
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。

会員各位及びご家族におかれましては、長引くコロナ禍の中での新年を迎えられたのではと推

察しております。

　　BOB会支部活動は一昨年・2020年の新年交礼会の開催後は支部行事を中止せざる得なく、

会員の皆様方との交流懇親を図れない状況が続いております。

昨年2021年は北海道支部設立50周年を迎えており、開催を見合わせておりました『支部設立

50周年記念祝賀会』をコロナ収束前提に今年度中に開催をしたいと考えております。

新型コロナ感染禍が早く収束して穏やかな年であって欲しいと願うものです。

さて、今年の干支は 『 虎 』、恒例により年男・年女の方々を紹介させていただきます。

会員208名中、虎年生まれの方は22名です。

昭和13年（1938年）生まれ84歳は

　　佐藤 英介さん、坂野 稔さん、今泉 司さん、杉森 和夫さん、成田 正徳さん、5名。

昭和25年（1950年）生まれ72歳は

加藤 純郎さん、近藤 憲満さん、村上 順子さん、石原 洋介さん、田畑 純一さん、源 正敏さん、

犬島 康文さん、田中 昭さん、椎名 啓支さん、小林 博育さん、宮本 武二さん、中村 正さん、

橋本 憲さん、菅生 国明さん、田部 泰夫さん、廣川 健司さん、16名。

昭和37年（1962年）生まれ60歳は、吉田 洋さん、1名。

会員一同心よりお祝い申し上げます。

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に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のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　昨年は予想もしていなかったコロナ感染の長期化により、数度に渡る緊急事態宣言の発令、行動規制等

により人流が止まり、人々の社会生活が変化致しました。これによりJTBグループも更に厳しい局面を迎えま

した。各種マスコミからもネガティブな報道が複数に渡って発出されBOB会員の皆様に大変なご心配をおか

けした事と存じます。

　10月に入り緊急事態宣言が解除となってからはコロナ感染者が激減しており、ようやく人々の動きも出て来

ました。道内においても「どうみん割」「さっぽろ冬割」等の行政の施策も始まりJTB店舗にようやくお客様が戻

り始めています。法人営業個所にも来年に向けた団体旅行の見積り依頼等が入って来るようになりました。

　本年4月よりJTBグループの中期事業計画では「回復・成長」の第2フェーズに入ります。

全社員一丸となって立ち向かう所存ですので、本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、成田　正徳さん国内2件、熊坂　満さん国内１件、黒田　秀徳さん国内４件、菅原　裕二さん国内１件、

青島　繁夫さん国内３件でした

　ご紹介有難うございました。　

※「JTBネット予約システム」での予約実績は。取扱件数と金額のみで人数は集約出来ません。

◆　「ＪＴＢネット予約システム」でネット予約が可能となりました。

　・JTBWeb予約サイトでの予約が、「BOB会お客様紹介運動」実績として集計が可能となりました。

　　るるぶトラベル・JTB国内宿泊・国内ダイナミックツア－・海外航空券＆ホテルなど予約

　・BOB会HP内　⇒　北海道支部ページ　⇒　予約システム　よりBOB会員番号入力から予約。

　＊利用・予約方は支部だよりの最終ページに掲載しています。

　ナイスギフト・おせちの鉄人　１１月の実績速報

　１1月のナイスギフト・おせちの鉄人の販売速報をお知らせします。

販売頂いた会員は、南口　忠光さん１件、岡本　勝彦さん１件、齋藤　勲さん１件、小森　堂男さん１件、

佐々木　三枝さん3件、井村　孝さん１件、上野　健児さん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。

- -

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

296件 2 人 200.0 ％

円

前年良否

千円

千円

件 8

≪　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。

千円

△ 415

前年良否 前年比

61.2 ％人 △ 2

611.5 ％

655 千円

件 385,780 円7％

１1月 11 件 1,100.0 ％ 10 1

累計 17 件 340.0 ％ 12 80.0 ％ 人

人 354

31％累計 57 件 219.2

件　数 販　売　額 （円）

前年比

1134.6 ％ 351,780

円

１1月 9 件 450.0

件 1,712,700 円 182.0 ％ 771,700
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 地区懇親会の報告

日　時 ： 12月13日（月）　17時～

場　所 ： 海鮮居酒屋　笑まる

参加者： ４名　脇坂重喜、青木紀代子、犬島康文、土田秀樹

コロナも落ち着いてきた中での開催でした。

例年の参加予定者が間際になりケガなどで体調を崩して参加できなくなるなど半数になりましたが

時間をオーバーして２年ぶりの再会に話の花を咲かせました。

　参加できなかった会員の近況報告後参加者の現況は以下のとおりです。

脇坂会員：今は薬一粒も飲まず元気。これには一同感心しきり。　

青木会員：山登りとジム通いで体調万全。　

犬島会員：トイレが近いが筋トレのやりすぎで痛みが出てストレッチを重点に体調管理中。

土田会員：雪かき中の顔面骨折から回復も血圧が高いと言われついに薬を服用することになりました。

　ジム通いの効果なし？

　《 いさり火会　土田 秀樹・記 》

地区懇親会の中止のお知らせについて

・「こぶし会」・「すずらん会」合同地区懇親会　

・「ライラック会」・「はまなす会」合同地区懇親会

下記の予告、3/17（木）『支部設立50周年記念祝賀会』をコロナの一定程度収束を前提に

開催を計画により、地区懇開催を中止とします。

 【予告】『北海道支部設立50周年記念祝賀会』予定のお知らせ

日時 ： 2022年3月17日（木）17時より

会場 ： ホテル札幌ガーデンパレス　2階　孔雀の間

会費 ： 開催決定時に別途案内

コロナ禍により、支部設立50周年記念祝賀会の開催を見合わせておりました。

今後、感染の一定程度の収まりを前提とし、2月よりのワクチン3回目の接種報道により

新春の集いを兼ねて、50周年記念祝賀会を予定しております。

開催の可否は2月支部だより（2/4発送）でお知らせします。

祝賀会開催の際はより多くの会員皆様のご参加をお願いいたします。

- -

両会とも開催を中止します。

≪　BOB会 函館地区懇親会　『いさり火会』　を開催　≫
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あけましておめでとうございます。

昨年（令和３年）１０月以降コロナ感染者が減り小康状態を機に、１１月中旬からマスクを着用し、カメラ・老人

パス・水等を携えながら札幌市内の神社の参拝巡りを致しました。

北海道の開拓は、全国津々浦々の人々と神社が一体で入植した歴史があると云われております。神社には、

今まで知り得なかった入植者への“心の支え”があったと考えました。

丁度、七五三の時期と重なり、家族で参詣された多くの人々にお会いしました。

古くから、七五三は子供達の成長を喜ぶ重要な祀り事として執り行われて参りました。

境内に建つ石碑に刻まれた由緒や由来の碑文は、当時の文化を今に伝える貴重な史跡です。

入植者の力強い開拓魂と精神の証が残り、人生の大切な節目に、神社に寄り添う人々の姿が読み取れました。

神社は厳しい自然と闘い、人が住む大地を目指した開拓者の“心の拠り所”だったのです。

今年（令和４年）、札幌は市政１００周年を迎えました。更に、神社は開拓時代から現在に至る街の発展に、

“心を支える礎（いしずえ）”の役割を果たしてきたと云えます。

探訪に利用した乗り物は地下鉄・バス・ＪＲ、そして徒歩のみ。参拝した神社は５０社、そのうち御朱印の授与は

３４神社でした。コロナの感染防止対策のため、御朱印の授与を控えたり、書き置きの御朱印で対応する神社

が増えた様です。

探訪は１２月１２日をもって終えました。翌朝市内の景色は一変し、深夜の降雪で真冬に変わりました。

高台や坂下に鎮座する神社は１７社ありました。雪路の探訪はとても叶いません。

この絶妙なタイミングを心から喜びました。

コロナ禍中、不要不急の外出を控え、三密を避けた２年間の耐久生活から解放された３週間になりました。

余生を迎えて２０年、コロナ禍前に熟年夫婦が気ままに自由に旅をしていた頃が懐かしく思い出されます。

２０１９年春「目的地は、地球」JTBチャータークルーズに参加しました。本題タイトルはクルーズ企画の申込の

一つの動機になった粋なタイトルにあやかったものです。

参拝の大切な祈りは“コロナ終息、JTB社業の復興、家族の病気平癒、健康長寿、家内安全、無病息災、

除災招福”でした。

費用約２万６千円也、「目的地は、札幌」、価値ある神社探訪２２日間の旅になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2021/12/19）

- -

金子唯雄

≪　　神社探訪「目的地は、札幌」　≫
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篠路神社：北区に鎮座～安政２年(１８５５)、創建は江戸末期、幕命により新井金助が江戸若宮八幡

の分霊の奉斎に始る市内最古の神社。創建の多くは北海道神宮を筆頭に明治時代。

札幌諏訪神社：東区に鎮座～明治１５年(１８８２)、創建は入植した信濃人３０余名による。

授与された御朱印が、芸術的と思われる神社の一つ。

西岡八幡宮：豊平区に鎮座～明治２３年(１８９０)、創建は兵庫県から入植した人々による神代八幡

神社（淡路島）の分霊の奉斎から始る～市内唯一の八幡宮

- -5



　今まで、JTBWeb予約サイトでの予約は　『お客様紹介運動実績』　に反映が出来ませんでした。

　◆JTBOB・OG会ホームページ内に『JTBネット予約システム』のバナー入口を設定。

　　・JTBWeb予約サイトでの予約がBOB会員利用実績として集計が可能となりました。

　　（例）JTBWeb予約（国内宿泊予約・国内ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾂｱｰ･海外ﾎﾃﾙ予約・海外航空券・海外ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ等）

　　（例）今後、「JTBルック」予約も利用の実績集計が可能な予定（時期は未定）

①インターネットで 『JTBOB・OG会』 を検索　⇒　JTBOB･OG会の本部HPを開く。

トップページの

②支部のページ≪北海道支部≫をクリック　⇒　北海道支部ページを開く。

支部のページ内

③　北海道支部ページの 『JTBネット予約システム』 バナーをクリック

④BOB会員番号（9ケタ）を入力　⇒　JTBWeb予約サイトへ

BOB会員番号を入力
≪9桁の会員番号≫
　↓

- -

　＊会員番号は支部だより封筒の
　　会員宛名の下部に記載

JTBHPにて予約する
をクリック

　◆以上の手順でJTBWeb予約サイトへ、操作方が不明の場合はBOB会支部事務局へ問合せください。
　◆当システム周知の為、今後支部だよりに複数回、当『JTBネット予約システムの利用方』を発信します。

ＢOB会・HPの『JTBネット予約システム』からの予約で

BOB会員の利用実績集計が可能となりました

BOB会員の『JTBネット予約システム』の利用方

　　『支部のページ』をクリック

　　『北海道支部』をクリック

北海道支部内の
　　『JTBﾈｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ』をクリック
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　会員の相互交流を図る目的で、フェイスブック上にＢＯＢ会のグループを作りました。

誰でも書き込める通常のフェイスブックとは違い、ＢＯＢ会本部事務局で参加者の承認を行いますので、

安心してご利用いただけます。

【12の交流グループ】

　美術、文学、手芸、写真、園芸、ペット、世界遺産、スポーツ、ドライブ＆バイク、パソコン＆スマホ＆ＳＮＳと

いった同じ趣味の方々のグループと、誰でも参加できる談話クラブ、オンライントラベル応援団の12のグループ

があります。

　スマホで写真を撮り簡単な文章を書いて投稿したり、メンバーの投稿へ｢いいね｣または｢コメント｣を書き込ん

だりすることができます｡

ＪＴＢグループを卒業した後、途絶えがちだった全国の同期・先輩・後輩の皆さんとのコミュニケーションが劇的

に復活します。楽しいですよ。

【参加方法】

① ＢＯＢ会本部ホームページ(https://jtbob.com/)を開く｡

　　パソコン画面右側(スマホは下部)にあるフェイスブックのロゴをクリック。 ・・・・ 下記　【図A】　を参照

② グループ一覧の中から希望のグループを選び「グループに参加」をクリック。

③ ＢＯＢ事務局のチェック (ＪＴＢグループの全ＯＢ・ＯＧまたは現役社員の確認）後、承認されると利用開始。

【フェイスブックが初めての方】

　グループへの参加申し込みを行った際に、フェイスブックの個人アカウントをお持ちでない方には「新規アカ

ウント作成」の画面が出ますので、指示に従い登録をお願いします。登録は簡単です。

【フェイスブックのお友達をお誘いください】

　既にフェイスブックグループに参加済みの方は、ご自分のフェイスブックに登録済のＪＴＢグループの友達を

ご招待ください｡｢＋招待する｣をクリックすると招待できます。

ＢＯＢ会員相互のコミュニケーション促進に、フェイスブックをご活用ください。

【図A】

　クリック
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フェイスブックのＢＯＢ会グループで交流しましょう！！


