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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、井村　孝さん海外１件、笠井　静雄さん国内１件でした。紹介者は、井村　孝さん海外１件、笠井　静雄さん国内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。　

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

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 前年良否

件66.72 件 680.977.8 ％ 千円△ 2△ 1％ 1,698人7１月 人 1,990 千円％件66.72 件 680.977.8 ％ 千円△ 2△ 1％ 1,698人7１月 人 1,990 千円％

計 71.2件 61.8累計 件 147 千円％ 千円人 831△ 91 ％103.922,40642 人％ △ 1771.2件 61.8累計 件 147 千円％ 千円人 831△ 91 ％103.922,40642 人％

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、佐々木　幹人さん１件、青島　繁夫さん１件、上野　健児さん1件、石川義勝さん１件、販売頂いた会員は、佐々木　幹人さん１件、青島　繁夫さん１件、上野　健児さん1件、石川義勝さん１件、

菅原 裕二さん1件 岡本 勝彦さん１件でした菅原　裕二さん1件、岡本　勝彦さん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

前年比前年良否

販　売　額 （円）

前年良否前年比 前年比前年良否 前年良否

件5 55 6 ％ ％件 円 19 1183 000△ 4１月 △ 777 000 円件5 55.6 ％ ％件 円 19.1183,000△ 4１月 △ 777,000 円

74 件％件 ％76 7△ 14 円△ 976 00084 1 3 214 000累計 円74 件％件 ％76.7△ 14 円△ 976,00084.1 3,214,000累計 円

『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。

支部会員退会のお知らせ 支部会員退会のお知らせ

鈴木 敏男さん（支部会員名簿 P-16）が、2018年1月31日付けで退会されました。鈴木　敏男さん（支部会員名簿　P 16）が、2018年1月31日付けで退会されました。
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≪ ２０１８年 北海道支部新年交礼会開催 ≫≪　２０１８年　北海道支部新年交礼会開催　≫

２０１８年（平成３０年）北海道支部新年交礼会は １月１２日（金）ホテルサンルートニュー札幌において 会員　２０１８年（平成３０年）北海道支部新年交礼会は、１月１２日（金）ホテルサンルートニュー札幌において、会員

４０名とＪＴＢ北海道より笹本代表取締役社長 黒田執行役員総務部長 毛利営業部長 店頭事業部長 加藤４０名とＪＴＢ北海道より笹本代表取締役社長、黒田執行役員総務部長、毛利営業部長・店頭事業部長、加藤

札幌支店長をご来賓に迎え、総勢４４名で盛大に開催されました。札幌支店長をご来賓に迎え、総勢４４名で盛大に開催されました。

定刻に角田理事の司会進行で開会し 支部長挨拶では茂木支部長より年末年始は天候にも恵まれ家族の　定刻に角田理事の司会進行で開会し、支部長挨拶では茂木支部長より年末年始は天候にも恵まれ家族の

皆様 素晴ら 新年 迎えら 慶 北海道 名 ご 席 だ 御皆様とも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４名のご出席をいただいた御礼が皆様ともども素晴らし 新年を迎えられたこと 慶びと、ＪＴＢ北海道より４名 ご出席を ただ た御礼が

述べられました述べられました。

次に 支部活動に いては概ね計画通りに遂行しているが「お客様紹介運動」 「ナイスギフトの販売」が不調　次に、支部活動については概ね計画通りに遂行しているが「お客様紹介運動」・「ナイスギフトの販売」が不調

の為、より一層の協力依頼がなされました。の為、より 層の協力依頼がなされました。

さらに 来年度実施されるＪＴＢグループの組織再編に伴う北海道エリア代表に笹本社長が就任されることが　さらに、来年度実施されるＪＴＢグループの組織再編に伴う北海道エリア代表に笹本社長が就任されることが

紹介されま た紹介されました。紹介されま た。

そして 恒例の年男・年女（戌年）の紹介があり参加者全員でお祝いしました　そして、恒例の年男・年女（戌年）の紹介があり参加者全員でお祝いしました。

続いて、ご来賓挨拶ではＪＴＢ北海道笹本社長より４月にスタートするＪＴＢグループ「新たな価値提供に向けた　続いて、ご来賓挨拶ではＪＴＢ北海道笹本社長より４月にスタ トするＪＴＢグル プ「新たな価値提供に向けた

経営改革」に伴う組織再編の概要について説明がありました経営改革」に伴う組織再編の概要について説明がありました。

介 協　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」 の協力依頼があり、 ＢＯＢ会員のご健勝とＪＴＢ

グループの発展を祈念して」との祝杯の発声で開宴しましたグループの発展を祈念して」との祝杯の発声で開宴しました。

交礼会は今年もブッフェスタイルで 各テーブルではお互いの近況・健康等についての話題で盛り上がって　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・健康等についての話題で盛り上がって

おりましたおりました。

　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　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

長生きしましょう」とのお話しの後 力強い「一本締め」で盛会の内にお開きとなりました長生きしましょう」とのお話しの後、力強い「一本締め」で盛会の内にお開きとなりました。

参加者名参加者名

ご来賓 （株） 北海道 代表取締役社長 笹本 潤 様ご来賓 （株）JTB北海道 代表取締役社長 笹本　潤一　様来賓 （株）J 北海道 代表取締役社長 笹本 潤 様

執行役員総務部長 黒田 秀徳 様執行役員総務部長 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

札幌支店　支店長 加藤　　武　様札幌支店　支店長 加藤　　武　様

会員（五十音順・敬称略）会員（五十音順・敬称略）

青 石川 義勝 今井 照男 井村 孝 氏家 甫青島　繁夫 石川  義勝 今井　照男 井村　　孝 氏家　　甫 内田 光太郎青島　繁夫 石川 義勝 今井 照男 井村 孝 家 甫 内田 光太郎
蛯原 宣子 及川 孝悦 大島 博美 沖 武士 角田 季雄 上ケ嶋 桂一蛯原　宣子 及川　孝悦 大島　博美 沖　　武士 角田　季雄 上ケ嶋  桂

川上 和夫 川口 美智子 川原 直行 小林 博育 坂田 勲 佐々木 浩川上　和夫 川口　美智子 川原　直行 小林　博育 坂田 　勲 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 髙橋　　勲佐々木　幹人 佐々木 三枝 庄司　忠逸 菅原　裕二 関　裕紀子 髙橋　　勲

高谷 秀昭 田中 義昌 虎谷 一秀 永江 元 長谷川 正昭 馬場 利吉高谷  秀昭 田中　義昌 虎谷　一秀 永江　　元 長谷川　正昭 馬場　利吉

広 健 馬場 利吉 本保 敏 本間 好明 松本 克士 茂木 政雄広川　健司 馬場　利吉 本保　一敏 本間　好明 松本　克士 茂木  政雄広川　健司 利吉 本保 本間 好 本 茂木 雄

本 寛章 森山 光範 八木 米蔵 渡邊 廣 (以上 会員４０名)本　　 寛章 森山　光範 八木  米蔵 渡邊　　廣 (以上　会員４０名)

司会の角田理事が開会宣言。司会 角田理事が開会宣言。

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、

笹本社長から新 組織概要が笹本社長から新しいJTBの組織概要が

紹介されました。紹介されました。

笹本社長の乾杯の音頭により祝宴が笹本社長の乾杯の音頭により祝宴が

始まりました。始 。
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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

≪ 「ライラック会」・「はまなす会」”合同地区懇親会” 開催のご案内 ≫≪ 　「ライラック会」・「はまなす会」 合同地区懇親会 　開催のご案内　≫

ライラック会 （中央区 北区 東区 石狩市）・ライラック会 （中央区、北区、東区、石狩市）

・はまなす会 （西区、手稲区、小樽市）はまなす会 （西区、手稲区、小樽市）

日時　：　平成３０年３月１３日（火）　１７：３０より日時　：　平成３０年３月１３日（火）　１７：３０より

場所 ： 『おたる亭 本店』 （座敷にて椅子テーブル席）場所　：　『おたる亭　本店』　　（座敷にて椅子テーブル席）

札幌市中央区南 条西 丁目 北星ビ 階札幌市中央区南４条西３丁目ニュー北星ビル９階　　　　ＴＥＬ：２４１－６２００　札幌市中央区南 条西 丁目 北 階

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 ライラ ク会 佐々木 俊行 佐々木 三枝幹事　：　ライラック会　・・・ 佐々木　俊行 佐々木　三枝

はまなす会　・・・ 川口　美智子はまなす会　 川口　美智子

《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。

当 支部だよりに同封の 「出欠 返信はがき にて２月２８日（水）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（水）までにご返信ください。部

≪ 「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 （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・千歳市）・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・千歳市）

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３０年３月１４日（水） １７ ３０ より日時　：　平成３０年３月１４日（水）　　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６条西６丁目　ライオンビル太陽館　１階

(地 鉄南北線”すすき 駅” 徒歩約 分 東向き す） 昨年開催と 本料 店 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。(地下鉄南北線 すすき 駅 より徒歩約 分、東向き 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 広川 健司幹事　： こぶし会　　・・・・ 茂木　政雄 広川　健司

すずらん会　・・・ 角田　季雄 内田　光太郎すずらん会　 角田　季雄 内田　光太郎

《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。

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