
 お客様紹介運動　 5月の実績速報

　5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１件、金子 唯雄さん国内１件、青島　繁夫さん国内１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　5月の実績速報

　5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、南口　忠光さん２件、岡本 勝彦さん１件、青島繁夫さん１件、宮崎 和彦さん１件、

関  裕紀子さん１件、中川　和也さん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。
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5月 3 件 - ％

≪　お客様紹介運動・ナイスギフト販売で、JTBを応援しよう！！　≫

227 千円 -3 件

件 140.0 ％ 2

人 300.0

　＝　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

％ 227 千円4 人 - ％ 4 人

％ 4400.0 ％ 千円

件　数 販　売　額 （円）

前年比 前年良否 前年比 前年良否

人 299 千円 356.0 ％ 215件 63累計 4 件

5月 7 円

累計 15 件 166.7 ％ 6 件 406,000 円

件 189,000 円 77.1 ％ △ 56,000

124.9 ％ 81,000 円



 B・OBゴルフ会　8月例会(食事付コース）開催のご案内
＊8月の例会も食事付コースとして開催致します。

・開　催　日 ：　６月１0日（木）8月１8日（木）

・開催場所 ：　札幌リージェントゴルフ倶楽部　新コース札幌リージェントゴルフ倶楽部　トムソンコース（セルフ＆カート）

〒061-1266　北海道北広島市三島462　TEL　：　011-376-4150

・集合時間　　：　８時００分（時間厳守）７時５０分（時間厳守）

・スタート時間 ：　８時31分　

・参　加　費 ：　１，０００円（当日集金）１，０００円（当日集金）

･プレー料金 ：　6，82０円（65歳～70歳未満）7，70０円（65歳～70歳未満）
（食事付）   　6，34０円（65歳～70歳未満）7，14０円（70歳以上）

・参加申込　　：　５月29日（金）迄、電話又はメールにてお申し込み下さい。8月1日（月）迄、メール又はFAXにてお申し込み下さい。

・会員登録制 ： 参加申込者はこちらで会員登録（年会費は無料）をさせて頂き、別途運営

要領を送らせて頂きます。

・申込先 ：　５月29日（金）迄、電話又はメールにてお申し込み下さい。村川義次（幹事）

　BOB会員はいつでも参加可能ですので、皆様の参加お待ちしております。

 BOB会・パークゴルフ同好会　延期開催のご案内

  2022年度春季パークゴルフ大会が6月23日（木）輪厚国際パークゴルフコースで開催予定でしたが、

朝からの雨と風の為、当日の参加者メンバーと相談し７月に延期といたしました。

尚、日程は下記のとおり開催いたします。

・開　催　日 ： 7月21日（木）

・開催場所 ： 輪厚国際パークゴルフ場

〒北広島市輪厚235　　ＴＥＬ011-398-9772

・集合時間　　： 8時4５分（時間厳守） ・スタート時間 ：　９時００分

・参　加　費　　　： １，０００円（当日徴収）

・プレー料金　： １，2００円

・参加申込　　： ７月８日（土）迄、電話又はメールにてお申し込み下さい。

・申込先 ： 幹事　菅生までお願いします。

★ 皆様の参加を是非お待ちしております。
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 B・OBゴルフ会　6月例会開催の報告

 コロナ感染も落ち着いてきましたので、6月16日に開催のゴルフ会は食事付例会と致しました。

当日の天候は雨。時折、小降りになる時もありましたが、悪天候の中でのプレーとなりました。

それでも、この時期は樹木としては最も大きい「白い朴の花」や大木にツタの様に絡みついた

「白いツルアジサイの花」など多くの花を見つけて楽しむことが出来ました。

また、メンバーもプレー後は久しぶりにゆっくりと歓談して楽しい時間を過ごせたようです。

例会の成績結果は、優勝が青島さん、準優勝は村川となりました。ベスグロでHDが7.2となった

竹下さんはラッキー賞となりました。（シングルペリア方式）

◆6/16(木）札幌リージェントゴルフ倶楽部　トムソンコース
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No 入賞 NET ニアピン賞

1 優勝 青島　繁夫 45 44 89 19.2 69.8 11H

氏　名 OUT IN GRS HD

93 21.6 71.4

3 １位 菅生　国明 46 49 95 21.6 73.4

2 準優勝 村川　義次 45 48

88 14.4 73.6 5H

5 3位 小野田　昭雄 50 51 101 26.4 74.6 8H

4 ２位 松野　高根 41 47

95 19.2 75.8

7 川口　美智子 46 49 95 19.2 75.8

6 茂木　政雄 47 48

103 26.4 76.6

9 ラッキー賞 竹下　美津夫 43 41 84 7.2 76.8 15H

8 南口　忠光 55 48

111 24.0 87.012 沼田　裕次 58 53

78.0

11 BB賞 沼田　雅夫 51 47 98 19.2 78.8

10 石川　義勝 52 50 102 24.0



ＢＯＢ会本部主催　第７回全国ゴルフ大会について

　ＢＯＢ会全国会員の親睦を目的として、北海道、福岡県、愛知県、宮城県、千葉県、滋賀県において

全国ゴルフ大会を開催して来ました。コロナ禍のため２年間の空白がありましたが、今年度は第 7 回

全国ゴルフ大会を中国四国支部の協力のもと、山口県の宇部 72 カントリークラブ万年池西コースで、

下記の概要にて開催します。

北海道支部として、８/１６（火）締切で参加者集約をします。

【開催概要】

　１． 開催期日：　２０２２年１０月０６日(木)

　２． 開催場所：　宇部 72 カントリークラブ 万年池西コース  https://www.ube72cc.com

〒５４７－１２７７ 山口県山口市阿知須１２４２３－１

（TEL）０８３６－６５－３２１１

アクセス： 山陽新幹線：新山口からタクシーで平常時２０分（4 人約 5,800 円）

湯田温泉ホテルニュータナカからタクシー平常時３０分

（4 人約 7,200 円）山口宇部空港まで約 20 分 （4 人約 4,600 円）

　３．スタート：　午前８時からアウト・イン同時スタート（乗用カート・セルフプレイ）

　４．参加会費：  　３，０００円　（表彰式会場と飲食込み）

　５．プレー費：　　８，０００円　（諸税、乗用カート代、昼食込）

（７０歳以上は利用税が免税となりますので、年齢を証明する運転免許証等を持参下さい）

　６．募集人員：　８０名程度（ＢＯＢ会員本人に限ります）

　７．競技方法：　支部対抗団体戦・個人戦

　ＨＤＣＰはダブルぺリア方式で算出し、ＮＥＴスコアで順位を決定

　（ダブルパーまで、ハンディキャップ上限３６）

　８．ルール・表彰等

①ルール：スルーザグリーン６インチリプレイス可、完全ホールアウト

 ７５歳以上の希望者はゴールドティーの使用可

②表  　彰： 団体戦　：　優勝、準優勝、３位

　  個人戦　：　優勝、ほか、ＮＰ等

　９．表彰式： 競技終了後クラブハウスにて行います。簡単な料理とソフトドリンクを用意します。

１０．本部主催の前夜祭：　１０月５日（水）午後６時より約２時間

場所・会場 ：　湯田温泉　ホテルニュータナカ２Ｆ宴会場（着席会席膳）

http://www.newtanaka.jp （TEL） ０８３－９２３－１３１３

会　　 　　費：　５，０００円（飲み放題）

１1．ホテルニュータナカ宿泊の方は、大会当日ホテル6時15分発ゴルフ場まで無料バスを1台用意しています。

      （定員　３９名、ゴルフバックは別送が条件です）

      帰路の航空・鉄道等は余裕を持った時間の航空便・列車を予約してください。

１２．北海道支部の申込＆問合せ先：

村川義次（ゴルフ幹事）

１３．北海道支部の締切　：　８月１６日（火）

１４．その他： 日程、交通機関・宿泊ホテル等については参加者と相談の上、決定します。

以上
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