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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。

イ ト販売 協力お願
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 ６月の実績速報 お客様紹介運動　 ６月の実績速報 お客様紹介運動　 ６月 実績速報

６月のお客様紹介運動の実績速報をお知らせします　６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 青島 繁夫さん国内１件 海外１件 茂木 政雄さん海外１件 深坂 勇次さん国内１件紹介者は、青島　繁夫さん国内１件・海外１件、茂木　政雄さん海外１件、深坂　勇次さん国内１件、

田中 志おりさん海外１件でした。田中　志おりさん海外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 額 （千円）販 売 人 員件 数 販　売　額 （千円）販　売　人　員件　数

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

件６月 ％人 500.05 1125.0 ％ 36 ％件 45 千円人 9,30010,124 千円 1,229.4件６月 ％人 500.05 1125.0 ％ 36 ％件 45 千円人 9,30010,124 千円 1,229.4

％ 819 件 ％ 109.592 5,027累計 件 13,154 161.8△ 2 人90.5 千円千円 ％人％ 819 件 ％ 109.592 5,027累計 件 13,154 161.8△ 2 人90.5 千円千円 ％人

ナイスギフト ６月の実績速報　ナイスギフト　６月の実績速報

　６月のナイスギフトの販売速報をお知らせします。　６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２件 青島 繁夫さん２件 南口 忠光さん１件 佐々木 俊行さん１件販売頂いた会員は、菅原　裕二さん２件、青島　繁夫さん２件、南口　忠光さん１件、佐々木　俊行さん１件、

和田 悠二さん 件 川原 直行さん 件 森山 光範さん 件 沼田 裕次さん 件でした和田　悠二さん１件、川原　直行さん１件、森山　光範さん１件、沼田　裕次さん１件でした。和田 件、 原 直行 件、森山 光範 件、沼田 裕次 件 。

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。

販 売 額 （円）件 数 販　売　額 （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

円309.0件 550,000６月 円 ％142.9件 ％10 372,0003 円309.0件 550,000６月 円 ％142.9件 ％10 372,0003

円件累計 401,00024 件 ％ 1,279,000 円1 145.7104.3 ％ 円件累計 401,00024 件 ％ 1,279,000 円1 145.7104.3 ％

＊『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北海道本社へ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。

訃報 お悔やみ申し上げます 訃報　・・・・　お悔やみ申し上げます 訃報　 　お悔やみ申し上げます

■ 関口　晃さんが平成２９年６月２日享年７７歳にてご逝去されました。■ 関口　晃さんが平成２９年６月２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ったとのことです。葬儀は、親族の皆様方のみで執り行ったとのことです。
葬儀終了後 ＢＯＢ会事務局への訃報連絡により会員の皆様への連絡は出来ませんでした  葬儀終了後、ＢＯＢ会事務局への訃報連絡により会員の皆様への連絡は出来ませんでした。
訃報を受け ＢＯＢ会より香典・供花を霊前へお届けしました訃報を受け、ＢＯＢ会より香典・供花を霊前へお届けしました。
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。悼 捧

合掌合掌
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BOB会北海道支部 新入会員紹介 BOB会北海道支部　新入会員紹介

今年６月の新入会員をお知らせします今年６月の新入会員をお知らせします。

アオキ テツロウ 平成２９年６月退職アオキ　テツロウ 平成２９年６月退職

青木　哲朗 退職時 ： JTBワールドバケーションズ　東日本販売本部青木　哲朗 退職時 ： JTBワ ルドバケ ションズ　東日本販売本部

自宅 ： 北海道札幌市手稲区 地区懇親会 ： はまなす会 連絡網 ： 廣川班自宅 ： 北海道札幌市手稲区 地区懇親会 ： はまなす会　　　 連絡網 ： 廣川班

※詳細情報を必要とされる方は 支部事務局に問合わせをお願 たします※詳細情報を必要とされる方は、支部事務局に問合わせをお願いいたします。詳細情報 要 、支部事務局 問合 願 す。

／ (火) 会サ パ ご案内８／２２(火) BOB会サマーパーティのご案内　８／２２(火) BOB会サマ パ ティのご案内

夏の支部の恒例行事 『 BOB会サマーパーティ 』 をご案内します。　夏の支部の恒例行事　『 BOB会サマ パ ティ 』 をご案内します。

今季は冷夏との長期予報が報道されておりますが 暑気払いでビ ルジ キ を傾けながら 会員相互の今季は冷夏との長期予報が報道されておりますが、暑気払いでビールジョッキーを傾けながら、会員相互の

近況交換と親睦を深めて頂きたいと思います。　より多くの会員のご参加をお待ちしています。近況交換と親睦を深めて頂きた と思 ます。　より多く 会員 ご参加をお待ちして ます。

・日 時 ： ８月２２日（火） １８：００ 開宴日　時 ：　８月２２日（火）　　１８：００　開宴　

会 場 ： ホテルサンルートニ ー札幌 2階 羊蹄の間・会　場　　 ：　ホテルサンルートニュー札幌　　　2階　羊蹄の間

南札幌市中央区南2条西6丁目　　電話：011-251-2511

・会 費 ： ３ ０００円 （当日 会場受付にて申し受けます）会　費　　 ：　３,０００円　（当日、会場受付にて申し受けます）

出欠締切 7/31（月）まで 「出欠 返信葉書 にてお知らせください・出欠締切　：　7/31（月）まで、「出欠・返信葉書」にてお知らせください。

※返信葉書は当支部だよりに同封しています。  ※返信葉書は当支部だよりに同封しています。

BOB会・ゴルフ同好会・パークゴルフ同好会 開催報告 BOB会・ゴルフ同好会・パークゴルフ同好会　開催報告

≪ ２０１７年春季 パ クゴルフ大会 ≫≪　２０１７年春季　パークゴルフ大会　≫

パークゴルフ春季大会が６月１３日（火）王子パークゴルフ場にて開催されました。　パ クゴルフ春季大会が６月１３日（火）王子パ クゴルフ場にて開催されました。

当日は初夏の日差しが心地良い中で楽しいラウンドとなりました当日は初夏の日差しが心地良い中で楽しいラウンドとなりました。
結果は 優勝は森山光範さん 準優勝は池田清光さんでした結果は、優勝は森山光範さん、準優勝は池田清光さんでした。
秋の大会は９月１９日（火）を予定しております 会場等につきましては ８月の支部だよりでご案内しますので秋の大会は９月１９日（火）を予定しております。会場等につきましては、８月の支部だよりでご案内しますので
多多数の参加お待ちしております。多数 参加お待ち おり す。

　

【参加者 名 敬称略 五十音順】【参加者　１１名：敬称略　五十音順】

池田 清光、上野 健児、佐々木 俊行、菅原 裕二、妹尾 昭博、長谷川 正昭、馬場 利吉、広川 健司、池田　清光、上野　健児、佐々木　俊行、菅原　裕二、妹尾　昭博、長谷川　正昭、馬場　利吉、広川　健司、

本間 好明 本 龍昭 森山 光範 本間　好明、本　龍昭、森山　光範
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【入賞者 敬称略】【入賞者：敬称略】

優勝：森山　光範　　準優勝：池田　清光　　１位：上野　健児　　２位：本間　好明　　３位：本　龍昭優勝：森山　光範　　準優勝：池田　清光　　１位：上野　健児　　２位：本間　好明　　３位：本　龍昭

≪ 平成２９年度春季 ゴルフ大会 ≫
春季ゴルフコンペが６月２２日真駒内カントリ クラブで行われる予定でしたが 前夜からの雨が降りやまず

≪　平成２９年度春季　ゴルフ大会　 ≫
　春季ゴルフコンペが６月２２日真駒内カントリークラブで行われる予定でしたが、前夜からの雨が降りやまず、

７月６日（同コース）に延期になりました。７月６日（同コ ス）に延期になりました。

結果につきましては ８月支部だよりでご連絡いたします　結果につきましては、８月支部だよりでご連絡いたします。

囲碁同好会だより　囲碁同好会だより　囲碁同好会だより

棋院特別例会 おしらせJ 棋院特別例会のおしらせJ 棋院特別例会のおしらせ
待ちに待った 短い夏を盛り上げる大通りビアガーデン 当棋院も毎年（今年は5年目）特別例会を開催し　待ちに待った、短い夏を盛り上げる大通りビアガーデン。当棋院も毎年（今年は5年目）特別例会を開催し、

併せてビアガ デンでの懇親を行 ております併せてビアガーデンでの懇親を行っております。

日程が決まりましたのでお知らせします。日程が決まりましたのでお知らせします。

日時：２０１７年７月２２日（土）１０：００～日時：２０１７年７月２２日（土）１０：００～

場所：いつもの喫茶「圓」にて１５：００頃まで囲碁対局場所：いつもの喫茶「圓」にて１５：００頃まで囲碁対局

　　　その後、皆連れ添って大通りへ（場所は当日決定）　　　その後、皆連れ添って大通り （場所は当日決定）

会費：１ ０００円（「圓」でのコーヒー代は各自お支払下さい ）会費：１，０００円（「圓」でのコーヒー代は各自お支払下さい。）

※囲碁のできない方も ビアガーデンの参加はできます。（会費はいただきます。）※囲碁のできない方も、ビアガーデンの参加はできます。（会費はいただきます。）

問い合わせ先：萬、宝田まで問い合わせ先：萬、宝田まで

本部主催全国イベント・・・只今募集中！！本部主催全国イベント・・・只今募集中！！

◎第１回全国俳句大会◎第１回全国俳句大会

兼　題：　西瓜（スイカ） 兜虫（かぶと虫） 昼寝兼　題：　西瓜（スイカ） 兜虫（かぶと虫） 昼寝

作 品： １人２句（兼題１句 自由題１句）作　品： １人２句（兼題１句、自由題１句）

応 募 ７月１日 ８月３１日応　募： ７月１日～８月３１日募

◎第 回 ト ト◎第４回フォトコンテスト◎第 回 ォト ト

テーマ： ①旅 ②自由テーマ： ①旅、　②自由

作 品 ３年以内に撮影した未発表の現像写真(Ａ４版か２Ｌ版)またはデジタル写真（スマホ可）作　品：　３年以内に撮影した未発表の現像写真(Ａ４版か２Ｌ版)またはデジタル写真（スマホ可）。

一人３点まで人３点まで

応 募： ７月１日～９月３０日応　募：　７月１日～９月３０日

第13回「JTB交流文化賞 募集のお知らせ(募集期間 2017年8月1日⇒9月15日)　第13回「JTB交流文化賞」募集のお知らせ(募集期間:2017年8月1日⇒9月15日) 　第13回 JTB交流文化賞」募集のお知らせ(募集期間:2017年8月1日⇒9月15日) 

会員 皆様BOB会員の皆様O 会員 皆様

本年も昨年に引き続きまして このたび(株)ジェイティービー国内事業本部内観光戦略室及び総務部　本年も昨年に引き続きまして、このたび(株)ジェイティービー国内事業本部内観光戦略室及び総務部

広報 ブランド戦略チ ムより BOB会員の皆様 第13回「JTB交流文化賞」募集のお知らせのご案内広報・ブランド戦略チームより、BOB会員の皆様へ、第13回「JTB交流文化賞」募集のお知らせのご案内

がありました。がありました。

毎年JTBグループ本社が主幹となり 広く一般の方を対象に募集しているものですが BOB会員による　毎年JTBグループ本社が主幹となり、広く一般の方を対象に募集しているものですが、BOB会員による

応募(組織 団体部門 般体験部門 ジ 体験部門) も可能 ござ ます応募(組織・団体部門、一般体験部門・ジュニア体験部門)」も可能でございます。応募(組織 団体部門、 般体験部門 体験部門)」も可能 ざ ます。

(パンフレット下部には「※関係者の応募はご遠慮ください」と記載がありますが BOB会員はこれには　(パンフレット下部には「※関係者の応募はご遠慮ください」と記載がありますが、BOB会員はこれには

該当いたしません )該当いたしません。)

詳細は右記URLをご覧ください h // j b j / hiikik /k b k h /i d詳細は右記URLをご覧ください。http://www.jtb.co.jp/chiikikoryu/koryubunkasho/index.asp
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ＢＯＢ会本部主催第４回全国ゴルフ大会についてＢＯＢ会本部主催第４回全国ゴルフ大会について

今年度は東北支部の協力のもと 下記のような内容で開催されます　今年度は東北支部の協力のもと、下記のような内容で開催されます。

北海道支部としては、今年も少なくとも１組４名の参加をと考えております。この時期は北海道もまだオン北海道支部としては、今年も少なくとも１組４名の参加をと考えております。この時期は北海道もまだオン

シーズンですが ぜひ参加について検討いただきますよう宜しくお願いいたしますシーズンですが、ぜひ参加について検討いただきますよう宜しくお願いいたします。

【開催概要】【開催概要】

　１． 開催期日：　２０１７年１０月１１日(水)　１． 開催期日：　２０１７年１０月１１日(水)

２ 開催場所： 宮城県 松島チサンカントリークラブ 松島コース　２． 開催場所：　宮城県　松島チサンカントリークラブ 松島コース

h // ifi lf j / hihttp://www.pacificgolf.co.jp/matsushimap p g jp
〒９８１―０２１４ 宮城県宮城郡松島町桜渡戸字上境田４３〒９８１ ０２１４　 宮城県宮城郡松島町桜渡戸字上境田４３

電話：０２２ ３５４ ２２４１ FAX：０２２ ３５４ ２２４３電話：０２２－３５４－２２４１ FAX：０２２－３５４－２２４３

道アクセス：仙台空港から車で三陸自動車道経由約４５分、仙台駅から約５０分、ホテル大観荘から１５分アクセ ：仙台空港から車で三陸自動車道経由約４５分、仙台駅から約５０分、ホテル大観荘から１５分

３ ティーオフ： 午前８時００分よりアウト・イン同時スタート（乗用カート・セルフプレイ）　３．ティーオフ：　午前８時００分よりアウト・イン同時スタート（乗用カート・セルフプレイ）

４ 参加会費 人 ２ ０００円　４．参加会費：　一人　２，０００円

５． プレー費用： ６５歳未満６，９００円、６５歳以上７０歳未満６，３７５円、７０歳以上５，８５０円　５． プレ 費用： ６５歳未満６，９００円、６５歳以上７０歳未満６，３７５円、７０歳以上５，８５０円

（グリーンフィー 利用税 連盟協力金・乗用カート代を含む）（グリーンフィー、利用税、連盟協力金・乗用カート代を含む）

（ ） 食代（ 割引あ ） 飲物 消費税 料金ロッカーフィー（３００円）・昼食代（１，０００円割引あり）・飲物・消費税は別料金ッカ ィ （ ００円） 昼食代（ ，０００円割引あり） 飲物 消費税は別料金

（クレジットカードでの支払可 年齢を証明する免許証等を持参下さい）（クレジットカードでの支払可、年齢を証明する免許証等を持参下さい）

６ 募集人員 ６０名程度（ＢＯＢ会会員本人に限ります）　６． 募集人員： ６０名程度（ＢＯＢ会会員本人に限ります）

　７． 競技方法： 支部対抗団体戦・個人戦、どちらもＨＤＣＰはダブルぺリア（トリプルボギーまで、　７． 競技方法： 支部対抗団体戦 個人戦、どちらもＨＤＣＰはダブルぺリア（トリプルボギ まで、

ハンデキャップ上限は３６）にて決定 ハンデキャップ上限は３６）にて決定

表彰等　８． ルール・表彰等表彰等

（ａ）ルール：団体戦 個人戦ともＮＥＴスコアで順位を決定（ａ）ルール：団体戦、個人戦ともＮＥＴスコアで順位を決定

スル ザグリ ン６インチリプレイス可 完全ホ ルアウト（今回はＯＫパ トなし）スルーザグリーン６インチリプレイス可、完全ホールアウト（今回はＯＫパットなし）

７５歳以上の希望者はシルバーティーの使用可７５歳以上の希望者はシルバ ティ の使用可

（ｂ）表彰：団体戦：優勝 準優勝 ３位（ｂ）表彰：団体戦：優勝、準優勝、３位

個人戦 優勝 準優勝 位 位 位 位 位 以下 位単位 飛賞 個人戦：優勝、準優勝、３位、４位、５位、７位、１０位、以下１０位単位の飛賞、ＢＢ、ＢＭ、個人戦 優勝、準優勝、 位、 位、 位、 位、 位、以下 位単位 飛賞、 、 、

ベスグロ、ＮＰ等ベスグロ、ＮＰ等

９ 表彰式 競技終了後クラブハウス（レストラン）にて行います　９． 表彰式： 競技終了後クラブハウス（レストラン）にて行います。

１０．本部主催の前夜祭：　１０月１０日(火)午後６時より２時間１０．本部主催の前夜祭：　１０月１０日(火)午後６時より２時間

場所・会場： ホテル松島 大観荘 宴会場場所・会場：　ホテル松島 大観荘　宴会場

宮城県宮城郡松島町松島字犬田１０ ７６ 電話 ０２２ ３５４ ２１６１宮城県宮城郡松島町松島字犬田１０－７６　　電話：０２２－３５４－２１６１城県 城郡

会費： ホテル松島大観荘宿泊の場合は、宿泊費一人１２，０００円（税・サ込）に含む会費： ホテル松島大観荘宿泊の場合は、宿泊費 人１２，０００円（税 サ込）に含む

前夜祭のみ参加の場合は 人５ ０００円前夜祭のみ参加の場合は一人５，０００円

１１． その他ご案内：　帰路の航空・鉄道等は午後６時以降の航空便・列車を予約してください.１１． その他ご案内：　帰路の航空 鉄道等は午後６時以降の航空便 列車を予約してください.

１０月１１日（水）ホテルからゴルフ場及びゴルフ場から仙台空港・ＪＲ仙台駅まで送りの１０月１１日（水）ホテルからゴルフ場及びゴルフ場から仙台空港・ＪＲ仙台駅まで送りの

バスをご用意しますバスをご用意します。

１２．申込・問合せ先： 青島繁夫副支部長１２．申込 問合せ先：　青島繁夫副支部長

１３ 締 切：８月３１日（木）１３． 締　切：８月３１日（木）

機 宿泊 等 参加者 相談 決定１４．その他： 日程、交通機関・宿泊ホテル等については参加者と相談の上、決定します。１４．そ 他： 日程、交通機関 宿泊ホテル等に いては参加者と相談 上、決定します。

以上以上

- -4- -4


