
◆2018年度（平成30年度）事業活動報告・収支決算報告を承認

◆2019年度（令和元年度）事業計画（案）・収支予算（案）を承認、決定

◆北海道支部会則及び内規の一部改正を承認、決定

　201９年度の北海道支部通常総会は、７月９日（火）に新会場となったホテル札幌ガーデンパレスで開催され

ました。

 ご来賓として、（株）JTBより法人事業本部　北海道事業部長（北海道広域代表）の笹本潤一様、人事部人事

チームの中村遥様、ＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会　会長の二階堂晋一様の３名の方々にご出席を頂きました。

　開会に先立ち、前年度から本年度にかけての物故者・福士良雄会員、堀内弘会員、韮沢豊作会員、 

庄司忠逸会員 への哀悼の意を込めて黙祷の後、司会進行の菅生理事より、「本総会は予めご案内のとおり、

総会欠席の会員には書面による表決権の行使をお願いしており、６月末日現在の会員数は212名、本日の

出席者は３５名、書面による表決権の行使者は１２５名、６月２５日迄に書面が到着しないものは表決権を、

支部長に白紙委任となり、本総会は成立しております。」  との総会成立報告後、ご来賓を紹介し総会次第に

より進められました。

　はじめに、青島支部長より本総会へご出席頂いたご来賓の方々への御礼と前年大幅減となった「お客様紹

介運動」と「ナイスギフト販売」へのより一層のご協力のお願いがありました。

　ご来賓の挨拶では、㈱JTB・笹本北海道事業部長様よりお客様紹介などへのＪＴＢへの謝意の後、昨年度の

全社決算の内容の説明と北海道の法人部門とリテール部門それぞれの成績について簡単な説明がありました。

また、ＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会の二階堂会長様からは今年度の本部事業計画の推進についてのお言葉を

述べられました。

　ご来賓挨拶後、青島支部長が議長となり議事に入り、『第1号議案』 2018年度（平成30年度）事業活動報告・

収支決算報告・監査報告が村川副支部長・宮本理事・宮崎監事より報告され承認されました。

　次に『第2号議案』 2019年度（令和元年度）事業計画（案）・収支予算（案）を各担当理事より説明を行い承認

されました。『第３号議案』では、ＢＯＢ会本部会則の改正に伴う支部会則・内規の改正が審議、承認されました。

最後に、新入会員の紹介、寿齢者の紹介を行い、北海道支部通常総会を閉会しました。

　総会後、ご来賓・寿齢者会員・新入会員の記念写真を撮影した後、懇親会を開会。

出席者最年長の高橋勲会員の祝杯で開宴し、各テーブルでは相互の近況が交わされ、和やかな懇親の宴と

なりました。　中締めは、今年度関東支部から移籍された古田和吉会員の一本締めでお開きとなりました。

青島　繁夫 荒生　憲明 池田  清光 井村　　孝 氏家　　甫 内田　光太郎

及川　孝悦 大久保　邦彦 岡本　勝彦 角田　季雄 川上　和夫 川口　美智子

川原　直行 小森　堂男 齋藤　勲 坂田　　勲 佐々木　幹人 佐々木　三枝

庄司　勇逸 菅原　裕二 菅生　国明 髙橋　　勲 高谷　秀昭 田中　昭

虎谷　一秀 永江　　元 廣川　健司 古田　和吉 本間　好明 宮崎　和彦

宮本　武二 村川　義次 茂木  政雄 森山　光範 八木  米蔵 以上　会員３５名

（株）JTB 法人事業本部　北海道事業部長（北海道広域代表） 笹本　潤一様

人事部　人事チーム 中村　遥様

JTBグループOB・OG会会長 二階堂　晋一様

- -

　◆ 北海道支部通常総会　出席会員　（敬称略・あいうえお順）

　◆ 北海道支部通常総会　ご来賓　
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≪　２０１9年度（令和元年度）BOB会支部通常総会　≫



青島支部長の挨拶 法人事業本部 笹本北海道事業部長 ＢＯＢ会本部二階堂会長の挨拶

 の挨拶

菅生理事の司会で、２０１９年度支部通常総会の開会

懇親会の前に、来賓・寿齢者・新入会員による記念撮影
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出席者の中で

最高齢の高橋勲さんの

乾杯で懇親会を開催

青島繁夫さん、二階堂ＢＯＢ会会長、 池田清光さん茂木政雄さん 森山光範さん、川原直行さん、

笹本北海道事業部長   庄司勇逸さん、氏家甫さん

齋藤勲さん、坂田勲さん、 八木米蔵さん、村川義次さん 本間好明さん、井村孝さん

森山光範さん

- -

BOB会員・近況だより

菅生国明さん、宮本武二さん 田中昭さん、角田季雄さん 内田光太郎さん、永江元さん

及川孝悦さん、宮崎和彦さん 宮本武二さん、及川孝悦さん 人事部中村遥さん、高橋勲さん

- -
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大久保邦彦さん、岡本勝彦さん 高谷秀昭さん、佐々木幹人さん 小森堂男さん、川口美智子さん

荒生憲明さん、 佐々木三枝さん 川上和夫さん、廣川健司さん 菅原裕二さん、虎谷一秀さん

氏家甫さん、古田和吉さん 村川義次さん、古田和吉さん 宮崎和彦さん、内田光太郎さん

及川孝悦さん、宮崎和彦さん 田中昭さん、宮本武二さん、 八木米蔵さん、村川義次さん

角田季雄さん 笹本北海道事業部長

村川義次さん、人事部中村遥さん 茂木政雄さん、笹本北海道事業部長 今年４月に、関東支部より

移籍してきました古田和吉さんの

中締めの挨拶でお開きとなりました
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 お客様紹介運動　 6月の実績速報

　6月のお客様紹介運動の実績速報をお知らせします。

販売頂いた会員は、安藤　廣さん１件、田中　志おりさん１件、山口　孝さん１件、鈴木　弘子さん１件、

佐々木　浩さん１件でした。

積極的なご紹介を何とぞよろしくお願いいたします。　※５月分の実績報告もれ１件、６月分実績に追加しました。

　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。

販売頂いた会員は、青島　繁夫さん2件、菅生　国明さん１件、宮本　武二さん１件、南口　忠光さん１件、

廣川　健司さん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ｰＷebシステムに実績報告された集計です。

　　旅行の実績は、出発月ベース、 ナイスギフトは販売月ベースとなります。

 BOB会北海道支部　新入会員紹介

今年４月の新入会員をお知らせします。

たけした　みつお 平成28年3月退職

竹下　美津夫 退職時 ： (株)JTB北海道

自宅 ： 札幌市厚別区 地区懇親会 ： こぶし会　　　 連絡網 ：　菅生班

※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いいたします。

　８／２0(火) BOB会サマーパーティのご案内

・日　時 ：　８月２0日（火）　　１８：００　開宴　

・会　場　　 ：　ホテル札幌ガーデンパレス　　　　４階　「平安の間」

札幌市中央区北１条西6丁目　　電話：011-261-5311

・会　費　　 ：　３,０００円　（当日、会場受付にて申し受けます）

- -
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1,001
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　＝　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。

件　数 販　売　人　員

人 -6月 5 - ％ 3,251件 - ％

6 件 85.7

販　売　額 （千円）

前年比 前年良否 前年比

千円

前年良否 前年比 前年良否

％ 26 人 3,251 千円

千円

件　数 販　売　額 （円）

前年比 前年良否 前年比 前年良否

人 3,656 千円 94.9 ％263.6 ％ 18人

件 287,000

120.0 ％ 1 件 29

173.96月

5

円

累計

≪　お客様紹介運動・ナイスギフト販売で、JTBを応援しよう！！　≫

％ 122,000 円

累計 16 件 106.7 ％ 1 件 542,000 円 100.6 ％ 3,000 円
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ＢＯＢニュースレターの登録をお願いします

ＢＯＢ会本部ではホームページが更新されるとニュースレターでお知らせしています。

是非、ニュースレター配信の登録をお願いします。

ＢＯＢ会本部ホームページのホーム画面右下に「ニュースレター配信希望」の入力欄があります。

支部を選択し姓、名、メールアドレスを入力し赤い｛希望する場合ここをクリック」ボタンをクリック

ＢＯＢ会本部ホームページのホームページアドレスは・・・　http://jtbob.com/　です。

-

　支部だより同封物のご案内

北海道支部連絡網・７/31改訂版 新入会員等による改訂版です。

北海道支部・地区懇親会名簿・7/31改訂版

 BOB会・同好会のご案内

・開　 催 　日 ：　９月１２日（木）

・開 催 場 所 ：　札幌リージェントゴルフ倶楽部　新コース 北広島市島松641番地　電話：011－377－3111

・集 合 時 間 ：　０７時５０分（時間厳守）

・スタート時間 ：　０８時２１分

・参 　加 　費 ：　１，０００円（当日集金）

・プレー料金 ：　８，３２０円（乗用カート使用・セルフプレイ・ロッカーフィー込み、昼食込み ）

※６５歳以上　４８０円、７０歳以上　９６０円の減税があります。

・参加申込み ：　８月２５日（日）迄、幹事　菅生　国明へお申し込みください。

※参加される方へは９月上旬に組み合わせ、コンペ要領をお送りします。

・開　 催 　日 ：　９月１０日（火）

・開 催 場 所 ：　PGJ倶楽部　茨戸コース（ハマナス・アルディア予定）

石狩市生振１４６－１　　　電話：０１３３－６０－２００２

・集 合 時 間 ：　０９時１５分（時間厳守）

・スタート時間 ：　０９時３０分

・参 　加 　費 ：　１，０００円　（当日集金）

・プレー料金 ：　７００円～１，０００円

・そ 　の　 他 ：　当日に会員（無料）になれば７００円になります。

・参加申込み ：　８月３１日（土）迄にお申し込みください。

・申し込み先 ：　幹事　廣川までお願いします。

- -

≪　令和元年度　秋季パークゴルフ同好会ご案内　≫

≪ 令和元年度　秋季ゴルフ同好会ご案内 ≫
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　JTB囲碁同好会７月特別例会の開催報告

今年も例年行事となっている夏の特別例会が開催されました。

第一部：7月20日（土）10：00～15：00 第二部：7月20日（土）15：00～

　場所：喫茶「圓」　北1条西7丁目 場　所：銀座ライオン大通地下街店
　内容：囲碁例会 内　容：ビールを飲みながらの懇談

　参加者は、宝田充好、森山光範、中村正、鎌田章行、萬和夫、高橋威男、本保一敏、坂野稔、氏家甫、

船山佑一、坂本康彦、中村　弘、中村洋幸、村川義次の１４名でした。

　眼の調子が悪くしばらく欠席が続き心配されていた萬さんも復帰し、また体力、棋力とも回復されてきた

坂本さんも出席され楽しく活気のある例会となりました。

第二部は大通りのビアガーデンを予定していましたが、既に座席の確保が難しくまた空模様も怪しく

なってきたため地下街のライオンにて開催となりました。早速、冷たいビールで乾杯し、楽しい囲碁談義で

２時間懇親を深め散会となりました。

　 囲碁同好会は毎週土曜日の１１時から喫茶店の「圓」　で例会を開催しております。　是非気軽にお立ち

寄り下さい。
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