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九州の販売士のネットワーク 福岡本部・大分支部・佐賀支部・熊本支部・宮崎支部・沖縄支部

令和２年７月１１日（土） 於 福岡商工会議所

参加型 連鎖企画 原稿募集！！ 販売士としての課題意識からテーマを絞って、A4用紙1枚でお送りく
ださい！また、協会活動を盛り上げていくための企画のご意見もお待ちしております！
講師研究会や小売業向け支援活動など何かできないかと考えています。お気軽にご連絡をお願いします。

令和２年度がスタートしてもうすぐ半年が過ぎようとしています。今年は新型コロナ
ウィルス感染防止のため４月７日に緊急事態宣言が発令され、４月１４日には社会生活
を維持する上で必要な施設等を除いた施設への休業要請が出されました。１０万円の特
別給付金が支給されたこともあり、家電大型専門店の売上高は前年同月比３０％以上の
プラスですが、食堂・喫茶の売上高は前年同月比▲５０％となるなど大変厳しくなって
きています。
和令和２年７月１１日（土）福岡商工会議所において、令和２年度年次総会が開催され
ました。参加者は２２名、第一部総会、第二部講演会と充実した内容で、久しぶりに顔
を合わせた会員の皆様と有意義な一日を過ごすことができました。２ページより１１
ページで詳細ご確認ください。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございます。
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令和２年度 年次総会＆夏季研修会 報告

日時： 令和２年７月１１日（土）１４：００～１６：００
場所： 福岡商工会議所・４０８会議室
参加者： ２２名

第一部 総会

令和２年７月１１日（土）午後２時より、福岡商工会議所４階４０８会議室にて、
福岡販売士協会 令和２年度年次総会＆夏季研修会が開催された。
当日は、来賓として長崎販売士協会副会長 冬木繁雄様と吉岡英春様をお迎えし、

賛助会員である福岡商工会議所検定 企業研修担当部長 江崎留美子様のご参加を得て
総勢２２名が参加された。

開会宣言と会長挨拶
司会の岡野利哉理事より総会の開会宣言があり、栗川会長より会長挨拶がなされ、

引き続き議事が進められた。

本年度の年次総会は当初４月１８日に予定していましたが、４月７日に政府より東
京、大阪、福岡など７都道府県に新型コロナ緊急事態宣言が発出されたため、６月末
まで協会活動を中止することとし、本日開催の運びになりました。
当協会は平成１４年４月１３日に設立総会をしましたので、本年度は設立１９年目

になります。
本日のスケジュールは１ページ(編集者注 総会資料、以下同じ)をご覧ください。

年次総会と夏季研修会の二部構成です。本日の参加者は２２名です。別紙資料に記載
しています。
現在の会員数は正会員：７７名、賛助会員：３社です。７月１日付の会員名簿は１

２・１３ページに記載しています。
昨年度は事業計画通りの活動を展開できました。トピックスとして２点あげてみま

す。１点目は、初めての長崎・福岡販売士協会共同の見学会で「味の素㈱佐賀工場」
と「ゆめタウン佐賀」見学です。２点目は会報第５５号よりカラー印刷を開始したこ
とです。
当協会の会計は長沼玲子理事に長年担当して頂き決算書を作成して頂いています。
また、当協会のホームページは岡野利哉理事に担当して頂き、特にトピックス欄で

最新の情報を頻繁に提供しています。
当協会の会報「販売士・ふくおか」の編集は寺園公教（きみたか）理事に担当して

頂いてきましたが、新年度より石井保彦理事にバトンタッチします。

さて、年次総会についての会則は
第２６条：総会は年１回開催するほか会長が認めたときに開催する。
２ 総会の議事は、出席した構成員の過半数で決する。ただし可否同数のときは議長

の決するところによる。
３ 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。

となっております。

それでは、引き続き議事の審議に入ります。
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第１号議案 「令和２年・３年度役員体制」について
今年は役員改選年となっていることが確認され、八尋晃仁副会長、西珠子理事、寺

園公教理事の退任と、新しく岡野卓也会長代理、岡野利哉副会長、今井武史理事、半
田美和理事の就任が提案された。
ここで、箱森様より岡野卓也副会長の会長代理の就任について質問があり、栗川会

長と岡野副会長より回答があり了承された後、審議の結果、賛成多数で承認された。

第２号議案 「令和１年度活動実績」及び「平成３１年・令和１年度収支決算書・監
査報告」について
栗川会長より議案説明があり、引き続き森山監事より監査報告がなされた後、審議

の結果、賛成多数で承認された。
収入合計 ￥1,090,804
支出合計 ￥784,860
次年度繰越金 ￥305,944

第３号議案 「令和２年度活動計画」及び「令和２年度収支予算」について
栗川会長よりまず「活動計画」について議案説明があった。新型コロナウイルスへ

の対応により、例年開催の「春季流通施設見学会」、「夏の納涼家族ビアパーティ」
は中止とするが、隔年開催の九州販売士懇談会を１０月２４日（土）に大分市で開催
することが説明された。
次に「令和２年度福岡販売士協会収支予算」について詳細な説明がなされ、審議の

結果賛成多数で承認された。
収入合計 ￥910,444 （前年度繰越金含む）
支出合計 ￥837,740
次年度繰越金 ￥72,704

閉会宣言
岡野理事より総会の閉会が宣言された後、賛助会員の福岡商工会議所企業研修グ

ループ担当部長の江崎留美子様よりご挨拶があった。４月、５月は新型コロナの影響
で事業活動の自粛も含めて制約があったものの、事業所支援は継続して実施してきた
こと、特に窓口での給付金申請の支援等重点的に実施。最近は新型コロナとの共存を
念頭に事業活動を進めており、研修の形は集合形式からオンライン形式を検討中、検
定試験は６月、７月は全て中止となったが、ソーシャルディスタンスを確保しながら、
後半に向け実施を念頭に検討中であることなど説明があった。
続いて、長崎販売士協会副会長の冬木繁雄様よりご挨拶があった。５月開催予定で

あった総会は、結果郵送による書面決議としたこと、新しい役員体制では、吉岡英春
様が副会長に復帰したことなどが説明された。また、５月の長崎の大型店舗の売り上
げ実績は前年比５７％、６月は９０％まで回復したが、まだまだ購入方法は三密を避
けての動きや営業時間は短縮を継続で催事イベントは出来ないなど百貨店はまだまだ
厳しい状況であることが説明された。

第二部 夏季研修会
（講演会の講師紹介） 栗川会長
栗川会長より、講師の岡野卓也副会長の略歴が紹介された後、講演演題「私の履歴書
（営業一筋の会社人生）」というテーマを紹介され、講演が行われた。
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（要旨）※詳細な内容は、別途岡野副会長の講演報告書を参照ください。

（1）故郷
１９５５年７月２６日に広島県因島市（当時）に、豆腐屋を営む両親のもと三男一

女の末っ子として生まれる。小学生から新聞配達、中学は牛乳配達、高校は郵便配達、
豆腐の配達等仕事を手伝っていて、現在の営業の基礎はこの因島の体験が元にあった
気がする。また、小学校から剣道を始め高校で剣道部に入部、剣道一筋であった。
（2）大学進学（上京）
１８歳で因島を離れ、東京の駒沢大学経済学部経済学科に進学。１年目に伯母の自

宅に下宿（葛飾区金町）、山崎パンの「モンテヤマザキ」というグレードの高いパン
屋を経営しており、時間がある時はパン屋のお手伝いをしていた。こちらでの経験が
将来に大きく影響した。当時山崎パンは配送担当者は大学卒のドライバー採用、受発
注や集金、市場調査も行い、店舗開発まで行うシステムであった。
（3）就職
チェーン店の展開を進める企業に興味を持ち、「六本木ふらんす菓子クローバー」

に就職、「横浜高島屋店」に配属となった。対面に「サーティワンアイスクリーム」
の店舗があり、これが運命の出会いとなった。
配属後、ほとんど商品ロスのないサーティワンアイスクリームに気付き、店長から

お誘いがあり転職を決意、年末で退職。
その後、関東で４年勤務後関西へ転勤し結婚、店舗開発業務も開始。販売士２級資

格取得は当時の総務部長の発案で、営業職はスーパーバイザー研修に加え、販売士資
格を取って一人前との評価であった。
その後昭和６０年に入り本格的に全国展開に向けた体制作りが始まり、九州営業所

開設のため福岡へ転勤。平成８年７月に東京営業所所長として転勤。業績改善のため
の『プロジェクトＸ』計画が立案される。平成１１年に２度目の福岡勤務。異動の話
もあったが断り、その後店舗開発担当として活動、九州エリアの店舗数は１４５店舗
まで増える。
その後、５５歳になり東京本社勤務にて業務用アイスの営業担当として勤務。６０

歳の定年退職後希望により継続勤務となるが、肺炎を患い入院。復帰後、お客様相談
室への異動が決まったことから、６２歳で退職し、福岡へ戻る。
（4）現在
ジェラード製造会社への再就職を経て、現在は「ＴＹＫ株式会社」に再就職、「か

らすみ」を販売している。
「アイスクリーム」は甘いものの嗜好品であり、「からすみ」は辛党の嗜好品であ

る。いずれも食べても食べなくても良いものだけれども、好きな人は食べることで幸
せになれる魔法の品である。
これをいかに提供していくかが営業の力。世に知らしめる作業は大変な苦労だが、

その分目標が達成出来れば大変な喜びである。
『これが営業の魅力です！』
『これからも生涯現役で営業を続けていきます。』

終りに、岡野副会長の力強い、営業への思いが披露され講演が終了した。

司会の岡野理事より夏季研修会の終了が宣言された後、出席者全員の集合写真が撮影
されて、解散となった。
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【第3号議案】令和２年度・活動計画

全体会合について
４月７日に政府より東京、大阪、福岡など７都府県に新型コロナ緊急事態宣言が発出

されたため、４月１８日に予定していた年次総会を７月１１日に「年次総会＆夏季研修
会」として開催することにしました。
「春季流通施設見学会」と「夏の納涼家族ビアパーティ」は中止します。隔年開催の

九州販売士懇談会は１０月２４日に大分市で開催します。昨年に引き続き今年度も全体
行事について役員分担制にします。

１．年次総会＆夏季研修会（担当役員：小関 芳紀副会長）
日 時：令和２年７月１１日（土）
場 所：福岡商工会議所・４０８会議室
講 演：「私の履歴書」（営業一筋の会社人生）
講 師：副会長 岡野 卓也
司 会：理事 岡野 利哉

２．九州販売士懇談会イン大分（担当役員：栗川会長と溝部大分支部長）
日 時：令和２年１０月２４日（土）
場 所：大分市
主 催：福岡・長崎・鹿児島販売士協会共催、日本販売士協会後援

３．新春懇談会（担当役員：植田 徹理事）
日 時：令和３年１月１６日（土）
場 所：福岡商工会議所・会議室

（参考）
令和３年度年次総会

日 時：令和３年４月１７日（土）
場 所：福岡商工会議所・会議室

個別会合について
１．令和2年度の「定例役員会議」は第３火曜日の19：00～20：30に開催します。
・日時： ７/１１（土）、９/１５（火）、１２/１５（火）、２/１６（火）、

３/２３（火） ※１２/１５（火）は拡大役員会議として開催します。
・場所：麻生情報ビジネス専門学校の教室をお借りします。

２．「販売士講師研究会」を本年度より年2回開催します。
・日時： １０/１３（火）、１１/１０（火）の19：00～20：30
・場所：麻生情報ビジネス専門学校の教室をお借りします。

トピックス
１．会報発行

会報「販売士・ふくおか」を年２回（９月、２月）発行します。５月発行予定の会
報は年次総会延期により中止します。９月に年次総会＆夏季研修会特集号として発行
します。
８月末までに受領の原稿は９月発行誌に、１月末までに受領の原稿は２月発行誌に

掲載します。みなさんの投稿をよろしくお願します。

２．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します。
また、Facebookの活性化を図っていきます。
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令和２年度（設立19年目）を迎えて

会長 １級販売士 栗川久明

福岡販売士協会は令和２年４月で設立１９年目を迎えました。
（平成１４年４月１３日に全国で３６番目、九州で３番目の販売
士協会として発足）

協会の基本方針を「協会の永続発展」におき、そのために「協会
は会員の相互研鑽の場であること」、「後輩販売士の育成を行うこ
と」、「協会活動は奉仕の精神で参加すること」「知のネットワー
クづくりによる異業種交流」等を行っています。
平成１４年７月１日に会報「販売士・ふくおか」を創刊し、年３

回のペースで発行を続けています。また、ホームページも協会発足
時よりスタートさせています。

当協会の全体会合は福岡商工会議所の会議室を借りて開催しています。平成１７年に
は当協会が法人会員として福岡商工会議所に加入し、平成２１年には福岡商工会議所に
当協会の賛助会員として入会していただきました。
平成２０年４月の年次総会で宮崎支部を発足させました。また、平成２４年３月に大

分支部・熊本支部・鹿児島支部を、同４月には佐賀支部を発足させました。平成２６年
１２月には沖縄支部を発足させ、これで九州各県に組織ができました。各支部ともに体
制強化ができたら「各県販売士協会」として独立できるという条件付きです。平成３０
年４月に鹿児島支部が鹿児島販売士協会として独立をいたしました。

福岡販売士協会の運営は年次総会で年間活動計画を提示し、全体会合の定例開催を定
着させています。４月：年次総会、６月：春季流通施設見学会、７月：夏季研修会、８
月：納涼ビアパーティ、１１月：秋季研修会または九州販売士懇談会、１月：新春懇談
会を毎年開催しています。

昨年度のトピックスを２点あげてみます。１点目は、初めての長崎・福岡販売士協会
共同の見学会で「味の素㈱佐賀工場」と「ゆめタウン佐賀」見学です。２点目は会報第
５５号よりカラー印刷を開始したことです。
また、会報誌「販売士・ふくおか」は５月に第５３号（２０ページ）、９月に第５４

号（２４ページ）、２月に第５５号（５４ページ・カラー印刷）と投稿者も多く充実し
た紙面づくりができました。
当協会のホームページは全体行事の速報体制と会報を全ページ掲載し、活動状況を理

解しやすくして新規会員の加入をお待ちしております。

福岡販売士協会は今後も「会員満足運営」に徹し永続を目指していきます。みなさん
の新規加入をお待ちしています。
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夏季研修会講演

「私の履歴書（営業一筋の会社人生）」
講師：会長代理 ２級販売士 岡野 卓也

私は１８歳まで因島にて過ごしました。我が家は両親が豆腐屋で共働きの為、早起き
は苦になりませんでした。小学校３年生から新聞配達、中学は牛乳配達、高校は郵便配
達（年末年始だけ）、それに加えて豆腐の配達等々体を使った仕事を手伝っていました。
又、取引先の寿司屋での手伝いも中学・高校・大学を通じて出前、仕込みを行っており
ました。つまり、現在の営業の基礎はこの因島での体験が元にあったような気がします。
小学校の高学年から剣道を始め、警察所の剣道場に通った記憶があります。因島高校

では剣道部に入部し、一年生の新人戦にて尾三地区、３位の成績を上げたのが高校生活
一番の結果でした。

さて、高校生活最後の年に将来についてやっと悩みはじめましたが、長男は高校卒業
後家業の豆腐屋を親父と一緒に切り盛りしておりました。次男は大学を卒業し東京に就
職したものの結婚を機に因島に帰ってきておりました。親父からは譲る財産も無いので、
大学に進むのであればそれが財産だと言われました。但し浪人生活までは面倒みきれな
いとの条件です。そこで初めて大学受験をめざすのですが、大学に関する情報は皆無で
何を勉強すべきか決めかねる日々でした。そこで同郷の先輩の話を聞いて広島で受験で
きる大学を受験し、駒沢大学の経済学部経済学科に合格しました。入学一年目は伯母の
いる葛飾区金町に下宿しました。伯母のうちの隣の空き家を従弟と同居する形で大学生
活がスタートしました。伯母は自宅にて山崎パンの販売を行っており、時間があるとき
はパン屋のお手伝いをしながら駒沢まで片道２時間の通学生活です。

こちらでの経験が将来に大きく影響したように思われます。当時山崎パンは商店街に
ある小売店の売り場にパンコーナーを作り、更には洋菓子、和菓子を加えて専門店の展
開を始めた時期で、伯母の店舗も当時としてはグレードの高いモンテヤマザキという店
舗名で取扱いアイテムも地域一番店のような営業体制でした。年に１度取引先を招待し
てくれる旅行会があり、伊豆や仙台の高級旅館に同行しおもてなしを受けた記憶があり
ます。
当時山崎パンは配送の担当者は大学卒のドライバーが多く採用され、商品の受発注か

ら集金まで行っていました。当時は判りませんでしたが、配達をしながら市場調査を行
い、店舗の開発を行う非常に効率の良い戦略です。その後大型スーパーの進出、パン屋
の専門店化等で街のパン屋は見なくなりましたが、個人商店も創業者の老化とともに無
くなる運命なのです。

私は１９５５年（昭和30年）７月２６日生まれ
です。出身は広島県尾道市因島田熊町です。両親
は父が岡野正道、母が岡野綾子の間に３男１女の
末っ子として誕生しました。私が生れた時は、自
宅兼店舗で豆腐屋を営んでいました。父が戦後始
めた商売です。父は６人兄弟の４番目、母は１０
人兄弟と親戚も多い環境で育ちました。子供の頃
はおからを使っておにぎりを作って遊んだ記憶が
あります。兄弟は長男が私より一回り年上で現在
７７歳、次男は６歳違いで７１歳、長女は生きて
いれば７４歳ですが、私が２０歳の年に亡くなり
ました。
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大学卒業後は洋菓子専門店を展開する、「六本木ふらんす菓子クローバー」に就職し、
横浜高島屋店に配属されました。当時洋菓子職人は銀座の資生堂パーラー、ふらんす菓
子クローバー、不二家の三大洋菓子店で修業し独立してゆくと聞いていました。私は技
術ではなく、チェーン店の展開を進める企業という事に興味があり、入社致しました。
当時クローバーは百貨店を中心に全国展開に向けた体制作りを始めた時期で、大卒を３
０人位採用していたと記憶しております。

研修が終わり配属されたのが「横浜高島屋店」でした。隣がコロンバン、クッキーの
泉屋、代官山フーシェ等その当時では元気のある洋菓子コーナーの一角を占めておりま
した。主力商品は乾きものではマロングラッセ、クッキー、洋菓子はレアチーズ、
ショートケーキが人気商品でした。当時包装紙は黒をベースにカトレアをデザインした
もので、高級感のある人気店でした。当時通路を挟んであったのがサーティワンアイス
クリーム横浜高島屋店です。これが運命の出会いです。
洋菓子とアイスクリームは同じ嗜好品なのですが決定的な違いがあります。それは洋

菓子にはロスがでますが、アイスクリームは殆どロスが出ません。配属後しばらくして
営業終了後閉店作業を担当するうちに、向かいのサーティワンは冷凍ショーケースにナ
イトカバーをして器具の洗浄が終わると皆退店します。それに比べ洋菓子は売れ残った
商品を検品し、翌日販売できない商品は処分しなければなりません。当時は店長が発注
責任者でしたが、天候、曜日等々要因で欠品したり売り逃したり経験が売り上げに関係
する時代でした。

暫くして、当時のサーティワンの店長からうちに来ないかとのお誘いを受け、その年
のクリスマスを終えて、年末でクローバーは退職致しました。同期入社での退職者１号
でした。翌１月から目黒の本社で店長トレーニングを受講し、１月末には藤沢さいかや
店店長として配属されました。
当時はシングルコーンが１個１２０円の時代です。入社当時は社員が２０名前後で、

ヤナセや不二家からの出向者で構成され新卒でいえば３期生位です。入社年度の４月に
富士小山工場が完成し社員は一気に倍以上となりました。私は藤沢さいかや店を振り出
しに横浜高島屋店を兼務し約２年店長勤務のうえ営業職に移りました。当時はスーパー
バイザーという肩書で、本部とお店のパイプ役でした。主には店舗開発部が作る店の開
設業務から従業員の教育指導、開店後の営業指導等です。関東地区で４年経験し、関西
営業所に移動となりました。その年に結婚をしたのですが、新婚生活は伊丹のアパート
から始まりました。当時も事務所は神戸市の六甲にありました。大阪、和歌山地区を担
当し、既存店舗の営業指導に加え店舗開発業務も始めた時期でもありました。

話は少し戻りますが、販売士の２級の資格を取るのは当時の総務部長の発案で、営業
職はスーパーバイザー研修に加え、販売士の資格を取って一人前という社内での評価で
した。因みに私の資格取得日は昭和５９年１０月です。関西事務所勤務中の取得です。
昭和６０年に入り本格的に全国展開に向けた体制作りの為地方営業所を開設する方針

が打ち出され九州営業所開設の為、私と若手１名にて福岡への転勤命令が発令されまし
た。但し辞令１枚で赴任する事務所も社宅もありませんでした。
最初は引っ越し先の住居探しから始まりましたが、当時サーティワンに出入りしてい

た設計屋さんの担当者にお願いし、新事務所が決まるまでの間設計事務所に１室を間借
りし営業を始める事に致しました。これは店舗開発を進めるうえで非常に役立つ経験で
した。それから大橋駅前に直営店を併設した九州営業所を開設し、新たな従業員を採用
し４名の体制で営業活動が始まりました。
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当時昭和６０年３月にオープンした飯塚かやの森店が九州地区ロードサイド店舗１号
店として計画以上の売上を記録し全国のロードサイド店展開の先駆けとなりました。当
時では脅威的な売り上げで年商１億円を越え、同じ敷地内のＫＦＣを上回る状況で、第
一次アイスクリームブームが始まった時期でもありました。確か昭和５９年にハーゲン
ダッツが日本に上陸し、青山店に行列が起きたブームの始まりです。

翌年の昭和６１年に全国３００店体制が整った時代です。尚、当時の出店時はＦＣ店
との間で結んだ契約は「小売店契約」で現在の契約とは全く異なる内容で、○○丁目
○○番地で営業を許可するとの契約でした。アイスクリーム原価も高く、店舗設備もレ
ンタルシステムにて使用料を頂戴しておりました。又翌年にはJASDAQに上場します
が、ここからアイスクリームブームの反動が始まります。新規開店が積極的に進められ
ますが方や売上げ不振による閉鎖も続きます。スクラップ＆ビルドの繰返しで会社の業
績も横ばい状況です。この間経営陣も大幅な変革があり他社から招へいされる人事があ
りました。この間九州営業所は、現在のオーナー会の前身となるオーナー勉強会を始め
懇親を図る営業を始めました。更に現場の店長を集めた勉強会もスタートさせました。
当時の経営陣が松山社長体制になると平成８年に東京営業所の営業所長に任命され７

月に赴任致しました。当時の店舗数は全国で３３０店前後を推移し東京第一営業所長就
任時は３００店を割り込む状況でした。東京には店舗の閉鎖処理に行ったようなもので
すが、東京でもオーナー勉強会を立ち上げ、閉鎖希望者には店舗譲渡によるＦＣ交代を
進めました。この間本部では「プロジェクトＸ」計画が立案されておりました。ＮＨＫ
よりは半年早いスタートです。

サーティワンのプロジェクトＸは簡単には、原価を下げ売上を上げ、儲かる仕組みに
変えてゆく計画です。大きな改善ポイントは以下の通りです。
・契約書を切り替える。ＦＣ契約に変更。従業員教育と店舗改装が前提。
・ＰＯＳレジの導入。販売価格は店舗で決定。責任を以て営業を行ってもらう。
・ＦＣオーナー会の組織化。営業所別にオーナー会を設立、代表者が経営陣と意見交
換。

・原価の大幅は改善。アイスクリーム、包材他資材。
平成１１年は２度目の福岡勤務となり、会社の方針により直営店、営業所は閉鎖、営

業担当に営業車１台、パソコン１台、携帯電話を持たせホームオフィースでの営業活動
を進める事になりました。この間もプロジェクトＸは遂行され、改装店舗の売上は大幅
に伸び、店舗の損益も改善されて来ました。更に本部としてのＦＣ支援策も色々と加わ
り、複数店の店舗を運営するＦＣが増えてきました。又この時期から大型スーパーの郊
外型展開が始まり、イオン、イトーヨーカドー等などショッピングセンターへの店舗展
開が加速して行きました。

平成１４年には全国４００店舗体制となり、翌年には５００店舗となりました。毎年
１００店舗増の時期があり、平成２２年には１，０００店体制となりました。
この間東京本社への異動話もありましたが、断りをいれ九州勤務を希望致しました。

その後は店舗開発担当として九州エリアの店舗数は１４５店舗まで増えていました。そ
の間経営トップの人事も変わり、５５歳になり再度東京本社へ呼び戻され今度は業務用
アイスの営業担当として勤務する事になりました。平成１０年頃に特販事業を始めたと
記憶しておりますが、当時からＦＣビジネスとは影響のでないように、「サーティワ
ン」のブランドが使えない営業活動でした。例えばホシザキが作ったアイスクリームを
ソフトクリーム状にして提供する機材への原料を製造販売するビジネスです。
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また、ＯＥＭ商品として高級ふぐチェーンへのデザート提供、グループ企業へのＯＥ
Ｍ商品の提供などでピーク時には会社の利益の半分以上を稼ぎ出す事業部門でもありま
した。私が引継いだ時は定年退職をした担当者が継続雇用にて一人で担当しておりまし
た。売上もピーク時の半分近くになり、新規に商品開発を行い新たな販路開発をしなけ
れば売上が維持できない状況でした。
まったく今までとは違うビジネスでしたが、新たに勉強して従来とは違う切り口でお

客様を開発する事は楽しかった。サーティワンとは違うお客様と考えておりましたが、
最初の名刺交換では３１のブランドはすごい力と感じました。認知度と好感度は抜群の
効果がありました。電話での営業でも話を聞いて頂け、面談もスムーズに受けて頂きま
した。勤務中に新規取引先は、商船三井客船にっぽん丸、さんふらわあを運行する商船
三井フェリー、神奈川トヨタ（セプレ）・・・
販売先が増えても売上げは下降して行きます。６０歳の定年退職を迎え継続雇用を希

望し営業を続けていましたが、経営陣の変更に伴い組織も変わり、特販事業部は増強さ
れました。それまでは一人の体制でアシスタントの派遣社員のスタッフの２名での営業
でしたが一気に６名の増員となり営業方針もサーティワンブランドを利用しても良いと
の方向転換を行われました。その組織変更に肺炎を患い営業の一線から退きました。２
月中旬から入院し半月間はＩＣＵにて治療を行う程の重症でした。３月中旬には退院で
きましたが、その間に広島の父親が亡くなり、葬儀にも出席出来ませんでした。退院後
もしばらくは酸素ボンベを持ってのリハビリ、通勤となりましたが、半年後には酸素ボ
ンベも取れました。その間お客様相談室への異動もあり、６２歳の誕生日を機に福岡に
戻ってきました。失業保険を頂きながら就職活動を行い、地元のジェラート製造会社に
再就職致しましたが、昨年８月末を以て退職、１１月には現在のＴＹＫ株式会社に再就
職した次第です。
さて、これからは「からすみ」の話になりますが、アイスクリームが甘い物の嗜好品

としたらからすみは辛党の嗜好品になります。いずれも食べても食べなくても良いもの
なのですが、お好きな方は食べる事で幸せになれる魔法の品なのです。これをいかに提
供して行くかが営業の力と思います。特にからすみは非常に高価で小さなマーケットで
す。消費者調査でも統計が取れない品目です。これをこれから世に知らしめる作業は大
変な苦労が待ち構えていますが、その分目標が達成できれば大変な喜びです。これが営
業の魅力です。（からすみ資料配布 説明）
これからも生涯現役で営業を続けて行きます。皆様方のご支援とご協力をお願い申し

上げて講演を終わります。ありがとうございました。
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盛夏の候、会員の皆様におかれましてはますます御健勝の
こととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
先日行われました年次総会におきまして、今年度より栗川

会長の補佐をすべく会長代理の役職を拝命致しました。昨年
末栗川会長から打診を受けて、軽い気持ちでお受け致しまし
たが、会長からお預かりした協会資料を読むに従い大変な業
務を引き継いだものと日々反省をしている今日この頃です。

福岡販売士協会 会長代理に就任して

会長代理 ２級販売士 岡野 卓也

私の事に関しましては、年次総会の後に「私の履歴書」と題してお話させて頂きま
したが、過去に講演した経験が殆どなく、ぶっつけ本番に臨みましたが、やはり時間
配分を間違え、話したい内容の半分もお話しできませんでした。やはり人前で話すの
は難しいなと改めて感じた次第です。

さて、今年度で福岡販売士協会活動も１９年目との事で、来期は記念すべき２０周
年目の節目を迎えます。今後の活動方針に関しまして、役員のメンバーにて協議する
必要があります。従来は栗川会長におんぶに抱っこに肩車と協会活動を一切お任せし
ており、改めて反省をしております。もう少し役員全員で役割分担をして協会運営を
行うべきだったと考えております。つきましては、最初の作業として、会員の皆様が
望む「福岡販売士協会活動とは」を取りまとめたいと考えております。今までも数多
くに諸先輩方が活動されてきましたが、退会される会員もありました。加盟の動機は
会員の数だけあると思いますが、活動を続ける中で、自分の求める協会活動と違うも
のを感じ取られ退会して行かれた事と考えます。会員皆様の全ての要望に応えられる
事は難しい命題と思いますが、少しでも皆様の期待に沿った協会活動を目指します。

そのためには、活動を支えてくれる会員、役員皆様の意見をまとめ、皆様が協会活
動に参加して良かったと感じて頂くプログラムを考え、提案、具現化して参りたいと
考えております。又、SNSやPCによる連絡等IT化を進める事で経費の削減も進めた
いとおもいます。

引続き皆様方のご協力をお願い申し上げて会長代理就任の感想と致します。
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理事退任にあたってのご挨拶

１級販売士 西 珠子

この度の総会において４期８年に渡りお世話になりました
理事を退任することとなりました。

平成２４年から平成２９年（第４８号）まで広報担当とし
て、会員の皆様と接することができたこと、仕事や日常生活
ではなかなか体験することができない「編集」を通じてパソ
コン技術の研鑽を図ることができ、私にとって本当に貴重な経験となりました。この
ような機会を頂戴しましたことに心より御礼申し上げます。

「光陰矢の如し」と申しますが、理事就任直後に誕生した次女も小学校２年生とな
り、改めて時が経つはやさに驚くばかりです。改元という大きな節目を経て価値観や
常識が刻々と変化する目まぐるしい今日において、本会を継続運営することは並大抵
のことではないことを改めて実感すると同時に、栗川会長をはじめとする役員の皆様、
会員の皆様の並々ならぬご尽力の賜物であることに対して感謝の念に堪えません。今
後は会員として販売士協会の発展に貢献していきたいと考えています。長い間本当に
お世話になりました。
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販売士協会理事就任にあたり

２級販売士 半田 美和

この度、福岡販売士協会の理事に就任いたしました半田美
和でございます。
このような大役を仰せつかるには、まことに微力でござい

ますが、先輩方のご助言、ご協力を仰ぎ業務に邁進していく
所存でございます。
どうぞよろしくお願い申しあげます。

さて、最近、目にすることが多くなってきた、SDGsですが、SDGsとは、
Sustainable Development Goalsの略称で、持続可能な開発目標のことです。
エス・ディー・ジーズと発音します。
２０１５年９月の国連サミットで採択され、国連加盟国193ヶ国が、２０１６年か

ら２０３０年の１５年間で達成するために掲げた目標です。
17の目標とそれらを達成するための具体的な169のターゲットで構成されています。

そして、さらなる232の指標があり、具体的数値目標が示されています。

日本においても、２０１６年５月に安倍総理を本部長とし、すべての国務大臣がメ
ンバーで推進会議が開催され、それ以降も継続して行われています。

２回目の会合では、指針を示し、「この指針で、世界に範を示し、持続可能な世界
に向けて国内実施と国際協力の両面で国際社会をリードしてまいります」としていま
す。

九州において、もうすでに、積極的に取り組んでいるところもあり、２０１７年よ
り創設された、ジャパンSDGsアワードでは、
第１回のパートナーシップ賞（特別賞）に福岡県北九州市。
第２回副本部長賞（内閣官房長官賞）に鹿児島県大崎町。
第３回副本部長賞（内閣官房長官賞）にイオン九州（株)、
パートナーシップ賞（特別賞）に大牟田市教育委員会、鹿児島市そらのまちほいくえ
ん。
そしてこの年の一番最高である推進本部長賞（内閣総理大臣賞）に、
なんと、北九州市の魚町商店街振興組会が選ばれています。

17の目標の中には、経済、ビジネスの観点からうたっているものもあり、
経団連もビジネスの力を使って、SDGsを実現していこうとしています。
販売業界でも今後取り上げられてくることと思われ、
私たち販売士協会においても考えていかないといけないテーマになっていくでしょう。

こういった新たなテーマも含め、販売士協会のますますの発展に努力いたす所存で
ございます。
なにとぞご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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販売士協会理事就任にあたり

２級販売士 今井 武史

久し振りの投稿となります。
今井でございます。

７月１１日の総会にてご承認を頂き、役員に任命いただきました。
誠に有難う御座います。担当は広報委員となりますので、会報等で
皆さまと関わっていくこととなるかと思います。どうぞよろしく
お願い致します。

近況報告となります。
昨年１２月に中小企業診断士試験に合格し、本年５月に診断士登録を完了しました。

福岡県中小企業診断士協会では総務委員、渉外を担当させていただくこととなりまし
た。

今春より、栗川会長のご紹介により、某専門学校の生徒様向けに、販売士２級・３
級の講義を担当させて頂いております。３時間／週の講義がそれぞれ、２５週もあり
ます。講義内容に対し、時間が多すぎるため、実際の講義は１５週程度に収め、残り
の１０週は過去問題を解く時間にしようと考えております。尚、間に１０分の休憩を
挟み、マスクをつけたまま３時間講義を行うと呼吸困難に陥ります。３級の受講生は
受講態度もよく、やりがいを感じておりますが、２級の受講生は２名を除いて全く聞
く気がない様子です。どのように状況を打破すべきか悩んでおりました所、栗川会長
から「壁打ちも必要だよ。」とアドバイスを頂き、気が楽になりました。２級の講義
は私自身の精神修養の場と受け止めさせて頂いております。

調査等の仕事を少しずつ頂きながら、執筆の仕事を３本こなしました。雑誌記事１
本、資格試験用の書籍２冊（いずれも共著）でしたが、厳しいご指導を頂きながら、
何とか完了させることができました。著者略歴の肩書に「福岡県販売士協会 理事」
を使用させて頂きました。協会の知名度アップ、新規入会者の増加に少しでも寄与で
きれば幸いです。担当した箇所で「対人的影響」を取り扱いました。二十数年前、新
聞の書評で興味を持ち、ロバート・Ｂ・チャルディーニの「影響力の武器」を天神・
博多の書店を探し回ったことを思い出しながら、執筆させて頂きました。

今年は年男で１０月に４８歳になります。社会人になって２６年になりますが、人
生１００年時代、最低でも７５歳まで働くと考えると、折り返し地点の手前であるこ
とに気づきました。

これからも、研鑽して参りますのでどうぞよろしくお願い致します。
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２度目のドイツ

そもそも、北九州市の市政だよりで「話すためのドイツ語入
門」の記事を目にしたのが、この講座を受講するきっかけであり、
早速ネットで申込んだ。数回受講する過程で有志によるドイツ旅
行の話があり、参加希望した。

９月１１日出発２０日帰国のスケジュールである。シンガポー
ル航空を利用し、乗り継ぎのため実質８日間の旅行であった。
現在９月23日帰国早々である。５年前にＷ氏と２名で訪独したが、
今回は男性３名女性４名計７名のメンバーである。メンバーはＱ
大学のドイツ語の先生Ｓ教授をリーダーに、元警察署長Ｏ氏と何
事にも気配りの行き届く奥様ご夫妻、自分と同年配のＭさん、合
唱が得意なＯさん、２０歳代でITにとても詳しいＭ嬢と私の７
名である。

何回か事前準備のミーティングも持たれた。Ｓ教授は学生等引
率しドイツ語圏訪問数多く、最近はオーストリアへも行かれてい
るとのこと。今回の訪問先は同一方向の場合、遠い方を先にニュ
ルンベルク宿泊であればローテンブルク、アンスバッハ、別の日
コーブルク、バンベルク、ライプツィヒ宿泊の場合ワイマール、
エアフルト、別の日ザクセンスイスの様に団体旅行では滅多に訪
問しない所を、巧みに効率よく選定され思い出深い旅行となった。
また、臨機応変に計画を変更され当所予定に無かったヴュルツブ
ルクも訪問できた。今までの長い経験の裏付けで可能になったと
推察される。

機内食

旅行メンバー

飛行経路

またＭ嬢については、旅行中はもとよりラインの中心で、写真
撮影技術も上手で、旅行後も反省会等の取りまとめで、ご足労頂
き有難うございました。旅行最終案確定後，ＤＢをネットで日付、
出発駅、到着駅を検索すると、英文で経過時間、ホーム、乗換の
有無が即表示される優れものである。
個人的には小腹が空いた時にカップラーメンを持参するので熱いお湯が欲しいと

言えるように、又自分は糖尿病でHbA1cは○○で血圧の高低は○○とのメモを用意
した。他に充電器のタイプを尋ねる等があった。

先生を除く６名はドイツ語学習の初心者である。簡単な自己紹介で「我々は日本
から来ました。日本は４つの大きな島から構成されています。北から順に北海道、
本州、四国、九州です。我々は九州の最北端の北九州からきました。日本語のkita

はNordを意味します。」「日本では今年の１０月から消費税率が8％から10％に上
昇します。
食料品の一部は軽減税率が適用されますが、小規模な店舗では対応に苦慮している
ようです。」等とメモを用意していたが、実際に使うことは無かった。

－ －15
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９月11日（水）
１日目いよいよ福岡を出発するが、その前に空港内の免税店で

タバコを１カートン買うが、最後までスーツケース内の荷物に
なった。

１０時出発１５時２０分シンガポール空港到着
機内のモニターで飛行経路を見ていると、九州を南下し沖縄の

先島諸島経由ベトナムのホーチミン沖を更に南下し、ゆっくりし
た角度で下降態勢へ入り。いよいよシンガポール空港へ着陸、３
時間２０分の飛行であった。途中の機内食も美味しかった。
２３時５５分出発のため長時間の待機必要、待ち時間を利用して
空港外の観光施設を見学する。

ミュンヘンベルクの
レストラン

９月12日（木）
２日目 長時間の飛行の後、フランクフルト空港に到着。
やっと入国でき空港駅からフランクフルト駅へ向かう。
我々若干名、フランクフルト駅からニュルンベルク駅へ向かうつもりで

乗った列車が、間違って再度空港駅へ到着。先生に連絡でき再度フランクフルト駅
へ戻る。
ニュルンベルクへ向かう車中で先生、以上の理由で時間が遅れたため

当初の計画を変更し、ニュルンベルクのホテル到着後、ヴュルツブルク観光へ行く
と言われた。
ヴュルツブルク駅から市内観光し、ノイミュンスター教会、大聖堂、レジデンツ、

アルテ・マイン橋等聖キリアン像を見てニュルンベルクへ戻り、市内観光を少しし
た。

シンガポールに一旦入国扱いのためパスポートの提示を求められる。
噴水を上下さかさまに見せる装置や大規模な植物園等人目を飽きさせない仕掛けが
随所にあり規模が、とてつもなく巨大である。
乗り継ぎ客のため無料の２時間程度のバスツアーも用意されていたが、団体行動

で時間の制約もあり、予約までしたものの、今回は断念した。
再度お断りに行ったが、受付までの場所が遠く、歩くのにかなり時間を要した。

ヴュルツブルクの
レジデンツ

聖キリアン像

シンガポールの
巨大噴水
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９月13日（金）３日目
ニュルンベルク駅でバイエルンチケット購入。
アンスバッハ乗換シュタイナハ乗換経由で

ローテンブルグへ向かった。ローテンブルクは５年
前Ｗ氏と訪問。以前同様観光客が多い。
近くの素敵なレストランで食事後自由時間設定。
前回とは違うが、城壁に上り、日本人の寄付者

の名前を見る。
城壁の下には小雨のためか観光馬車がお客さんもなく所在無げに
待っていた。
ローテンブルク観光後４時過ぎにアンスバッハへ向かう。
ここは、かつてホーヘン・ツオレルン家の城下町とて栄えた。

観光案内所に行くと日本人の訪問は珍しいのであろうか、若い女
性の係員が丁寧に説明してくれた。
当地の50周年記念のワインを買った。
宮殿の庭園を見るため、樹齢250年の並木道を散策する。

ニュルンベルクへ戻った後に当地名物のソーセージ料理店
ブラートヴルスト・ホイスレに行く。
当方は、複数の同じソーセージを注文しようと、しているにも

かかわらず、担当の２０歳後半の青年、日本語を交えながら，
「各種のソーセージを食べたほうがお得ですよ」としきりに勧める。
過去日本人顧客を相手にしていたらしい。先生少しイラっとする。
英語で言うなら

Mind your own business, attend to your own duties and do not interfere with 

those of others.

とでも言うべきところだろうか？
値段が予想していたほど高くなかったので、少し気分を取り直して店を退出した。

９月14日（土）４日目
昨日同様ニュルンベルク駅でバイエルンチケット購入。
ランチはコーブルクで夕食はバンベルクの予定。
コーブルクはアンスバッハ以上に日本人の団体客が訪れることは

ないようだ。自分も今回初めてこの地名を聞いた。
ザクセン＝コーダー家は欧州最古の家系を誇り英国王室と親戚関
係にある。
ヴィクトリア女王の夫君アルバート公はコーダー家の次男であっ

た。女王は夫君が亡くなった後も黒服で通した等と聞いている。
英軍はこの街には爆撃しなかった。ドイツ最古の中世要塞でかつ
居城である。
今日においても公爵家は欧州の主要な王家と密接な関係にある。

城壁より下を見る ローテンブルク
のレストラン

アンスバッハの並木道

メニュー表

コーブルク城

ヴイクトリア女王
とアルバート殿下
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昼食後２時半過ぎにコーブルク出発し３０分以内にバンベルク到着。
旧市街は世界遺産に指定され、中央駅から１kｍほど離れて旧市庁舎
を通る。
ドーム広場に出ると、４本の尖塔を持つ大聖堂がそびえている。

有名な｢バンベルクの騎士｣のある大聖堂の中も見学する。
ドーム広場の向かいには新宮殿があり、バラ庭園から見るバンベル
クの町並みは、素晴らしい。夕食には当地で有名なラオホビールを
頂く。

店内で幼児連れの日本人若夫婦と同席、ご主人はＮＴＴから派遣さ
れた技術者でドイツ企業との会話は専ら英語でOKとの事。
７時半過ぎの列車でニュルンベルクへ戻る。

９月１５日（日）５日目
昨日までニュルンベルクに３泊したが,１２時３０分ホテルロビー

集合し１３時１分ライプツィヒへ出発予定。
それまで自由時間を、皆さんは先日訪問していないフラウエン教会、

聖セバルドゥス教会、時間が許せばカイザーブルクまで訪問の予定
か？
私はかねてから興味のあったDB博物館を訪問する。ホテルからも距

離的にも近く、オペラハウスの隣にあった。日本語版の案内をもらう。

ニュルンベルクはドイツで初めて１８３５年に鉄道が敷かれた町である。
バイエルン国王ルートヴイヒ２世の豪華車両（日本でいえばさしずめ、お召し列
車）が展示されていた。
更に各時代毎に展示物があり、最後に未来に向けた戦略としてマルチメディア

ショーの映像で終わった。鉄道フアンとして一見の価値があると思う。
ドイツ第２帝政１８７１年（あの悪名高いヒットラーの第３帝政では無い）は日本
の明治維新１８６８年と時期的に余り変わらない。
鉄道、製鉄、電気通信あらゆる産業技術者を、ドイはもとより他の欧米諸国から

高額な費用で、多くのお雇い外国人を招聘した時期であった。
ホテルへ戻りニュルンベルク駅からライプツィヒへ出発。ライプツィヒ駅からH+ラ
イプツィヒホテルまでバスに乗る。バスに乗ったのは今回のみであり、次回以降は
徒歩でホテルと駅を往復した。荷物を置き旧市庁舎、トーマス教会等旧市街を散策
する。

トーマス教会のステンドグラスには、バッハ、メンデルスゾーン、
ルターの姿も描かれているそうだが、バッハの姿のみ、かろうじて、とら
えることが出来た。
パイプオルガンの高い席から聞こえてくる音楽を聴いていると、あたか

もバッハが時空を超越してこちらの席まで舞い降りてくるような妄想にと
らわれた。

大聖堂

バンベルクの町並み

DB博物館

トーマス教会の
ステンドグラス
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少し離れたニコライ教会は祈祷集会が民主化要求デモへと発展
し、１９８９年のベルリンの壁崩壊の大きな第一歩となった所と
して有名だ。歩く途中巨大で現代的なライプツィヒ大学を仰ぎ見
る。

９月１６日（月）６日目
本来の計画では今日はザクセンスイスに向かう予定であったが、

天候の関係で明日と変更し今日ワイマール、エアフルトを訪問す
る。
約１時間後にライプツィヒからワイマールへ到着する。

駅から町の中心部ゲーテ広場までいくには、トラムに乗るのが便
利である。
トラムに乗ると、すぐに車内放送で「ショーペンハウアー通

り」とあった。後で地図を見ると駅の真ん前である。
ショーペンハウアーは、ダンチッヒに富裕な商人の子として生

まれた。ダンチッヒは現在のポーランド、グダニスクであり、連
帯のワレサ氏が活躍したところである。
父親は彼に商人として生長することを期待したが、父親の早世

後、彼は学問に専念することが出来た。
彼の画像は幼児期や老年期のものもあるが、苦虫を噛み潰した

老年期よりも意気軒昂な青年期のものを採用した。後で疎遠とな
る母親と、ワイマールで過ごしていた時期もあった。
ショーペンハウアーはペシミスティックな哲学者として有名で

あるが、デカンショ節のデカルト、カントに次ぎショーペンハウ
アーとして最後に出てくる人物である。
「丹波笹山の山猿たちが、花のお江戸で♪」のデカンショ節の

替歌として「デカンシヨ、デカンシヨで半年暮らしゃ、後の半年
や寝て暮らす。♪」と旧制高校生達に愛唱された。
元来丹波笹山の民謡であり、地元で毎年行われる演奏会の様子

が、ユーチューブで見ることが出来る。
デカンショ節の歌詞の由来についても諸説ある様である。彼は

決して悲観主義的な哲学者にとどまらず、若い時にゲーテからも
色彩論等の論文で褒められており、法律学から自然科学まで幅広
く博学の人であった。
若い頃はフランスに実習のため父の知り合い先に修行に行き、

後年カントの著作を英訳する等語学にも堪能であった。
ニーチェはもとより日本でも森鴎外や堀辰夫、萩原朔太郎等に

も影響を与えている。帰国して彼の著作を読みたくなり近くの図
書館に行き「孤独と人生」金森誠也訳を借りる。
訳者の後書きにもあるが「人は他人や世間の評判等に惑わされず、
己の個性を生かし悠然たる境地を完現すべし」とのこと、ゲーテ
広場まで行き少し歩き劇場広場まで来るとゲーテとシラーの像が
見られる。

超近代的な
ライプツィヒ大学

ワイマール
共和国記念館

27歳のショーペン
ハウアー

ゲーテとシラー像

セヴエリ教会
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自由時間を利用してゲーテの家を訪問するが、受付に人はいるが、
本日休館とのこと。近くのワイマール共和国記念館に行き、展示物を見
る。
ワイマール憲法は、男女普通選挙や教育の平等、生存権を掲げ民主性

と先進性を備え当時最も民主的な憲法といわれ、今年で公布、施行され
100年を迎える。
戦後の莫大な補償、極端な左右対立、世界経済の不況により、

結果的にナチズムの台頭を防ぐことが、出来なかった。
日本でも大正デモクラシーの時代はあったが、関東大震災の余波、経済不況により

軍部の独走を許し結果的に第二次大戦の敗北を招いたことは、歴史の記憶に残るとこ
ろである。
９月２４日の朝日新聞には「ナチズム再来？ドイツに警戒感 世論分断のメディア

状況類似」等指摘の記事が踊っていた。Afdはメルケル首相のリベラルな政治姿勢に
反発し、旧東独地域を中心に全州議会に議席を持っている。
ドイツ近現代史研究をリードする東大の石田教授は、｢政権が確かな展望を示せる

かにかかっている｣としている。
ワイマールで昼食後、２０分弱でエアフルトへ向かう。
１８０８年ナポレオンとゲーテが合った町で、チュービンゲン州の首都であり２１

万の人口を有する。
エアフルトの大聖堂は、階段を上って行くと大聖堂とセヴエリ教会が

並んでそびえている。教会の中でパイプオルガンの荘重な音色を聞き、
巨大なステンドグラスを目にする。教会を出て、下を眺めると、高い
所から黄色い屋根瓦の、市街地を一望できる。
市庁舎の裏側にinfoがあり、その先でクレマー橋に出るが両側に商

店が並んでいるため川面が見られず、途中から降りて、橋の裏側に回
ることにより初めて美しい橋の姿に出会うことが出来る。
エアフルトを十分堪能した後、ライプツィヒへ戻る。

９月17日（火）７日目
天候も少し回復した模様で、今日はザクセンスイスへ向かう。

「１８紀後半、ドレスデン美術学校に二人のスイス人画家が招かれてきた。
彼らには岩山一帯が、故国のような気がしたのであろう。
しきりに写生旅行に出かけてゆく。以来ようやく人々はその風光美に気がついた。」
今年８月３０日に亡くなったドイツ文学者池内紀氏の著作「ドイツ町から町へ」から
引用。
午前中ライプツィヒからドレスデン経由でクアオルト・ラーテンへ向かう。

艀で対岸へ渡り、ザクセンスイス国立公園へと出発。最初は緩やかな勾配であったが
途中より上り坂の急坂あり喘ぎ喘ぎしていると、見かねてかＯ氏に、自分の荷物を抱
えてもらう羽目になってしまった。本当に申し訳なく、日頃の運動不足を改めて痛感
した。途中小高い所で休息兼昼食をとり、持ってきたパン等を食べる。他の登山客も
同様であった。

大聖堂

クレマー橋
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バスタイ橋他の名所を眺めて帰路は違う道を通って下山した。
若干きつい思いをしたが、ザクセンスイス訪問は想像していた以上
に印象深いハイキングであった。
クアオルト・ラーテンからドレスデンまで戻り午後からは市内観光
の自由時間となった。
アルテマイスター絵画館も訪問したかったが、時間の関係上、今回
は断念した。
５年前に訪れた君主の行列や、聖母教会、ブリュールのテラス等を巡ってみた。

ここのテラスで少し休息し、私より少し年配と思われるご夫婦と世
間話をする。
「５年前訪問しましたが、今回２度目の訪独です。
貴国は見るところが多いですね。午前中はザクセンスイスに行って
来ました。少し疲れましたが、バスタイ橋他絶景に感動しました。」
等と話す。
ご主人「ドイツ語お上手ですね。私たちはベルリンから来ました。」
等とお世事を言われお別れした。
土産物屋で美しいコーゼル夫人（１６８０年-１７６５年）が描かれ
たチョコレートの小箱を見つけた。
彼女はドイツ北部の貴族の娘として生まれ、幼少のころから科学的
事象に関心を持ち、医薬、数学、醸造学等学問に造詣が深かった。
既に結婚していたが、才智と持ち前の美貌でアウグスト強王に見初
められた。
巨額の年金と本妻の死後は正式の妃とする秘密の契約を結び、今

までの夫と離婚後アウグスト王の愛妾となった。
ピルニッツ城や今はケンピンスキーホテルになっている建物等与えられ、権勢をほし
いままにした。
アウグスト強王がポーランド王を兼ねるに際して、ポーランドに側室を持つことで
不仲が決定的になった。
以前の秘密の契約を盾に対抗しようとしたが、かえって国王の怒りを招き、逃避行の
末逮捕されストルペンの要塞に幽閉され８５歳の生涯を終えた。
逮捕された時は３３歳であった。
まさにザクセンの傾城であり、彼女の数奇な後半生に思いを巡らした。

集合場所で落ち合い少し散策後、聖母教会近くのレストラン「アウグスティーナ」へ
行く。
席に着くと新聞が各自の席にあり、店の紹介記事かと見ていると、後のページがメ

ニュー表になっていた。いつものように先に飲み物、後で料理を選択。自分が頼んだ
のは、黒ビール0.3L、６本入りのソーセージ計14.8ユーロである。支払いは各自との
ことであり、15ユーロでお願いする。
その後大事件発生、張本人はまさしく自分自身であった。トイレを済ませ本来は自

席に戻るところを店の出口に近い所へ行く。しばらく待っていたが誰も見渡らず、さ
ては置いて行かれたのではないかと、早合点する。皆に追いつかなくてはと思い、あ
わてて店を出て駅へ向かう。途中、通行人に「中央駅はどうしたら行けますか？どの
くらいかかりますか？」等と尋ね、どうにか駅に着く。

バスタイ橋

君主の行列

コーゼル夫人
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駅の手前の入り口に２、３人の若者がいたので
「ライプツィヒ行きは何番ホームで何時に出発か？」と尋ねる。
ホームまで行くが、出発時間にまだ余裕があったのでホームの端か
ら端まで歩く。
一旦ホームから降りて連絡通路を歩いていると先生とＯ氏に会う。
正確に言えば彼らが私を発見したのであろう。
Ｏ氏いわく最悪の場合は女性だけ先に帰国させ、我々だけで捜索する予定であったと
言われた。必ずここで会えるとは思っていたものの、皆さんに大変ご心配を、お掛け
することになった。どうにかドレスデンからライプツィヒまで戻ることが出来た。

９月18日（水）８日目
午前中フリータイムのため、かねてから訪問したかったグラッシ

ィ博物館へ行く。
ここは、民俗学、工芸、楽器の三つの博物館で構成されている。
校外学習か丁度小学生位の児童が先生に引率され、多数訪問してい
た。
受付で３館見ると時間がどの程度かかるかと尋ねると５、６時間

必要とのことで民族学博物館のみを見ることにした。
展示物は広大なスペースに展示されていた。観覧者は自分一人であった。
日本の所を見ると日本人の起源が①北方、シベリア経由②韓国経由③南方経由等と説
明があった。
東南アジアやオセアニアなどの民族資料の説明も豊富にされていた。
時間に遅れてはいけないと思い、少し早めに退館した。
ホテルまで戻ると、ホテルの前で駐車違反を取り締まっていた若い男女２人の係官と
少し話をした。
警察とは別の組織とのことで、レッカー車も来ており、「日本とやり方は、とても似
ていますね。」というと納得している様子であった
ライプツィヒ駅からフランクフルト駅まで３時間以上かかる。

ダイレクトに長時間、長距離乗るのは、初めてであり退屈を感じることは無かった。
ICEで止まる駅は少ないが、ワイマール、エアフルト，等先日訪問したばかりの町も
あり更にゴーター、アイゼナッハ、フルダ等かって聞いた町もあった。
フランクフルト到着後空港に行くまでかなり時間があるので、荷物をコインロッカー
に預けたいが、丁度良いコインが見当たらない。両替機があるも使い方が判らない。
その時一見親切そうなイタリア系の男性が登場。彼と小銭をやり取りしている途中
もう一人友人と称する外国人登場し、何か判らないまま、結局５ユーロ取られてし
まった。
新手の詐欺であり、腹立つも当方の脇の甘さが原因であった。
その後市内見学し夕食後フランクフルト駅より空港へ行き、入国審査の段階で緊急

事態発生、７名中自分だけが、マシンガンを携帯した職員に取りこまれる。まるでテ
ロリストの様な対応を受ける。
禁制品はもとより持参しておらず、強いていえばソニーの読書用リーダーである。

５年前に訪独した際にも持参した物で、ベルリン第一夜時差ボケのため眠られず、
時間つぶしのため本器を愛用した記憶があり前回は全く問題にならなかった。
疑問点が氷解出来たのか、やっと解放された。

免税店で土産用のチョコレートを買う。しばらく空港で待機後22時の飛行機でシンガ
ポールへ向かう。

ライプツィヒ駅

グラッシィ博物館
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９月１９日（木）９日目
シンガポール到着１６時２５分 フリータイム

先生に足もみ器の場所等教えてもらう。
最初エレベーターを上がり食堂街の先にある施設に行ったが、そこは有料の場所で
あった。
再度先生に出会い教えてもらうと、場所判明、しかし先客がすでに利用しており断念
した。

９月２０日（金）１０日目
シンガポール（01：20）⇒福岡（08：35）

日本人CAの声に送られて入国審査後、空港で解散
皆さんお疲れ様でした。高速バスで帰路に就く。

今回気づいた点等
1.ドイツのトイレ事情

５年前と大きな変化なし、使用料は大きな駅では少し値上がりかも？
ウオシュレットは見当たらず。
今もローマで威容を誇るコロシアムを作ったウェスパシアヌス帝が、おしっこに
税金をかける。
実際には、毛織物で人間の尿を使っていたので、毛織物業者から税金を取った故
事を想起させる。
ウェスパシアヌス帝が息子のティトゥスの鼻にコインの1枚を近づけ「金が臭う
か？」と言ってのけたとか？
このエピソードにより、イタリアでは公衆トイレのことを『ウェスパシアーノ』
と呼ぶそうだ。「ローマ人の物語」より引用。

2.自転車専用道路
省エネか健康志向か自転車専用レーンが町中に張り巡らされている。

日本ではまだ珍しいが、レーン内は歩行者は歩行禁止であり，事故が起きると歩行者
は不利となる。
町中のみならず、多くの長距離の自転車専用道路が発達しており、コース毎に多く

の小冊子が出版されている。
以前あこがれて、ヴェ－ザー河と、古城巡りの２冊を取り寄せたことがある。
ドイツ語はあまり解らなくても、詳細な地図と豊富な写真が掲載されており、
行った様な気がしてくる。今回実際訪れた所も何か所かあり、ゆっくりと眺めてみた
い。

今回の旅行は、フランクフルト、ニュルンベルク、ライプツィヒ、ドレスデンの様
な都会はもとより、ヴュルツブルク、アンスバッハ、ローテンブルク、コーブルク、
バンベルク、ワイマール、エアフルトの様な町は言うまでもなくザクセンスイスまで
も訪問でき、非常に見所の多い町を訪問し、各地の多様性にも触れることが出来た。
ドイツの魅力はこのような小都市にあると言っても、過言ではないであろう。
旅行中は何かと皆様に、ご迷惑や御心配をお掛けしましたが、改めて先生他皆様に

感謝申し上げたい。
また，機会があれば違う小都市も訪れて見たいものである。

終
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～過去の読書本の中から、私が選んだ10冊の特筆したい本～

１級販売士 植田 徹

新型コロナウイルスの感染拡大は、未だ、収束の見通しがたたないま
ま、ゴールデンウイークに入ってしまいました。志村けんさん、岡江久
美子さんの急逝は、新型コロナの恐ろしさを嫌が上でも身近に感じさせ
られました。私たちの福岡販売士協会の総会もやむなく延期に追い込ま
れ、今は皆さま各自におかれましても、「様々な行動面での自粛」に配
慮され、また罹患防止に努めておられることと思います。皆さま、ご自
愛ください。
さて、在宅時間が増えれば、読書の機会も増えそうですね。誠におこ

がましいのですが、私が過去10年あまりのうちに読書した中で、個人的に印象に残った
本を話題にします。人の好みは各人各様ゆえ、試しに読まれて期待外れとなる本もあり
そうです。でも、紹介本の中から試読されて、１冊でも新鮮な感慨を持たれることがあ
れば嬉しく思います。紙面が限られるので、一部を除き、書名と一言付記程度に留めま
す。インターネットで書名を検索されれば、何らかのWEBサイトにて、概要を推察頂け
るものと思います。

(1)「ザ・プロフィット」1600円＋税
エイドリアン・スライウォツキー著（訳本）

ダイヤモンド社 2008年10月16日第４刷発行

利益が生まれる仕組みは画一的ではなく、この本では２３パターンの利益創出の事例
が示されている。小説の形で話が展開。主人公は大手企業で、業績悪化に悩む取締役。
利益学の名手で弁護士という師に、高層ビル４６階のオフィスで、毎土曜日の朝に授業
を、マンツーマンで受ける。１回の授業料は1000ドル。但し出世払いにて。毎回の宿題
で、時にはすさまじい量のビジネス本読破と宿題を与えられる。紹介本のバラエティさ
は圧巻である。フィクションの小説とはいえ、ビジネス学的に大変、刺激的な本。(今は
古本で500円程度でも出品有)販売士の皆様に一押しの本です。

(2)「一倉 定の経営心得」3300円＋税
一倉 定著、日本経営合理化協会出版局 2015年1月 30版発行

一倉氏は、鬼籍にある伝説の経営コンサルタント。「赤字企業しか指導請負をしない。
しかも対象は社長のみ」にて、約5000社の経営指導実績がある。空理空論を嫌い、血と
汗の企業再建実体験を様々に経ての実学人だった。断定口調が心地よい（例：わが社の
赤字は、お客様を忘れたのが原因である）。一倉ワールドの一端に触れるきっかけにな
ります。

(3)「社長の手帳」1300円＋税、佐藤 満著、グラフ社、平成22年1月5日第1版第15刷
(4)「仕事の思想」PHP文庫 533円＋税 田坂広志著、
(5)「あたりまえのことをバカになってちゃんとやる」1400円＋税、小宮一慶著

サンマーク出版、
(3)(4)(5)はビジネスマンなら３０代のうちに読んでおくと、ためになる良書です。
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(6)「精霊の守り人」新潮文庫 649円＋税 上橋菜穂子著
著者は、2014年に国際アンデルセン賞を受賞。表現力に脱帽。NHKでもドラマ

化された。

(7)「未必のマクベス」ハヤカワ文庫 1000円＋税、早瀬耕著
異色の恋愛小説であり、犯罪小説でもある。シェークスピアのマクベスを知らなくて

も読める。帯に記載の「初恋の人の名前を検索したことがありますか」に気を引かれる。

(8)「青の数学」新潮文庫 590円＋税 王城夕紀著
数学に打ち込む高校生の青春物語。数学好きの方にお薦め。紙面に数式はほぼ皆無だ

が、具体的に、主人公の心理描写やその場その場のイメージが想像できる。表現力に脱
帽。

(9)「幻坂」角川文庫640円＋税、有栖川有栖著
大阪天王寺の街中に台地あり、有名な七坂あり。各坂に因む短編７小説。読後感が良

い。

(10)「古寺巡礼」岩波文庫900円＋税、和辻哲郎著
著名本だが高校の現代文での記憶の人が大半と拝察。一つの地味な仏像を見つめた際

の表現力や寺に踏み込んだ際の空気の変化等の描写(例：法隆寺)に脱帽。再発見の意外
本。

以上、魅力再発見などがあれば幸いです
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＜或る女＞と＜女の一生＞

新型コロナ非常事態宣言による外出自粛ステイホームの中で
退屈しのぎに２０年ぶりに読み直した文芸本の中に偶々有島武
郎の＜或る女＞と遠藤周作の＜女の一生＞があったが、すっか
りその内容は忘れており改めてそのストーリーの面白さにのめ
り込んでしまった。そして作中に描かれている対照的な二人の
女性の生き方を男性から見る女性の捉え方として年甲斐もなく
新鮮さを感じた。

両作の概略を記せば＜或る女＞―（病院長の父と基督教婦人同盟副会長の母の下に
生まれた早月葉子なる女性が新聞記者の木部と恋愛結婚するも彼の男尊女卑の価値観
に幻滅して離婚、その後米国に居住する木川と婚約し客船で米国へ渡航中に客船の事
務長の倉知に惚れ米国に上陸することなく木川を捨て帰国し倉知と事実婚的日常を送
るも、倉知は葉子の多彩な男性観に嫌気をさし葉子のもとを去り葉子は病で亡くな
る。）

＜女の一生＞―（長崎は浦上の農家のキクと呼ばれた娘が隠れ切支丹が住む隣村の
切支丹の男清吉に惚れた。清吉は徳川時代末期から明治維新にかけての度重なる切支
丹弾圧により何度も捕らわれ牢獄で棄教をするよう拷問を受けるも切支丹解放時まで
断固として信仰を貫き通した。基督教信者でないキクは清吉の信仰を理解出来ないが
その頑な男としての姿勢に増々惚れ、遊楽街の丸山で己の身を売ってまでして役人へ
の賄賂金を作り清吉を助けようとして最後は結核で亡くなる。）

有島武郎は＜或る女＞に於いて己の理想や気分、好みで自由奔放に男を渡り歩く女
性を描き、大正時代に芽生えた女性見直し、解放の時代の雰囲気を書いているのに対
し、遠藤周作は＜女の一生＞で幕末から維新にかけて旧来の男尊女卑の風潮、封建的
社会に於いて、一人の男を一途に想い続け全てを捧げる女の一生を描いている。勿論
二人の女性は美人であるが両作家は男のくせに良く女の気持ちを書けるなとつくづく
感心した。男なら誰しも遠藤周作の＜女の一生＞が描くキクという女の生き方の方を
有島武郎の＜或る女＞が描く葉子より好むと思うが、小生も年の所為か旧い時代の男
なのか全く同じである。

さて皆さんはどちらを好みますか？女性の方は有島武郎の＜或る女＞が描く葉子の
方を好む方が多いのでは？この際言わして貰えれば男女同権、いま流行りの不倫、夫
婦別姓による二重姓等々の男女の諸問題は我々男性・女性の各人の心の持ちかたにあ
り社会や法制として扱っても形式的に過ぎず余り意味を持たないのでは？

１級販売士 福生 和彦
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地球が泣いている 便利で厄介なプラスチック

大分支部 支部長 １級販売士 溝部 敏勝

１．レジ袋有料化による削減効果
地球規模の問題になった海洋プラスチ

ックゴミ（廃プラ）の削減を目的に、７
月１日より全国の小売店から配布するレ
ジ袋が有料化されました。レジ袋有料化
の指針を示す環境省のガイドラインは、
紙や布袋、豆腐等をいれる薄いビニール
袋、石油でなく植物由来のバイオ原料が
25％以上含まれるレジ袋等は、これまで通リ無料配布を維持す
るとしています。国内のレジ袋消費量は年間約20万トン、枚数
換算では約450億枚も使用されていますが、プラスチックの使
用量全体に占める割合は僅か２％に留まっています（２０２０
年７月２日、読売新聞社説）。仮に厚さ0.05ミリメートルのレジ

袋450億枚を積み重ね上げると上空4,500㎞中りに達し、この高さは富士山の約1,200倍
に相当しますから驚きです。また450億枚の数は、お年寄りから赤ん坊まで国民一人が
１年間を通し、毎日レジ袋を１枚程度使い捨てしていることになります。
レジ袋の有料化を進めた効果として、７月一ケ月間にコンビニで配布したレジ袋の

枚数が、前月比70％超削減されたことからかなりの成果が認められます（大手コンビ
ニの７月レジ袋の前月比削減率はセブンイレブンが－75％、ファミリマート－77％、
ローソン－75％。２０２０年８月１日、朝日新聞記事）。
レジ袋削減の目的は、➀海洋プラスチックゴミ（廃プラ）削減のほかにも、②石油

資源節約、③地球温暖化防止対策等が考えられます。
もしレジ袋を全て無くしたとしても、プラスチック全体の使用量を２％程減らすこ

とになり➀海洋プラスチックゴミ（廃プラ）削減への影響は小さく、むしろ使用量の
多い包装や容器類等の削減に力を入れるべきではないでしょうか。
一般社団法人「プラスチック循環利用協会」の報告書によると、２０１８年にプラ

スチックが消費した石油の量は約60万キロリットルでした。この量は国内石油使用量
全体の約３％を占め、プラスチッ
クの約２％がレジ袋に使用されて
いる現状から、レジ袋を全廃して
も石油の使用量は0.06％削減され
ることになり②石油資源節約への
寄与度は大きくないことがわかり
ます（左のグラフ参照）。
石油の用途は火力発電所で燃や

して電気をつくる「熱源」の利用
が4割、自動車や飛行機、船などを
動かす「動力源」の利用も４割を

占め、石油全体の８割を燃やす燃料として使用し二酸化炭素等を大気中に排出してい
ます。③地球温暖化防止対策には石油消費量の大きい「熱源」や「動力源」に注目す
べきで、レジ袋削減に注力してもCO2排出量の削減効果は小さいと言えます。

プラスチックの2％がレジ袋

石油の3％が
プラスチック利用

－ －27



以上よりレジ袋の有料化は、➀、②、③への効果はそれほど期待できませんが、有
料化を推進することで環境問題解決への一歩になっていることは確かです。

２．国内のプラスチック処理と問題点
生活に不可欠な存在となった

プラスチック製品の一人当たりの
使用量がアメリカに次いで２番目
に多い日本では、使用済後どのよ
うに処理されているのでしょうか。
左のグラフは、一般社団法人

「プラスチック循環利用協会」が
使用済プラスチックの処分方法に
ついてまとめたものです。
２０１７年国内で排出されたプ

ラスチックゴミの総量は903万トン
（東京ドーム約７杯分）でした。内リサイクルされた有効利用は86％（775万トン）、
有効利用された86％の内訳は、サーマルリサイクル（廃棄物を単に焼却処理せず、焼
却の際に発生する熱エネルギーを電力等に回収利用すること）が58％で最も多く、完
全リサイクルし有効利用されたプラスチックが13％、国内処理能力を上回る15％は海
外に輸出され、輸出先の最終処分までは確認できていません。残る14％が有効利用さ
れない単純焼却・埋立てとなっています。
国内処理の問題点は、

➀プラスチックを燃やすサーマルリサイクルの比率が高く地球温暖化を助長している
こと、

②コストや材質の違いから完全リサイクルが進まず13％と低迷している点、
③国内処理能力を上回る廃プラが排出されており、オーバーフローの処分先を海外に
求めて迷走し成り行き管理状態に陥っている様子等、が挙げられるのではないで
しょうか。

３．プラスチックの無い社会を目指して
安くて軽く着色や形状変更が容易で錆びない、腐食しない等の便利さと厄介を併せ

持つプラスチックの代替材、バイオマスプラスチックの浸透が待ち望まれているとこ
ろですが、バイオマスプラスチックはどこまで普及しているのでしょうか。
岩波書店発行の「海洋プラスチック汚染、中嶋亮太著、２０１９年９月」はバイオ

マスプラスチックを次の２種類で紹介しています。一つは、
ⅰ）植物などのバイオマスから作られるバイオマスプラスチックは、製品や原料の重

量の25％以上植物等が含まれていればバイオマスプラスチックと認定しています。
すべてのバイオマスが天然の再生可能な原料で作られているわけではなく、空気
中や海中で分解されずに既存のプラスチックと同じように残り続けます。冒頭紹
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介したバイオマスプラスチック25％は、レジ袋有料化から外され無料配布されて
います。

二つ目は、
ⅱ）微生物などに分解される生分解性プラスチックは、原料が石油でも植物でも一定

条件下で微生物に分解されるプラスチックのことを指しています。従来のプラス
チックより環境中で早く分解されるため、地球上での残存期間が短く環境への影
響は小さいとされています。東京湾内実験では、海水温20℃の中に浸すと40日
以内に部分的または完全に分解されることが証明されています。しかし現在使わ
れている生分解性プラスチックの量は、世界のプラスチック使用量全体の約0.3％
とごく少量の段階です。

今後プラスチック製品の使用増が見込まれる中、全てのプラスチックを環境にやさ
しい生分解性プラスチックに置き換えることが問題解決の近道になりますが、普及ま
でにはまだまだ時間が必要です。当面の解決策としては、
➀プラスチック問題という共通の課題を認識し、削減（Reduce）に向けて前向きに対
応することだと思います。例えば、商品受取や購入の際にプラスチックの提供を断
る（Refuse）習慣を持つことなどです。

②使用済プラスチックの分別作業を確実に行い、リサイクル（Recycle）の容易化に協
力することで新たな利用価値を生み出す環境づくりの手助をすることだと思います。

これら一人一人の地道な行動が、いずれプラスチック問題の解決につながっていく
のではと考えます。

以上
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福岡販売士協会・現況報告

令和２年７月１日現在

今回から編集委員として会報の編集をさせて頂くこととなりました。昨年秋に理事に就任させ
て頂きましたが、本格的な活動を実施しようとした矢先の２月に新型コロナウィルスの感染拡
大が始まり、なかなか会員の皆様と顔を合わせての活動ができなくなりました。
ですが、世間ではZOOMなどでのウェビナー（Webセミナー）も普通になってきました。今年
の販売士更新研修は会場開催は中止になりましたが、中小企業診断士の理論更新研修など
はリモートでも開催されています。アフターコロナの時代が来るのか、ウィズコロナのまましば
らく過ごすのか分かりませんが、私たちも新常態に合わせた活動をしていきたいと思います。

皆様の投稿をお待ちしております。（YI）

編集後記 ＦＡＲＭＭＣ（ファーミック）
Fukuoka Association for Retail Management and Merchandise Coordinators
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• 福岡販売士協会

※人数のカッコ内の数字は登録講師の数です

正会員 77名（※26名）

１級販売士 61名

２・３級販売士 16名

賛助会員 3社

支
部
別
内
訳

福岡 56名（14名）

宮崎 2名（1名）

大分 10名（5名）

熊本 1名（1名）

佐賀 4名（1名）

沖縄 4名（4名）

福岡販売士協会役員体制（平成30年～令和２年）

会 長 ： 栗川 久明 （事務局兼務）

会長代理： 岡野 卓也 （企画担当）
副会長 ： 廣瀬 紀子 （広報担当）
副会長 ： 小関 芳紀 （総務担当）
副会長 ： 岡野 利哉 （研修担当）

理事 ： 長沼 玲子
理事 ： 毛利 裕之
理事 ： 大串 雅一
理事 ： 冬木 繁雄
理事 ： 蒲池 彰
理事 ： 植田 徹
理事 ： 中島 良一
理事 ： 石井 保彦
理事 ： 半田 美和
理事 ： 今井 武史

監 事： 森山 正夫
監 事： 横山 修二

顧 問： 福生 和彦
顧 問： 渡辺 芳雄

□□□ お知らせ □□□

◆九州販売士懇談会イン大分
日 時：令和２年10月24日（土）13時30分～20時
場 所：ホルトホール大分・セミナールームＬ

◆福岡販売士協会のホームページ
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・２月に発行、締め切りは前月末
・題名自由、1,000～1,500文字位、顔写真添付
・パソコンで、ワードやテキストメモなどに入力した
ものをメールで送信ください。
・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：myorange387@yahoo.co.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･佐賀支部長 村口隆志
Eメール：mura@yacht.ocn.ne.jp

○福岡販売士協会･沖縄支部長 志村幸司
Eメール：k.shimura0212@gmail.com


