
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。

BOB会支部活動につきましては、事業計画に沿って概ね計画通りに執行しており会員の皆様のご協力と

JTBグループ各社のご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。

　さて昨年は日本各地域での大雨被害と日本列島を縦断する大型台風で自然災害が多い年でした。

今年は災害が無く穏やかな1年であって欲しいと願うものです。

又、昨年は新天皇の即位で令和へ年号が変わる祝賀の年であり、ラグビーワールドカップ開催では2試合

が札幌で開催されスポーツイベントの年でした。本年は東京オリンピック年であり札幌が競歩・マラソン

競技の会場となり札幌でも観戦ができる楽しみな年となります。

　さて、今年の干支『子』は子孫繁栄の意味と方向は「北」の方角を意味すると言われております。

干支の方角にあやかって北海道にとっても穏やかで良き年であって欲しいと願う処です。

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210名中、子年生まれの方は12名です。

昭和11年（1936年）の84歳は、寺崎惇七さん、氏家　甫さんの2名。

昭和23年（1948年）の72歳は、田中志おりさん、佐々木俊行さん、安藤　廣さん、榎本　博さん、

井村　孝さん、永江　元さん、本保一敏さん、小林文子さん、中田正敏さん、大橋政信さんの10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

  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、穏やかな新年を迎えられたこととお慶び申し上げます

旧年中はお客様のご紹介、ナイスギフトの購入等、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され弊社にとっても非常に重要な年になります。

北海道でもマラソンと競歩の競技が急遽開催されることとなり大きな盛り上がりを見せてくれると期待して

おります。

また、4月には白老町に「ウポポイ」がオープン致します。北日本エリア初となる国立博物館を中心に

アイヌ文化の発信基地として全国的に注目をされています。弊社社員も1名出向し、オープンに向けた

準備を進めておりますのでBOB会員の皆様も是非一度足をお運びいただければと存じます。

今年も変わらぬご支援、ご協力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　１1月の実績速報

　１1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、中川　和也さん海外1件、金子　唯雄さん海外１件、安藤　廣さん海外1件でした。

ご紹介有難うございました。　

 ナイスギフト　１1月の実績速報

　１1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１件、菅生　国明さん１件、氏家　甫さん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

■ 上野　静子さんが令和元年１２月０４日享年９０歳にてご逝去されました。
妹さんから連絡があり、葬儀はご家族のみで執り行われましたとのことです。
後日BOB会より御香典をお届けさせていただきました。
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。 合掌

支部会員退会のお知らせ

樋口　春雄さんが、２０１９年１２月１０日付けで退会されました。
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≪　お客様紹介運動・ナイスギフト販売で、JTBを応援しよう！！　≫

　＝　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 販　売　額 （千円）

前年比 前年良否 前年比 前年良否 前年比 前年良否

千円

累計 千円

件　数 販　売　額 （円）

前年比 前年良否 前年比

89.7 ％ △ 6 人 7,603 千円

前年良否

15 件 115.4 ％ 2 件 52 人

１1月 3 件 300.0 ％ 2

553.6 ％ 127,000

3,609190.4 ％

1,919 千円 1,560.4 ％ 1,796件 7 人 350.0 ％ 5 人

円

累計 42 件 105.0 ％ 2

１1月 4 件 133.3 ％ 1 件 155,000 円

円
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件 2,085,000 円 136.0 ％ 552,000



12月12日（木）ホテル札幌ガーデンパレスで北海道支部の忘年会が行われました。

BOB会員31名、ご来賓としてJTBより山本事業推進担当部長、福山地域統括担当部長、JTBライフネットから

高田支店長の出席をいただきました。

宮本理事の司会・進行の中、冒頭　青島支部長よりご来賓3名への出席お礼及び、日頃からの支部活動への

ご支援、ご協力に対し感謝の言葉が述べられました。

また直近に行われた、本部理事会、JTB社長との懇親会出席及び、BOB本部移転予定の報告がありました。

続いてご来賓の山本事業推進担当部長より、お客様紹介運動の協力に対するお礼、来年度の営業取り組みの

報告の後、「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。

会食・懇談のさなか、宮本理事司会の下で恒例のビンゴゲームが行われ参加者一同、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ほか、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。

和やかに宴が盛り上がる中、新入会員熊坂満会員から皆様のご多幸を願い乾杯の音頭でお開きになりました。

参加者名 （五十音順・敬称略）

ＪＴＢ　法人事業本部　北海道事業部　事業推進担当部長 山本　信

ＪＴＢ　個人事業本部　国内仕入商品事業部

　　　　　　　　　　　北海道仕入商品企画地域統括担当部長 福山　道弘

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

青島　繁夫 池田　清光 井上　研一 井村　孝 大久保　邦彦 角田　季雄

笠井　静雄 鎌田　章行 川口　美智子 熊坂　満 幸坂　勇三 近藤　憲満

坂田 　勲 佐久　克彦 佐々木　慶造 佐々木 俊行 佐々木 三枝 菅原　裕二

菅生　国明 髙﨑　憲悦 田中　義昌 廣川　健司 古田　和吉 堀内　悦子

宮本　武二 村川　義次 茂木  政雄 本　龍昭 本　　寛章 山口　孝

渡邊    廣 

(以上、会員31名)

青島支部長の挨拶の後、山本事業推進担当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

- -3

≪　12/12　OB・ＯＧ会　忘年会が開催されました　≫



青島繁夫さん、山本部長 福山部長、本　寛章さん　 鎌田章行さん、幸坂勇三さん

田中義昌さん、高田支店長、 池田清光さん、茂木 政雄さん 髙﨑憲悦さん、佐久克彦さん、

村川義次さん 角田季雄さん

堀内悦子さん、佐々木三枝さん、 角田季雄さん、井村　孝さん、 大久保邦彦さん、高田支店長、

川口美智子さん 佐々木俊行さん 鎌田章行さん

佐々木慶造さん、渡邊   廣さん 本　龍昭さん、井上研一さん 坂田 勲さん、菅生国明さん
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笠井静雄さん、古田和吉さん 宮本武二さん、熊坂　満さん 廣川健司さん、山口　孝さん

熊坂満さん、菅生国明さん 山本部長、熊坂満さん、福山部長 近藤憲満さん、宮本武二さん

堀内悦子さん、菅原裕二さん、佐々木三枝さん

　　　近藤憲満さん、川口美智子さん
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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。

景品はナイスショップで一喜一憂の「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。

新入会員の熊坂　満さんよる乾杯の中締めでお開きとなりました
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 地区懇親会の報告

　１２月１６日（月）、漁火会は村川副支部長のあいさつに続き乾杯が行われ宴は始まりました。

参加者１０名、皆さんたいへん元気でありました。　さて今年は函館駅前から赤レンガ倉庫迄、この１年で２・３件

の未完成のホテルを除き、半数近く完成しホテルだらけとなってしまいました。　こんなにホテルが増えて大丈夫

かと思うほどであります。　又クルーズ船の寄港は今年過去最多の４７回を受け入れました。

　今年の特徴は函館駅裏若松埠頭が一部完成し４万トンクラスのクルーズ船発着可能となりました。

駅・朝市迄徒歩５分以内の近さです。　又来年秋頃９万トン、２２年には１２万トン級のクルーズ船発着可能となり

全て完成すれば経済的効果は大きいと思われます。　　　最後に土田さんの乾杯によりお開きとなりました。

　《 いさり火会　川上 和夫・記 》

参加者（敬称　略）

青木　紀代子 伊藤　幹也 犬島　康文 打越　龍男 川上　和夫 武内　秀夫

土田　秀樹 村上　順子 脇坂　重喜 村川　義次

 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 ： 令和２年３月１1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170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 ： 令和２年３月11日（水）

時　　間 ： １７：３０より開催の予定

会　　場 ： 「海鮮炉ばた　隠れ家」　

中央区南４条西３丁目ニュー北星ビル２階 TEL：011-221-3677

※最終の案内（会場・時間・会費・出欠等）は２月の支部だより（第170号）にて案内します。
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≪　BOB会 函館地区懇親会　『いさり火会』　を開催　≫

≪ 令和元年度　「こぶし会」・「すずらん会」合同地区懇親会　開催の予告　≫

≪ 令和元年度　「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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