
新年のご挨拶

ＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会北海道支部

支部長　　　青島　繁夫

　新年明けましておめでとうございます。

会員の皆様におかれましては、ご家族共々健やかな新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。

昨年は日本各地域で大雨と台風等の自然災害の発生、北海道に於いても9月の風台風と胆振東部地震の

被災、更に道内全域295万戸停電によるブラックアウトで大変難儀されたと思います。

　BOB会支部活動につきましては、役員改選による新役員体制で総会承認をいただいた事業計画に沿って

概ね計画通りに推移しております。これもひとえに会員の皆様とJTBグループ各社のご支援とご協力の賜物

と厚く御礼申し上げます。

　さて、今年の干支は『亥』です、亥・猪は無病息災の意味があると言われております。健康で昨年のような

自然災害が無く穏やかな年であって欲しいものです。

恒例によりまして、年男・年女の方々を紹介させていただきます。

会員213名中、亥年生まれの方は18名です。昭和10年（1935年）の84歳は、近藤章二さん、阿部憲正さん、

菅原良雄さん、堀内弘さん、小田島恭士さん、上田雅裕さん、韮澤豊作さんの7名。

昭和22年（1947年）の72歳は、髙橋琇司さん、谷川勝さん、小野田昭雄さん、虎谷一秀さん、上野健児さん、

山本一子さん、井上研一さん、佐々木慶造さん、大谷光子さん、沼田裕次さん、角田季雄さんの11名です。

会員一同心よりお祝い申し上げます。 　

本年も会員とご家族の皆様方にとって佳き年でありますよう祈念し新年のご挨拶といたします。

新年のご挨拶

株式会社　ＪＴＢ

北海道広域代表　笹本　潤一

　新年明けましておめでとうございます。

　ＢＯＢ会員の皆様におかれましては健やかな新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。

旧年中はお客様紹介、ナイスギフト購入等、様々なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　昨年の大きな出来事と言えば、何といっても９月６日に起きた北海道胆振東部地震が挙げられます。被害

を受けた方々には心よりお見舞い申し上げます。幸い弊社社員に被害を受けた者はおりませんでした。　

ＢＯＢ会員の皆様も全員無事であったとお聞きしました。　

一方で風評被害によるキャンセルは大きく、昨年９月には北海道入込人員が前年７０％程度まで落ち込みま

した。その後は「ふっこう割」等の施策により回復のスピードは速く、１１月でほぼ前年近くまで戻ってきました。

当社も大きな影響を受けましたが、一方で「ふっこう割事務局業務」を受託する事ができました。

　昨年４月よりＪＴＢグループの経営改革を受け、新たな体制がスタートして１年近くが経ちましたが、まだまだ

道半ばと言ったところです。今年もＢＯＢ会員の皆様の変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。
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 お客様紹介運動　１２月の実績速報

　１２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、金子　唯雄さん国内２件・海外4件、大久保　邦彦さん国内１件、佐々木　俊行さん国内1件、

青島　繁夫さん国内１件でした。

ご紹介有難うございました。　

 ナイスギフト　１２月の実績速報

　１２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、廣川　健司さん１件、青柳　聰子さん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。

＊『お客様紹介運動』、『ナイスギフト』 速報は、㈱JTB　札幌事務所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。

 BOB会北海道支部　新入会員紹介

今年１２月の新入会員をお知らせします。

ｸﾏｻｶ　ﾐﾂﾙ 平成30年7月退職
熊坂　　満 退職時：(株)JTB札幌ビジネスセンター　旅行情報部

自宅：北海道札幌市東区 地区懇親会 ： ライラック会　　連絡網 ：  宮本班

※詳細情報を必要とされる方は、支部事務局に問い合わせをお願いします。
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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。

≪　お客様紹介運動・ナイスギフト販売で、JTBを応援しよう！！　≫
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　＝　ナイスギフト販売のご協力お願い　＝

前年比

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。
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今年の北海道支部の忘年会は、１２月１３日（木）午後６時からホテルサンルートニュー札幌において開催されました。

ご来賓として、ＪＴＢからは阿部北海道事業部営業統括部長、山田広域エリア長、ＪＴＢライフネットからは高田

札幌支店長にご出席頂きました。

 はじめに青島支部長より来賓としてご出席頂いたお礼と日頃より支部活動に対してご支援ご協力頂いている

ことへのお礼が述べられました。そして、今年も集中豪雨と猛暑、胆振東部地震と「天災」の多い一年であった

との話のあと、「お客様紹介運動」への協力依頼とＪＴＢグループの上期の営業成績ならびに今後の取組みに

ついての報告がありました。

  続いて、ご来賓の阿部営業統括部長より北海道事業部の営業成績の報告とこれから数年にかけて続く様々な

イベントの話がありました。 

  宴の途中からは宮本武二理事の司会のもとで恒例のビンゴゲームが行われ、皆さん一喜一憂しながら楽しい

時間を過ごしました。また、ビンゴゲームの景品の他、参加者全員に年末ジャンボ宝くじ券２枚が配られました。

  宴もたけなわの中、中締めはご来賓のＪＴＢライフネット高田札幌支店長の一本締めで盛会の内にお開きと

なりました。

参加者名 （五十音順・敬称略）

ＪＴＢ　法人事業本部　北海道事業部　営業統括部長 阿部　晃士

ＪＴＢ　リテール事業部　北海道広域エリア長 山田　直美

ＪＴＢ　ライフネット札幌支店長　　　　　　　　　 高田　　悟　　　　　　　　

青島　繁夫 井上　研一 氏家　甫 内田 光太郎 及川　孝悦 角田　季雄
鎌田　章行 上ケ嶋　桂一 川口　美智子 幸坂　勇三 小林　治 近藤　憲満

坂田 　勲 坂野　　稔 佐久　克彦 佐々木 俊行 佐々木 三枝 庄司　忠逸

菅生　国明 髙﨑　憲悦 田中　義昌 中川　和也 馬場　利吉 廣川　健司

三野　和夫 宮本　武二 村川　義次 茂木  政雄 本　　寛章 渡邊    廣 

(以上、会員30名)

青島支部長の挨拶の後、阿部営業統括部長の挨拶と乾杯の音頭で忘年会の開宴となりました。

名司会・宮本武二理事
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≪　12/13　OB・ＯＧ会　忘年会が開催されました　≫



角田　季雄さん・近藤　憲満さん 高﨑憲悦さん・坂田　勲さん 及川孝悦さん・井上研一さん

廣川健司さん・鎌田章行さん 田中義昌さん 小林　治さん・佐久克彦さん

坂野　稔さん

幸坂勇三さん

上ケ嶋桂一さん

氏家　甫さん

村川義次さん

ライフネット札幌支店長　高田　悟さん

川口美智子さん・佐々木三枝さん 佐々木俊行さん 佐久克彦さん・馬場利吉さん
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幸坂勇三さん・上ケ嶋桂一さん 佐々木三枝さん・三野和夫さん 鎌田章行さん

小林　治さん

氏家　甫さん・坂野　稔さん 幸坂勇三さん 茂木政雄さん・阿部営業統括部長

本　寛章さん・山田直美広域エリア長 阿部営業統括部長・青島繁夫さん 茂木政雄さん・鎌田章行さん

渡辺　廣さん・内田光太郎さん 庄司忠逸さん・川口美智子さん 高田　悟さん・村川義次さん

坂田　勲さん・菅生国明さん 高﨑憲悦さん 内田光太郎さん・佐々木俊行さん

宮本武二さん

- -5



宴も盛り上がってきたところで、毎年恒例のビンゴゲームが始まりました。

景品はナイスギフトで一喜一憂の「リーチ」「ビンゴ」の声が飛び交いました。

皆さんの喜びの写真です。
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 地区懇親会の報告

　平成３０年１２月１４日（金）、いか太郎本店にて１８：００より新任の青島支部長をお迎えして乾杯の後、新支

部長の挨拶を頂き会食は始まりました。　計７名の参加が有り皆さんたいへん元気の様子でした。

今年は夏の長雨で作物の出来は不作のようでした。　そして９月の震度７の地震、函館は５弱で幸い被害は

なかったようです。　むしろブラックアウトで混乱は大きかったようです。　一方で地震の影響にかかわらず４月～

９月の観光客は最高の入りのようです。　ある調査によると日本で一番行ってみたい観光地に函館が選ばれた

ようです。　そしてホテル建設が活況です。　駅前・朝市地区に物に集中的に大況ホテル６件、２,０００室が建設

される見込みです。

　《 いさり火会　川上 和夫・記 》

参加者（敬称　略）

脇坂　重喜 打越　龍男 伊藤　幹也 犬島　康文 土田　秀樹 川上　和夫 青島　繁夫
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≪　BOB会 函館地区懇親会　『いさり火会』　を開催　≫
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 地区懇親会の開催（予告）

・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）

上記両会の合同地区懇親会の開催日が決定しましたので、予告としてご案内します。

開催日 ： 平成３1年３月１3日（水）

時　　間 ： １７：３０より開催の予定

会　　場 ： 「北の食処　ふじ蔵」　※昨年と同じ会場

中央区南６条西６丁目ライオンビル太陽館１階 TEL：011-531-6488

※最終の案内（会場・時間・会費・出欠等）は２月の支部だより（第158号）にて案内します。

・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）

上記両会の合同地区懇親会の開催日が決定しましたので、予告としてご案内します。

開催日 ： 平成３1年３月８日（金）

時　　間 ： １７：３０より開催の予定

会　　場 ： 「おたる亭　本店」　※昨年と同じ会場

中央区南４条西３丁目ニュー北星ビル９階 TEL：011-241-6200

※最終の案内（会場・時間・会費・出欠等）は２月の支部だより（第１58号）にて案内します。
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≪ 平成30年度　「こぶし会」・「すずらん会」合同地区懇親会　開催の予告　≫

≪ 平成30年度　「ライラック会」・「はまなす会」合同地区懇親会　開催の予告　≫
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