
第129号BOB会北海道支部だより 第129号BOB会北海道支部だより
JTBグル プOB OG会 北海道支部

 第129号 
2016 09 09

 BOB会北海道支部だより
JTBグループOB･OG会 北海道支部  2016.09.09JTBグル プOB OG会 北海道支部  

事務局：〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目1-2 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ札幌ﾋﾞﾙ8F JTB北海道 総務部内 TEL：011-222-4343  FAX：011-232-3737

≪ お客様紹介運動・ナイスギフト販売で JTB北海道を応援しよう！！ ≫≪　お客様紹介運動・ナイスギフト販売で、JTB北海道を応援しよう！！　≫

＝ ナイスギフト販売のご協力お願い ＝　＝　ナイスギフト販売のご協力お願い　＝
お祝い イベントの景品等々に ナイスギフトのご利用をお願いしますお祝い・イベントの景品等々に、ナイスギフトのご利用をお願いします。

ナイスギフト券の購入で、デパート・ショッピングセンターでのお支払いにご協力をお願いします。ナイスギフト券の購入で、デパ ト ショッピングセンタ でのお支払いにご協力をお願いします。

お客様紹介運動 月 実績速報 お客様紹介運動　 ８月の実績速報 お客様紹介運動　 ８月の実績速報

８月のお客様紹介運動の実績速報をお知らせします　８月のお客様紹介運動の実績速報をお知らせします。

紹介者は、本 寛章さん国内１件、茂木政雄さん国内１件、川原直行さん国内１件、上ヶ島桂一さん国内１件、紹介者は、本　寛章さん国内１件、茂木政雄さん国内１件、川原直行さん国内１件、上ヶ島桂 さん国内１件、

福士良雄さん国内１件 田中志おりさん国内１件でした福士良雄さん国内１件、田中志おりさん国内１件でした。

ご紹介有難うござ ま たご紹介有難うございました。　紹介有難う ざ ま た。

販 売 額 （千円）販 売 人 員件 数 販　売　額 （千円）販　売　人　員件　数

前年比前年良否 前年良否前年良否 前年比前年比 前年比前年良否 前年良否前年良否 前年比前年比

30.3 千円人 △ 714310 千円件 14 △ 3人 82.46 1 ％120.0８月 ％件 ％ 30.3 千円人 △ 714310 千円件 14 △ 3人 82.46 1 ％120.0８月 ％件 ％

千円千円累計 ％ △ 1,367 千円千円％ 人 86.5△ 3 8,742114 ％ 9件累計 人件 90.9 108.630 , 千円千円,件累計 件

ナイスギフト ８月の実績速報　ナイスギフト　８月の実績速報　ナイ ギ ト　 月 実績速報

８月のナイスギフトの販売速報をお知らせします　８月のナイスギフトの販売速報をお知らせします。

販売頂いた会員は、菅原裕二さん1件、佐々木浩さん２件、福士良雄さん１件、川原直行さん１件、販売頂いた会員は、菅原裕二さん1件、佐々木浩さん２件、福士良雄さん１件、川原直行さん１件、

本 龍昭さん1件 五十川済さん１件 沼田 裕次さん１件 南口 忠光さん１件でした本　龍昭さん1件、五十川済さん１件、沼田　裕次さん１件、南口　忠光さん１件でした。

販売ご協力有難うございました販売ご協力有難うございました。

件 数 販 売 額 （円）

前年良否前年良否前年比

件　数

前年比

販　売　額 （円）

前年良否前年良否前年比 前年比

円9 △ 150 000△ 4８月 69 2 68 4件 325 000 ％ 円件 ％ 円9 △ 150,000△ 4８月 69.2 68.4件 325,000 ％ 円件 ％

件累計 △ 525 000 円％75 41 613 00075 5 円△ 13％40 件 件累計 △ 525,000 円％75.41,613,00075.5 円△ 13％40 件

＊『お客様紹介運動』、『ナイスギフト』 速報は、JTB北海道本社へ月末迄に報告された実績です。＊『お客様紹介運動』、『ナイスギフト』 速報は、JTB北海道本社 月末迄に報告された実績です。

翌月に報告された実績は 次月の「お客様紹介運動 」 「 ナイスギフト販売 」に加算集計します翌月に報告された実績は、次月の「お客様紹介運動 」、 「 ナイスギフト販売 」に加算集計します。

「支部だより」のＢＯＢ会本部ホームページへの掲載について　「支部だより」のＢＯＢ会本部ホ ムペ ジへの掲載について

　通常総会で承認されました支部だよりの本部ホームページへの掲載について、第１２８号（８月５日発行）を掲　通常総会で承認されました支部だよりの本部ホ ム ジ の掲載について、第１２８号（８月５日発行）を掲

載しました （パスワードなしで閲覧可能））載しました。（パスワードなしで閲覧可能））

当号以降も個人情報に関する事項を除き掲載しますのでご承知おき下さい　当号以降も個人情報に関する事項を除き掲載しますのでご承知おき下さい。降 個 情報 関 載

本部ホームページ http://jtbob.com/ 北海道支部本部ホ ムペ ジ　　　http://jtbob.com/　　北海道支部
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BOB会サマーパーティの開催報告　BOB会サマーパーティの開催報告

≪８/２３ ＢＯＢ会 サマ パ ティが開催される ≫≪８/２３ ＢＯＢ会　サマーパーティが開催される ≫

去る 月 日（火）ホテ サ ト 札幌で 会員 名と（株） 北海道より黒田総務部長　去る、８月２３日（火）ホテルサンルートニュー札幌で、ＢＯＢ会員３８名と（株）JTB北海道より黒田総務部長、 日（ ） 札幌 、 会員 名 （株）J 北海道 黒田総務部長

及び本社役職者２名・市内営業店役職者４名の出席を頂き、計４５名でサマーパーティが開催されました。及び本社役職者２名・市内営業店役職者４名の出席を頂き、計４５名でサマ パ ティが開催されました。

まず、茂木支部長より本日のパーティにJTB北海道からご来賓として黒田総務部長をはじめ７名の役職者　まず、茂木支部長より本日のパ ティにJTB北海道からご来賓として黒田総務部長をはじめ７名の役職者

にご出席いただいたことと 日頃から支部活動にご支援・ご協力をいただいていることに対して御礼が述べにご出席いただいたことと、日頃から支部活動にご支援・ご協力をいただいていることに対して御礼が述べ

ら 会員 引き続き親睦行事等 参加要請があられました。また、会員に対し引き続き親睦行事等への参加要請がありました。られました。また、会員に対し引き続き親睦行事等 参加要請がありました。

さらに 異常気象によって３個の台風が北海道に上陸したことにより甚大な被害が出ていること 一方でリオ　さらに、異常気象によって３個の台風が北海道に上陸したことにより甚大な被害が出ていること、一方でリオ

デジャネイロオリンピ クでの日本選手団の大活躍 高校野球夏の甲子園大会での北海高校の準優勝というデジャネイロオリンピックでの日本選手団の大活躍・高校野球夏の甲子園大会での北海高校の準優勝という

快挙達成に触れるとともに、北海高校のエースピッチャーの両親が元ＪＴＢ社員であることが紹介されました。快挙達成に触れるとともに、北海高校のエ スピッチャ の両親が元ＪＴＢ社員であることが紹介されました。

　ご来賓挨拶では、ＪＴＢ北海道黒田総務部長よりＪＴＢグループに対する日頃の支援の御礼と高校野球夏の　ご来賓挨拶では、ＪＴＢ北海道黒田総務部長よりＪＴＢグル プに対する日頃の支援の御礼と高校野球夏の

甲子園大会でのＪＴＢ北海道の取扱い状況についての報告等がありました そして「お客様紹介運動」の更な甲子園大会でのＪＴＢ北海道の取扱い状況についての報告等がありました。そして「お客様紹介運動」の更な

る協力依頼があ た後 「ＢＯＢ会員のご健勝を祈念して との祝杯の発声で開宴となりましたる協力依頼があった後、「ＢＯＢ会員のご健勝を祈念して」との祝杯の発声で開宴となりました。

お盆を過ぎて怪しい空模様の中でしたが冷えた生ビ ルで喉を潤しながら各テ ブルではお互いの近況　お盆を過ぎて怪しい空模様の中でしたが冷えた生ビールで喉を潤しながら各テーブルではお互いの近況

交換、各々の趣味の話、活動されている町内会役員やボランティア、この夏の連日の猛暑　・・・・・　等々。交換、各々の趣味の話、活動されている町内会役員やボランティア、この夏の連日の猛暑　 　等々。

又 出席された店長とは BOB会員が現役時に職場を共にした当時の思い出等が語られていました又、出席された店長とは、BOB会員が現役時に職場を共にした当時の思い出等が語られていました。

例年になく和やかに宴が盛り上がる中 出席者の中で最年長で北海高校出身の髙橋勲会員の万歳三唱で　例年になく和やかに宴が盛り上がる中、出席者の中で最年長で北海高校出身の髙橋勲会員の万歳三唱で

開き なお開きとなりました。お開きとなりました。

◆サマ パ ティ ご来賓 （敬称略）◆サマーパーティ　ご来賓　（敬称略）

（株）JTB北海道（株）JTB北海道

執行役員総務部長 黒田 秀徳 札幌支店 支店長 岩山 明弘執行役員総務部長 黒田　秀徳 札幌支店　支店長 岩山　明弘

営業部長 店頭事業部長 毛利 勇 札幌支店 グ プリ ダ 大西 里依子営業部長・店頭事業部長 毛利　勇二 札幌支店　グループリーダー 大西　里依子営業部長 店頭事業部長 毛利 勇 札幌支店 リ ダ 大西 依子

店頭事業部 販売促進担当部長 渋田 美由樹 さっぽろ大通店 店長 竹本 美奈店頭事業部 販売促進担当部長 渋田　美由樹 さっぽろ大通店 店長 竹本　美奈

さ ぽろ大通店 副店長 内藤 樹理さっぽろ大通店　副店長 内藤　樹理

◆サマーパーティ 出席会員 （敬称略・あいうえお順）◆サマーパーティ　出席会員　（敬称略・あいうえお順）

青島 繁夫 安藤 廣 池田 清光 五十川 済 井上 研一 今井 照男青島　繁夫 安藤　 廣 池田　清光 五十川　済 井上　研一 今井　照男

村 孝 内 太郎 孝悦 大久保 邦彦 本 勝彦 角 季雄井村 　孝 内田 光太郎 及川　孝悦 大久保 邦彦 岡本　勝彦 角田　季雄井村 　孝 内田 光太郎 及川　孝悦 大久保 邦彦 岡本　勝彦 角田　季雄

加藤 茂敏 鎌田 章行 上ケ嶋 桂一 川口 美智子 坂田 勲 髙橋 秀男加藤　茂敏 鎌田　章行 上ケ嶋 桂一 川口　美智子 坂田　　勲 髙橋　秀男

佐久 克彦 佐々木 俊行 佐々木 三枝 庄司 忠逸 菅原 裕二 髙橋 勲佐久　克彦 佐々木 俊行 佐々木 三枝 庄司　忠逸 菅原　裕二 髙橋　　勲

田中　昭 虎谷　一秀 永江　 元 馬場　利吉 広川　健司 宝田　充好田中　昭 虎谷　 秀 永江　 元 馬場　利吉 広川　健司 宝田　充好

堀内 悦子 本多 洋 本保 一敏 宮崎 和彦 村川 義次 茂木 政雄堀内　悦子 本多　　洋 本保　一敏 宮崎　和彦 村川　義次 茂木　政雄

本 寛章 渡邊 廣本　 寛章 渡邊    廣 本 寛章 渡邊 廣

以上会員３８名以上会員３８名

茂木支部長より開会の挨拶 黒田部長より乾杯の発声茂木支部長より開会の挨拶 黒田部長より乾杯の発声
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和やかな雰囲気でサマーパーティを楽しむ出席者の皆様和やかな雰囲気でサマ パ ティを楽しむ出席者の皆様
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ＢＯＢ会本部主催 第３回フォトコンテストＢＯＢ会本部主催　　第３回フォトコンテスト

昨年より開始した「フ ト ンテスト も今年で３年目を迎えます ご自宅でお気軽に参加が可能である点 並び一昨年より開始した「フォトコンテスト」も今年で３年目を迎えます。ご自宅でお気軽に参加が可能である点、並び
に広く会員相互間の日ごろの活動内容の紹介と情報交換を深めることを目的に、３４名・９１作品のご応募をいたに広く会員相互間 日 ろ 活動内容 紹介と情報交換を深める とを目的に、３ 名 ９ 作品 応募を た
だきました昨年に引き続きまして、本年も全国の会員を対象に「第３回フォトコンテスト」を開催いたします。だきました昨年に引き続きまして、本年も全国の会員を対象に「第３回フォトコンテスト」を開催いたします。

応募テーマ応募テーマ

(A) 「旅」部門 ※「旅」とわかる写真であれば 風景 人物等何でも構いません また「小さな旅」(A)　「旅」部門 ※「旅」とわかる写真であれば、風景・人物等何でも構いません。また「小さな旅」・

「日帰りの旅」も対象とします。「日帰りの旅」も対象とします。

(B) 自由テーマ部門 ※テーマは設けません 応募規定に則った写真であれば 何でも構いません(B)　自由テーマ部門 ※テーマは設けません。応募規定に則った写真であれば、何でも構いません。

応募期間 ２０１６年９月１日（木） １０月３１日（月） ２ 月間応募期間 ２０１６年９月１日（木）～１０月３１日（月）　２ヵ月間

審 賞 介審査発表・受賞作品・応募作品の紹介審査発表 受賞作品 応募作品の紹介

・受賞者へは１１月末までに お電話またはメールにてご通知いたします また １２月上旬にＢＯＢ会・受賞者へは１１月末までに、お電話またはメールにてご通知いたします。また、１２月上旬にＢＯＢ会

ホ ムペ ジにて審査結果および受賞作品を発表しますホームページにて審査結果および受賞作品を発表します。

・今回より全ての応募作品をホームページにてご紹介いたします。（１年間掲載予定）今回より全ての応募作品をホ ムペ ジにてご紹介いたします。（１年間掲載予定）

・ＢＯＢ新聞第８号（２０１７年１月１日発行）にて 受賞者の発表と 優秀賞作品を紹介します・ＢＯＢ新聞第８号（２０１７年１月１日発行）にて、受賞者の発表と 優秀賞作品を紹介します。

各支部 行 会報誌 支部 受賞者 表 す・各支部発行の会報誌にて、支部所属の受賞者を発表します。各支部発行 会報誌にて、支部所属 受賞者を発表します。

応募形態応募形態

・単写真のデジタル又はプリントでの応募（インクジェット可 組写真は不可）・単写真のデジタル又はプリントでの応募（インクジェット可、組写真は不可）。

プ ズ ズ ズ ず （ 等 ズ・プリントサイズは、Ａ４サイズ、または２Ｌサイズのいずれかのみ（六切・四切等、上記以外のサイズでのプリ トサイ は、Ａ４サイ 、または２Ｌサイ いずれか み（六切 四切等、上記以外 サイ で

応募は失格になります )　応募は失格になります。)

カラ モノクロ自由 但し スライドでのご応募はできません・カラー・モノクロ自由。但し、スライドでのご応募はできません。

・２０１５年1 月1 日以降に撮影された作品のみ受け付けます。２０１５年1 月1 日以降に撮影された作品のみ受け付けます。

応募先応募先

「BOB会本部事務局 フ ト ンテスト 係「BOB会本部事務局　フォトコンテスト」係

デジタル応募 Email： jtbob@jtb.gr.jpデジタル応募 Email： jtbob@jtb.gr.jp

プリント応募 〒171 0022 東京都豊島区南池袋２ ４３ １９ ＪＴＢビル１階 ＢＯＢ会事務局プリント応募 〒171-0022　東京都豊島区南池袋２－４３－１９　ＪＴＢビル１階 ＢＯＢ会事務局

お問合せ先お問合せ先

電話 ０３-６９１２-８８１０（平日１０：００～１７：００）、または上記Email アドレス電話 ０３ ６９１２ ８８１０（平日１０：００ １７：００）、または上記Email アドレス

その他その他

※応募フォーム、その他詳細は、ＢＯＢ会本部ホームページ (http://jtbob.com/)をご参照ください。※応募フォ ム、その他詳細は、ＢＯＢ会本部ホ ムペ ジ (http://jtbob.com/)をご参照ください。

熊本地震 災害義援金について（ＢＯＢ会本部より） 熊本地震　災害義援金について（ＢＯＢ会本部より）

4月に発生しました熊本地震で被害を受けられた会員様やそのご家族 関係者の皆さまに 心からお見舞い　4月に発生しました熊本地震で被害を受けられた会員様やそのご家族、関係者の皆さまに、心からお見舞い

申 あげます申しあげます。申しあげます。

さて 過日全国の会員の皆様や支部役員の皆様にご協力を賜りました熊本地震義援金(7月21日九州支部　さて、過日全国の会員の皆様や支部役員の皆様にご協力を賜りました熊本地震義援金(7月21日九州支部

宛て一括振込済）に対しまして、この度九州支部長並びに熊本地区会長より「お礼状」と九州支部熊本地区会宛て 括振込済）に対しまして、この度九州支部長並びに熊本地区会長より「お礼状」と九州支部熊本地区会

会員の皆様より「寄せ書き」を本部事務局にて拝受いたしましたので 本部事務局内掲示板に当分の間掲出会員の皆様より「寄せ書き」を本部事務局にて拝受いたしましたので、本部事務局内掲示板に当分の間掲出

させ ただきますさせていただきます。き す。

また 九州支部ご承諾のもと お預かりしました「お礼状」並びに「寄せ書き」につきましては ＢＯＢ会ホーム　また、九州支部ご承諾のもと、お預かりしました「お礼状」並びに「寄せ書き」につきましては、ＢＯＢ会ホーム

ペ ジにて掲載させていただきましたページにて掲載させていただきました。

 　併せて、ＢＯＢ新聞（第7号 10月1日発行）にてご紹介させていただきますので、ご承知おき賜りますよう、 　併せて、ＢＯＢ新聞（第7号 10月1日発行）にてご紹介させていただきますので、ご承知おき賜りますよう、

よろしくお願い申し上げますよろしくお願い申し上げます。
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『JTB旅の絵ごよみ』 のBOB会員へ配布のお知らせ 『JTB旅の絵ごよみ』 のBOB会員へ配布のお知らせ

今年もＢＯＢ会員 ２０１７年版 「 JTB旅の絵ごよみ １本を無料配布の予定です今年もＢＯＢ会員へ、２０１７年版 「 JTB旅の絵ごよみ 」 １本を無料配布の予定です。

１２月発刊の支部だより第１３２号（１２/９発送予定）に同封発送の予定。１２月発刊の支部だより第１３２号（１２/９発送予定）に同封発送の予定。

『 旅 絵ごよみ』 年版 発売 ご案内 『JTB旅の絵ごよみ』 　２０１７年版　　発売のご案内 『JTB旅の絵ごよみ』 　２０１７年版　　発売のご案内

１．『旅の絵ごよみ ２０１７年版』１．『旅の絵ごよみ　２０１７年版』
ＢＯＢ価格 ８６０円（税込）※通常価格1 080円ＢＯＢ価格　８６０円（税込）※通常価格1,080円

送 （ 内） 箇 送付 数送料（国内）1箇所への送付につき３６０円　(本数に関係なく)送料（国内）1箇所 の送付に き３６０円　(本数に関係なく)

※10本以上一括納品の場合は送料サービス(0円)とさせていただきます※10本以上一括納品の場合は送料サービス(0円)とさせていただきます。

仕様 Ａ２変形版 縦615 ×横390 13枚綴（表紙含）仕様　Ａ２変形版・縦615mm×横390mm　13枚綴（表紙含）

申 方法２．お申込み方法２．お申込み方法
予約は 「本数・お客様のお名前・ご住所・電話番号」をご記入のうえ予約は、「本数・お客様のお名前・ご住所・電話番号」をご記入のうえ、

FAXまたはメ ルにてお願いいたしますFAXまたはメールにてお願いいたします。

料金は、お近くの郵便局に10/31までにお支払いください。料金は、お近くの郵便局に10/31までにお支払いください。

口座番号 00160 5 315675口座番号　00160-5-315675

加 者 ㈱ ブ グ加入者　㈱JTBパブリッシング加入者　㈱J ブリッシ グ

※振込手数料は弊社負担とさせていただきます 表紙のイメージになります。※振込手数料は弊社負担とさせていただきます。

※お電話をいただければ ご案内と振替用紙をお送りさせていた

表紙のイメージになります。

変更が有った場合はご容赦く

ださ
※お電話をいただければ、ご案内と振替用紙をお送りさせていた

表紙のイメージになります。

変更が有った場合はご容赦く

ださい。だいております。またその際にご予約も受け付けております。

変更が有った場合はご容赦く

ださい。だいております。またその際にご予約も受け付けております。

お支払確認後 ご指定の住所にお届けいたします 商品の発送開始は 11月中旬を予定しております

変更が有った場合はご容赦く

ださい。

お支払確認後、ご指定の住所にお届けいたします。商品の発送開始は、11月中旬を予定しております。

※複数個所 お送りす 場合 同封 用紙 お知らせくださ※複数個所へお送りする場合は同封の用紙でお知らせください。※複数個所 お送りする場合は同封 用紙 お知ら くださ 。

ご注文の締め切りは 2016年１０月３１日（月）とさせていただきますご注文の締め切りは、2016年１０月３１日（月）とさせていただきます。

締切を過ぎても在庫が有る場合もございますので お問い合わせください締切を過ぎても在庫が有る場合もございますので、お問い合わせください。

お問合せ先 ㈱ パブリ グ 営業部 直販課３．お問合せ先 ㈱ＪＴＢパブリッシング　営業部　直販課　３．お問合せ先 ㈱Ｊ リッ グ 営業部 直販課

担当:佐々木 太田担当:佐々木、太田

〒162 8448 東京都新宿区払方町２５ ５〒162-8448　東京都新宿区払方町２５－５

電話：０３－６８８８－７８９４　　FAX：０３－６８８８－７８２９電話：０３ ６８８８ ７８９４　　FAX：０３ ６８８８ ７８２９

メール： tosho3@rurubu ne jpメール： 　tosho3@rurubu.ne.jp 

件名 「旅 絵ごよみ 宛件名：「旅の絵ごよみ」宛て件名 旅 絵 み」宛
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