
事務所 お客様紹介運動　 7月の実績速報

　7月のお客様紹介運動の実績速報をお知らせします。

今月は紹介者がいらっしゃらないという残念な結果でした。

積極的なご紹介を何とぞよろしくお願いいたします。　

　ナイスギフト　7月の実績速報

　7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、五十川　済さん１件、八木　米蔵さん１件、森山　光範さん1件、菅原　裕二さん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。

 訃報　・・・・　お悔やみ申し上げます

高橋　琇司さんが令和元年８月１日、享年７２歳にてご逝去されました。

8月４日掲載の北海道新聞のおくやみ欄に「8/1　逝去　葬儀終了」の掲載されていたのを見て、

ＢＯＢ会役員より、千葉県在住の弟さんに連絡を取り確認することができました。
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一同哀悼の意を捧げたいと思います。
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件　数 販　売　人　員 販　売　額 （千円）

前年比 前年良否 前年比 前年良否 前年比

≪　お客様紹介運動・ナイスギフト販売で、JTBを応援しよう！！　≫

 BOB会北海道支部だより  第165号 
JTBグループOB･OG会 北海道支部   2019.09.06

事務局：〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目1-2 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ札幌ﾋﾞﾙ8F ㈱JTB札幌事務所内 TEL：011-222-4343  FAX：011-232-3737

　＝　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。

前年良否

千円0 人 0.0 ％ △ 1 人 0 千円 0.0 ％ △ 8

％ 0

7月 0 件 0.0 ％ △ 1 件

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 137.3 ％ 993件 29 人 241.7 ％ 17累計 6 件 100.0

38,0007月 4 件 100.0 ％ 0 円

累計 20 件 105.3 ％ 1 件 872,000 円

件 330,000 円 113.0 ％

104.9 ％ 41,000 円
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　BOB会サマーパーティの開催報告

　８月２0日（火）ホテル札幌ガｰデンパレスで、ＢＯＢ会員3３名と（株）JTBから山本事業推進担当部長をはじめ

法人事業本部やﾘﾃｰﾙ事業部より役職者４名の出席をいただき、計３８名でサマーパーティが開催されました。

　宮本武二理事の司会・進行のもと、まず、青島支部長より本日のパーティにJTBよりご来賓として５名の役職者

にご出席いただいたことと、日頃から支部活動にご支援・ご協力をいただいていることに対して御礼が述べられ

ました。　さらには、本部主催の活動で、俳句・ゴルフ・フォトコンテストの案内と応募協力の依頼がありました。

　又、8月１日に亡くなられた高橋琇司さんの訃報のお知らせがありました。

　ご来賓挨拶では、㈱ＪＴＢ　法人事業本部北海道事業部山本業務推進担当部長より「お客様紹介運動」の協

力依頼があった後、「ＢＯＢ会員のご健勝を祈念して」との祝杯の発声で開宴となりました。

　８月に入り30度以上の真夏日が続きましたが、この頃やっといつもの気温となってきた中、冷えたビールで喉を

潤しながら各テーブルではお互いの近況や趣味・健康状態等についての話で盛り上がっておりました。

　また、出席されたＪＴＢの皆様とは現役時代の思い出等が語られコミュニｹｰｼｮﾝを図っておりました。

　和やかに宴が盛り上がる中、新入会員の齋藤勲会員の一本締めでお開きとなりました。

（株）ＪＴＢ

法人事業本部 北海道事業部　事業推進担当部長（営業統括） 山本　信

法人事業本部 北海道事業部　会計経理担当部長 永井　伸一

法人事業本部 北海道事業部　教育営業課長 尾田　敦

個人事業本部　ﾘﾃｰﾙ事業部　北海道エリア長 松木　利詩子

個人事業本部　ﾘﾃｰﾙ事業部　北海道エリア販売担当課長 渋田　美由樹

青木　哲朗 青島　繁夫 荒生　憲明 池田　清光 井村　孝 内田 光太郎

鎌田　章行 上ケ嶋 桂一 川口　美智子 近藤　憲満 齋藤　勲 坂田　勲

坂野　稔 佐久　克彦 佐々木 俊行 佐々木 三枝 菅原　裕二 菅生　国明

田中　義昌 虎谷　一秀 永江　元 長谷川　正昭 廣川　健司 古田　和吉

三野　和夫 宮崎　和彦 宮本　武二 村川　義次 茂木　政雄 本　龍昭

本　寛章 八木　米蔵 渡邊　廣

以上会員３３名

司会の宮本武二さん 青島支部長より開会の挨拶

山本事業推進担当部長より来賓挨拶と乾杯の発声
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≪８/20 ＢＯＢ会　サマーパーティが開催される ≫

◆サマーパーティ　ご来賓　（敬称略）

◆サマーパーティ　出席会員　（敬称略・あいうえお順）
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青島繁夫さん、山本部長 松木エリア長、上ケ嶋桂一さん 池田清光さん、茂木政雄さん

坂野稔さん、山本部長、本 寛章さん 上ケ嶋桂一さん、渋田課長、坂野 稔さん 茂木政雄さん、永井部長、青島繁夫さん

渡邊 廣さん、永井部長、尾田課長 佐久克彦さん、田中義昌さん、 本龍昭さん、廣川健司さん、

渡邊 廣さん 長谷川正昭さん

佐々木三枝さん、川口美智子さん 宮崎和彦さん、青木哲朗さん 井村孝さん、内田光太郎さん

佐々木俊行さん、八木米蔵さん 坂野稔さん、本寛章さん、池田清光さん 虎谷一秀さん、永江 元さん
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宮本武二さん、山本部長、村川義次さん 虎谷一秀さん、永江元さん、坂田勲さん 荒生憲明さん、鎌田章行さん、近藤憲満さん

菅生国明さん、三野和夫さん 齋藤勲さん、宮本武二さん、廣川健司さん 佐々木三枝さん、三野和夫さん、

川口美智子さん

松木エリア長、渋田課長、上ケ嶋 桂一さん 廣川健司さん、宮本武二さん 尾田課長、宮本武二さん

茂木政雄さん、永井部長 渋田課長、古田和吉さん 菅生国明さん、永江 元さん

川口美智子さん、渋田課長 本龍昭さん、青島繁夫さん、長谷川正昭さん 宮崎和彦さん、山本部長
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尾田課長、八木米蔵さん、山本部長 廣川健司さん、渋田課長 山本部長、虎谷一秀さん、松木エリア長

新入会員の齋藤勲さんよる中締めでお開きとなりました

特別寄稿

全航行距離　５６，１６７ｋｍ（３０、３２８海里）

（平成３１年４月１０日～令和元年７月１６日９８日間）

令和元年７月

金子　唯雄

若い頃から漠然と夢見ていた世界一周が実現した。乗船はJTBが世界に初めて豪華客船サン・プリンセス

号をチャーターし、“目的地は、地球”をサブタイトルに、スエズ運河とパナマ運河を通航し２０ヵ国＋３

１寄港地を巡る世界一周クルーズである。後期高齢者の仲間入りを祝ってのもの、クルーズ中は歴史的な代

替りの皇位継承と改元が重なり、生涯で最も感動的な想い出の旅になった。レイキャビク出港は給油遅れで

２時間半の遅延があった。大西洋横断中、航路上のタイタニックルートで氷山が出現し南下ルートに変更し

た為、３時間遅れ。ニューヨーク入港は結果的に５時間半の遅延で午前１０時間３０分になった。運航中の

前後には、悪天候、天災、事故・事件は色々とあったが、我がサン・プリンセスは、これらの影響を直接受

けて航行が拒まれ、抜港を余儀される事はなかった。ニューヨークの遅延を除き、概ね順調で計画通りだっ

たと思う。全体的に天候にも恵まれと云える。専門家は、９８日間もの長期間にわたるこの運航結果はすご

い事で奇跡的であると絶賛する。何と強運に恵まれたクルーズだった事か！太陽（SUN）を搭載し,同船の

シンボル“航海の女神”に守られた世界一周であったのだ。私達は寄港地観光は全て予定通り楽しんだ。こ

の上ない幸せを感じ、萎える事なく、元気に廻り切った事を心から喜んでいる。幾多の労苦を乗り越え、成

功に導いたJTB及び関係者に対して“ありがとう”と心から感謝を申し上げる次第です。日本出港時の上

田先生の特別講演は私達にとって船中生活の貴重な心得になった。その要点とJTBの挨拶の抜粋を紹介す

る。毎週土曜日朝９時放送のBS朝日「世界の船旅」にて、１０月頃から６回に分けて放映すると云う。是

非、ご覧下さい。

●4月１１日：「船旅の楽しみ方」クルーズライター上田 寿美子氏の特別講演から要点

JTBから、世界一周クルーズに初めて乗船された方々を対象に、肩の力を抜いて、楽しく元気に、リラッ

クスして旅を続けるヒントになる様な話をして下さいと依頼を受けた。

①クルーズの第一は自分の乗る船をよく知る事が、船上生活の幅を広げ、楽しい旅にする。

現在のクルーズの最大のマーケットはアメリカです。プリンセスクルーズ社は１９６５年創業し、米国にク
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感動的だった！我がサン・プリンセス世界一周クルーズ
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ルーズブームを巻き起こした立役者の会社です。１９７７年から９年間、プリンセスクルーズの初代リーガ

ルプリンセス号は全米の連続TVドラマ「ザ・ラブボート」の撮影舞台になりました。ラブロマンスあり、

コメディあり、甘く、夢一杯のクルーズの世界の物語を初めて全米のお茶の間に届けました。それを見た多

くのアメリカ人は船上の主人公に憧れ夢見るようにクルーズへ乗るようになりました。サン・プリンセスは

特別な船です。１９９５年、英知を結集し最初の世界最大の豪華客船としてデビューしました。

ギネスにも記録され、世界のクルーズ船の歴史を塗り替えた記念すべき船なのです。

今は話題性を競い合う大型豪華船の競合の時代になりました。現在の最大の客船は２２、８千トンですが、

世界には客船の受入が出来る港が限られ世界一周には適しません。小さな船は船中が限られていて、船上生

活が単調になり、長いクルーズには全く適しません。サン・プリンセスは、今ではレストラン、バー、プー

ル、シアター、パブリックスペースは多彩で豊富な選択肢を搭載した中型の船になります。世界一周を考え

るとサン・プリンセスは大きすぎず、小さくもない、両方の強みを兼ね備えた船と云えます。おいしいスコ

ーンが出るエレガントなアフタヌーンテーは業界で有名になっておりまして、QEとそのおいしさを張り合

っている云われております。

②世界一周クルーズの魅力は、動くオーシャンホテルの様に、時々刻々と変わる世界各国の海景色を見なが

ら、ぐるりと地球を一周する事です。移り行く大舞台の大海原は水族館では感じられない、どんな海洋生物

と出会うか、わかりません。大自然のドラマチックなワクワク感が大事と思います。寄港地を結ぶ道中では

食べたり、飲んだり、遊んだり、船上で予定されているイベントや文化講演、ショータイム、ゲームを楽し

み、次の寄港地に向かいます。行く手には世界各国の名所旧跡が待っております。港に近づく入船・出船の

シーンは魅力に溢れております。船内の寄港地案内は船上で行く先々の寄港地の情報が仕入れられ、歴史的

な遺跡や博物館・美術館がより輝いて見る事ができます。１９９８年１月１日版の日経新聞で脚本家山田太

一先生と対談しました。山田先生はクルーズは未経験でしたのでクルーズの楽しさをお話をさせて頂き、道

中の留意点と有意義な楽しみ方と過ごし方が次の寄港地をより輝かせて見せてくれると説明しました。山田

先生は芝居で云う「“道行き”に似ていますね」と、又「クルーズはドラマと同じですね」と旅の醍醐味を

見事に言い当てられました。“道行き”とは芝居でAからB場面の移動の際、いきなりB画面に移ったの

では物語は味気がない。つなぎの場面を入れ込む事でB画面が膨らみ面白くなるのです。ドラマの様な旅

の楽しみ方は旅の道中を有意義に楽しく過ごす事が次の場面を面白くします。地球周回旅行は起承転結のあ

る物語でありドラマだと思います。

③クルーズのドレスコードは軽くなってきました。私が初めて経験したクルーズは１９７２年女子校生の頃、

親に連れられて横浜～ホノルル間８日間の乗船でした。毎日がドレスコード、服装をとっ替え・ひっ替えだ

ったことを想い出します。男は黒と白のピカピカのタキシードは当たり前、女は豪華に髪をセットし、イー

ブニングドレスで身を飾りミンクのコートを着る豪華絢爛なものでした。変わってきた理由を１つあげます

と陸上の服装が軽くなってきたライフスタイルに合わせて、船の服装が軽くなってきたと云う事です。４５

年前、嘗ての日本の高級ホテルでは入口に男は背広とネクタイ着用、女性のスラックスをご遠慮くださいと

書いていた事を記憶します。どうでしょう、今ではスラックスは当たり前の時代になりました。どのように

変わってきたのか？嘗ては、東京～ホノルル間では８回、今回の９８日間では７回です。クルーズ船内のフ

ォーマルナイトの回数を減らしてきたのです。１９８０年代のドレスコードは３種類、今回はノーマルとス

マートカジュアルの２種類、ドレスコードの種類も減らしてきたのです。ドレスコードは旅にメリハリをつ

ける要素だと思います。船旅にはドレスアップの背景も雰囲気も用意されています。華やかで良い思い出の

ために、ドレスコードはうってつけであります。あきがくる単調な旅に色合いをつけ、船旅の船上生活を楽

しくドラマチックにします。おしゃれが上手な方、おしゃれが好きな方は気持ちを持ち上げ、思う存分ドレ

スアップを楽しむ事です。タキシード、イーブニングドレスの持ち合わせがなくても、気重になる事はあり

ません。決してスーツ、ネクタイ、ワンピースでレストランで断られることはありません。昼間の服装は船

内が動きやすく、カジュアルなもので体を休めるのが良い。クルーズは旅の最高峰です。

④いけいけゴー、ゴー。今は毎日のイベントで、気持ちが高揚し張り切っていると思います。後半で息切れ

しない様に初めはハリキリ過ぎずに、長続きさせる事が大切です。クルーズは自分の体調や好みに合わせて

好きな様に一日の予定を立てる事が出来ます。旅が続く程に仲間意識が生まれ、新しい出会いが誕生する舞

台になります。人間関係は親しい中にも礼儀あり、お互いに距離間を上手にとり、無理をしない事です。長

丁場なので人間関係を重くするとうっとうしくなります。円い船内生活にする工夫がこつの様です。

⑤このクルーズの特徴は日本語のサポートがある外国客船でほとんどが日本人のお客様と世界を回る事で

す。先は海外、日本と外国に日本語のクッションが入る事は旅がスムーズに円滑に行くことが予想されます。

海外旅行の醍醐味は日本では体験できない事が体験できるという事にあると思います。乗務員は船長をはじ

め世界３０数か国の人々からなる国際客船です。船内そのものが日本と違う国際社会です。日本の客船の世
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界一周とは一味も二味も違い、外国に身を置きながら世界を旅し、本格的な国際社会を経験する、日本では

体験のできない事を経験する貴重な世界一周クルーズ旅行なのです。

　サン・プリンセスはプレミアムクルーズラインと紹介されます。世界のクルーズ会社には珍しくダイヤモ

ンドとサファイアは三菱重工長崎造船場で建造されました。２０１３年からダイヤモンドが本格的に日本発

着のクルーズを開始しました。プリンセスクルーズは日本の市場を大切にし、尊重していると考えます。

●4月１１日：乗船説明会、JTB斎藤営業部長（総支配人）挨拶から抜粋

乗船：横浜８０２名、名古屋１２０名、神戸４３６名、区間１０５名、計１，４６４名。従業員９６０名。

JTB添乗員２０～３０名。構成：北海道から沖縄（２人）まで全国から、２０代から９０代。男４４％女

５６％、主流６０代４３％７０代４０％、新婚旅行１組、1人参加約１００名。出発１週間前からドクター

ストップにより取消し３組が発生。クルーズの願いは３っつ、安全・健康・感動を宣誓した。

＊最後の寄港地から太平洋横断中、１人の死亡者もなく航行は続いていると説明があった。

●皇位継承と平成から令和の改元をお祝いした船内の祝賀の様子

４月３０日～航海日～１９：００（日本零時）カウントとバルーンドロップダウンで祝う

５月１日～航海日～アラビア海航行、祝賀一色の船内、新しい時代の幕開けを祝う

●５月１５日～終日航海の最後の日～感動的な２つの出来事があった

＜早朝＞太平洋横断中初めて日の出が出た。船上には世界一周を終え帰船を祝福する１８０度のグレートア

ーチのレイボーが架かった。～デッキに歓声とどよめきが走る。終日航海、最終日の出来事。自然が演出し

た何とドラマチックな光景だったろうか。

＜　グランドフィナーレ＞全JTB添乗員による新調黒田節の演舞と舞台雄姿、 斎藤総支配人の感謝の辞、

全スタッフを代表し、ウイリアム・ケント船長の日本語の謝辞で締めた。
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 『JTB旅の絵ごよみ』 のBOB会員へ配布のお知らせ

今年もＢＯＢ会員へ、２０２０年版 「 JTB旅の絵ごよみ 」 １本を無料配布の予定です。

１２月発刊の支部だより第１６８号（１２/６発送予定）に同封発送の予定。

 『JTB旅の絵ごよみ』 　２０２０年版　　発売のご案内

１．『旅の絵ごよみ　２０２０年版』
ＢＯＢ価格　８８０円（税込）※通常価格1,１００円

送料（国内）1箇所への送付につき３８０円　(本数に関係なく)

※10本以上一括納品の場合は送料サービス(0円)とさせていただきます。

仕様　Ａ２変形版・縦615mm×横390mm　13枚綴（表紙含）

２．お申込み方法
予約は、「本数・お客様のお名前・ご住所・電話番号」をご記入のうえ、

下記アドレス宛メールにて、またはFAX（下記）にてお申込みください。

また１０／３１までに指定口座へお支払いください。

お支払確認後、ご指定の住所にお届けいたします。

商品の発送開始は、11月中旬を予定しております。

※お求めはお近くの書店でもご注文いただけます(定価1,100円　送料無料)

ご注文の締め切は、２０１９年１０月３１日（木）とさせていただきます。

締切を過ぎても在庫が有る場合もございますので、お問い合わせください。

３．お問合せ先 ㈱ＪＴＢパブリッシング　出版販売部　直販課　担当:佐々木、太田

お申込み先 〒162-8446　東京都新宿区払方町２５－５

電話：０３－６８８８－７８９４　　FAX：０３－６８８８－７８２３

メール： 　tosho3@rurubu.ne.jp 

件名：「旅の絵ごよみ」宛て
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表紙のイメージになり
ます。変更があった場
合はご容赦ください。 

mailto:tosho3@rurubu.ne.jp

