山々に囲まれたイラン高原を広く見

渡せる絶景であった。ヤズドからイスファーハ

ンへの高原（標高 1,500ｍ前後）の車の旅では何

度も峠を越え乍ら、雪を戴く山々を間近に接す

るとは想像もしていなかった。 

最後に、古代中国ではペルシャ系西方人を「胡

人」と呼んでおり「胡」に由来する漢字として

胡坐、胡瓜、胡桃、胡椒、胡麻、胡弓、胡摩犬

があるが、ヤズド、イスファーハンの昔風食堂

ではイラン人の男女は胡坐で食事をしており、

毎朝昼晩食する野菜サラダの胡瓜は新鮮で美味

かった。 

又、イラン滞在中は現在の国教イスラム教（シ

アー派）世界の故か戒律が厳しく、非イスラム

教の外国人旅行者といえども女性は長袖・長ズ

ボン・頭にはスカーフ着用が義務付けられ、誰

しもビールはおろか一滴の酒も飲めないと云う

貴重な経験をした。ドーハ経由のバンコク～テ

ヘラン往復のカタール航空（エアーホステスは

スカーフのイスラム教徒）の機内ではビール・

ワインが思う存分飲めたのに、同じイスラム教

でもこうも違うのだ。（2014 年 3 月 3 日記） 

 

 

 

 

『お墓について考えた』 

  

 

 

1級販売士 

戸田 俊彦 

 

 

学生さんの就活ならぬ終活、終の住処、永久

の住処の話である。定年退職した頃は何となく

だが現在の自宅が終の住処になるだろうと思い

こんでいた。 

しかし、福岡県の男の健康年齢の平均 69歳を

目前にすると気か、体力の衰えとともに、現在

の家と庭をいつまで維持管理していけるのだろ
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うかと不安にかられるようになった。障害をも

った娘をかかえているという事情もあり、息子

に家と庭の維持管理を託すとことは出来そうに

ない。手足が言うことをきくうちにどうするか

を決めておかねばならない。  

知人の中には郊外の戸建て住宅から都心のマ

ンションに住み替えた者もいるが、40 年以上住

みなれた所であり、何かと便利な街なので、こ

の土地を離れたくないという気持ちも強い。幸

い近くに公営住宅（県公社、県営）のアパート

群があり、そのうちの一部が近々立て直しにな

るようである。福岡県の男の介護される期間は

平均 10年間だと云うことであるが神さん（連れ

合い）の希望、口グセ通り私もピンピンコロリ

を目指しており、ケア付老人施設に入らないつ

もりなので、終の住処は建て直された公営住宅

にしようかと現在は思っている。 

昨年 10 月末、2 年前に亡くなった義母の納骨

と三回忌を兼ねて岐阜県大垣市にある戸田家の

菩提寺に行って、自分の入る墓に関して考えを

新たにした。それまでは、これも何となくだが

戸田家の墓にはいるものだと思っていた。しか

し、戸田家の墓は朝倉にある私の実家の墓とは

違って累代の墓ではなく一世代ごとの墓になっ

ていた。つまり、自分の入る墓は自分で用意せ

ねばならないと云うことである。累代の墓なら

ば入ってもいいかなあと思っていたが、新しく

作らねばならいのなら話は別である。おそらく

参拝者もいないであろう墓をわざわざ新しく作

る必要はないと思い、最近流行の散骨と樹木葬

について考えてみた。散骨も樹木葬もどこにで

も出来るわけではなく特定の場所に限定されて

いるようであり、する方（家族）にはけっこう

手間、暇、費用がかかるようである。 

そんな時、新聞に時々「大願寺太宰府墓苑樹

木葬」の広告がのるようになり永代供養がうた

われていた。そこで、一家 4 人揃ってお彼岸の

中日、春分の日に見学に行ってきた。 

樹木葬と云うことなので大木の根本に直接骨

を埋めるのであろうと思っていたが違った。樹

木合祀墓で地下室の床に骨つぼを並べ一杯にな

ったらその上に土をかぶせその上に又、骨つぼ

を並べ幾層にもしてゆき地下室が一杯になった

らそこで打切りとするということであった。ち

なみに、現在の骨つぼの収納スペースは 2 ケ所

で悠に 4,500 個分あり、そのうちの 1 割程度は

すでに収納済みであるとの説明を受けた。 

納骨堂は 1 区画ごとに所有権があり、後でお

骨を追加したり、取り出したりすることができ

るが、ここの場合は合祀墓であり一度入れたら

変更はきかない。その代り、使用契約は永代で

あり納骨堂のように契約期限が切れたら無縁供

養塔に移されて無縁仏になることはない。年 3

回の春秋の彼岸と盆に合同の法要を永代にわた

って行うと云うことであり、個々人が命日等で

お参りするのはいつでもＯＫであると云うこと

であった。永代使用料も永代管理、供養付きで、

花みずきの里 30 万円、山桜の里 50 万円とさほ

ど高くはない。ちなみに墓地を買って墓を建て

たら 200万円前後はかかりそうである。 

葬式仏教になって仏教は堕落したと云われる

ようになって久しいが、一周忌だ、初盆だ、3回

忌だと法事を行うのは団塊の世代までで、団塊

ジュニアの世代では葬儀も直葬ばかりになって

いるだろうと想定されるので、このやり方はお

寺さんの新しいビジネスモデルとして時代のニ

ーズにぴったりフィットするのではないかと強

く感じた。外形上も地下の納骨所の上に五重塔

や石灯ろう、合同墓碑が配置されその周りに花

みずきや山桜の木が植えてありお墓というイメ

ージが出ていて悪くなかった。 

立地的にも太宰府天満宮から車で 10分もかか

らない距離であり、天満宮や国立博物館に来た

ついでに寄っていける場所にある。私の子供や

甥、姪達がわざわざ私のお墓参に来るとは考え

られないが天満宮に来たついでに寄ってゆくと

いう可能性はなきにしもあらずかなと思う。別

段、自分の墓に参って欲しいと思っているわけ 

でもないのだが。 

初めイメージしていた

樹木葬とは違っていたが

死んでから入るのはここ

にしようと決めた。  
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『笑 涯 現 役』 

  

 

1級販売士 

ユーモアコンサルタント 

佐田 智彦 

 

 

 

先日、講師控室を出てエレベーターに乗ろう

とした 4階の出来事。1階に向かうエレベーター

は学生で超満員だった。と、その瞬間、3名の学

生が出てきて「先生乗ってください」と言う。 

笑生はありがとうと述べ、小さな混室でめっ

たにない幸運に巡り合ったような気分に瞬時浸

った。  

あれこれと、相手に対して気をつかう気遣い

（ごく普通の気持ち）や、気配り（手抜かりが

ないように注意する）は、氣を集中すれば育っ

てくる。しかしその場に応じよく気がつく気働

き（機転を働かせる）は素質のような氣がする。 

  石田光成の「三献茶」を思い出させるが、そ

のような「気働き」も勘に通じるものだと思う。 

若い女性を相手に、授業を分かり易く教える

のも一苦労だが、半世紀の年齢ギャップを抱え

た駄洒落（おやじギャグ）が通じにくいのには

閉口する。 

しかし短期大学ゆえに、決して「短気」を起

こさず、「ユーモアと笑い」のある楽しい授業

が出来るように「気働き」に気をつけている。 

笑生の授業モットーは「ね・わ・ざ」を得意

とする。あれこれ考えずに素直に解釈すれば、

ね＝寝かさない、わ＝笑いをとる、ざ＝雑学を

身につける、と言う難題に挑戦している。 

授業スタイルは、販売士 3級教材とし、限ら

れた 30講義で 5冊を詳細に教えるのはなかなか

難しい。 

一部笑介すると、女性特有の「わたし特価に

カットしたわ＝（回文）」で世界一の流通業ウ

オルマートの説明に入り「ＥＤＬＰ」を説明す

る。またこの語句には毎日（ＥＤ）笑い（Ｌ）

をプレゼント（Ｐ）するとも置き換えられる。

感謝の心を持つ販売員は、「笑いは人の為なら

ず」でお店の繁栄を永遠にもたらすのである。 

何故ならば、ありがとうは「世界の共通語」

であり、笑顔は最高の「チップ」だから。 

購買心理の５段階には、Ａ（注意）・Ｉ（興

味）・Ｄ（欲求）・Ｍ（記憶）・Ａ（行動）と

あるが、「愛は惜しみなく、度々訪れる、それ

には間が肝要」＝「愛（ＡＩ）・度（Ｄ）・間

（ＭＡ）」の精神が必要である。 

このリズムを身につけると、販売員とお客様

との関係にもロイヤルテイが発生し、商談にも、

「あうん」の呼吸が生まれてくる。また応用学

的には、「婚活」や「就活」にも大いに威力を

発揮するのである。 

キーワードはなんと言っても「間」の取り方、

これが一番難しいが、時間と経験を織り交ぜて

訓練し身で覚えるしかない。この「間」を違え

る事を間違いといい、度が過ぎると「間」が「魔」

となり取り返しのつかないことにもなりかねな

いので注意が必要だ。 

 最近関東の大手百貨店で偽ブランド商品（米

国チャン・ルー製品のアクセサリーブレスレッ

ト）が販売された出来事があったが、あのレデ

イーガガも愛用しているシロモノでもあった。 

 百貨店には、特殊な仕入れ方法（買取・委託・

消化）があり、利益率のよい催事も頻繁に開催

する必要があり、また仕入には業者一任のお店

もある。特殊な経営体質を身近に勉強する。 

 今回の笑談は一例ですが、次回の笑タイムを

お楽しみください。 

ご笑覧ありがとうございました。 
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3級販売士 

佐野 初美 

嘉麻市・平成 20年 

 

 

「筑豊地域で販売員をしています」 

「お客の中には文句をいう人もいるんじゃない、

え、やっぱり。そうか。君達大変じゃない。」 

カップ麺を 3 個手にしたおじいさんがやさし

く小さな声を掛けてくれた。 

遅くまで店に残り値段のカードを1枚ずつ外し、

取り替えた次の日は、さすがに頭痛がする。視

界がぼやけて、人の声もなんとなく遠い。 

 

増税後は計算上の問題等、理解できない様な

事も増えていた。1 円 2 円違うだけでお客様の心

理は変化する。税外に慣れるのはいつだろう。 

 

「嘉麻出身です。」といえば 

「どこからどこまでが嘉麻ですか。」 

「仕事も人も少なく不便な場所で生活は成り立

ちますか。」 

「早く嘉麻を出た方が将来の為になるよ。」 

必ず、現実通りの答えが返ってくる。 

嘉麻は自然が多い。野生動物もいる。 

かまししちゃん（イノシシの事）や大きめのタ

ヌキを職場から帰宅途中で見た。少し怖かった。 

他には人を全く恐れない何とも呑気でおっとり

としためずらしいシカが目撃されているらしい。 

私もおっとりしている所があるのでシカのこと

はあまりいえない。 

 

筑豊地域で販売員を始めて丁度、10 年が経っ

た。職場の指導で資格を使う事は、あまりない。 

他社へ転職後、共通の販売知識として自分の中

で 3 級が少し役立つ時があった。気付けば身を

助けるものとなっていた。 

 

資格を取ったのは、もう 6 年前。今年 31 歳。 

そろそろ資格以外の新しいスキル等を積んでお

きたい。これから先は仕事を選べなくなるのか

もしれない。不安を抱えた日々が続く中で販売

士の会に初めて参加した。あのお客様の顔が、

うかんでは消えて、うかんでは消えていた。 

 

今年に入り、他店が閉鎖している。 

近所に歩いて行ける距離の店をなくしたお年寄

りは皆どう過ごされているのだろうか。ホーム

ヘルパーに買物を頼む、家族に頼む、自分しか

いない様な人もいる。今もお年寄りを心配し続

けている。高齢化が進むにつれ、問題が出て悩

みが少しずつ多くなるお年寄りも増え続けてい

る。だけど、いつも親切を心掛けていよう。 

そしてあのおじいさんの様にやさしい声を掛け

ていこう。 

 

 

 

1級販売士  

田中 直人 

福岡市・平成 16年 

 

こんにちは。皆様お久しぶりです。 

何年か前に、福岡販売士協会に加盟していた

のですが、会社業務が多忙になり、脱会してお

りました。この度思い立って再加盟の申請を会

長にいたしましたところ、快く受け付けて頂き

ました。この場をお借りしまして、栗川会長に

御礼申し上げます。 

さて、私は婦人服の営業を約 30 年しておりま

す。現在の商店街の疲弊した状況を見るにつけ

私の知識と経験を地域の商店のため活かしたい

との思いがあり、また、地域の商店の活性化を

行っていくことが、地域経済活性化につながっ

ていくと考えております。そんな思いで再び加

盟いたしました。これからもよろしくお願い申

し上げます。 

新入＆再入会会員 
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□□□ お知らせ □□□ 

 

◆春季流通施設見学会 

日 時：平成 26 年 6 月 7 日（土）13 時～ 

場 所：「いのちのたび博物館」と 

「イオン八幡東ショッピングセンター」 

◆夏季研修会 

日 時：平成 26 年 7 月 19（土）14 時～ 

場 所：福岡商工会議所・Ｂ－ｂ会議室 

講 演：「英国工場立上げ体験談」栗川会長 

 

◆福岡販売士協会の新ホームぺージ 

福岡販売士協会：http://www.farmmc.jp/  

福岡販売士協会のこれまでと現在の活動状況

がよくわかります。 

会員のＨＰをリンク欄に貼ります。ご連絡下さい。 

 

◆会報の原稿を募集しています 

・5 月・9 月 4月に発行、締め切りは前月末まで 

・題名自由、1,000～1,500 文字位、顔写真添付 

・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 

 

◆ご意見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 26年 5月 1日） 

正 会 員 89名 

 １級販売士 68名 

 2・３級販売士 18名 

 登録講師 3名 

賛 助 会 員 3社 

支

部

別

内

訳 

福岡 69名 

宮崎 2名 

大分 6名 

熊本 2名 

鹿児島 6名 

佐賀 4名 

 

 

 

 

福岡販売士協会役員体制（平成 26年～27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） 

副会長： 八尋 晃仁（総務担当） 

 理 事： 岡野 利哉（研修委員長） 

理 事： 毛利 裕之（研修副委員長） 

 理 事： 横山 修二（企画委員長） 

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： 長沼 玲子（総務委員長） 

理 事： 礒道 友紀（総務副委員長） 

 監 事： 森山 正夫 

監 事： 箱森 哲則 

 顧 問： 福生 和彦 

顧 問： 濱村 昌男 

顧 問： 渡辺 芳雄 

顧 問： 高田 暢夫 

福岡販売士協会・現況報告 
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