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≪ 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。

　 　ナイ 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。

ナイスギフト券の購入で デパ ト シ ピングセンタ 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。

お客様紹介運動 １月の実績速報 お客様紹介運動　 １月の実績速報

１月のお客様紹介運動の実績速報をお知らせします　１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、井上研一さん国内１件、本間好明さん国内１件、坂田　勲さん国内1件でした。紹介者は、井上研 さん国内１件、本間好明さん国内１件、坂田　勲さん国内1件でした。

ご紹介有難うございました　ご紹介有難うございました。　

販 売 人 員 販 売 額 （千円）件 数 販　売　人　員 販　売　額 （千円）件　数

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

人件30.0 千円△ 13 人 16.7 △ 1,4603 件 ％ 40.9 ％△ 7 9１月 292 千円％人件30.0 千円△ 13 人 16.7 △ 1,4603 件 ％ 40.9 ％△ 7 9１月 292 千円％

計 人 ％件 238累計 件 94.921,575 千円 千円△ 1,168△ 36人 86.9 ％59 75.6 ％ △ 19 人 ％件 238累計 件 94.921,575 千円 千円,△ 36人 86.9 ％59 75.6 ％

ナイスギフト １月の実績速報 ナイスギフト　１月の実績速報

１月のナイスギフトの販売速報をお知らせします　１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、本　龍昭さん１件、池田清光さん１件、加藤保昭さん1件、石川義勝さん１件、販売頂いた会員は、本　龍昭さん１件、池田清光さん１件、加藤保昭さん1件、石川義勝さん１件、

上ヶ島桂一さん1件 菅原裕二さん1件 佐々木慶造さん1件 五十川 済さん１件 和田悠二さん１件でした上ヶ島桂一さん1件、菅原裕二さん1件、佐々木慶造さん1件、五十川 済さん１件、和田悠二さん１件でした。

販売ご協力有難うござ ました販売ご協力有難うございました。販売 協力有難う 。

件　数 販　売　額 （円）

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 前年良否前年良否

100 0 ％ 件 円9 件 0 68 000107 6960 000 ％１月 円100.0 ％ 件 円9 件 0 68,000107.6960,000 ％１月 円

件 ％ ％88 94 2 △ 227 000累計 △ 990 7 件 円円4 190 000件 ％ ％88 94.2 △ 227,000累計 △ 990.7 件 円円4,190,000

『お客様紹介運動』 『ナイ ギ ト』 速報は 北海道本社 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北海道本社へ月末迄に報告された実績です。『 客様紹介運動』、『 』 速報 、J 北海道本社 末迄 報告 実績 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。

訃報 ・・・・ お悔やみ申し上げます 訃報　・・・・　お悔やみ申し上げます

■ 丹保隆幸さんが平成２９年１月１８日享年７７歳にてご逝去されました■ 丹保隆幸さんが平成２９年１月１８日享年７７歳にてご逝去されました。
葬儀は 親族の皆様方のみで執り行 たとのことです葬儀は、親族の皆様方のみで執り行ったとのことです。
なお 事務局に訃報が入 た が葬儀終了後 あ たため 会員 皆様にはお知らせ たしません したなお、事務局に訃報が入ったのが葬儀終了後であったため、会員の皆様にはお知らせいたしませんでした。お、事務局 訃報 入 葬儀終了後 、会員 皆様 お知 。
「１２月１３日（火）に開催された支部忘年会には参加しておられたのに」との信じられない思いでありますが、１２月１３日（火）に開催された支部忘年会には参加しておられたのに」との信じられない思いでありますが、
故人の在りし日を偲び会員一同哀悼の意を捧げたいと思います。故人の在りし日を偲び会員 同哀悼の意を捧げたいと思います。
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≪ ２０１７年 北海道支部新年交礼会が盛大に開催される ≫≪　２０１７年　北海道支部新年交礼会が盛大に開催される　≫

２０１７年（平成２９年）北海道支部新年交礼会は 厳しい寒さで道路がツルツルに凍った１月１１日（水）ホテル　２０１７年（平成２９年）北海道支部新年交礼会は、厳しい寒さで道路がツルツルに凍った１月１１日（水）ホテル

サンル ト 札幌において 会員３８名とＪＴＢ北海道より黒田執行役員総務部長 毛利営業部長 藤村総サンルートニュー札幌において、会員３８名とＪＴＢ北海道より黒田執行役員総務部長、毛利営業部長、藤村総

務課長をご来賓に迎え、総勢４１名で盛大に開催されました。務課長をご来賓に迎え、総勢４１名で盛大に開催されました。

定刻に佐々木理事の司会進行で開会し 茂木支部長より年末年始は穏やかな天候に恵まれ家族の皆様とも　定刻に佐々木理事の司会進行で開会し、茂木支部長より年末年始は穏やかな天候に恵まれ家族の皆様とも

素晴ら 新年 迎えら 慶 北海道 名 ご 席 だ 御 述 らども素晴らしい新年を迎えられたことへの慶びと、ＪＴＢ北海道より３名のご出席をいただいた御礼が述べられまども素晴らし 新年を迎えられたこと 慶びと、ＪＴＢ北海道より３名 ご出席を ただ た御礼が述 られま

したした。

そして 昨年は北海道日本 ムの優勝など嬉しい出来事があ た反面 ８月の台風直撃や１２月の大雪で　そして、昨年は北海道日本ハムの優勝など嬉しい出来事があった反面、８月の台風直撃や１２月の大雪で

我々の生活にも影響があったが、今年は大きな自然災害が発生せず平穏な１年になるように願っているとの話我々の生活にも影響があったが、今年は大きな自然災害が発生せず平穏な１年になるように願っているとの話

しの後 支部活動・「お客様紹介運動」へのより一層の協力依頼がなされましたしの後、支部活動・「お客様紹介運動」へのより一層の協力依頼がなされました。

さら 恒例 年男 年女（酉年） 紹介があり参加者全員 祝 ま た   　さらに、恒例の年男・年女（酉年）の紹介があり参加者全員でお祝いしました。さらに、恒例 年男 年女（酉年） 紹介があり参加者全員 お祝 ま た。

続いて ご来賓のＪＴＢ北海道黒田執行役員総務部長より 出張のため欠席された笹本社長の「皆様に宜しく　続いて、ご来賓のＪＴＢ北海道黒田執行役員総務部長より、出張のため欠席された笹本社長の「皆様に宜しく皆

お伝えください」とのメッセージの後、１月１日付のＪＴＢグループ新聞にも掲載されておりますが、２０１７年はグお伝えください」とのメッセ ジの後、１月１日付のＪＴＢグル プ新聞にも掲載されておりますが、２０１７年はグ

ループとして「聖域なき変革にチャレンジ」を掲げ 外部環境の変化に対応するため不退転の決意をもって突ループとして「聖域なき変革にチャレンジ」を掲げ、外部環境の変化に対応するため不退転の決意をもって突

き進んでいくとのお話しと営業概況について説明がありました。き進んでいくとのお話しと営業概況に いて説明がありました。

そして ＢＯＢ会員に対し引き続いての「お客様紹介運動」への協力依頼があり 「ＢＯＢ会員のご健勝とＪＴＢ　そして、ＢＯＢ会員に対し引き続いての「お客様紹介運動」への協力依頼があり、「ＢＯＢ会員のご健勝とＪＴＢ

北海道の発展を祈念して との祝杯の発声で開宴しました北海道の発展を祈念して」との祝杯の発声で開宴しました。

交礼会は今年もブ フ スタイルで 各テ ブルではお互いの近況 健康 雪かき等についての話題で盛り　交礼会は今年もブッフェスタイルで、各テーブルではお互いの近況・健康・雪かき等についての話題で盛り

上がっておりました。また、今年も５名の女性会員が出席され宴に華を添えておりました。上がっておりました。また、今年も５名の女性会員が出席され宴に華を添えておりました。

宴もたけなわの中 中締めは今年も出席者の中で最年長の松本克士会員の「お互い健康には十分留意し長宴もたけなわの中、中締めは今年も出席者の中で最年長の松本克士会員の「お互い健康には十分留意し長

生きしまし う と お話し 後 再会を約し力強 「 本締め で盛会 内にお開きとなりました生きしましょう」とのお話しの後、再会を約し力強い「一本締め」で盛会の内にお開きとなりました。話 後、再会 約 本締 会 開 。

参加者名参加者名参加者名

ご来賓ご来賓

（株）JTB北海道 執行役員総務部長 黒田 秀徳様（株）JTB北海道 執行役員総務部長 黒田　秀徳様

営業部長・店頭事業部長 毛利　勇二様営業部長 店頭事業部長 毛利　勇二様

総務課長 藤村 直樹様総務課長 藤村　直樹様

会員（五十音順 敬称略）会員（五十音順・敬称略）会員（ 十音順 敬称略）

青島 繁夫 池田 清光 池田 弘 石川 義勝 今井 照男 氏家 甫青島　繁夫 池田　清光 池田　　弘 石川  義勝 今井　照男 氏家　　甫

内田 光太郎 蛯原 宣子 及川 孝悦 大木 美智子 大島 博美 角田 季雄内田 光太郎 蛯原　宣子 及川　孝悦 大木　美智子 大島　博美 角田　季雄
川口　美智子 小林　博育 坂田 勲 坂野　　稔 佐々木 俊行 佐々木 浩川口　美智子 小林　博育 坂田 　勲 坂野　　稔 佐々木 俊行 佐々木　浩
佐々木 幹人 佐々木 三枝 庄司 忠逸 菅原 裕二 関 裕紀子 高谷 秀昭佐々木　幹人 佐々木 三枝 庄司　忠逸 菅原　裕二 関　裕紀子 高谷  秀昭
田中 昭 虎谷 秀 長 広 健 福富 智夫 本保 敏田中　　昭 虎谷　一秀 長谷川　正昭 広川　健司 福富　智夫 本保　一敏中 昭 虎谷 長谷川　正昭 広川　健司 福富 智 本保

本間 好明 松本 克士 南口 忠光 宮崎 和彦 茂木 政雄 本 寛章本間　好明 松本　克士 南口　忠光 宮崎　和彦 茂木  政雄 本　　寛章
米田 輝満 渡邊 廣 (以上 会員３８名)米田　輝満 渡邊　　廣 (以上　会員３８名)

茂木支部長の新年の挨拶の後茂木支部長の新年の挨拶の後、

黒田JTB北海道 総務部長の挨拶・乾杯の発声で新年交礼会が田J 北海道 総務部長 挨拶 乾杯 発声 新年交礼会

始まりました始まりました。
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ナイトエンターテイメント「GOTCHA」の無料ご招待のご案内 ナイトエンタ テイメント「GOTCHA」の無料ご招待のご案内

ＪＴＢ北海道より １月から狸小路で開始しているナイトエンターテイメント「GOTCHA」の常設公演の無料招待　ＪＴＢ北海道より、１月から狸小路で開始しているナイトエンターテイメント「GOTCHA」の常設公演の無料招待

の案内がありましたの案内がありました。

詳細は同封の案内書面に記載の通りですが、見所多数の公演のようですので是非ご鑑賞いただきたくお願い詳細は同封の案内書面に記載の通りですが、見所多数の公演のようですので是非ご鑑賞いただきたくお願い

致します致します。
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地区懇親会開催のご案内 地区懇親会開催のご案内

≪ 「こぶし会」・「すずらん会」”地区合同懇親会”開催のご案内 ≫≪　「こぶし会」 「すずらん会」 地区合同懇親会 開催のご案内　≫

「こぶし会」・「すずらん会」地区懇親会を 今年も合同で開催致しますのでご案内します「こぶし会」・「すずらん会」地区懇親会を、今年も合同で開催致しますのでご案内します。

こぶし会 （豊平区 2 清田区 1 白石区 厚別区 江別市 北広島市 恵庭市 岩見沢市）・こぶし会 （豊平区-2・清田区-1・白石区・厚別区・江別市・北広島市・恵庭市・岩見沢市）

・すずらん会 （南区・豊平区-1・清田区-2）すずらん会 （南区 豊平区 1 清田区 2）

日時 ： 平成２９年３月１４日（火） １７：３０ より日時　：　平成２９年３月１４日（火）　　１７：３０ より

場所 ： 『 北の喰処 ふじ蔵 』 ＴＥＬ ： ５３１ ６４８８場所　：　『 北の喰処　ふじ蔵 』　　　ＴＥＬ ： ５３１－６４８８

札幌市中央 南 条 太陽館 階札幌市中央区南６条西６丁目　ライオンビル太陽館　１階札幌市中央区南 条西 丁目 ライオ 太陽館 階

(地下鉄南北線”すすきの駅”より徒歩約７分 東向きのビルです） ＊昨年開催と同じ日本料理店です(地下鉄南北線 すすきの駅 より徒歩約７分、東向きのビルです）  ＊昨年開催と同じ日本料理店です。

会費 ３ ５００円 （2時間 飲み放題 BOB会北海道支部よりの補助金充当による会費）会費　：　３,５００円 （2時間・飲み放題、BOB会北海道支部よりの補助金充当による会費）

幹事　： こぶし会　　・・・・ 茂木　政雄（電話 ： ８５１－３１２２） 広川　健司（電話 ： ８５１－９３９１）幹事　： こぶし会　　 茂木　政雄（電話 ： ８５１ ３１２２） 広川　健司（電話 ： ８５１ ９３９１）

すずらん会 ・・・ 角田 季雄（電話 ： ５８２－７２２５） 内田 光太郎（電話 ： ５８１－００１７）すずらん会　・・・ 角田　季雄（電話 ： ５８２－７２２５） 内田　光太郎（電話 ： ５８１－００１７）

《出欠の連絡》 該当地区会員の方に 出欠返信はがきを同封しています《出欠の連絡》　該当地区会員の方に、出欠返信はがきを同封しています。

支 「 信 （ ） ご 信当、支部だよりに同封の 「出欠・返信はがき」 にて２月２８日（火）までにご返信ください。当、支部だよりに同封の 出欠 返信はがき」 にて２月２８日（火）までにご返信ください。

棋院 年新年会開催J棋院2017年新年会開催！！J棋院2017年新年会開催！！

　まだ新年の寿ぎの念冷めやらぬ2017年1月7日（土）10時より14名（一覧参照）の同好の士がいつもの対局場　まだ新年の寿ぎの念冷めやらぬ2017年1月7日（土）10時より14名（ 覧参照）の同好の士がいつもの対局場

「喫茶 圓」に集い 「新年打ち初め会」が盛大に開催されました「喫茶　圓」に集い、「新年打ち初め会」が盛大に開催されました。

は 年 始めと う と 酒 まみ 寿司を用意 飲みながら 初打ちと ま た 皆さん和気この日は、年の始めということで、酒、つまみ、寿司を用意して、飲みながらの初打ちとしました。皆さん和気日は、年 始 う 、酒、 み、寿司を用意 、飲みな ら 初打ち た。皆さ 和気

藹々と会話をしながらの対局で いつもと違う華やかな空気を醸し出す楽しい催しとなりました藹々と会話をしながらの対局で、いつもと違う華やかな空気を醸し出す楽しい催しとなりました。

いつもは ル ル違反だと叱責をされる対局者同士の対局中の感想戦や手空きの観戦者が対局の口出しを　いつもは、ルール違反だと叱責をされる対局者同士の対局中の感想戦や手空きの観戦者が対局の口出しを

するような場面もあり、酔いに乗じた新年会らしい雰囲気でした。するような場面もあり、酔いに乗じた新年会らしい雰囲気でした。

今回は 負けた人が勝った人に100円ショップで買ったお土産を渡すルールにして 奥様・お子様にも貢献し今回は、負けた人が勝った人に100円ショップで買ったお土産を渡すルールにして、奥様・お子様にも貢献し

ようと う趣向を採り入れました 全体的には好評であ たようですようという趣向を採り入れました、全体的には好評であったようです。う う 向 採 、 体的 好評 う す。

中には、勝ってしまうと自分が用意したものを持ち帰らなければならなくて、他の人と交換をしている風景もあり中には、勝ってしまうと自分が用意したものを持ち帰らなければならなくて、他の人と交換をしている風景もあり

ました そうこうしているうち ほとんどの人は帰らず 人5 7局も打 て 終会が午後7時にもな てしまいました。そうこうしているうち、ほとんどの人は帰らず、一人5～7局も打って、終会が午後7時にもなってしまい

ました。ました。

世間を見渡すと何かと物騒な出来事も多く 生活を脅かす事態が周りでも起きそうな1年になりそうですが　世間を見渡すと何かと物騒な出来事も多く、生活を脅かす事態が周りでも起きそうな1年になりそうですが、

我ら会員は対局している時だけでも「忘我 になりたいものと思 ています 本年もよろしくお願いします我ら会員は対局している時だけでも「忘我」になりたいものと思っています。本年もよろしくお願いします。

最後に、参加者を以下に掲載しておきます。　最後に、参加者を以下に掲載しておきます。

毎週土曜日に11時から喫茶「圓」で対局をしていますので 会員でないかたも覗いてみませんか？！　毎週土曜日に11時から喫茶「圓」で対局をしていますので、会員でないかたも覗いてみませんか？！

＜参加者＞（順不同 敬称略）＜参加者＞（順不同・敬称略）

中村　正 宝田充好 鎌田章行 萬　和雄 坂野　稔 井上研一 高橋威男中村　正 宝田充好 鎌田章行 萬　和雄 坂野　稔 井上研 高橋威男

舟山祐一 本保一敏 大島博美 中村 弘 村川義次 中村洋幸 菅生国明舟山祐一 本保一敏 大島博美 中村　弘 村川義次 中村洋幸 菅生国明
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