
 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。

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。

 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。

販売頂いた会員は、岡本　勝彦さん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。

2021年度ＢＯＢ会費引落しについて（本部より）

　４月12日（月）、ご指定の口座から2021年度会費５，０００円を口座振替させていただきます。

　例年、残高不足や口座変更未届けで口座振替できないことがあります。口座振替ができない場合は、お一人

おひとりに請求書をお送りし、改めてお振込みをお願いしなければなりません。会員の皆様にはお手間を取ら

せますし、事務局は大きな労力と費用が発生します。

　つきましては、あらかじめ残高の確認をしていただくようお願いいたします。
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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！！　≫

 BOB会北海道支部だより

　＝　ナイスギフト販売のご協力お願い　＝

JTBグループOB･OG会 北海道支部  
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 (株)JTB札幌事務所内 TEL：011-222-4343  FAX：011-232-3737

販　売　人　員件　数 販　売　額 （千円）

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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 訃報　・・・・　お悔やみ申し上げます

■ 小田島　恭士さんが令和３年２月５日8５歳にてご逝去されました。

２月８日（月）に　ＪＴＢ札幌事務所にお嬢様より亡くなられたとの連絡が入りました。

連絡をいただいたお嬢様にご逝去の確認とお悔やみを申し上げました。
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ささげたいと思います。 合掌

会員動向（転居）

■ 山崎　美奈子さんが、1月末日で転居されております。

新住所は、福岡県糸島市への転居です。 地区懇親会の変更ありません。

また、電話番号は変更になっておりません。

支部会員退会のお知らせ

■ 山下　正勝さんが、２０２1年３月３１日付けで退会されます。

★支店廃止のお知らせ

※下記支店は、202１年３月３１日付で廃止となります。

・ブライダル部　ウェディングプラザ札幌本店

　 ・北海道事業部　帯広オフィス 尚、左記支店は、北海道事業部　営業５課となり、

・北海道事業部　旭川オフィス 営業登録をしないサテライトして各エリアで営業を継続します。
・北海道事業部　函館オフィス

★JTB　News　Release　の同封について

2021年４月より組織改編を行い、新たなグループ体制がスタートいたします
組織改編についての書面がJTB広報室より発信されていますので同封いたします。
ご確認をお願いいたします。

尚、JTBＯＢ・ＯＧ会のＨＰにも掲載されております。

● HP閲覧方法

JTBOB・OG会HP　⇒　会員向け掲示版　⇒　JTBグループ状況　⇒　（３）ニュースリリース

⇒　【2021.2.26　お客様の実感価値向上を実現するための組織改編について】
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今年度も『お客様紹介運動』、『ナイスギフト販売協力』を行っておりますが、新型コロナウィルス感染
による旅行手控えと行動自粛により、旅行紹介実績が停滞しております。
観光・旅行業界もコロナ禍で大きく影響を受けており、とりわけJTBも厳しい経営と報道されております。

現況では会員の旅行とお客様旅行紹介は難しい中、微力ながらJTBを応援するため、春先のお祝い
買物の際に使用できる  『  JTBナイスギフト  』  の購入ご協力をお願いいたします。

詳しくは、公式ＨＰ　jtb.co.jp/gift/   をご覧ください。

・札幌三越 ・WING BAY OTARU ・イトーヨーカ堂 ・ジョイフルエーケー
・大丸 ・札幌ステラプレイス ・西友 ・スイートデコレーション
・東急ハンズ ・サッポロファクトリー ・ダイエー ・ニトリ
・東急百貨店 ・新さっぽろサンピアザ ・東急ストア ・ビバホーム
・丸井今井 ・千歳アウトレットモールレラ ・マックスバリュ ・ホーマック
・丸ヨ池内 ・PASEO（パセオ） ・コープさっぽろ ・ケーズデンキ
・藤丸 ・パルコ ・ビッグハウス ・ビックカメラ
・アピア ・ピヴォ ・ホクレンショップ ・ヤマダ電機
・イオン ・４丁目プラザ ・ラルズ ・ヨドバシカメラ
・イオンモール ・三井アウトレットパーク

・AOKI ・ツルハ ・紀伊國屋書店
・はるやま ・トイザらス ・コチャンフォー
・洋服の青山 ・ドンキホーテ ・三省堂書店
・イエローハット ・富士メガネ ・ジュンク堂
・オートバックス ・眼鏡市場 ・なにわ書房
・スポーツハウス ・六花亭 ・文教堂
・ゼビオ ・キリンビール園 ・丸善
・二木ゴルフ ・サッポロビール園 ・宮脇書店
・本間ゴルフ ・サッポロライオン ・セイコーマート
・テーオー小笠原 ・ロイヤルホスト ・かま栄
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デパート・大型店 スーパー・家具・家電

専門店・飲食・書店など

3

ＪＴＢを応援しようキャンペーン

・・・・『 JTBナイスギフト 』 は提携店のほか、全国100万店以上の「JCBギフトカード加盟店」でも利用できます・・・・

全国のデパート・ショッピングセンター・スーパーでのお買い物、お食事など
幅広く使える、大変便利な商品券です。

《　北海道で利用できる、主な提携店・加盟店を紹介します（2020年11月末現在）　》



■JTB新聞は、2020年12月発行を以って廃刊となりました。

　【JsMagazine】　はJTBグループ社員のみ、PCでの閲覧となります。

■今後、【JsMagazine】　はJTBOB・OG会本部ホームページにアップされます（1月末からの予定）。

　JTBOB・OG会ホームページでの閲覧方は以下となります。

　

1）JTBOB・OG会ホームページのトップメニュー　『支部のページ』　⇒　『北海道支部』　をクリック

2）『北海道支部』ページ内　の　『【JsMagazine】』　をクリック

　・ユーザー名・パスワード（PW)を入れて、閲覧できます。

■パソコン・スマホをお持ちで、JTBOB・OG会ホームページ『メールマガジン』を未登録の会員へ

　・次ページの　【 JTBOB・OG会メールマガジン登録のご願い 】 　によるメルマガ登録をお勧めします。

　・BOB本部事務局より、発信される情報がその都度配信されます。
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≪　JTB新聞の廃刊と新たな【JsMagazine】閲覧方の案内　≫

北海道支部をクリック



Ｊスクエア マンスリー健康情報2021年2月号

【作成：保健師 城　弘子　 監修：中央健康増進室】

１、血中脂質は10年以上、有所見率が一番高い

厚生労働省の定期健康診断項目別の有所者率を見ると、

平成18年から継続して30％以上であり、他の項目に比べ正常範囲を

超える状況が長く続いています。血圧は16％、肝機能15.5％と比べても

その多さは歴然としています。その多さは歴然としています。

ＪＴＢグループでも平成6年までは10％台後半、平成17年まで20％台、

平成18年からは30％を超えている状況です。

２、血中脂質の異常は何が問題？

症状がないままに全身の血管が傷つき、動脈硬化となり、血液の流れが悪くなるため、脳梗塞や

心筋梗塞を起こしやすくなります。

３、脂質代謝異常症の原因と脂の種類

　ＬＤＬコレステロールが高い：飽和脂肪酸（動物性の脂：肉や乳製品の脂）の摂りすぎ etc

　ＨＤＬコレステロールが低い：肥満や喫煙、運動不足 etc

　中性脂肪が高い：過食や甘いもの、お酒、油もの、糖質の摂りすぎ etc

→一般的に同じ生活をしていても、年齢が上がるにつれ数値が悪化しやすい

脂の種類
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＊脂質代謝異常症とは＊

脂質異常症の基準値

LDLコレステロール：140㎎/㎗以上

HDLコレステロール：40㎎/㎗未満

中性脂肪：150㎎/㎗以上

のいずれかが基準値を超えた状態が脂質代謝異

生活習慣の見

直しや、状態

に合わせ内服

などの治療。

不飽和脂肪酸
常温では液体、コレステロールの合成を押さえるが酸化し

やすい。食物や魚の油に含まれる。

・オメガ３系脂肪酸：アマニ油・エゴマ油・青魚などに含

まれ柔軟な細胞を生み出す材料になる。

・オメガ６系脂肪酸:コーン油・大豆油・綿実油などに含

まれる。摂りすぎには注意が必要。リノール・リノレン酸

など。

・オメガ９系脂肪酸：オリーブ油・ナッツなどに。ＬＤＬ

低下作用があるといわれる。オレイン酸などが含まれる。

飽和脂肪酸
一般的に冷蔵庫内で固まって

いる油脂。肉、乳製品、卵黄、

パーム油などに含まれエネルギ

ーとして使われやすいが、過剰

摂取になりやすい。



４、予防・改善する

■禁煙：喫煙がHDL(善玉コレステロール)を減らすため、禁煙することで脂質代謝を潤滑に。

（※HDL自体は血液中の動脈硬化を進めるLDL（悪玉コレステロール）を低下させる作用がある。)

■食事の見直し

・バランスの良い食事（主食・主菜・副菜を基本に、食材をカラフルにする）。

・野菜・果物・牛乳・乳製品・豆類・魚・海藻類なども組み合わせる。食塩は控えめにして脂肪

は質と量を考えて。

・食物繊維にはコレステロール値を低下させる効果があるため、毎日２０ｇ位を目安に摂りましょう。

・甘い物を食べすぎている方は減らすことで中性脂肪改善の期待が。

・ゆっくりよく噛んで、腹八分の心がけを。

■体重管理：ＢＭＩ25以上にならないように、標準体重の目安である22を目標にする。

■運動・身体活動

・有酸素運動を中心に30分以上の運動をできるだけ毎日、少なくとも週に3日は行う。

・健康状態に問題がない時はやや早歩きや庭の草むしり以上の負荷をかけると、効果的。

・心血管疾患や骨関節疾患がある、体力のない方は掃除、自転車などで活動量を増やし、徐々に

強度を上げるなど。いずれも準備・整理運動を十分に行い無理せずに。

・効果を出すためには数か月継続させることが必要になります。

■飲酒：飲酒量が増えることにより、中性脂肪が増加するため、ビールなら1本、水割り2杯程度の

適量を守りましょう。

５、薬物療法

■生活習慣の改善のみでは効果が出ない・期待出来ない時に行われる。定期通院と主治医の指示を

　守りましょう。

■糖尿病・慢性腎臓病などがある場合は、早めに内服治療を併用することも。

脂質代謝異常症の治療は、まず生活の見直しと改善です。過剰摂取は良くない、かといって不足し

ても不調につながる可能性があるため油と上手に付き合ってください。自分の状態を知るためにも、

健診結果を再確認しましょう。

（参考資料：日本生活習慣病予防協会・脂肪酸の種類についてＪオイルミルズ）

(URL) www.seikatsusyukanbyo.com (URL)https：//www.j-oil.com/oiltipe

※ ＪＴＢグループで毎月発信している「Ｊスクエア マンスリー健康情報」です。

健康管理の参考にしてください。
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http://www.seikatsusyukanbyo.com/

