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JTB グループ OB・OG 会東北支部 

支部創立 50周年記念式典・新春懇親会  

日時：2020年 1 月 15日（水） 場所：仙台市 TKPガーデンシティ仙台 

式次第 

【 記念式典 】         

1.  開会 （司会） 

2.  支部長あいさつ      BOB会東北支部長       前田 健二 

3.  ご来賓紹介                   

4.  ご祝辞          (株)JTB仙台支店長      大久保毅彦様 

           BOB会会長          二階堂晋一様 

5.  特別記念講演     演題「時代を生き抜く」           

                              (株)JTB相談役       舩山 龍二様 

6.  祝賀演奏（二胡）     福島しゃくなげ会       長谷部公子会員 

7.  記念事業発表 

8.  閉会 

 

【 新春懇親会 】   

1. 開会 （司会） 

2. 支部長あいさつ      BOB会東北支部長       前田 健二 

3. ご祝辞及び        JTB国内商品事業部 

乾杯のご発声          東北仕入商品企画部長    清水  隆 様 

4. 祝宴 

5. アトラクション      マジックショー      菱田 貞一会員               

6. 抽選会 

7. 中締め                                             

8. 閉会 

 

支部創立 50周年記念事業 

 

1. 「特別記念講演会」   (株)JTB相談役 舩山龍二様（山形市出身）  

      2020年 1月 15日（水）仙台市 TKPガーデンシティ仙台 80名（予定） 

 

2.  記念「仙台花座寄席鑑賞会」  会場：魅知国定席花座 

      2020年 1月 15日（水）  貸切公演（16：00 開演）   40名 (予定)    

      2020年 1月 16日（木）  団体席 （14：00 開演）    20名（予定） 

 

3.  記念「台湾旅行 3泊 4日」仙台空港発着        30名（予定） 

      2020年 4月 5日（日）～8日（水）（4月 7日支部主催夕食会） 

 

4.「50周年記念誌」発刊  （全会員及び関係者に配布） 

2020年 1月 15日  参加者に配布（又は 2月号たよりに同封） 
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ＪＴＢグループ OB・OG 会東北支部 創立 50 周年記念特別講演会 

  演 題「 時代を生き抜く 」          (株) JTB 相談役  舩山 龍二様 

 

今年わが社は創業 108年目を迎えております。明治、大正、昭和、平成、

令和のそれぞれの時代を生き抜き、生々発展しており誠にご同慶の至り

です。「時代は全てを決定する」という言葉があるように、各時代の要

請・ニーズに応えさまざまな挑戦と創造、難関克服をして今日に至って

おります。 

改めて社業の発展に大いに寄与された多くの歴戦の雄―本日ご列席の

皆さんも含め―に心から敬意を表し感謝申し上げます。 

「石を持ち上げることよりも持ち続ける方が難しい」というように、

企業は絶えず時代の潮流に掉さしていかなければ存続はできず、まさに

「企業 30年説」が問われる所以であります。このような観点からわが社が財団法人から株式会

社に変え、産業として自覚して以降の歴史を三つの時代に区分してみます。         

まず、（株）日本交通公社時代です。“国鉄券の市中販売機関”として、戦後復興と旅行ブ

ームを興した 30－40年間です。1964年の東京オリンピック・新幹線・海外旅行自由化を機に旅

行の大衆化が拡がり、国鉄券販売と共催団体、周遊券、時刻表を主たる商品として社会的有用

性を発揮しました。その頃の英知と汗の結晶は BOB新聞で「100年史のひとコマ」で紹介されて

います。とりわけ皆さんが関わった「東北三大祭り」の企画はロングセラー商品として歴史に

燦然と輝いております。 

次が、1987年の国鉄民営化をきっかけとして社は真の“旅行会社”として第二の創業を謳い

CI を展開、「JTB」を営業の前面に打ちだした時代です。日本経済の発展に伴い国内旅行・海外

旅行とも拡大し、所謂“大旅行時代”を担い主役を演じました。ルック、エースなど主催旅

行、インセンティブやビジネスの法人営業、修学旅行、たびたび積み立て、保険…等々、商

品・サービスは多彩を極めグループ運営を展開、海外ネットワーク網、売上高、総資産を飛躍

的に伸ばしました。そして、旅行産業としての地位を確立しました。 

 そして今。バブル経済が弾け「失われた 10年―20年」と言われた低成長、インターネットの

進展とグローバライゼーションの波を経て、新たな局面を迎えております。社は事業ドメイン

を“交流創造”とし第三の創業を目指し社名を（株）JTBとあらためました。 

昨年の熱狂的なラグビーワールドカップや今年のオリンピック・パラリンピックなど MICE・

ソリューション業務はわが社の伝統を如何なく発揮しております。しかし店頭営業はインタ―

ネットの普及で明らかに曲がり角に立っています。百貨店・銀行・証券業界なども同じ荒波に

翻弄されております。ITの有効駆使と、“旅ナカ”や“ 地域発着商品”を含めた商品群の拡

大、ヒューマンタッチの融合が課題です。また、国の観光立国や地域の観光政策に呼応した時

宜に叶った対応も期待されています。 

AI、IoT 、5G、ビッグデータ、MaaS、CASE、シェアドエコノミー…と羅列したように、100年

に一度の技術革新と消費者のライフスタイルという大変革を今後どう捉えるか―各産業・企業

の命運がかかっています。昨秋、我々が範とした名門トーマスクックは 178年の歴史を閉じま

したが、事業モデルが時代遅れになっていたという事実を肝に銘じなければなりません。 

最後に、東北の皆さんは 2011年未曽有の大震災を蒙られました。今なお続く皆さんの復旧・

復興に向けたご労苦に思いを馳せております。本社エレベーターの扉には「ともに進む、あし

たへつなぐ 東北の未来」と全社を挙げた支援のメッセージが貼ってありますが、これは単に

東北に対してだけでなく、JTB の将来へ向けての自ら鼓舞激励しているように思えます。 

次の時代に向けて戦っている現役の方々に、皆さんと共に心からのエールを送りたいと思い

ます。 

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RA0lzwzpldUVwAZ8.DTwx.;_ylu=X3oDMTFsNWlwMjRzBHBhdHQDZ2dsBHBvcwM0BHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=14nv7hc9d/EXP=1570461872/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E8%88%A9%E5%B1%B1%E9%BE%8D%E4%BA%8C
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支部長あいさつ    「東北支部創立 50周年を迎えて」   

                     JTB ｸﾞﾙｰﾌﾟ OB・OG会 東北支部長 前田健二 

 

 

 本日は、当支部「創立50周年記念式典・新春懇親会」に、多くのご

来賓の皆様、そして会員の皆様にご出席を賜り厚く御礼を申し上げま

す。 

 顧みますと、東北支部の発足は、1970年（昭和45年）3月11日で「大

阪万国博覧会」の開会式直前の事でありました。東京 BOB会の発足か

ら18年後、安藤軍治さんを代表に25名で発足したと記録に残っており

ます。 

 それから22年後の1992年（平成4年）には会員が100名に達してこれ

までの「釣友会」「麻雀クラブ」「ゴルフ愛好会」に加え、「歩こう会」

「囲碁クラブ」「カメラクラブ」「カラオケ会」等の同好会が次々と発足して、支部活動や地域

活動が大変活発に行われました。 

 2000年（平成12年）には支部活動30周年を迎え、総会後には秋保温泉ホテルニュー水戸屋で

盛大に懇親会が開催されました。支部の会員も200名に達しております。2002年（平成14年） 

には、BOB会本部50周年記念全国交流会がハワイで開催され、東北からも33名の会員やご家族が

参加されております。 

 その後2011年（平成23年）には未曽有の震災、「東日本大震災」に見舞われました。全国の支

部、会員からは心温まる支援、義援金も頂き、被災された会員に対してお見舞いを配布する事

も出来ました。全国からの温かいご支援に心より感謝を申し上げます。また支部としまして

も、JTB旅ホ連の皆様を支援すべく、磐梯熱海温泉、花巻温泉、鳴子温泉で5年間に亘り「復興

支援新春懇親会」を持ち出しで開催しました。 

 翌2012年は（株）JTB創立100周年、BOB会創立60周年を記念して再びハワイで盛大に交流会

が開催され、当支部からも40名の会員やご家族に参加頂きました。 

 最近の支部の状況を申しますと、会員の高齢化、そして新入会員の減少等、将来に向けた課

題も多く、その対応として理事会の中に「改革プロジェクト委員会」を発足し様々な観点から

体制の見直しを図りました。会報”たより”の充実や財政基盤の確立、未加入会員への加入促

進、女性会員拡大に向けた「女性るるぶ会」の発足、お客様紹介運動の促進や「BOBサロン作品

展」「蕎麦愛好会」「パソコン教室」を新たに発足し会員交流の充実に取組んでまいりました。 

 また、この度の支部創立50周年に向けては4つの事業を実施し、延べ170名近い会員に参加を

頂く事になっております。多くの会員の皆様と支部創立50周年を盛大にお祝い出来ることを大

変嬉しく思っております。 

改めて、前若林支部長をはじめ50周年プロジェクトメンバーの皆様、理事、役員、ご協力頂

いた会員の皆様にお礼を申し上げます。 

今後とも支部活動へのご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 最後に、これまで営々と支部組織を築き上げて来られた諸先輩に衷心から感謝を申し上げ、

私の挨拶といたします。 
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ご祝辞  「東北支部創立 50周年を祝して」 

                       (株)JTB 仙台支店長 大久保毅彦様 

 

JTBグループ OB・OG会東北支部創立 50周年、誠におめでとうござい

ます。また、平素より JTBへのご支援・ご協力を賜り、重ねて御礼申し

上げます。50周年の節目を迎えられたことは、現在の前田支部長をはじ

め、歴代の役員や会員の皆様のご努力の賜物と存じます。心よりお祝い

を申し上げます。 

50年という長きに渡り JTB グループ OB・OG会東北支部の皆様には、

常に大所高所より JTBに対しご指導ご助言をいただき、またお客様紹介

運動を筆頭に社業に多大なるご支援ご協力をいただきました。これもひ

とえに皆様の JTBへの強い思いや我々後輩たちへの激励と感じておりま

す。この場をお借りして心より御礼申し上げます。 

現在の㈱JTBの東北地域があるのは諸先輩方のご尽力があったからこそと思っておりますが、

その各時代を築き上げた諸先輩方が、JTBグループ OB・OG会東北支部として引き続き繋がり、

全国の中でも有数の活発な支部運営をされているとお聞きし、大変嬉しくそして誇りに思って

おります。我々も諸先輩方の伝統を引き継ぎ社業に邁進する所存でございます。 

社を取り巻く環境は激変しており、諸先輩方のご支援をいただく場も多数あろうかと思いま

すので、今後一層のご指導・ご助言の程、よろしくお願い申し上げます。 

今後も、JTBグループ OB・OG会東北支部の強い絆や繋がりを大事にされ、是非とも 60周年・

70 周年更には 100周年を目指して、益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

 

ご祝辞  「東北支部創立 50周年に寄せて」 

JTB ｸﾞﾙｰﾌﾟ OB・OG会会長 二階堂晋一様 

 

東北支部創立 50周年誠におめでとうございます。 

まずもって昨年の台風 19 号では、東北は広範囲に亘って甚大な災害に

見舞われました。被害に遭われました皆様には心よりお見舞いを申し上

げます。 

さて 50 年前と言いますと、新幹線や高速道路網が進みはじめ、空路

も発展し、海外旅行も自由化が促進されるなど旅行需要が旺盛な時代で

した。私の地元福島では、「吾妻スカイライン」が開通し、飯坂温泉か

ら東山温泉まで、道路は観光バスや貸切バスで大混雑し、福島駅前通り

は観光客で賑わい極めて華やかな時代でした。 

その後勤務しましたＪＴＢ福島支店時代は、「夏・秋・冬の第 50回記

念国民体育大会」の斡旋や、「福島空港国際化」に向けては数多くのチャーター便を企画し、行

政と一体となって福島のブランド化と誘客活動に社員一丸となって取り組んできました。 

東北支部の皆様も、それぞれの地域でＪＴＢグループの仕事を通して地元の発展に貢献をされ

てこられたものと思われます。その意味でも、この 50 周年記念式典は誠に意義のあるものと思

っております。 

東北は、東日本大震災や昨年の台風と大変不幸な災害が続きました。これら被災された方々が、

どのようにして乗り越えてこられたか後世に伝えて頂きたいと思いますし、旅行業で培った貴重

な体験を是非記録に残して頂く事も大切だと思っております。 

本日は、舩山相談役のお話しを大変楽しみにしております。最後に、貴支部の益々のご発展と、

会員皆様の益々のご健勝をご祈念しご祝辞といたします。 



 8 

東北支部 50年の歩み 

 月 東北支部の動き（網掛は本部・全国の動き） 

1952（昭 27） 6 在京有志により「東京 BOB会」（公社退職社員会）発足 

 ※支部創立まで東北在住の有志が「東京 BOB会」に入会 

 1965 年（昭 40）には 11名が入会している 

1970（昭 45） 3 支部設立総会を開催 会員 25名でスタートする（11日） 

 支部会則を制定（入会資格勤続 10年以上、年会費 300 円） 

1971（昭 46） 3 支部総会を開催 年会費を 500円に改定 

4 BOB 会が本部・支部体制となり全国組織の親睦組織となる 

1977（昭 52） 3 支部総会を開催 年会費を 1,000円に改定 

1978（昭 53） 3 支部総会を開催 米寿・喜寿の祝金及び弔慰金を制定（各 5,000円） 

9 BOB 会員にルック割引適用が始まる 

1981（昭 56） 3 釣り・麻雀・ゲートボール・ゴルフの各同好会が発足 

7 慶弔費を 10,000円に改定 

1982（昭 57） 4 会員互助共催を目的に「BOB 共助会」が発足 年会費 12,000円 

6 臨時総会を開催 関東支部を新設 本部・7支部体制となる 

 会則を統一し支部年会費を 2,000円に一本化 

12 「BOBとうほくミニニュース」第 1号を発行 

1983（昭 58） 6 支部会費を 3,000円に改定 

1988（昭 63） 7 新たに副支部長を設置 

1990（平 2）  6 名誉会員（85歳以上）を制定 

1991（平 3） 4 JTB と TRS商品の利用促進について提携 

7 支部ニュース「たより」を創刊 

1992（平 4） 7 歩こう会・囲碁等の同好会が発足 

9 支部会員が 100名を超える（9月末会員数 104名） 

1993（平 5） 7 一部同好会に助成金の補助を開始 

1995（平 7） 2 支部有志により阪神大震災義援金（177,000円）を送る 

1996（平 8） 7 カメラクラブ・カラオケ会が発足 

1997（平 9） 7 将棋クラブが発足 

1998（平 10） 4 年会費を 4,000円に改定 

1999（平 11） 4 「お客様紹介運動」が全国展開（JTB・TL） 

 福島「しゃくなげ会」が発足 

 山形「べにばな会」が発足 

11 秋田「こまち会」が発足 

2000（平 12） 7 支部創立 30周年記念総会を開催 

 総会後、懇親会を秋保温泉「ホテルニュー水戸屋」にて開催 

11 支部会員が 200名を超える（11月末会員数 206名） 

2002（平 14） 3 BOB 会創立 50周年記念全国交換会をホノルルにて開催 

（東北支部からは 33名が参加） 

2005（平 17） 2 岩手「やまびこ会」が発足 

7  支部創立 35周年記念総会を開催 

 記念イベントとして会員手作り展示会「昔なつかしい写真展」を実施 

11 青森「あすなろ会」が発足 

2007（平 19） 4 「BOB共助会」制度を廃止  

 年会費を 5,000円に改定（名誉会員は会費無料） 

 俳句会発足 

 東北 6県全域に担当理事を配置 

2007（平 19） 7 支部ニュース「たより」に広告協賛がスタート 
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2008（平 20） 4 俳句会（けやき会）が発足 

2010（平 22） 3 支部創立 40周年記念「エコバッグ」を作成し会員に配布 

2011（平 23） 3 東日本大震災に見舞われる（11日）支部会員全員の無事を確認 

6 全国の会員より東日本大震災の義援金として 2,985千円をいただき 

家屋等の被害状況を勘案して配付 

2012（平 24） 2 新春懇親会を震災復興支援の観点から磐梯熱海温泉「一力」にて開催 

※以降 5年間にわたり、磐梯熱海温泉・花巻温泉・鳴子温泉で開催 

6 JTB 創立 100周年・BOB会創立 60周年のハワイ旅行が実施される 

(東北支部からは 40名が参加) 

2013（平 25） 2 「復興支援」新春懇親会を磐梯熱海温泉「四季彩一力」で開催 

2014（平 26） 1 「復興支援」新春懇親会を花巻温泉「ホテル千秋閣」で開催 

6 「JTBグループ OB・OG会」に改称  

会員資格を JTB全グループ会社 5年以上勤務者に拡大 

10 本部が「BOB新聞」を創刊 

 全国ゴルフ大会・全国フォトコンテストを実施 

2015（平 27） 1 「復興支援」新春懇親会を花巻温泉「ホテル千秋閣」で開催 

7 改革プロジェクト委員会を設置（2016年 2月答申） 

2016（平 28） 1 復興支援」新春懇親会を鳴子温泉「鳴子観光ホテル」で開催 

6 第一回 BOBサロン（趣味・特技の作品等を展示・紹介）を開催 

7 「会員増強委員会」・「女性部会設立準備委員会」 

「財政検討委員会」を設置 

8 支部会員有志により熊本地震義援金（20万円）を送る 

11 パソコン教室・蕎麦愛好会が発足 

2017（平 29） 1 新春懇親会は会場を仙台駅前「ＴＫＰガーデンシティ」に移して開催 

7 全国俳句大会を実施 

10 第 4回全国ゴルフ大会を松島チサンカントリークラブで開催 

2018（平 30） 3 「女性るるぶ会」が発足 

7 「支部創立 50周年記念事業プロジェクトチーム」を設置 

2019（令 1） 4 お客様紹介運動のﾌｫｰﾑが統一され、集約先も JTB本社総務部に変更 

7 「支部創立 50周年記念」各種事業を総会にて承認 

2020（令 2） 1 支部創立 50周年記念式典・新春懇親会を開催（予定） 

 

※1981年（昭 56年）まで支部総会は 3月開催、1982 年（昭 57年）以降支部総会は 7月開催 

 

【 これまでの支部活動・支部行事の思い出 】 

2014年 7月  通常総会風景 （会場：ホテル JALシティ仙台） 
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2014年 7月 お客様紹介運動表彰式 

 

                     2014年 7月 通常総会懇親会風景 

 

     

2015年 1月  復興支援新春懇親会 （会場：花巻温泉 ホテル千秋閣） 

 

 

2017年 10月  

全国ゴルフ大会を松島チサンカントリー俱楽部で開催（前夜祭：松島大観荘） 
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2012年 6月 BOB全国交換会（ハワイ・ホノルル） 

JTB創立 100周年・BOB会創立 60周年記念パーティ （会場：ヒルトンハワイアンビレッジ） 

 

 

2016 年 4月 懇話会風景（偶数月開催） 

 

2017年 6月 懇話会・寿齢祝い                

 

 

2018年 9月 

東日本大震災被災地 大川小学校訪問 

  2016年 4月 お花見会 榴ヶ岡公園 
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『 2018 年 9 月開催 JTB サロン（趣味・特技・作品展）風景 』 

清水義春会員：ボタニカルアート 

                                   

渡辺武郎会員：絵画 

       

  伊東功夫会員：絵画 

 

 

 

長谷部公子会員：ステンドグラス 

 

 

 

 

 

 

 

  古川秀一会員：切り絵 

 

 

 

 

 

 

 

 

    磯貝辰男会員：絵画 

 

 

菱田貞一会員：マジックショー 
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代表者名 宮本寿郎 

発足月日 2005年 11月 

 

青森あすなろ会は JTB が分社化し JTB 東北がスタート時期に BOB 会東北支部青森部会から、

青森あすなろ会と名称変更し会員 18 名で発足しました。現在の会員数は女性会員 1 名を含み 21

名となっております。 

会の活動は 4月の花見、12 月の懇話会、2月の新年会をメインに春と秋の 2回のイベント開催

と、ほぼ年に 5回程度（ほぼ 2か月おき）に実施することを慣例としております。 

ご存じのように県内は青森、弘前、八戸と 3地区に分かれているため、出来るだけ参加しやすい

ように工夫し、会員が自らマイカーを運転し実施してきました。 

4 月の花見は日本一の桜を誇る弘前公園で開催し、毎年桜吹雪の下とはいかず、時には雨の中で

傘をさし、時には雪の中で厚着をするなど、寒さをしのぎながらも決行してきました。 

12 月の懇話会は 3地区持ち回りで開催し、会のいろいろな課題の解決や活動計画の策定を行って

おります。又、2 年毎に会員の近況を確認し、会の活動への要望等のアンケートを実施し、計画

に反映させるようにしています。 

2 月の新年会は「歳祝い」を兼ね、該当する会員へ記念品を贈呈し健康と長寿をお祝いしており

ます。 

春と秋はそれぞれ毎年特徴のある活動を実施しております。過去の主な活動としては、趣味と

実益を兼ねた八甲田山系での山菜採りと蔦温泉岩魚釣り、白地山ハイキングとタケノコ狩り、み

ちのく潮風トレイル蕪島・種差海岸ウォークなど。そして 2014 年からは青森再発見の旅と称し

て平成の大合併前の県内市町村を巡り、各地元ならではの名所を見学して帰り、2018年にはほぼ

達成し完了しました。 

今後は年齢が上がり車での移動が厳しくなる中、メインの行事は継続しながらも、なるべく公

的交通機関を利用し、グランドゴルフ等の運動を取り入れた活動や、地域の名物料理等を食する

活動を計画する予定です。 

今回の取り纏めにあたり、太田会員・奈良岡会員・三浦会員にご協力をいただいております。 

ありがとうございました。                          （宮本記） 

 

2015 年 6月 21日 青森再発見の旅 

「旧新郷村キリストの墓」 

 

2015年 4月 29日 弘前公園花見 

八木橋憲明・山田隆喜・原子輝道 

  大坂勝弘・一戸 晃・奈良岡誠一  

宮本壽郎・三浦豊光・奈良岡誠一・大坂勝弘       太田敏雄・花田一雄・伊藤米昭                              

山田隆喜・太田敏雄・石澤 隆・田名部二三男       参加者（9 名） 

  参加者（8名） 

青森あすなろ会 
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代表者名 佐藤忠次 

発足月日 1999年 11月 

 

1999年 11月発足 初代会長 武田 実（故人）、2 代 山中 隆（故人） 3代 鈴木基弘 

4 代 佐藤忠次 

主な活動内容（歴史） 

発足以来、秋田こまち会と秋田支店との情報交換を兼ねた懇話会と麻雀好きな人が多かったこと

から、毎月定例麻雀会を実施。現在は、懇話会・麻雀会の参加者が固定化してきましたが現在も

楽しく交流を深めております。 

(懇話会)  

 2017年度までは年 4回開催。ほとんど夜の開催でしたが、昼食会として秋田市 千秋公園での

つつじ見会(2010・2011年)、秋田市仁別での陶芸教室(2011年)、一泊旅行で秋田内陸線&打当

温泉マタギの湯(2014年)などの活動がありました。 

 2018年度からは年 3回とし、内 1回は昼食会でサンルーラル大潟でのグラウンドゴルフ

(2018・2019年)を開催しております。 

(麻雀愛好会) 

麻雀人口が少ない中なんとか 12月に麻雀大会を開催しておりましたが、2018年からは大会とし

ての開催は出来なくなりました。愛好会としては 2011 年から定例会を毎月 1回行っておりま

す。1卓しか設営出来ない愛好会の為、参加者が 5～6 名の時は 1ゲーム毎に順繰りにメンバー

を入れ替えながら麻雀を楽しんでおります。 

(ゴルフ)  

 2010年頃までは年 1回のゴルフ大会(不定期)を開催しておりましたが、近年は開催に至ってお

りません。                                （大橋記） 

 

2018年 7月 20日ホテルサンルーラル大潟    グラウンドゴルフと懇話会 

 

大橋哲夫・小林 誠・六澤正利・菅原梯祐夫妻・若松昭美・伊藤芳秋・古田重善・石黒 茂・野呂昭光 

佐々木慶一・高橋喜孝・相場堅一・鈴木基弘夫妻・佐藤忠次夫妻・高橋恵理子  参加者（18名） 

秋田こまち会 
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代表者名 南洞 稔 

発足月日 2005年 2月 

 

発足は 2005 年 2 月、歴代代表は藤澤一男 2005 年～2008 年、狐崎忠介 2009 年～2012 年、   

鈴木 剛 2013 年～2016 年、南洞 稔 2017 年～ 

【や】やまびこ会は【ま】毎年親睦を図る【び】BOB 岩手の【こ】コミュニケーションの場です。   

岩手にふさわしい名称ということで 2005 年 2 月 26 日の懇話会で全員一致で決定されました。

東北新幹線開業時の愛称名で一般公募では 5 番目でしたが「やまびこ」が採用され現在も使用さ

れています。だれにも愛され響きの良い言葉で岩手部会にピッタリと思っております。又岩手県

は四国並みの広さがあり盛岡と一関に連絡員を置き活動の手助けを担って頂いております。 

 

〇これまでの主な活動       

・お花見紀行：2006 年～2012 年（7 年連続）     

桜の名所北上展勝地でお花見後花巻温泉郷のホテル（毎年変える）で温泉に浸り汗を流し昼食＆

おしゃべり。桜は天候次第で満開の時もあれば、まだまだ蕾のまましかも寒さでブルブル震える

事もありました。       

・ボーリング：2006 年～2012 年（7 年連続） 

会場は一関のボーリング場、皆さん若かったですね‼ ストライク・スペアーあれあれボールは

何処へ、やっぱりガーター。盛岡の方、一関迄毎年有難うございました。当時はボーリングがブ

ームだったのですね。現在はこの施設は廃業、跡地は銀行の店舗になっています。  

☆その他にも楽々歩こう会（楽苦の時もあり）で盛岡城下町＆寺町・中津川ウォーク・御所湖ウ

ォーク・盛岡ど真ん中や世界遺産登録平泉散策・骨寺村荘園遺跡を訪ねて（仙台と合同）、平

泉から厳美渓まで歩こう・紅葉の中尊寺と樹木葬の里山（仙台と合同）等々ウォーキング指導

者を中心によく歩いたもんですね‼ 

☆西和賀ブランド「西わらび」狩りは（2014 年～2019 年 6 年連続） 

西和賀地域で採れるわらびは太くて粘りが強く、アクの少ないのが特徴。天候次第で生育が左

右されるので日程決定は毎年頭を悩ましました。汗流しとお昼は湯本温泉対滝閣さんにお世話

になりました。 

☆地区懇話会（チョット早めの忘年会）       

 県内の協定旅館さんに大変お世話になり、みんなに再会できるのを楽しみに 1 泊で実施、話題

は良き時代の懐かしい話、健康自慢と思いきや何々で入院、毎日の飲み薬、病院の診察券あれ

これと、如何に健康で過ごせることの有難味が身にしみる一夜が多かったことか。近年では

JTB が時代とともに大きく変わ

ってきていますが、人と人の絆を

大切に懇話会は継続。 

 

やまびこ会 活動第一弾 

岩手地区総決起集会 

 

2005 年 2 月 26 日 

菊池 宏・八重樫武雄・狐崎忠介 

藤澤一男・山田勝彦・扇 要治 

藤澤道男・安藤弘志・木幡留吉 

宮 正雄・長沢憲助・槻山智雄 

 参加者（12 名） 

 

岩手やまびこ会 
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代表者名 佐藤利喜弥 

発足月日 1999年 4月 

 

山形べにばな会は 1999年 4月に発足し、初代代表は金子善雄会員、その後には田苗三郎会員、 

寺崎優会員、そして堀時男会員が１０年近く務め、小生が拝命して３年目になりました。 

入会前は山形市内での親睦事業、特に馬見ヶ崎河川敷での芋煮会開催等のお手伝いでの参加や、

JTB 山形支店との交流懇親会等に参加させていただき、その後地区内に諸先輩もいる中で地区理

事を担うことになりました。 

山形県には庄内地区・置賜地区・村山地区があり、特に庄内地区は新潟鉄道管理局の事情から

関東地区等を経て会社再編で東北支部となり、少しずつ交流が始まり現在では活発な交流が行わ

れるようになりました。以前に担当された役員・幹事等の皆様のご苦労は、いかばかりだったの

かと感じながら親睦・交流の事業を行っている現状ですが、なかなか大勢の参加を得られず、広

く会員や JTBOG等の皆様をお誘いし、活発化しようと奮闘しているところです。 

 これからも JTB グループ OB・OG 会として未加入の方々に更に加入のお誘いをし、相互の親睦

に努力しようとの思いで、支部の愛好会等の行事にも積極的に参加し、BOB 会の良さを伝えてい

きたいと考えます。 

（佐藤記） 

山形べにばな会 最近の地域交流会 

2017 年 7月・・・・・庄内岩ガキの堪能懇話会と城下町鶴岡散策（日帰り） 

2018 年 7月・・・・・レトロな銀山温泉散策と能登屋懇話会（1泊 2日） 

2019 年 2月・・・・・月山志津温泉の雪灯篭祭り見学と落ち水の湯 つたや懇話会（1泊 2日） 

2019 年 5月・・・・・湯田川温泉の孟宗竹堪能と出羽屋の山菜料理堪能（1泊 2日） 

2019 年 9月・・・・・山形芋煮会交流会（日帰り） 

 

2013年 11月 8～9 日 「移動懇話会」＝温海温泉萬国屋＝ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤茂雄・今成支店長・堀 時男・佐藤敏彦・寺崎 優・堀野秀子、 

高山良雄・高橋健治・（伊藤美代子） 

                     参加者（9 名） 

山形べにばな会 
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代表者名 
蒲倉 博 

発足月日 1999年 4月 

 

1999年の 4月に発足しました。 

初代会長（理事）は喜古 準会員でした。大変熱心な方で、福島しゃくなげ会の会則をご自身で作

成して実行されました。当初は県内（日帰り）持ち回りで、家族も参加しての、楽しく賑やかな

会でした。 

しゃくなげ会の懇話会は年一回だけの会なのだから、泊まって、ゆっくり酒でも飲んでやろうと

の要望（声）もあり、2009 年頃より県内（福島・郡山・会津・いわき）の各地区で、泊りで開催

することになりました。 

宿泊は旅館、公共施設などを利用しています。宿泊の当日は、各地の有名な観光地（桜・バラ園・

リンゴ狩り・美術館など）を巡りそしてグルメ（割烹・蕎麦・ラーメンなど）を満喫しています。

毎回男女併せて 15～20名参加していただいており、毎年楽しみにしています。 

福島しゃくなげ会の理事は、喜古会員・清野会員・増子会員・小林会員、そして代表としては 

現在 3期目の蒲倉が引き継いで頑張っております。 

来年 2020年は会津の当番で、幹事は小林孝雄会員です。素晴らしい企画（古民家宿泊）を計画 

しているそうで、今から大変楽しみにしています。 

又、しゃくなげ会では各地区別に花見・暑気払い・新年会など素晴らしいコミュニケーション創

りを企画・実施して貰っています。 

この様にとっても素敵なしゃくなげ会を今後も継続しつつ、そして更なる発展を目指して頑張っ

ていきたいと思います。                          （蒲倉記） 

 

2013 年 4月 25日～4月 26日  会津若松鶴ヶ城 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

        根本 隆夫妻・長谷英男・増子邦夫・小関孝雄・髙橋 信・山浦賢治 

清野幸男・阿部力尾・本郷勝好夫妻・蒲倉 博・佐々木和保・遠藤弘志 

鈴木善雄・高橋守之・小林孝雄夫妻・鈴木正利夫妻・山口節子・佐藤茂雄 

        国分利恵・五十嵐幸子・（菅野淑子）     参加者（25名） 

福島しゃくなげ会 
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東北支部ニュース「たより」の発行第 1号から 167 号まで紐解いて見ました。 

歩こう会は、1992 年 9 月 25 日（金）「行楽の秋ハイキング・太白山自然観察の森」を第一回と

して催行されたと記録に残っています。参加者は、鈴木英夫・渡辺 競・加藤彰祄・郷古貞雄・

菊地俊一・三浦 尚・水野雄太郎・高橋 卓の 8名の大先輩の皆様でした。様々な紀行文が掲載さ

れていますが、阿部栄さんが投稿された紀行文を拝見すると、今は亡き鈴木英夫支部長の人とな

りが文章から伝わってきます。栗駒山麓の「世界谷地原生花園」を訪れた時の事です。「道案内

は、俺に任せておけ！」と自信満々でしたが、行けども行けども目的地に辿り着けません。その

時云った言葉が「誰れだ、勝手に道を造った奴がいる、怪しからん！」と豪快そのものでした。

でも美味しい岩魚料理のフルコースを満喫し「俺達を導いてくれた岩魚さんにありがとう！」と

結んでありました。 

第 1 回から毎年 6 回 28 年間で 157 回となりました。その間親睦担当理事（歩こう会幹事）と

して松野節夫・金野喜平・小幡紀男・竹内健二・安倍光一・樋口富子・佐藤忠・若林秀敏・磯貝

辰男・佐藤勇一と脈々と受け継がれてきました。 

企画も岩手「やまびこ会」・山形「べにばな会」・福島「しゃくなげ会」との共催、カメラク

ラブとの共同企画など連携を深めながら続いています。 

又主な開催地として、「利府・多賀城地区」18 回、「松島地区」14 回、「仙台市内」14 回、

「岩出山・鳴子・鬼首地区」8回、「白石・角田地区」８回、「石巻地」8回、「松山・涌谷地区」

7 回、「大和町・吉岡・大衡地区」6回、山形県「山寺・天童・市内地区」14回、「上山・米沢地

区」8回、福島県「会津・福島市内」8回、岩手県「一関・平泉・西和賀・夏油」5回、他地域で

数多く催行いたしました。 

結びとして“大ヒット企画”として現在も皆さんの圧倒的な支持をいただいている、「利府の

タケノコ堀り」は、掘って良し！食して最高！飲んで良し！の最高の企画だと思います。企画担

当兼名ガイドの櫻井勝男会員には大変お世話になり感謝しております。 

これからも「心と身の健康維持・コミュニケーション・飲みニケーション」に大いに貢献する

事を願っております。                            （磯貝記） 

                                   

           2017年 5月  利府のタケノコ狩り 

 

 

齊藤  修・清水義春 

櫻井勝男・高柳新一 

前田健二・渡辺仁美 

太田和子・石黒秀雄 

佐藤茂雄・髙橋 翕 

早坂信克・佐藤正司 

新木幸枝・若生勝芳 

長谷川健二・阿部善幸 

板橋  博・(磯貝辰男) 

 

参加者 （18名） 

 

 

 

代表者名 佐藤勇一 

発足月日 1992年 7月 
歩こう会 
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【1990年度中期～2011年度】 

事務局担当者は、金野喜平→鈴木郁也→松野節夫→高橋翕→若生勝芳とバトンリレー、 

東北大会（江差 CC、金ケ崎 GC）をはじめ、例会（マグノリア CC 、グレート CC）を含め、年数回

から年 18回開催するまで、発足から安定的活動の基礎固めをいただく。 

【2012年度～現在に至る】 

① クラブ活動は仙台エリア中心 ②表彰基準の見直しと負担軽減（参加費 2千から 1千円） 

③オブ参加導入、をベースに体制固め推進 

そして、「グレート仙台カントリー俱楽部」ONLY条件に、賞品（ニューボール 4スリーブ）、練

習球（DrivingRange）、ペット飲料（毎回）、お土産（納会時）などの提供を受ける。 

仕事一線を退いたシルバー時代を健康的に楽しく過ごしていけること 

マイペース（球のゆくえは自分の責・・はゴルフのみ？）貫けば 100才時代限りなく可能で 

ある・・・・コンセプトで 

【計画設定】年 18回 （B1 大会 4，B2 月例会 12、練習会 2回） 

 
 実施年   回数   参加数 (平均)     開催数      
《2012》   17回   212名（12名）    176～192 100 歳時代・楽しいゴルフで    
《2013》   17回   236名（14名）    193～209          健康維持！ 
《2014》   17回   212名（12名）    210～226  golf.in.coocan.jp/sub2.html  
《2015》   15回   180名（12名）    227～241 ゴルフ愛好会の現在 
 
《2016》   16回   180名（11名）    242～257  golf.in.coocan.jp/index.html  
《2017》   17回   186名（11名）    258～274  2012 年 以 降 の 実 績         
《2018》   16回   195名（12名）    275～290      愛好会協議要綱       
《2019》   15回   213名（14名）    291～305回   
    
コンペデータの管理・蓄積にエクセル関数計算を駆使している 

HP： golf.in.coocan.jp/をご覧ください、実績（2012 年以降）もわかります 

加えて第 4 回 BOB 全国ゴルフ大会（2017 年 10 月 11 日・松島チサン CC）の幹事役として愛好会

メンバー協力の下、成功裏に終了 

【一日はこんな流れ・・・】 

 スタート 60分前受付、カートで DrivingRange・打ち放し、アプローチ・パター練習、 

サー！スタート・・・・・約４時間半プレイを楽しむ・・・・・表彰パーティ 

15:00 には終了（お疲れ様）1.2.3.BBの順位：ナイスギフト表彰、（DC*2、NP*4）：洗剤支給 

参加 3回目ごと：奨励補助支給（除くオブザーバー参加）           （三浦記）        

 

2019年 8月 6日 

グレート仙台ＣＣ 

参加者（16名） 

清水義春・中鉢孝男 

若生勝芳・前田健二 

磯貝辰男・渡辺仁美 

木幡信清・千葉幸洋 

髙橋 翕・小幡紀男 

市川博康・伊東功夫 

鈴木郁也・三浦源幸 

 参加会員（14 名） 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 2名    

代表者名（事務局） 市川博康 (三浦源幸） 

発足月日 1981年 3月 
ゴルフ愛好会 
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代表者名（事務局） 槻山智雄(鈴木 剛） 

発足月日 1992年 

 

① 発足年月 

支部親睦会の嚆矢として 1992年（平成 4年）釣友会結成、それ以来 27年華々しく活動 

② 代表者  

  初代会長・・・矢口米雄  幹事長・・・菊地 宏 

  二代 〃・・・鈴木英夫   〃 ・・・槻山智雄 

  三代 〃・・・槻山智雄   〃 ・・・鈴木 剛 

③ 活動実施回数及び延べ参加人員 

  平成 30年迄、延べ 352 回・総人員 2822名 

④ 主な活動記録 

  1992年・・発足初年度は浅虫温泉 1泊釣行としてむつ湾遠征。ホタテのひもを餌にする 

むつ湾のカレイはグルメ。この他松島湾を主に計 6回実施。 

1993年・・むつ湾遠征の他、男鹿半島、網地島、志津川湾と 4度の 1泊釣行。このうち 

男鹿温泉に 1泊して日本海のシロギスと面会したのは印象深く、昼食に立ち寄

った島の家の、地酒とラーメンの美味に満足満足。 

1994年・・むつ湾、男鹿、網地島。松島湾は定例的に実施した他、温海温泉萬国屋に宿泊

して日本海に遠征。釣魚よりも景色や日本海の夏カキ、カラス貝等味覚を堪能

温泉泊りは夜の釣談義も談論風発、お酒と共に話しも弾む。 

1995年・・前年同様に 4ヶ所の他、この年は三陸・越喜来湾にも遠征。又、海だけにとど

まらず定義山の奥でキノコ狩りと芋煮会を実施。釣友会の全盛期で年 11回開

催。小遣いの捻出に一苦労。 

1996年・・会結成 5周年、遠征は前年と同場所の他、歌津港に出かけヒラメ釣り。夕食は

釣ったヒラメの刺身に舌づつみ。但し満員の民宿は一般客の宴会とカラオケが

深夜迄続き釣客は寝不足。又 5周年記念の新年会は鳴子温泉ますやで実施。 

1997年～2000年・・ほぼ前年同様、むつ湾に 2度の遠征や万石浦にハゼ狙い等活発に活動

の他、今話題の追分温泉に宿泊した釣行も。各年 10～11回の釣行。 

2001年・・釣友会結成 10周年。記念行事は開催せずも、この年の釣行は 15 回を数え参加

人員は延べ 124名と最高。小樽のカレイが爆釣とのニュースに北海道まで下見

遠征の会員もあり。 

2002年～2005年・・男鹿半島遠征は続けており我々の訪問が旅館にとって夏のシーズンの

幕開けを告げる合図と捉える声もあり歓迎ムード。又各地のお魚ともすっかり

顔馴染み。 

2002年から海だけに留まらず陸（オカ）の上では、お花見会・お天気祭りや仕掛作りの会

等、親睦を深める行事を開催。新年会・忘年会も温泉で催行。 

2006年・・釣友会結成 15周年。記念釣大会を南三陸出島で開催。支部からの補助金や関係

各社からの協賛商品等で豪華商品多数。参加者 12名で船 3隻、2日間にわたり

腕を競う。この年から新年会は支部主催の新春懇親会に合流。 

2007年～2010年・・長年続いていた男鹿温泉釣行も会員の高齢化と不漁の為、中止せざる

を得ず一抹の寂しさ。釣場も近場にシフトしており出島や志津川、万石浦、閖

上大型漁礁等でうっ憤を晴らす。ややマンネリ化の気配もあり。 

2011年・・忘れもしない「東日本大震災」発生。太平洋沿岸は大津波により大損害。 勿

論釣場も壊滅的被害。釣行も全て中止。情報交換とお互いの安否確認等で昼食

放談会や計画の見直し等打合せ会。11 月に閖上、尾浦女川等、沿岸部に視察と

お見舞いに訪問。 

 

釣友会 
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2012年・・殆どの計画を中止したものの、釣り船再開のニュースを聞き出島に出漁。港の
廻りは未だ瓦礫だらけで気が咎めるものの、カレイ・アイナメはお腹をすかし
ており、大型がバンバンあがる。日本海への鯛釣りも再開。忘年会は赤倉温泉
あべ旅館で盛大に、昼食の手打ちそばに舌鼓み。 

2013年～2016年・・大震災からの復興も少しづつ進み釣行も本格的に再開。春秋の年 2回
出島民宿「いずしま」への 1泊釣行や、有志による日本海真鯛釣りも実施。1泊
遠征釣行は 2016年がラスト。 

2017年・・お花見会をカメラクラブ、歩こう会と合同で実施（参加者 18名他、大型漁礁の
カレイ、出島への日帰り釣行等は前回、前々回と同様に実施。釣友会結成 25
周年も大会は実施せず、参加者漸減傾向。 

2018年・・お花見会は盛況。釣行も前年同様に計画も参加者少数でやむなく中止多し。 
高齢化の影響は釣友会にも。新入大歓迎、懇切丁寧に指導します。 

2019年・・継続実施中 
 

これまで 27年間無事に活動出来た事に感謝すると共に、支部からの協賛等ありがとうございま
した。今後も元気なうちは引き続き実施しますのでご協力宜しくお願いいたします。 

（鈴木記） 

     2009年 12月 17日  忘年会 ： 赤倉温泉あべ旅館（5年連続） 

高橋 卓・菊池 宏・鈴木 剛・長谷川健二・槻山智雄・千葉知己・齊藤 修・佐藤和彦 

引地 修・高橋俊亘・鈴木英夫・矢口米雄・石黒秀雄・田島正義   参加者（14 名） 

 

1995年 4月浅虫温泉サンセットビーチ湯ノ島前 

 

後列左側の 2名は会員外の人 

   佐々木貞夫・菊池 宏 

鈴木 剛・永沢 清 

佐藤和彦・槻山智雄 

矢口米雄・水野雄太郎 

鈴木英夫・岩淵軍治 

参加者 （10名） 
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カメラクラブとして本格的な撮影『旅』を始めたのは 1998年 4月 18日に矢口米雄、髙橋 

卓、槻山智雄の 3名で行った「角田市・長泉寺観桜会」が起点である。撮影会は勿論だが、秘

湯・名湯をめぐり、昼食はそばと日本酒、夕食は大宴会とカラオケ会という充実した『旅』は

ここからスタートしました。 

秘湯・名湯、先ずは第 3回 2003年初夏、我がふるさと「岩手・元湯夏油温泉」湯煙たちのぼ

る七湯めぐり、混浴ありで参加者 4名。第 4回 2003年秋、「燃える紅葉の須川温泉（栗駒）」 

帰りは千秋ライン・鬼首温泉巡りで参加者は 8名を数えました。 

秘湯ではないが、第 7回 2005年初夏、「うみねこの飛島」へ行き、島内はレンタル自転車で

遊びの釣りへ、翌日は飛島港出港数分後、頂上付近に初冠雪と思われる鳥海山が絶景庄内平野

も広大にしてシャッターを切る、参加者 9名。 

今度は名湯肘折温泉、第 8回 2005年秋、「紅葉の湯どころ肘折温泉」へ。歴史ある温泉で 

開湯 1200年、温泉一番の名物朝市、下駄の響きはじまる午前 5時、舞茸からまむしまで並んで

種類が多い、参加者 8名。第 12回 2007年秋、「錦繍を求めて山峡の秘湯、ランプの宿（湯の

倉温泉湯栄館）」へ。一迫川の上流花山渓谷に昭和初期の木造 2階建ての宿舎、電気も水道 

もない、あるのは男女別内湯と自然な渓流の大露天風呂。紅葉も見頃、夕やみになり待望の 

ランプ点灯、薄暗いところで夕食。帰りは須川温泉から真湯温泉に入浴し厳美渓を見る、参加

者 8名。 

翌年 2008年 6月 14日 6時 43分 M7.2の最大震度 6 強、岩手・宮城内陸地震発生。この地震

により迫川上流で土砂崩れダムの水位上昇と雨で、「湯の倉温泉湯栄館」の 2棟のうち 1棟が

下流へ流された。現在も休業中。 

 これまたびっくり地震がきた、第 19回 2011年 4月 11日、「夜の森公園といわき海岸探訪」

予定されていたコースは行き、富岡町夜の森公園・いわき海岸探訪・塩屋崎泊り、帰りは塩屋

崎公園（美空ひばり歌碑）・小名浜魚市場見学だった。あの 3.11未曽有の大震災と原発事故。 

当クラブは 4.11 丁度 1ヶ月あとの計画でした。勿論中止、後の計画ありませんでした。 

2011年秋、肘折温泉第二弾、アンコールがあり計画した。コース多少変えたが参加者最高の

11 名。第 22回 2013年秋「伝統の精進料理、羽黒山宿坊、大進坊」行き新庄・庄内町・羽黒山

頂三神祭殿・五重塔、初めての宿坊は大浴場と食事で大満足。第 24回 2014年春、「げいび渓

と世界遺産平泉」行き一関市・げいび渓舟下り厳美渓散策・泊りいつくし園、帰りは世界文化

遺産中尊寺金色堂・一関名物もち料理と地酒、参加者 8名。 

これが 16年間 24回、延べ参加人員 180名最後の『旅』となりました。現在はカメラクラブ

単独での催しは少なくなりましたが、歩こう会との合同でお花見会、竹の子掘りや、他県部会

との合同企画で情報交換を図っております。                 （槻山記） 

 

2005 年 6月 16日～                           

    6月 17日                                                                                 

                               菊地勝美・菊池 宏 

うみねこの飛島                                                                                                                    安倍光一・杉本矩雄 

                                                                                    槻山智雄・鈴木英夫 

                                                                          高橋 卓・矢口米雄  

                            鈴木 剛  

 

参加者（9名）                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

代表者名 槻山智雄 

発足月日 1996年 7月 
カメラクラブ 
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「カラオケ会」は、1996年（平 8）7月、歌好きの鈴木英夫支部長（当時）の肝いりで発足。 

1998 年（平 10）4月以降、2か月に一度、毎偶数月開催の懇話会終了後からの実施が定着。初代

の世話役は永沢 清氏、以後ほぼ歴代の親睦担当幹事が担当。初めの頃は場所確保が大変でした。

土曜日のため、カラオケ店はいつも混んでおり、待ち時間が 1～2 時間と長いうえに料金も高か

ったからです。 

 そこで見かねた杉本矩雄氏が一肌脱ぎ、現在まで続く店、「カラオケ暖家（だんけ）」を確保

してくれました。杉本氏は当時、近くのマルチビジネス専門学校に勤務しており、先生方や学生

達と時々利用していたので、マスターに強力にかけあって、飲み物・食べ物持込自由、歌い放題

でしかも学割料金（？！）にしてもらったのです。 

 いつもオープニングは「憧れのハワイ航路」、締めは「加藤隼戦闘隊」（2018年より「高原列

車はゆく」となる）を、会歌として全員で声高らかに合唱。毎回 10～15名程参加し、カラオケは

勿論、会員同士のふれあい、語らいの場としてもかなり賑わっています。 

 一方、「愛唱会」は 2007 年（平 19）11 月よりスタート。この会は、懐メロをこよなく愛し、

歌そのものを深く味わい楽しみたいというメンバーが、全体会とは別にプライベート的に立ち上

げたもの。初回は伊勢 博、山本治郎、奥山 昇、伊東功夫氏の 4名でした。後に槻山智雄、若生

勝芳、江刺俊光、髙橋 翕、田島正義氏等々が加入。 

 毎奇数月上旬、平日 13時より 3時間、仙台駅前カラオケ館で、最小 2名から 7名程で、一人 5

曲から 10曲前後を熱唱（新曲も可です）。世話役は伊東功夫氏が約 10年担い、2018年（平 30）

から阿部善幸が引き継いでいます。 

 「カラオケ会（全体会）」、「愛唱会」共、現役時代お互いに苦楽を共にした仲間と、退職後

も気兼ねなく、親しく付き合い、安く楽しめ、ストレス発散に健康増進にと多いに役立っており

ます。                                   （阿部記） 

 

参加者（抜粋） 

左より 

伊東功夫 

佐藤茂雄 

鈴木英夫 

若生勝芳 

杉本矩雄 

 

 

2012年 12月 8日 カラオケ会 鈴木英夫氏を囲んで 

 

      

     2019年 9月 10日              

愛唱会 

          左より 
伊東功夫・高橋健治 
髙橋 翕・若生勝芳 
田島正義・阿部善幸 
 
参加者（6名） 

代表者名 阿部善幸 

発足月日 1996年 7月 
カラオケ会 
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代表者名 菱田貞一 

発足月日 1992年 7月 

 
 

1992年 7月に囲碁同好会として発足し、2005年 5月に「囲碁を楽しむ会＝囲碁クラブ」とし

て佐藤正司、若生勝芳、上野光雄、竹内健二の 4名参加のもと呼称を変更いたしました。 

初代の代表者は竹内健二会員。 

その後、高橋 卓、佐々木司朗、今井省吾、菱田貞一、石黒秀雄の各会員が入会しましたが、会

員の逝去や脱会等があり、現在は佐藤正司・菱田貞一の 2名のみとなっています。 

主な活動としては毎月定期的に（主に第三木曜日）BOB サロンに集まり対局しておりますので、

囲碁に興味のある方の参加を歓迎いたします。 

 

囲碁に関する言葉 

 

1.笊碁（ざるご）・・・碁が下手なこと 

2.一目置く・・・上手な人と打つ時は一目置かせて貰う事から、相手を敬う、敬意をはらう事 

3.岡目八目・・・碁を打っている当人達よりも観戦者の方が、勝敗の大勢を読み切ることが出

来る。局外者の方がかえって事柄の善し悪しが良くわかる事。  （菱田記） 

 

 

 

   

2019 年 8月 BOBサロンにて 

 

対局風景 

菱田会員（左）と佐藤会員（右） 

 

 

 

 

囲碁クラブ 
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代表者名 河越和夫 

発足月日 1981年 3月 

 

最近ではシニア女性にも人気が高まってきている麻雀ですが、当麻雀クラブのこれまでの活

動状況について調べてみました。BOBサロンにある資料によりますと、経済成長期の 1981年に

会が発足、その後定期的な例会と麻雀大会を開催してきている様子が伺えました。 

支部の「たより」が創刊された 1991年以降の活動を振り返ると「月例会」は毎月 1～2回、

「新春麻雀大会」は毎年 1月に、一番町にある「ボンボン会館」で開催しておりました。 

発足から 38年が経過した 2019年現在、「麻雀クラブ」は当時と同じように毎月の月例会と 

年 2回の大会（1月の新春麻雀大会と 8月の夏季麻雀大会）を継続開催しております。 

（2010年 3月にボンボン会館が閉店となってから、会場は駅前の「万里」に変更） 

麻雀大会はここ数年、毎回 20名程度の参加者が集い、皆さん真剣な眼差しで腕を競っており 

ます。麻雀は指先を動かし、頭で戦略を練り、声を発しながら楽しむ「脳トレ」と称される 

健康的な遊びです。興味のある方の参加をお待ちしております。        （河越記）                  
 

 

 

高柳新一・千葉幸洋 

磯貝辰男・齊藤 修 

若生勝芳・南洞 稔 

小幡紀男・若林秀敏 

清水義春・作間清成 

渡辺武郎・渡辺仁美 

庄司  良・髙橋  翕 

河越和夫・菱田貞一 

伊東功夫・高橋 博 

鈴木郁也・鈴木 剛 

 

参加者 （20名） 

 

 

2019年 8月 20 日  夏季麻雀大会 

 

2017年 12月 

秋田こまち会との交流戦 

 

磯貝辰男・小林 誠 

高柳新一・河越和夫 

若林秀敏・相場堅一 

佐藤忠次・大橋哲夫 

参加者 （8 名） 

 

麻雀クラブ 
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代表者名（事務局） 小山昭雄（石黒秀雄） 

発足月日 2005年 1月 

 

2005年 1月、新田創造会員の呼びかけで俳句の勉強会が始まった。メンバーは、新田創造、 

市川 隆、佐々木馨、小山昭雄の 4名。それぞれ所属する結社は違うが、俳句を始めたばかり

で、面白い盛り。10句持ち寄りで月 1回、会場は長町モール内にある紅茶のルピシア。会名を

「長町句会」とした。翌年、石黒秀雄会員が加わり、佐々木馨会員が病気で退会された。4名で

俳句論を侃々諤々やり合った記憶がある。2007年の春、BOB会理事の槻山智雄会員の呼びかけ

により、BOB「けやき俳句会」として衣替えした。初回は 4月 19日、会場は JTB東北内の BOB

サロンをお借りした。約 1年後サロンの移転などもあり、会場はルピシアにもどる。2011年

秋、会場はハチヤ珈琲店に替わる。この頃より 3句提出の句会方式が定着し、2016年 12月より

鶴岡の陶山芳子会員が加わり、翌年 8月、鶴岡の清水 孝会員も参加され会員 6名となる。鶴岡

の 2名は投句による参加であるが、一度も欠かさず現在も続いている。2017年春、設立メンバ

ーであった新田創造会員が退会された。病気の為と言いながら誠に残念であった。 

現在は 5名の会員に、自由投句で矢口愛水（米雄）、菊池ひろし（宏）、金子誉誌緒（善雄）、 

清野馬子（幸男）が加わる。また、会では年に一度の吟行会を行っている。2005 年の鹿島台・

互市をはじめ、宮城県と近県の各地、行事等を巡っている。15回を数えるが、2015年の山形・

山刀伐峠・最上川、2017年の鶴岡・羽黒山・加茂水族館吟行は良い思い出である。次回は桜の

頃の松島巡りはどうかと考えている。これまで「長町」と「けやき」の小さいながらも二つの

句集を発行しました。会は 2020年 4月で 150回を迎えます。これまで BOB会や皆様より多くの

ご支援をいただき、御礼申し上げます。また、全国俳句大会が行われ、今年で 3 回目を迎えま

した。俳句の輪がさらに広がることを願っています。            （小山記）                                       

 

＜最近の「けやき俳句会」より＞ 

北濠に一本の日矢蓮の花          小山あきお 

潮騒を遠くに朝の新茶かな         石黒 秀策 

露草の三叉路に降る雨の音         市川 たかし 

初茄子付箋の多きレシピ本         陶山 芳子 

杉並木ほほ撫づる風秋の声         清水 孝 

            

 

2015 年 10月 27日 

俳句「けやき会」吟行会 

尾花沢・山刀伐峠方面 

芭蕉の足跡を訪ねて 

 

 

 

市川  隆・小山昭雄 

石黒秀雄・新田創造 

参加者 （4 名） 

俳句（けやき）会 
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代表者名（事務局） 片平安之（畠山 廣） 

発足月日 2017年 1月 

 

2017年１月に片平安之会員を講師にお願いして BOB 会事務局（BOBサロン）を会場にして毎月

1 回（第 3火曜日）開講しています。 

これまでに 33回開催（令和元年 10月現在）して延べ参加者 208名（平均 6人）が参加しました。

初めは 2～3名での教室でしたが、次第に受講者も増えて来て、最近では 7～9名と賑やかな授業

風景となりました。 

参加者各人によってはレベルも違うので講師は大変かと思いますが、①パソコンで年賀状を作る。

②町内会の案内書面や会計帳票を作る。③自分の人生履歴をパソコンに纏める。を最終目標に頑

張っています。 

最近は、人数が多くなったので、JTB の会議室をお借りして授業を行っています。新しい受講生

大歓迎です。 

 

＜これまでの受講者＞ 

三浦 糾、八木孝典、古川秀一、阿部善幸、槻山智雄、菊池 宏、磯貝辰男、 

佐藤光秋、早坂信克、 

講師：片平安之  事務局：前田健二、河越和夫、畠山 廣          （畠山記） 

 

 

片平講師（会員）による 

        授業風景 

片平安之・八木孝典 

古川秀一・阿部善幸 

(畠山 廣)  参加者（5名） 

 

 

 

阿部善幸・菊池 宏・槻山智雄 

古川秀一・八木孝典・河越和夫 

(片平安之・畠山 廣) 

参加者 （8 名） 

 

キャラクター勉強会 

 ちこくん（片平講師）    ひろし（畠山会員） 

 

 

 

ミッチー（佐藤会員）  ゼンコウくん（阿部会員） 

パソコン教室 
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代表者名（事務局） 佐藤茂雄（畠山 廣） 

発足月日 2016年 11月 

 

発足から４年目の若い愛好会です。発足メンバーに蕎麦打ち名人？が３名（佐藤茂雄顧問、五

十嵐伸一、畠山 廣）もいますから、蕎麦談義が始まると蘊蓄が止まりません。例会は年６回、

福島、山形、宮城の蕎麦屋巡りを楽しんでおります。これまでの例会・移動例会は１８回（令和

元年９月現在）を数え、延べ２４７名（１回平均約１４名）の会員が参加しました。これからも、

美味しい蕎麦、新しい蕎麦屋を巡って楽しみたいと思っています。             （畠山 記） 

 

＜蕎麦愛好会会員＞ ※参加回数順（２回以上参加者） 

鈴木正利・畠山 廣・佐藤茂雄・齊藤 修・前田健二・石黒秀雄・五十嵐伸一・鹿野美枝子 

古川秀一・佐藤利喜弥・蒲倉 博・若生勝芳・渡辺武郎・河越和夫・長谷川健二・須田幹雄 

若林秀敏・壱岐ひろみ・佐藤敏彦・雪野幸子・山口節子・佐藤 充・堀 時男・堀野秀子 

渡辺仁美・金子美智子・髙橋 翕・大山 静・鈴木正昭・高山良雄・菱田貞一・長谷部公子 

清野幸男・阿部善幸・千葉幸洋・髙橋 信 

 

＜例会で訪問した蕎麦屋＞ ※開催日順 

①手打ち蕎麦山形（仙台市）②酔心庵八幡（福島市）③そば処三津屋本店（山形市） 

④五十嵐伸一会員の手打ち蕎麦（会津若松）⑤庄司屋御殿堰七日町店（山形市） 

⑥そば処古拙（仙台市）⑦きよそば（大石田町）⑧オタフク（仙台市）⑨川音亭（川崎町） 

⑩手打ち藤八そば（福島松川）⑪高峰そば工房（飯豊町）⑫そばやかた樽石（村山市） 

⑬山都新そば祭り（会津山都）⑭鹿落堂（仙台向山）⑮そば処樹の里（蔵王町） 

⑯貴福茶屋（福島庭坂）、⑰松寿庵（天童市）⑱名代そば処福原屋（尾花沢市） 

    2019年 1月 21日 瑞鳳殿の初詣と 1月例会「鹿落堂（ししおちどう）」蕎麦御膳 

  

阿部善幸・前田健二・渡辺武郎・齊藤 修・長谷川健二・髙橋 翕・鈴木正利夫妻 

若生勝芳・渡辺仁美・壱岐ひろみ・蒲倉 博夫妻・畠山 廣・佐藤 充・佐藤利喜弥夫妻 

佐藤茂雄夫妻・石黒秀雄・菱田貞一・五十嵐伸一夫妻・古川秀一   参加者（24名） 

蕎麦愛好会 
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代表者名 奥山美奈子 

発足月日 2018年 3月 

 

 将来のＢＯＢ会を考えると女性会員の加入促進が喫緊の課題となっていますが、現状の支部組

織や活動は必ずしも女性会員が参加しやすい組織とはなっていません。さらに今までの支部活動

の中心はほぼ男性という場面が多かったように思います。 

 

そこで平成二十九年九月に各地区の女性会員と意見交換を行い女性会員が主体となった活動、さ

らに女性会員の加入促進を計ることを目的に会を発足させることを決定しました。 

平成三十年三月に女性会員が「観る、食べる、学ぶ、遊ぶ」をモットーに名称を「女性るるぶ会」

とし、支部クラブ活動の一つとして会を発足しました。 

 

現在、年二回ほどＢＯＢサロン会などを中心に愉しく活動しています。今後新しく入会される女

性会員のためにもこの会を盛り上げていきたいと思います。           （奥山記） 

 

2018年 3月 16日  「女性るるぶ会」発足式   旧伊達藩鐘景閣にて 

 

来賓（JTB）西村峰子・小柳真澄   

堀野秀子・横山せん・太田和子・小野寺栄子・新木幸枝・壱岐ひろみ・鹿野美枝子 

長谷部公子・柴田まゆみ・須藤千恵子・金子美智子・山口節子・雪野幸子・山城三津子・ 

奥山美奈子・後藤真由美・(竹野洋子)    参加者（19名）  

 

女性るるぶ会 
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寄稿コーナー ： ＢＯＢ会 周年記念ハワイ旅行  

【 二度のＢＯＢ全国交換会（ハワイ・ホノルル） 】 

            髙橋 翕会員（仙台市宮城野区在住） 

２００２年３月、ＢＯＢ創立５０周年とＪＴＢ創立９０周年を記念し、初のＢＯＢ全国交歓会

がハワイ・ホノルルで開催されたことを今でも鮮明に覚えている。 

仙台空港からのＪＡＬチャーター便を利用、新千歳空港で北海道支部と合流しホノルルへ向っ

た。なんと東北支部はなぜかビジネスクラス、参加者３３名は搭乗するまで知らされず、乗って

びっくり・大感激。北海道支部はエコ

ノミーで、東北さん・なんで？を連発。

例年この時期はホノルルフェスティ

バル開催中、勿論これに合わせての企

画である。全国から、会員・家族・友

人を合わせて約２５０名、「ＪＴＢＯ

Ｂ会創立５０周年」のバナーを先頭

に、あのカラカウア通りをパレード。

夜の記念パーティにはハワイ州知事

が歓迎スピーチ、席上３月１２日を

「ＪＴＢの日」と認定、大いに盛り上

がり気分最高。 

翌日のマウイ島日帰り観光では、沖で跳ねるクジラの歓迎にバシャバシャのシャッター音。フ

リータイムの日は、ゴルフ組・ショッピング班・フィッシング等に分かれ、それぞれに満喫。帰

国前日の夕食会は支部主催、持ち込んだ山形の名酒「出羽桜」で乾杯を重ねた。翌朝、心に残る

思い出を詰め込んでＡＬＯＨＡ！！ 帰路の席は機種変更でエコノミー。 

それから１０年、東日本大震災の翌２０１２年６月、ＢＯＢ創立６０周年・ＪＴＢ創立１００

周年を記念しての２度目の全国交歓会はホノルルのヒルトンハワイアンビレッジで約４３０名

の記念大パーティ、東北からは４０名参加。今回はホノルル市長の歓迎スピーチ、「憧れのハワ

イ航路」をＪＴＢＯＢ会の歌に決定、１１１名でのゴルフコンペ表彰式と合わせて大抽選会も行

われた。ＪＴＢ社長賞・ＢＯＢ会長賞等々数多くの賞品が殆どの参加者に行きわたり感謝・感激。

最後に「憧れのハワイ航路」を全員で大合唱、大盛会。今回は成田空港発着なので、成田までの

行き帰りは貸し切りバスを利用、当然バス車内は飲んでよくしゃべり・よく笑って陽気な５時間。 

忘れられない２度目の全国交歓会であった。 

２度あることは３度ある、さて１０年後の２０２２年は３度目の・・・。 
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寄稿コーナー ： 大阪万博・青森 EXPO88 

【 大阪万博 募集旅行の企画を担当 】  

若生勝芳会員（仙台市青葉区在住） 

昭和 35 年春㈶日本交通公社に入社し福島案内所に配属され、高校の制服姿で出社したのを今

でも鮮明に覚えています。 

 昭和 45年には「大阪万国博覧会」が開催します。当時募集型

旅行はまだ各支店独自の企画販売が主流で、福島支店では小生

が企画担当を命ぜられその準備を進めていました。募集チラシ

を作製配布するとたちまち満員締切りと言う旅行ブームが続い

ていました。 

 ところが催行１年前を過ぎてから受入旅館ホテルの宿泊料金

が異常に高騰し、旅行代金の見直しを検討せざるを得なくなり

ました。他社では早々と料金改定のお願いを申込客に通知した

ところもありました。当社も社内会議を経てお客様にお願いの

文書を郵送したところ、翌日の朝刊Ａ紙とＭ紙に『交通公社が

万博料金便乗値上げ』と大きく報じられてしまいました。直ちに本

社国内旅行部長より支店長に電話が入り、本社へ出頭して事情を説

明する事になりました。担当者として大変な事態にただオロオロし

たことを覚えています。 

 東京五輪後に海外旅行の「ＬＯＯＫライト・メイト」が最盛期を

迎えていたころ、本社から各支店に添乗員派遣要請がありましたが、

ハワイ添乗に駆り出された時の事です。添乗員は現地に到着後、ハ

ワイ事務所に集結しオプション添乗を割り当てられます。私は、朝

６時出発、夜 10 時帰りの「ハワイ・カウアイ２島めぐり」への添

乗を指示されました。出発日の朝、添乗員は迎えのバスに乗車して

数軒のホテルを回遊しお客様をピックアップしながら空港へ行く

予定でしたが、前夜お客様の各部屋にはモーニングコールを依頼し

たものの、自分の部屋には忘れてしまったのが原因で添乗員の小生

がバスに乗り遅れる失態をしてしまいました。慌ててホテルロビー

に行った時はすでにバスは出発してしまった後でした。ならば空港へ直行して追い付こうとタク

シーを探しましたが早朝の為掴めません。その時予約タクシーで空港に向かうアメリカ人の老夫

婦がおりまして、英語が苦手な私は必死に身振り手振りでお願いをして便乗させていただき、ツ

アー客に追い付く事が出来ました。空港では「添乗員の若生さんが行方不明」になっておりハワ

イ事務所のＹさんが添乗代行の準備をして待ってくれていました。平謝りして所定の添乗に就い

たもののお客様の冷たい視線を終日浴びる羽目になってしまいました。何ともお粗末な話です。 

平成３０年９月１５日  

 

【 大阪万博の苦い思い出 】  

清水 孝会員（山形県鶴岡市在住） 

 今から約５０年前、１９７０年に大阪万博が開催されましたが、私はその前年に採用され、

東京京橋支店に配属されました。入社して１年目は航空係の仕事をしていました。その頃の新

婚旅行は熱海や宮崎それに八丈島が主流で、たまに信州や北海道等でした。はっきりと原因は

覚えていませんが、私のチョンボで新婚さんの八丈島行の航空券往復が予約出来なかった事が
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ありました。すぐ上司が手を打ってくれましたが、満席を覆すこ

とはできませんでした。お客様にもすぐ連絡をしてカウンターに

見えられましたが、大変なお怒りで頭を下げっぱなしでした。結

局はトケマチの順番を上げてもらい旅行に出発することが出来ま

した。 

翌年は乗車券類の配達係でした。同期５人の男性が５コースに

分かれ、午前と午後得意先の会社に配達するのです。多い会社は

毎日午前と午後２回配達していました。驚いたのは９月と３月の

決算期の集金額でした。小切手、現金合わせて一千万円前後にな

りました。その時ばかりは寄り道をしないで、アタッシュケース

を胸に抱えて？まっすぐ帰社しました。給料が確か２万円なかっ

た時ですから、今でしたら多分一億円位だと思います。 

 そんな入社２年目にあこがれの添乗員（サブ添）の仕事がやってきました。新橋駅前を夜11

時出発バス１２台で大阪万博見学の団体でした。添乗員は４～５人で、夕方より社内で打ち合

わせをして、７時頃から会社近くの居酒屋で一杯やりながら夕食を取りました。これがいけな

かったのです。後で思えば初添乗で緊張していたのでしょう。その時は何ともなかったのです

が、東名高速のバス車内でもよおしてきたのです。先頭号車でもないバスを添乗員の都合で勝

手に止める訳にもいかず、もう地獄でした。油汗をかきやっと休憩場所に着くと飛び出しまし

た。万博、その他の事は全く記憶にないのですが、往路の東名高速のバスだけ記憶に残ること

になったのでした。  ※添乗中の清水孝さん 

 

【 大阪万国博覧会の思い出 】 

小林孝雄会員（福島県会津若松市在住） 

50 周年の回顧録に“大阪万博”をテーマに書いてくれと依頼が来ました。49 年前のことなん

か覚えていないので断ろうかと思ったら当時の日記帳が出てきました。自分の書いた日記帳を再

読していたら徐々に思い出してきましたので引き受けました。 

昭和 45 年当時会津若松営業所の所長は鈴木英夫さんでした。ワンマンぎみの所長でしたが情

に厚く仕事も確実で所員皆がまとまっていた時代でした。（余談ですが 3 年後鈴木夫妻に私たち

の仲人さんをお願いしました） 

万博が開催されたのは昭和 45 年 3 月 15 日（日）～9 月 13 日（日）までの 185 日間でした。 

昭和 39 年東京オリンピック依頼最大の行事で、とにかく会津の人の

半分は観に行ったのではないかと思う位のフィーバーぶりでした。募

集する団体はほとんど満員で催行、あんなに集客が容易な時代はなか

ったと思います。日記には 4/4 に春手当なるものが 35,000 円支給さ

れたとありました（なんていい会社なんだろう）。でも、とにかく忙

しかった。 

そんな中、会津若松営業所の第 1 陣は鈴木所長自ら添乗した九州

と万博 10 日間の旅第 1 班でした。夜行便（ばんだい 6 号）だったの

でみんなで夜遅く見送りに行きました。出発後、酔っぱらったお客様

が列車から転落するという事故がありました。ドアが手動の開閉式で

の事故でしたがなぜか報道では取り上げられませんでした。どんな処

理をしたか日記にも書いてないので今となってはわかりません。 

私は期間中 6 回添乗しました。宿は料金が高いわりにお粗末で、ある時あまりひどいので文句

を言ったらこの建物は万博終了後アパートにするんだと言われました。T 市の宿坊に泊まった時

は、“朝の食事 3 品、まずい”と日記に書いてありました。輸送面ではほぼ順調にいきましたが、

1 つだけばんだい 6 号で行ったとき酔っぱらったお客様がグリーン車に行って寝ていると車掌に
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怒られました。7 月喜多方市ホップ組合万博 4 日間の旅の添乗後解散したらその日出発予定だっ

た郡山営業所扱いの福島クボタの添乗員がいないとお客様が騒いでいた。私は交通公社の腕章を

つけていたので怒られたが詳細がわからないままとりあえず会津若松駅まで添乗？しました。 

会津若松駅についたら郡山営業所の添乗員が 2 人いたので引き継ぐという珍事もありました。 

”月の石“展示でいつも３～４時間待ちだったアメリカ館やソ連館、日本

館など人気のあるパビリオンには入場できませんでした。行ったのは外国の

小さなパビリオンやクボタ館など人があまりいない、休憩できる所が中心で

した。しかしお客様は強行軍の日程にもかかわらず、精力的に各パビリオン

を回られていたようで帰りの車中では「どこどこのパビリオンはおもしぇが

ったぞ」などと話されて皆さん満足した様子が思い出されます。 

私自身万博の感想は“疲れる”と“なんとかこなした”というのが本音で

す。楽しむなどという余裕はありませんでした。 

大阪万博時、入社６年目、営業の仕事に配属され主に国鉄の共催の仕事を担当しながら、国鉄の

職員にいつも怒られながら右往左往していた自分がいて、失敗ばっかりして先輩たちからもあき

れられていたけど、今となってみると失敗やら怒られることでちょっとづつ強くなっていったの

かなぁと思います。 

昭和４５年、生涯の伴侶となる大切な人が日本交通公社に入社してきました。 

昭和４８年、結婚。ここから私の本当の人生が始まりました。 

 

【 回想録（青森ＥＸＰＯ８８） 】   

大坂勝弘会員（青森県青森市在住） 

ＪＴＢ生活の中で一番の思い出は、青森ＥＸＰＯ８８（青函トンネル開通記念）への出向でし

た。青森ＥＸＰＯは青函トンネルの開通を記念し、１９８８年（昭和６３年）

７月９日から９月１８日までの７２日間「新たな交流と発展―北の飛躍をめ

ざして」をテーマに函館市と共に開催した地方博覧会で、青函博とも呼ばれ

ているものです。 

１９８７年３月２５日青函博事務局への出向を命ぜられました。事務局は

県・市・銀行等官民一体で組織され、元県の観光部長を務めたＮ局長のもと

２０名で構成され、主に企業を中心に入場券販売を担当しました。又、Ｎ局

長は私が高校二年生の山岳部在籍の時に、岩木山で登山指導をして頂いた大

先輩（東農大山岳部卒）で思いがけずの再会となりました。 

そして一緒に出向されたＪ嬢には大変お世話になりました。２年弱の期間でしたが、私が自由

勝手に走り廻れる名留守番役でした。又各企業を廻る中で各経営者の会社、社員に対する強い思

いを感じる事もでき貴重な体験をもしました。 

博覧会は１９８８年９月１８日幕を閉じ、青森会場は有料入場者数１４７万１１８６人（目標

１３０万人）と大成功を収めました。当時の北村青森県知事から閉会にあたり「成功のポイント

は、天の利・地の利・そして人の和によるもの」とのお言葉を頂き、ふっと肩の力が抜けた思い

をしました。 

今ではトンネルを新幹線が通り、函館市とはその後

「ツインシティ」の連携をし、盛んに交流が行われて

おります。そして事務局の方々とは博覧会終了後もた

びたび楽しい時を過ごし、大切な仲間でもあります。 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1572673188/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pdGVtLm1lcmNhcmkuY29tL2pwL201OTc5NTQ3NTU4NC8-/RS=^ADBQsDuUd3E2txiee0uAc7LqpivMUI-;_ylt=A2RivcMjxbtdwTsATgmU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy
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寄稿コーナー ： 岩手県青年の船 

【 岩手県青年の船の思い出 】 

   阿部文憲会員（岩手県盛岡市在住） 

第 1回岩手県青年の船が実施されたのは昭和 56年 1 月 13日から 1月 27日の 15日間。 

コース＜宮古港～沖縄～マニラ～香港～宮古港＞ 客船：コーラルプリンセス（香港船籍） 

岩手県内の全市町村から 20代の青年男女が参加し、出発前には 2回の事前教育を受けます。 

団員数約 300 名、組リーダー10 名、事務局、講師、岩手県知事中村直団長等全員が、洋上研修、

寄港地活動を実施しました。船上で通関を行うため、税関の職員 2名も全行程同乗しました。 

 第 2回からは商船三井客船の新さくら丸 17,389トン、客室定員 552名の利用となりました。 

岩手県内の出航港は、宮古、釜石、大船渡、久慈と 4 つの港を利用し、順番に回りました。 

寄港地の沖縄では、岩手の塔や戦跡の見学、フィリピンでは、ホセリサール記念碑での献花、サ

ンミゲルビール工場、モンテンルパ日本人墓地を見学し、青年達との交流活動もありました。 

当時は免税のショッピングが人気で、ウィスキー、タバコ、香水、それに飛行機と違って船は

大量に大きな買い物も出来ました。例えば、水牛の大きな角の壁掛け、海亀の剥製、プカシェル

のスタンド、大型の木彫り製品、台湾のテーブル等も船旅ならではの特権です。 

船上の研修の講師も新日鉄釜石の小藪監督や、中村知事の講話や談話会など充実した内容でし

た。10 名の組リーダーのもとに団結し、組対抗の競技や発表会などを開催し盛り上がりました。

寄港地では 2 コース、3 コースに分かれて研修をするなど、

修学旅行同様にスムーズに動かすことに配慮しました。 

昭和 58 年 8 月にアキノ元上院議員がマニラ空港で暗殺さ

れるなどの政情不安があり、昭和 59年 1月の第 4回青年の船

は寄港地をマニラから急遽台湾に変更し、基隆港と高雄港の

2 港に寄港する事になりました。東南旅行社を窓口に年末年

始も打合せや下見で忙しい日々を送りました。 

新さくら丸のベースが横浜や晴海のため、その回送を利用

して、いわて少年の船、岩手婦人の船（後に改称して：いわて

女性の船）、岩手シルバーの船なども計画され、ＪＴＢが継続

契約をしました。また、第 1 回から第 10回まで青年の船を担

当する事になったので、知事の海外視察旅行、県議会議員の

海外視察旅行、ブラジルの移民周年記念などを取り扱う事が

出来ました。 

真冬の岩手から沖縄を過ぎると、だんだん暑くなっていく

船旅は食事の楽しみもあり、印象深い研修旅行でした。特に

船で入る香港の美しい景色は素晴らしいものでした。大型団

体を 10年継続出来た事は、長いＪＴＢの仕事の中でも一番の

思い出です。 

 

（イメージ） 
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寄稿コーナー ： 学生団体 

【 鹿角地区修学旅行獲得 】 

伊藤雄一郎会員（仙台市太白区在住） 

私は、昭和２９年盛岡支店（当時は案内所）に入社しました。当時の支店業務

は、国鉄券の販売が中心でしたが、翌３０年には周遊券が発売されるとともに、

作業量が急増し連日深夜まで残業が続きました。 

３年目からは、盛岡鉄道管理局に駐在し、駅に持ち込まれた団体旅行をＪＴＢ

扱いとするよう依頼する仕事を担当しました。その頃から、中学校や高校の修学

旅行が盛んになり、Ｔ社やＫ社が進出してきて激しいセールス合戦が展開され

ました。そのような状況の中で、秋田県鹿角地区が他社の入らない空白地帯とな

っていたので、雪の残っている時期に単身でこの地区の中学７校を巡回セールスし、合同で臨時

列車による日光・東京４泊５日の修学旅行を獲得実施する事が出来ました。これには盛鉄局のご

支援やＪＴＢの社員各位のご協力もあり大成功でした。数年後には釜石地区でも同様の試みを行

い成功しました。 

昭和３６年東北支社（後の営業本部）へ転勤しました。その後一時労働組合の専従役員を務め

た時期もありましたが、都合１７年間営本勤めを続けました。営本での主な業務は、本社営業部

からの指示や通達を支店向けの文書にして伝達するという仕事でした。 

昭和５３年、花巻支店長に発令され妻子同伴で赴任しました。１７年ぶりの支店勤務でした。

営業の仕事はやはり修学旅行のセールスが中心でした。そして、店頭では国鉄券の販売が主でし

たが、特急券や寝台券などの需要が多く、朝９時の発売開始と同時に一斉に発券機を操作して、

１枚でも多く獲得する努力が行われていました。また、日曜日は社員に休日出勤をさせないため

にと、私が一人で出勤をしていました。 

その後は再度の営業本部勤務と、一関支店長として赴任したあと、ＪＴＢからは二代目となる

観光施設マインランド尾去沢（秋田県鹿角市）に出向を命ぜられました。６年間勤務した５５歳

の時に三菱鉱業からのお誘いもあって移籍を決意いたしました。しかし３年後に仙台に戻され、

ＪＡＴＡ東北支部事務局長として５年間勤務する事になりました。ＪＡＴＡを最後に長年お世話

になりました旅行業界を卒業し、自宅にて家内と平穏な日々を過ごしております。 

平成２９年７月２２日   

 

【 秋田営業所修学旅行の思い出 】   

  鈴木基弘会員（秋田県秋田市在住） 

私は、昭和３４年財団法人日本交通公社秋田案内所に入社しました。入社当時は国鉄乗車券の

発券や周遊券の発券でした。周遊券は観光旅行や長期出張に便利なため申し込みが多く、また東

京出張の方にも羽越・奥羽線経由の回遊券購入者に周遊券を進めた事を覚えています。その後店

頭販売の色々な事を経験し、庶務会計担当を最後に店頭業務から団体業務に移りました。 

学生団体グループでは、セールスのいろはや添乗等色々な事を経験させて貰いました。それで

は添乗中の出来事で今でも記憶に残っている事を報告します。 

昭和３９年１０月由利本荘地区の女子高校（由利高校）の修学旅行に添乗した時の事ですが、

羽後本荘駅を出発の際生徒達が全員乗車する前に列車が動き出したので、慌ててホームを走りな

がら「止まれ、止まれ」と大声を出して列車を止め、残った生徒を乗車させて人員を確認してか

ら出発した事を思い出す。その後は予定通り京都・奈良を見学し、東海道線経由で東京へ。東京

見学はバスで首都高速道を回り、東京オリンピック開催日 10月 10日当日で車中より聖火台の火

を見て生徒と一緒に感激しながら無事帰ってきました。いつまでも聖火台の炎の光が脳裏に残っ
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ています。 

昭和４３年初めて扱う秋田市内のマンモス中学校（山王中学校）の修学旅行に添乗した時の事

です。5月 15日秋田駅から臨時列車で青森へ、青函連絡船で函館へ、バ

スで湯の川温泉旅館で１泊。5月 16日の２日目、函館山や市内観光へ出

発した。佐藤充さんと私は臨時列車の輸送確認のため函館駅に向かっ

た。駅構内へ入ろうとした時、突然ぐらぐらぐらと揺れ出して地面が波

のように動き出し、立って居られなくなり、二人でこれが最後かとタバ

コに火を点け茫然として、生徒達は大丈夫無事でいて欲しいと祈った。

暫らくしたら揺れも収まったので、駅改札に行って状況を聞いてみた。

現時点では地盤の状態や線路の点検をし、安全を確認してから決定する

ので１時間後に来て欲しいと言われる。12時頃に行ったら、臨時の点検

が終了次第運転を再開する予定なので、何時でも乗車出来るように準備

しておくようにと指示された。午後 2時頃、定期列車の運行前に修学旅

行列車が函館駅を出発した。途中何事も無く洞爺駅に到着し、洞爺湖の旅館で夕食後再び地震で

揺れたが全員無事で生徒達は眠りに就いた。引率の先生と共に学校へ生徒の安否を連絡した。5

月 17 日は中山峠経由で札幌市内を観光し、5 月 18 日全員無事秋田駅に到着し、出迎えの父兄や

生徒達の前で解団式を行い添乗業務は終了した。 

後日学校を訪問した際、地震による事故の対応・処理方等々に対しお褒めの言葉をいただき、

次年度からも修学旅行の取扱いが続いた。 

※昭和４３年５月１６日午前９時５９分 北海道十勝沖地震発生 震度５強 

 

【 教育旅行の思い出 】 

鈴木正利会員（福島県伊達市在住） 

 教育旅行の担当者になったのは、1972年の春からでした。最初は秋頃に高校生の修学旅行から

で、多分 350名位の規模の学校だと思います。右も左も分からず大変疲れて今考えてみてもハッ

キリと覚えておりません。それから、途中担当外の時もありましたが、24年間教育旅行に携わり

ました。日本経済の絶頂期（バブル経済）から下降時期までの時代でした。 

1970年代初期の頃は、まだ JR（国鉄）に連合体輸送があり、各学校は JRに輸送申し込みをし、

結果をもらう時代でした。その情報を早く聞き出し学校に連絡を取るか

が営業でした。（後日直ぐに判ることですが）この頃は、誠意のセールス

が通用した時代でした。学校にお邪魔して担当の先生方に時間を取って

もらい、わが社のセールスポイントを聞いていただき、先生方の考えて

いることを聞き、良いコミュニケーションをとることが出来ました。如

何に良い情報を伝え、先生方よりどのような考えを持っているのかを聞

き出せるかを争う営業展開でした。先生方の趣味、癖、性格、その他を

知識として多くの情報を持ち、接していました。営業の始めより、旅行

の獲得、旅行までの打合せの方法、旅行中の事、特に生徒に楽しい思い

出を残していただく方法等を一緒に考え実行するには如何にするかを考えました。 

 一つの方法としては「添乗員のマニュアル」の作成がありました。要所、要所で添乗員は何を

どうして、どう動くのか指示を前もって決め添乗員一人一人に配布する。簡素化した冊子を先生

方にも配布して取り組み方の真剣なところを伝える。それは後日営業にも役に立ちました。以上

の様な営業をすると、極端な旅行代金での安いほうに決めるという営業をしなくても良かったの

です。我々営業担当者は、社内でいろいろな情報を話し合い、自分の持っている知識を如何に増

やすかを研鑽し、工夫をしました。 

 しかし、2000年前後より社会情勢が変化し、このようなセールス手法が活かせない難しい時代

となりました。今思うと、遣り甲斐のあるいい時代を経験できたものだと感謝しています。 
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【 修学旅行の思い出 】  

三浦 均会員（仙台市青葉区在住） 

小職は昭和 49年 4月に日本交通公社仙台支店（佐々重ビル）に配属になり、2 年間で国鉄乗車

券・航空券カウンター・定期券センター・卸町会館内出張所で勤務いたしました。昭和 51年 4月

に団旅仙台支店との合併と共に修学旅行課に配属となり、幸い合併前に

助勤添乗で中学校 2校・高校 2校添乗しましたが右も左も分からない状

態が続きました。色々悩みましたが、結論として修学旅行業務を習得す

るためには、数多くの学校に添乗する、多くの先輩と添乗し良いところ

を盗み自分のスタイルを確立すると結論づけました。本当に多くの先輩

にお世話になり、多くのお客様に育てて頂き、お陰様で業務課長時代の

2年間を除き 35年間携われたことにあらためて感謝申し上げたいと思い

ます。ここでは主に、昭和 50 年代から平成までの中学校交通手段の遍歴

を記し回想録といたしたいと思います。 

・修学旅行交通手段の遍歴・中学校（集約臨時列車～特急列車～バス～新幹線） 

集約臨時列車は、当時上野までの所要時間 6 時間半であった。黒磯で機関車交換のため 20 分の

停車が必ずあった。ドアが手動のため停車駅で生徒がホームに降りないよう見張りが必要だった。

もちろん冷房も扇風機もなし窓を開けての旅でした。一番大変だったのは手洗い水はあったが、

飲料水設備がないため、ヤカンや白いポリタンクを持ってホームで水を汲むのがサブの仕事でも

あり時には、学校からの要望もあり車内清掃のため、ほうき・塵取りも積み込んだ、上野駅で最

後列を歩く添乗員の姿は、金物屋状態だった。（小職ですが） 

列車乗車前確認も重要な仕事である。列車入線時刻・ホーム番線確認、最も緊張したのは指定 

車両に生徒を並べることです。臨時列車は、駅に号車表示がなくホーム助役に機関車停車場所を

聞き歩幅で乗車予定号車を特定しホームにチョークでクラス表示をした。（当時仙台駅は古かっ

たのでチョーク使用も駅からは怒られなかった。）整列させ列車が入線し車両がずれると先輩か

ら随分叱られた。その後、飲料水設備完備の 12系車両に変わり、特急列車ひばり号増発で特急利

用が多くなった。しかし、校内暴力が一斉風靡し各学校の要望はバス旅行へと変貌した。無線付

き・窓が開かないバスが希望で、トイレ休憩場所では学年主任と電卓をもって全人数がそろって

出発まで 40 分以上が当たり前だった、校内暴力も一段落し、新幹線開通と共に新幹線利用が主

流となった。 

このほか、宿泊の遍歴（旅館からホテルへ）・コースの遍歴（団体からテーマ別・クラス別・ 

班別自主研修）などありますが、ここでペンを置きます。 

終わりに、日本の修学旅行は、1882年に学生生徒の集団旅行としてはじまり 137 年の歴史を持

つ日本文化のひとつであると言っても過言ではないと思う。

14 歳・17 歳前後の一番多感で人間形成の重要な時期に、友

人と集団で旅行し歴史や自然景観や食文化の違い・集団行動

やルールを守る大切さなどを学ぶ大切な行事である。 

我々は、仕事を通じて、これから日本を背負っていく学生

生徒の楽しい一生の思い出を演出するため、安心安全プラス

「ならではの価値」を提供し続け、将来 JTBのリピーターになって頂くためにも、現教育旅行担

当者の皆さんには、この仕事に自信をもち、学校と一緒に汗をかいてほしいと願う。 

時代と共に、着るもの・持ち物・履物は変わっても、集合時の生徒の笑顔は不変である。 
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寄稿コーナー ： 集団就職列車 

 

【 集団就職列車の思い出 忘れられない車内 】 

    増子邦夫会員（福島県郡山市在住） 

私が郡山営業所に入社したのは昭和３６年です。当時の池田総理大臣が１０年間で実質的な所

得を２倍にすると言う「所得倍増計画」の初年度でした。ただ当時の私はその事がどんな事なの

かなど知る由もなく目の前の仕事を覚える事で毎日が過ぎていました。そんな中、確か昭和３８

年春からだと思いますが「集団就職列車」が計画され私も添乗を命じられ

ました。上野駅までの片道列車の添乗でしたが、今になって思うと「一時

代を代表する出来事」に携わらせて頂いたのだと何故か忘れられない仕事

の一つになっています。当時の私はまだ二十歳そこそこの若僧でしたが、

お客様は自分の弟や妹とのような十五・六歳の中学校を卒業してまだ幾日

も経っていない人々です。 

首都圏では経済成長が著しく、その上東京オリンピックが目前に迫り大

規模インフラ整備等で即戦力となる働き手を必要としていました。一方福

島県等は高校進学率がやっと５０％を超えたところでまだまだ中卒の就

職希望者が多く、勤勉な労働者として「金のたまご」と重宝されたのです。 

臨時列車は彼岸過ぎから設定され数日続きます。当日は就職者の父母兄弟を始め学校の先生や

友人等ホームから溢れるほどの人々に見送られて８時３０分頃上野駅に向かって出発します。現

在新幹線で１時間３０分弱のところを、当時５時間の旅でした。出発してからしばらくの車内は

修学旅行でもあるかのような楽しそうな会話が続きます。しかし、やはり東北人。白河駅を過ぎ

ると車内の雰囲気が変わります。「故郷を出た！」ことを実感するのでしょう。話し声もほとんど

無くなります。昼食は、たぶんお母さんが作ってくれた最後のお弁当となるでしょうが、それさ

えも口に入らなくなる子もおり、そこここから啜り泣きさえ聞こえるようになります。矢板駅を

過ぎ関東平野に入ると「もう引き返せない！」と気持ちも決まり、ここから先の事でも考えてい

るのか、あの生徒さんたちの顔と車内の張り詰めた空気は今でも忘れられません。 

上野駅では受入先の職安の方や職場の担当者が【台東区】や【墨田区】等の幟を立てて待って

おり引率されて目的地へ向かいます。見送りに駅舎を出ると上野公園の花が咲き始めており、ま

だ肌寒さが残る郡山とたった２２６キロしか離れていない東京との距離感を感じたものでした。

生徒さんたちはそんな花など眺める余裕など無かったでしょうが、その夜はどんな夢を見たので

しょうか。知れるものなら今からでも知りたいものです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
昭和 30年代後半  
国鉄（当時）の上野駅構内  
 

（イメージ） 
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寄稿コーナー ： 国鉄共催団体 

【 国鉄共催団体の思い出（秋田支店） 】 

  佐藤忠次会員（秋田県秋田市在住） 

昭和３７年４月㈱日本交通公社秋田営業所へ入社。入社後の最初の仕事は「電話の受付」でし

た。当時の店頭営業は電話受付が主流であった。お客様との応答は時刻表を片手に先輩の応対を

耳で聞きながらの応答でした（約６カ月）。次の業務は「周遊券発行業務」（約１年）、カウンター

業務（約３年）を経て念願の団体係へ配属される。初めは団体手配担当で主に国鉄電話を使用し

て各支店への手配依頼をしておりました。遠い支店ほど電話の声が聞き取りにくく机の下に潜っ

て大声で通話した事を思い出します（約１年６カ月）。 

いよいよ「共催団体」への配属、当時の秋田支店の団体は「共催団体」と「修学旅行」「海外旅

行」の三つで構成され支店予算の約８割を占めており、内共催団体は約３割を占有しておりまし

た。当時の共催団体はⒷ会（会員３０名）を主体に営業活動をしておりました（Ⓑ会とは各駅に

旅行担当者がおり、地域住民と密接な関係を持ち集客活動を行い駅の増収に寄与していて、我社

に協力的な国鉄職員のグループです）。 

年間の主な共催団体は、九州一周ロネ臨、九

州一周ハネ臨、四国一周・山陽・山陰、竹駒参

拝団、北海道一周、道南観光、等その他（年間

取扱件数 約４００件、募集団体・名目共催

共） 

当時の強力なメンバーをご紹介します。吉田

係長以下、佐藤忠次、佐藤茂雄、佐々木慶一、

大橋哲夫、佐藤 充、渡辺仁美、保坂文子 

以上の各社員です。 

＜共催団体添乗の思い出＞ 

今でも強烈な記憶に残っているのは、「三大

稲荷参拝団」の添乗です。出発前に、座席板・毛布・ゴザ・ヤカン・ホウキを列車に積み込み参

加者を迎える準備をする事です（初めは何のため？と疑問に思いました）。三大稲荷（竹駒・豊川・

伏見）参拝団の出発です。約４５０名を乗せた臨時列車が夕方秋田駅を出発すると同時に酒盛り

が始まりました。先輩に聞くと、岩沼駅（朝３時頃）に着くまで延々と続くという事でした。列

車内を歩くと酒を勧められ、飲めない私は大変な苦痛でした。竹駒参拝無事終了、いよいよ豊川

稲荷へ出発。一番の難関が待っていた。それは上野～東京への乗り換えです。 

若い社員は、ダブルの背広とネクタイ姿に「ゴザ・ホウキ」を背負い、ヤカンを片手に３個ず

つ持ち東京駅からの臨時列車に運ぶ事です。最初は恥ずかしいと思いましたが、いざ運んでみる

と自分が思ったより、誰も関心が無く何ともなかった事が記憶にあります。４５０名の団体が秋

田～京都までの旅行を事故もなく全員無事に終了した事は我社の斡旋の強さだと思いました。 

なにせ、５０年前の事ですので記憶が曖昧で時間が前後になっているかも知れません。 

 

 

 

    岩沼：竹駒神社 
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【 盛局九州一周旅行（花巻支店） 】  

 古舘裕治会員（岩手県花巻市在住） 

国鉄（現 JR）共催団体について、記憶を辿って綴りたいと思います。 

何か関連するダイヤリーや写真がないか時間を掛け、ホコリを払いながら探したところ下の写真

が出てきました。「昭和５３年度盛局九州一周観光記念」のタイトルがあります。添乗員は私２７

歳の時、盛局とは国鉄盛岡鉄道管理局です。社員録によると当時（昭和５３年）東北営本山本本

部長、花巻支店所属で伊藤雄一郎支店長以下１５人の構成でした。共催団体（国鉄）は、盛岡鉄

道管理局（以下盛局）と交通公社幹事支店盛岡が企画・主催・募集・催行する団体旅行である。 

 春先から主な団体名は、盛局九州一周、九州デラックスコース、四国一周、北陸・関西・四国・

高野山・南紀・伊勢観光団（通称：お伊勢詣り）は１４日間程で団費は１６～１８万円位だった

と記憶している。他に善光寺・信州の旅、佐渡、北陸・能登、房総半島。秋には菊人形祭りを組

み合わせた、二本松菊祭りと常磐ハワイアン、赤湯菊祭りと上山温泉等、２泊３日、１泊２日コ

ースもあった。年間計画表と募集チラシを盛岡支店が盛局と協議して決定し告知。ほぼ毎年同じ

方面（コース・価格は手直し）の企画募集であった。 

 局共催団体は局管内各駅（岩手県内）及び八戸・盛岡・旅セ・花巻・一関支店が集客。個人客

を集めて団体化し催行率は良かったと思います。グループでの買取りなどもあり集客駅員と複数

の添乗員と言う事もあった。 

 更に、私の所属する花巻支店は、国鉄北上連合区（石鳥谷～水沢・北上線各駅）、遠野・釜石連

合区があり、主に連合区駅内で団体臨時列車を設定して集客・募集した。北上連合区では金華山

（相野々～女川駅往復）キハ３両２４０名定員、２月旧元朝詣り（Ａ～Ｄコース）延べ１０両８

００人定員、釜石・遠野連合区では弘前観桜団（１泊２日）キハ３両２４０人、金華山（釜石～

女川駅往復）キハ４両３２０人等があった。 

 単駅と花巻支店との共催団体が３つ目にあった。駅員は地域客との繋がりが深く、団体旅行に

精通した方が沢山いた。例えば石鳥谷では故Ｃさん、二枚橋ではＵさん、北上では故Ｍさん、相

野々ではＡさん、村崎野Ｗさんなどお世話になった方々が目に浮かびます。 
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寄稿コーナー ： 海外旅行仙台支店 

【 海外旅行仙台支店の思い出 】  

清水義春会員（仙台市太白区在住） 

大阪万博の開かれた昭和４５年、ジャンボジェット機が太平洋路線に就航しました。大量の座

席が市場に供給され、割安な団体運賃が導入されました。観光旅行の外貨枠が千ドル、翌年には

為替レートが１弗３０８円になりました。格安な海外旅行が可能となり、誰でもが海外に行ける

時代の到来でした。 

その様な環境の中、海外旅行仙台支店は昭和４７年４月に開設されました。個人旅行 1グルー

プと団体旅行２グループで、私は団体旅行グループに配属となり、月の半分はセールス、残りの

半分は海外添乗という日々でした。海旅虎ノ門支店から渡辺真一さんと杉本矩雄さんが加わり、

ハイレベルな海旅のノウハウが定着してゆきました。 

殆どのお客様は海外旅行が初めてだったため、

出発前には必ず旅行説明会を行い、海外旅行の注

意点を事細かに説明し、旅行小切手の販売等も行

いました。ロンドン・ローマを除き欧米の各都市

には日本語ガイドがいないため、観光は英語ガイ

ドかドライバーガイドでした。空港到着後、荷物

の受取、ホテルのチェックイン、レストランの予

約やメニューの選定そして夕食後の案内等もすべ

て添乗員の仕事でした。 

海外でのトラブルも沢山ありました。「腰掛式で

は力が入らない」と便器のふちに両足を乗せしゃ

がんで用を足していたが、足を滑らせて固いタイルの床に落ちて、怪我をした男性。パリでは、

ビデを洗面や洗濯に使ったり、又、フランス語の chaud（熱い）を coldと勘違いして Cの栓をひ

ねり、大やけどをしたご婦人。ステテコ姿でロビーを歩き大騒ぎになった男性。置き引きやスリ

の被害等々思い出せばきりがありません。添乗は２４時間まさに気の抜けない激務だったことが

思い出されます。しかし欧州からの帰路、アンカレッジで食べた一杯のうどんの味は忘れられま

せん。 

海外旅行仙台支店は昭和５５年３月、組織の改編により仙台支店に統合され約１０年でその歴

史を閉じました。 

（上の写真：1985年 ローマ法王パウロⅡ世謁見） 

 

 

 

 

2000年  

スペインのコリアデルリオで     

ハポンさんと面会 
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【 海旅仙台支店の思い出 】 

板橋 博会員（宮城県多賀城市在住） 

海外旅行仙台支店は、海外専門支店設置の政策により、１９７２年春、団体旅行仙台営業所の

乙営業所として誕生。設立時の所在地は南町ビル新築工事のため青葉通り日立ファミリーセンタ

ー隣のプレハブ仮設店舗、翌７３年春、団旅乙営から独立支店

に。乙営１年、甲支店７年の通算８年間存続したが、仙台市内

営体改により仙台支店に統合された。 

 私は７０年に入社、海仙の前身である団旅仙台の海外旅行係

に配属され、その後、乙営業所、甲支店と海仙と共にした。 

私の主な業務は、〇店頭：来店客は僅少で主に東北大学教授等

の個人渡航業務が中心であり、ＡＢＣやＯＡＧを抱え教授室等

を訪問。観光では、ナホトカ・シベリア鉄道経由欧州が人気。 

〇営業：団体出発までの諸準備、先輩との同行セールス、そし

て添乗業務。 

〇店頭＆営業共通：ＰＰ申請に伴う外為銀行での承認取得、予

防接種証明書検疫所のスタンプ取得、韓国査証の申請と受領で

市内の韓国領事館へ、丸の内本社査証部門へ団体査証申請書類

一式を抱え夜行寝台急行新星での運搬業務（眠れない車内）。 

 一方、私は今まで海外渡航歴は９０回を数える。うち、海仙時代に４３回経験した。初めての

海外は、研修旅行ハワイ４島めぐり（国際日付変更線通過記念が機長から）、初めての海外添乗は、

１００名を超える招待旅行で台湾へ（北投での大宴会は忘れられない）。どれもがその当時の私に

とっては必至の覚悟で臨んだ事からか、長い時を経ても鮮明に思い出す。例えば、３週間を超え

る「東北市議長会欧州視察団」、釜石発荒れる三陸沖経由那覇・マニラ・香港２週間の船旅「第１

回岩手県青年の船」、緊張した「板門店観光」や「東西ベルリンの壁の検問通過」、ルック添乗で

は、専コンとの欧州紀行、週一便だけの天国に一番近い島ニューカレドニア、航空管制官スト中

のカナダハイライト１０等。また、海旅京都支店が主幹の西本願寺信者さんの米西ハワイは３千

名規模で、日航ジャンボ機チャーター便 7機ほかに定期便も、私は東北のお客様バス１台を担当。 

 ２１歳から２８歳まで、本当に若い時代を過ごしたのが海仙時代。個性派の先輩が多かったせ

いか、後輩指導に違いがあり、時には戸惑う事もあった。また、アンチ労祖が多い職場、海外支

度金制度等の改定時オルグで

はもめて、物まで飛んできたこ

とを思い出す。なぜか一番若い

私が分会委員長であった。一緒

に働いた先輩と同僚との思い

出は多く、延べ２７名のうち既

に８名が亡くなっている（合

掌）。添乗から帰国後の打ち上

げと称した国分町での飲み会

は一番強烈だった。当時は社員

自らが添乗する時代であった。

最後に、共に働いた諸先輩と同

僚に心から感謝申し上げ、私の

思い出報告を終えます。    

写真上：1978年 東北市議長会 

        欧州視察団の添乗中 

1980年 2月末 海旅仙台支店最後の日の集合写真  
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寄稿コーナー ： JTB商事 （旧 交通公社トラベランド興業） 

【 ＪＴＢ商事部門に２７年間勤務 】  

小幡紀男会員（仙台市青葉区在住） 

私は 1960年 4月 1日に（財）日本交通公社仙台営業所に入社しました。その当時は、仙台市交

通局の市電、市バスの定期券の発売を受託しており、新学期、月初めは定期券購入の学生さんが

店内一杯になり、発券業務で大わらわでした。前月までの高校生がお客様の応対でどぎまぎの連

続でした。仙台営業所での思い出は、自衛隊の各駐屯地を回り自衛隊員の方々の帰省のための乗

車券類の出張販売です。多賀城駐屯地に行った時の事ですが、アルミ製の出張販売用のトランク

を下げていましたので「今日の演芸は手品ですか？」と間違われた事もありました。 

仙台市内の各営業所、藤崎内、周遊券センター、仙台（仙台ホテル

内、三信ビル内）、仙台駅旅行センターで勤務し、1972 年に石巻支店

に転勤しました。石巻支店では、社員の皆様のお陰で小・中・高校の

修学旅行の取扱いで色々な経験と思い出を積みました。忘れられな

いのは、水産高校の修学旅行で太平洋フェリーの船上で操舵室の見

学の時間に遅れた生徒に先生が「海外で出港時間に遅れたら逃亡船

員として処罰されるぞ！」と時間厳守の意味を厳しく指導されてい

たのが印象に残っています。 

1980 年に「交通公社トラベランド興業」東北事業部販売課に出向

を命じられました。それまでは旅行という形のないものの営業販売

でしたが、トラベランドは様々な形のある現物の販売ですので、当初

は大変戸惑いましたが、先輩の方々、同僚の皆さんに助けられ仕事を

進めることが出来ました。以来 27年の長きに亘りＪＴＢグループの

商事部門に関わる事になりました。今でも心に残っているのは、故阿部栄事業部長の「シャッポ

は軽い方が良い」と言う言葉で、責任者は方向と責任をとることを覚悟して部下を指揮すれば良

いとの考え方でした。お陰様でのびのびと楽しく仕事をさせて頂き成果も上がりました。 

その後、東興産業、ＴＬトレーディング、ＪＴＢ商事で旅館向けのタオルの販売に関係する事

になりました。ＪＴＢ商事は 2000年頃にはサービスタオルの取扱は 4000万本を超えました。観

光白書の旅館宿泊客が 1 億 2000 万人程ですから提供率は 30％になります。宿泊客の 3.3 人に 1

人はＪＴＢ商事のタオルをお使い頂いた事になります。ＪＴＢが送客した多数の旅館のお客様に

ＪＴＢ商事扱いのタオルをご利用頂けたのは本当に嬉しいものでした。旅館向けのサービスタオ

ルでは日本一の販売商社になりました。長年の先輩方のご苦労、当時の担当者の努力の賜物だと

感慨深いものがあります。  

平成３１年３月８日 小幡紀男 

 

 

【 ＴL 旅ホ商事部の思い出 】  

花田一雄会員（青森県弘前市在住） 

旅行と商事、ほぼ半分ずつの勤務でした。後半の旅ホ商事勤務時代の想い出を綴ります。 

30 代後半に TL 青森営業所に異動、新天地の分野は最初チンプンカンプンでした。お客様(旅館、

ホテル)から逆に教えられ、諸先輩たちからも指導いただいて、次第に営業業務に慣れて、面白さ

を感じる様になりました。最初は消耗品や備品販売が主でしたが、新たに売上高も収益性も高い

設備機器の販売を手がける様になり、お客様も経費削減になって便利な電話自動交換機のリース

販売がよく売れたと記憶しています。数年後、TL 青森営業所から TL 本社販促課長として異動、
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本社は現場と違って書類が多く、それを全国個所の整理発送に日々を費やす事が多かった気がし

ます。数年後、TL東北事業部旅ホ商事部へ異動、今度は東北 6県の営業所指導、支援が始まりま

す。各営業所に予算進捗表で、年間の予

算管理をする仕組みを構築し、事業部も

営業所も先が見える予算管理手法を始

めました。 

その後、東北事業部から再び、TL本社

に異動です。旅ホ商事部長として業務推

進させていただき、数回に亘る全国 9つ

の事業部会議出席、本社主催の全国個所

長会議招集などを通して、物販だけでは

無く、お客様に直近の旅行情報、宿泊産

業情報などを提供しながらの、コンサル

ティング・セールスを実行する様に指導

しました。55歳で退職、以後は TL仙台物流センター勤務。中国からの輸入タオルを横浜港から、

仙台港陸揚げに切り替えて、経費削減に努めました。販売側の努力もあって旅館、ホテルで使用

するタオルの出荷本数が年間 4300 万本を超えて、記録を更新した思い出があります。自分が TL

商事時代を楽しく有意義に過ごせたのも、多くの TL 社員の理解と協力があったからだと感謝し

ています。今は趣味の山野草・高山植物観察や登山を楽しんでいます。 

 

 

 

『 BOB会 新春座談会 ： JTB旅行サービス草創期の思い出 』  

2018 年 1月 23日 出席者：菱田貞一、新田創造、杉本矩雄、渡辺武郎、齊藤 修 

 

ＪＴＢ旅行サービス草創期の思い出を当時携わっておられた方々にお話を伺いました。座談会

にお集まりの方々は上記の５名の皆様で、司会は齊藤修さんにお願いしました。 

  

   開催日 2018年 1月 23日 会場：リッチモンドプレミアホテル仙台駅前 

    

 

【若林支部長挨拶】 本日は雪の中お集まりをいただきありがとうございました。今日はＪＴＢ

東北の前身でもありますＪＴＢ旅行サービスを作り上げていただいた諸先輩にお集まりをいた

だいて、後輩の方々に歴史として記録を残しておきたいと思います。是非ご忌憚なく思い出をお

話いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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【司会：齊藤 修さん】 本日の進行役を務めます齊藤です。先ずは、ＪＴＢ旅行サービス時代に

社長を務められました新田さんに一言ご挨拶をいただきます。 

【新田創造さん】 本日はＪＴＢ旅行サービス時代の皆さんにお会いできて大変嬉しく思います。

ほのぼの旅行は、旧国鉄の渉外員・嘱託の方々を中心とした団体営業型の会社でしたが、ＪＴＢ

旅行サービスに社名を変更してからは、ＪＴＢから次々に店舗の移管を受けて総合型旅行会社に

なりました。一方では天童・白河・十和田・相馬・北上に新規出店を図るなど、ＪＴＢの空白地

域を補完する地域会社としての役割を果たしてきたと思っています。しかし何と言っても個所長

やプロパー社員が一丸となって頑張ってくれたから今があるのだろうと感謝しております。 

私は、現役時代には皆様方に色々とご迷惑ばかりお掛けしてきましたので、今日は静かにおとな

しくしていますので皆さんでお話しを進めて下さい。どうかよろしくお願いいたします。 

【司会：齊藤 修さん】 

新田社長ありがとうございました。それでは、ほのぼの旅行とその後のＪＴＢ旅行サービスの両

方を経験された杉本さんに、発足当時の苦労話しをお伺いしたいと思います。 

【杉本矩雄さん】 八戸支店長から「ほのぼの旅行」への発令を受け着任しました。当時は南町

通ビルの１階で、大変殺風景な所だなと感じました（笑）。鈴木英夫さんが社長で、村谷さん、藤

野さん、それに営業社員は旧国鉄の渉外員・嘱託の方が大勢いて、プロパーの社員は数人しかい

なかったと思います。鈴木社長には「まあ、ゆっくりやりなさい」と言われました。最初の仕事

は当時人気商品になっていた「玉川温泉の旅」の仕入業務でした。仕入が思うように出来ていな

いと言う事情もありましたが、各社員がそれぞれバラバラに商品を作っていて、団費も各人違う

のです。言わばそれぞれが個人旅行社だったのです。それを宿泊も貸切バスも一括して仕入を行

う事によって、コースも価格も統一した商品にしました。結果として、それまで片道しか使って

いなかった貸切バスを往復活用出来るようになりましたし、バス会社をＪＲバスに一元化した事

によって収入も格段にアップしたのです。宿泊の仕入れでは、玉川温泉の親会社であった湯瀬ホ

テルの関社長に助けられました。関さんは、元ＪＴＢの社員ですが、私とは同期でしたので良く

協力をしてくれました。お陰で今でも同期会で会うのですが、彼には頭が上がらないのです。「玉

川温泉の旅」はその後も暫くは、ＪＴＢ旅行サービスの稼ぎ頭でした。 

【司会：齊藤 修さん】 次に、盛岡事業部長で花巻支店長を兼務された菱田さんお願いします。 

【菱田貞一さん】 私は、米沢支店に４年間いて漸く赤バラ（支店表彰）になったのですが、岩

本副本部長から花巻支店への発令でした。思わず受話器を落としてしまいましたが（笑）、盛岡事

業部を任せると言われて納得して赴任しました。花巻支店は大変でしたが、高橋さんと言う稼ぎ

頭がいて予算も達成していました。事業部長としては、青森、十和田、盛岡、花巻の４個所が管

轄でしたので月 1回は巡回しました。盛岡事業部での７年間は本社に迷惑を掛ける事はまったく

無かったと思っています。 

仙台事業部に移ってからは、海外学生団体旅行で大きな事故に巻き込まれまして新田社長には大

変ご迷惑を掛けてしまいました。旅行が無事終了してから新田社長に辞表を持って行くと、「私も

辞表を書く」と言ってくれました。本当に涙が出るほど嬉しかったですね。新田社長ありがとう

ございました（笑）。 

【新田創造さん】 そんな事を私が言ったの（笑）。すっかり忘れていました。 

【司会：齊藤 修さん】 渡辺武郎さんは、この４人の中では最後にＪＴＢ旅行サービスに入られ

ましたから、既に形は出来上がっていたのでしょうが、総務部長や営業部長、それにサポート事

業部長をされました。思い出話・苦労話も多いのではないでしょうか。 

【渡辺武郎さん】 秋田支店から、私も岩本本部長から新田さんがいる旅行サービスへの発令を

受けました。在任中にＪＴＢ東北への体制変更がありましたが、草創期とは違って会社は落ち着

いた時期でしたから苦労は無かったと思います（笑）。それでも印象に残っている事が、３つあり

ました。一つは添乗員自身がパスポートを紛失してお客様に大変ご迷惑を掛けてしまった事、も

う一つは支店のお客様が大変憤慨されて本社に電話をよこしてきたのでお詫びに行った事、もう

一つは女子社員の父親からクレームがあって対応したのですが、結果的に父親の妄想だったと言

う事で一件落着と言うような事もありましたね。 
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【司会：齊藤 修さん】 実は、私も渡辺武郎さんが来る前にサポート事業部長をしていましたの

で、少し思い出を話してみます。 

【齊藤 修さん】私は在籍１年だけでしたが、サポート事業部を担当しました。添乗員の派遣業務

等でしたが、当時は本来の添乗業務が出来る社員が少なく、殆どは修旅のサブ添乗クラスでした。

そこで社長に言って採用を増やして貰ったのですが、今度は添乗の依頼が無くて困りました。や

むを得ず空港でのあっ旋業務（エース商品の受付業務等）の仕事を探してきたりして凌ぎました

が、一方では、本社からベテラン添乗員を呼んできて添乗業務の教育にも力を入れました。 

苦労した事と言えば、労働局に労働者派遣事業報告書を提出するのですが、これが中々厳しくて

苦労しました。殆どがグループ会社内への派遣ばかりですからね（笑）。 

【杉本矩雄さん】 私の時も労働局には何社に派遣しているか厳しくチェックされていました。

自社ばかりの派遣だと改善命令を受ける事があるから大変なんです。ご苦労が分かります。 

【司会：齊藤 修さん】 さて、一通り皆さんにお話を伺いましたが、他にこれだけは話しておき

たいと言う方がおられましたらどうぞ。 

【杉本矩雄さん】 「ほのぼの旅行」時代は募集旅行が中心の会社だったから社名もそれで良か

ったけど、徐々にＪＴＢからの移管店舗も増えて文字通りＪＴＢの商圏を補完する会社になった

訳で、「ＪＴＢ旅行サービス」の会社名にして良かったと思うね。 

【菱田貞一さん】 新田さんが社長時代に、営業社員に販売収入の半分を給料として返したのは

英断だったと思う。社員のモチベーションが大いにあがったからね。結果として高額所得の社員

が数名出てＪＴＢからは本社にクレームが上がってきていました（笑）。 

【渡辺武郎さん】 色々と事件や事故もあったけど、それを乗り越えて今のＪＴＢ東北があるの

だから良かったんじゃないですか（笑）。 

【司会：齊藤 修さん】 

それでは約束の時間が近づいてきました。ほのぼの旅行からＪＴＢ旅行サービス、そしてＪＴＢ

東北へと変遷をしてきまして、この４月から振り出しに戻ってＪＴＢに統合される事になりまし

たが、東北はこれまで時代を先取りした素晴らしい立派な会社を作ってきたのだなと改めて感じ

た次第です。それではこれで座談会を終わります。         （拍手） （文責：畠山） 

 

 

 

 

 

【㈱ＪＴＢ旅行サービス会社沿革（概略）】 

１９８１年 ㈱ほのぼの旅行秋田・盛岡・仙台の３社が発足。 

１９８６年 一般労働者派遣事業登録。 

１９８９年 ＪＴＢからの移管店舗を加え㈱ＪＴＢ旅行サービスに社名変更。 

天童支店新規開設   ３事業部、２支店、５営業所体制 

１９９０年 一関営業所をＪＴＢから移管 １２個所（２支店・１０営業所）    

１９９３年 ＪＴＢからの移管店舗・移管業務、空白地域の白河・十和田への新規出店も 

加え、営業所から支店に名称変更を行う。 １５個所（１５支店） 

１９９５年 相馬支店新規開設  １６個所（１６支店） 

１９９９年 郡山営業所新規開設 

２０００年 ＪＴＢ東北に社名変更。 ２０個所（１５支店・１営業所・４センター） 

２００５年 ＪＴＢの分社化に先駆け、７支店を譲り受けＪＴＢ東北が発足。 
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寄稿コーナー ： 回想録 

【 着任３年目で赤字営本から脱却 】 

堀内武夫会員（東京都杉並区在住） 

東北営業本部への辞令を受け着任しました。初めての支店長会議、殆どの支店長とはお互い初

顔合わせだったと思います。日々長い年月、営業に携わっているベテランの支店長をはじめ社員

の前で、私がどうのこうのと言うつもりは有りませんでしたが、「差し当たってつぶれる事を心

配する事の無い会社のぬるま湯にどっぷりつかっていないで、せめて自分の食いぶちくらいは何

としても稼ぐ真剣さを一人ひとり持って欲しい」と話しました。そして３年目についに東北営業

本部は長年の赤字営本から見事脱却しました。この時の嬉しさは今でも決して忘れません、そし

て私は東北人のひたむきな努力と、誠実さと、粘り強

さが遂に黒字営本をもたらしたと確信しました。 

もうひとつ東北が大好きになったことが有りま

す。酒好きな私の周りに酒豪人間が支店にも営本に

も嬉しくなるほど大勢居たことです。東北に来る前

はどちらかというとウィスキー派でしたが東北です

っかり日本酒党に変身、今や猛暑でも熱燗です。それ

につけても思い出すのは旅連の旅行でタヒチに行っ

た時、秋田支部は毎晩酒盛りをしていると聞いて出

掛けて行って驚いた事は、大きいスーツケースにな

んと日本酒だけがびっしり詰め込まれていたことで

す。それに引き換え支店長の荷物は小さなボストン

バック一つでした。                     

東北勤務の想い出を「ＢＯＢ支部たより」にと言われ想い出すのは、あの時代一緒に働いた仲

間そして今でも他界したことを信じたくないあの素晴らしい仲間達、この仲間が東北で、そして

その後の私を支えてくれたのだと感謝の気持ちで一杯です。 

最後にＪＴＢ東北営業本部を公私にわたり強く応援、支援して頂いた当時の旅連の皆さま特に

連合会長（繋温泉ホテル大観社長）佐藤義正様にこの機を借りて心から厚く御礼申し上げます。 

 ※写真：２０１６年１月リトアニア「杉原千畝記念館」にて  平成２８年９月１９日                                       

 

【 皇居・動物園専用臨を催行 】  

矢口米雄会員（東京都日野市在住） 

本社玄関に掲げられていた富士山の雄姿を見た時、うかつにも涙が顔を覆った。力強く私を励

ますかのようであった。                   

1943 年 12 月 18 日、奇しくも私の 18 回目の誕生日の日、東亜

旅行社奉天支社にて入社式が行われた。直ちに即戦力となるべく任

地へと向かったが、翌 44 年 10 月に招集令状が届き、11 月に入隊、

45 年 8 月 17 日終戦になるも捕虜としてシベリアに抑留。1947 年

函館に帰国、同年 12 月 8 日実家に戻るも、山林の手入れなど力仕

事などするほかなかった。ようやく復職できた喜びは例えようもな

く、満州時代の先輩諸氏のお力添えに感謝している。 

復職後初めての国内旅行業務は酒田支店であった。「客待ちタイ

プ」の応対型販売には限界があるのでは、と考えていた折、1950 年、

上野動物園の「象のはな子」の話で持ち切り。そこで、夏休みを前
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に、動物園・皇居をめぐる初めての専用貸し切り臨時列車を催行。満員御礼の盛況で、客車の追

加が出来ず嬉しい悲鳴をあげる始末であった。「インド象のはな子を見たよ」「皇居前広場に行

った！」子供たちのはしゃぐ声が夏の空にこだました酒田・庄内の情景を走馬灯のように思い出

す。そして何より山形の国鉄管理部客車担当の皆様の献身的なご尽力によって成し得たことであ

ったと感慨深い。小規模店舗での団体旅行企画の経験は国鉄の組織、輸送業務の組み立て、取り

組みの手順などの大切さを体得する入り口になったと思う。 

東京オリンピックの前年の 1963 年、東京本社に団体課輸送係長として転勤。企画旅行商品の

幕開けとなる「東北三大祭観光団」の商品化に池内さん（関東支部）や大貫さん（関東支部）、

秋田営業所の山川所長らと共に団体臨時列車を仕立てた企画に関わることができたことも想い

出深い。 

私が旅行業を通じて皆様にお引き立てをいただきました長い年月を振り返り、いたらぬことは

なかったか、言葉足らずでご不便をお掛けしなかったか、案じ申し上げる次第です。40 年間、楽

しく仕事させていただきました。お支えくださった全ての皆様に感謝申し上げます。 

平成２９年１月２９日  

※写真：1963年本社 国内旅行部勤務時のパスポート写真  

 

【 団旅東北開設 】 

 佐藤克夫会員（埼玉県所沢市在住） 

私は、東京オリンピック（１９６４年）の年に石巻営業所から首都圏勤務となり、１９８７年

６月新設の団旅東北支店長で実に２３年振りに故郷での勤務となりました。 

新支店の経営を軌道に乗せるには、全社員が新支店のミッションの意義を

共有出来るかが鍵となります。その実現に向けては、上司と部下、同僚間の壁

を越えたコミュニケーションの活発化が必要と思い、風通しの良い支店作り

を目標としました。開設当初はミッションが何かも良く理解されておらず、

また社員も寄せ集めで、社員間のコミュニケーション不足が大きな課題とな

っていたからです。  

このような状況を打開するには、通常では思いつかない、皆がびっくりす

るような事をやろうと考え、カラオケ朝礼を実行する事にしました。各課のグループメンバーが

集まり、替え歌を作り、全体朝礼の日に全社員で唱和するのです。また、社員の意識高揚とお客

様へのアピールを図る目的で、男子社員にエンブレム付

き添乗用制服を（オーダーで）制作し着用させました。

支店開設１周年には、河北新報夕刊全４段にリーダー以

上の社員の顔写真入りの広告も掲載しました。 

営業活動の面については誌面で表現できないほど数

多くの思い出がありますが、１９８８年開催のソウルオ

リンピックに仙台空港からチャーター便を飛ばした事、

１９８９年には宮城県日・華親善協会訪台団を手掛けた

事などは忘れられません。 

同年には、営業拠点の新設個所として古川営業所を団旅東北の乙営として開設しました。また、

東北にもＭＩＣＥ専門会社が必要との思いから『東北コミュニケーションズ』の設立を提言し、

関係個所を粘り強く説得して設立に漕ぎ着けました。そして３度目の故郷への転勤はその東北コ

ミュニケーションズでした。自分が提案して設立した会社が発足以来赤字続きでした。責任を取

りたいと考えて転勤を願い出たのです。着任後は、新規事業としてインバウンド事業に着手し、

マーケットを台湾に求めました。ツーウェイチャーターの必要性を提案し、仙台―台北チャータ

ー便が実現しました。漸く赤字解消が見えてきた段階で退社を決意しました。 

写真：本年３月上野公園で在京旧団旅東北メンバーと          平成２９年９月８日 
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【 忍の一字 】   

佐藤正司会員（仙台市泉区在住） 

「忍」（書家：金濱悠山先生）の色紙が我が家に掲げてあります。同期の伊藤雄一郎さんから、

私どもの在職四十数年を表すものとして記念に頂いたものです。趣意書には、『在職中しばしば

「ここは忍の一字」とゆうことがいわれた。意味するところは「その先には明るい朝がある」で

あったが、明けてみれば次なる苦難が待っていることの方が多かった。振り返れば四十数年間は

終始一貫忍の一字であったことになる。』とあります。 

採用年昭和２９年は終戦から１０年を経ているもの

の、日本はまだまだ貧しく、ようやく復興の途につい

たばかりで、緊縮財政による不況、青函連絡船洞爺丸

の大事故（事故当日は恐山へ添乗中）等の暗いニュー

スもありましたが、一方ではＪＡＬサンフランシスコ

へ初の海外便就航、周遊券制度の発足等旅行ブームに

向けての明るい兆しも見え始めていました。当時、社

収の大半は国鉄券代売で占め、団体も国鉄との共催団

体と修学旅行が主力。窓口を訪れるお客様の多くは、

国鉄乗車券、仙台市電・バスの定期券の購入客。旅館の申し込みのお客様は少数派。（当時の協

定旅館数は秋保温泉１軒、作並温泉２軒のみ）仕事をするのも全て手作業、資料類も整わず「交

通公社見てきたような嘘を言い」とも揶揄され。セールス等他出する時は、公共交通機関利用か、

歩き。休日は元旦のみ。宿直勤務もあり３年間の大晦日は家に帰れず。ただ２年に一度のダブル

の制服貸与は、物資不足の折大変有難かった。着用する事で、身も心も引き締まる。こうした情

勢の中で、上司・諸先輩の指導激励を受けてＪＴＢのスタートを切った。毎日が緊張の連続、仕

事も多忙を極めた。 

今振り返ると、得難い経験を積むことができ、また良き仲間にも恵まれ、有り難いＪＴＢ生活

でした。皆さん有難うございました。深く感謝申し上げます。 

平成２８年１２月１日  

※写真は、水彩画教室発表展「夢・楽描き展」でご自身の発表作品を前に記念撮影。 

 

【 走 馬 燈 】 

菊池 宏会員（宮城県名取市在住） 

私は昭和 30 年に盛岡商業高校を卒業し４月に日本交通公社盛岡案内所に入社。盛岡営業所は

年中無休営業で、交代で休みを取る勤務でした。JTB は「盛岡駅派出鉄道案内所」と二枚看板で

営業しておりましたので、毎日の国鉄券の

売上を日報にして当日中に盛岡駅の出札

掛に届けるのが日課でした。昭和 30 年か

ら周遊券が代理店で発売されるようにな

り、そのため来店客が増え周辺の駅からも

注文が殺到し残業が繰り返される毎日で

した。何しろ国鉄の運賃と民営のバス、船

舶、電車、ロープウエィなど運賃が１割引、

通用期間が 1 か月になるのですから大人

気でした。 

盛岡には宿直がありました。男性社員は

村岡所長、高橋事務主任を除いた丹治勇、
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石田実、村谷亮平、伊藤雄一郎さんの先輩４人と私の５人で交互に宿直を担当しました。私の宿

直の夜、真夜中にふと目覚めると裏口で物音がするので隣の盛岡警察署に通報し、駆けつけた警

察官が逮捕しました。あとで知ったのですが、洋服の生地を大量に盗み久昌寺の山門に隠してい

た余罪などもあって、盛岡警察署からは感謝状を頂く事になりました。 

48 年 10 月、東北仕入手配エースセンターの旅行プロデューサーとしてエースバス・ハイヤー

の造成、夏の子ども休暇村（石巻の塚浜、山形県西川町大井沢）2 カ所の企画運営など伊勢博プ

ロと二人で頑張りました。旅行プロ時代は創造する仕事で毎日が忙しく充実した 3 年間でした。 

51年には秋田支店に営業課長での転勤でした。当時の秋田支店は７４名の社員を擁する大支店

で、支店長は鈴木英夫さんでした。修旅では県内の高校の８割以上を獲得、海旅では知事を団長

とする「秋田県農業青年の翼」の中国旅行の斡旋、秋田市の竿灯会を纏めて秋田市長を団長にオ

ーストラリアへ１００名を越すツアーを成功させ、秋田放送・秋田魁新聞などマスコミまでも JTB

のファンになって頂くなど支店の絶頂期でした。 

45年間良き上司・先輩・同僚、そして良い家族に恵まれて無事卒業できました。感謝感謝です。 

写真：昭和３５年元旦 盛岡営業所前で集合写真（後列左から３人目が菊地さん） 

平成３０年５月２９日  

 

【 会社と皆様への感謝の４５年間 】 

  伊東功夫会員（仙台市太白区在住） 

私は昭和 32年 6月に入社しました。同時入社では故人となられた藤野光之さんと一緒でした。

いわゆる臨時採用で定期入社の人達と違い、試雇期間等の教育は一切なく、出社当日から学生服

でうろうろ所内を廻って居た事が頭に浮かんできます。しばらく学生服勤務をしていたら上司か

らそろそろスーツに着替えたらと言われ、ダブダブの背広姿で接

客した事を思い出します。所内見学をしながら諸先輩からは、国

鉄きっぷの販売方や電話の受け答えを教えて貰いました。話は前

後しますが、会社に対する知識は何も分かりませんでした。ただ

ぼんやりと国鉄の関連子会社だと思っておりましたが、働いてい

る内に我社は独立した会社だと分かってきました。給料も国鉄か

らではなく、我々社員がお客様相手に努力して獲得しないと貰え

ないのだと理解しました。社内の事を少し勉強し始めた頃、ちょ

っと違和感を覚える部分が出てきたので組合運動に頭を突っ込ん

だ時期がありました。本部の人と青森方面へオルグだと言って廻

った記憶があります。 

そんな中、在仙の店舗を廻っている内に、国鉄駅構内に東北で最初の旅行センターが仙台駅と

盛岡駅に出来ました。国鉄側から言えば、旅行業者と一緒の案内所を初めて駅構内に設けた事に

なります。その開設準備として私は盛岡へ転勤をしました。従来の支店は“甲”、駅内の旅行セン

ターが“乙”との関係になりました。社内的には甲乙間で、情報とコミュニケーションを繋ぐ役

割的な事もあったのだと思います。落ち着いてから見ましたら、我が社の名前が全然ないのが分

かり、カウンターに社名入りの物を置いていましたら、当時の旅客課長さんの目に留まり直ちに

撤去と言われた事もありました。 

これまで、国鉄関係者との付き合いが長かったせいか、大口団体を臨時列車で目的地へ移動す

る輸送の仕事に携わる事が多くなった気がします。ある時、秋田からの臨時列車を新津駅で、会

津方面の宗教団体のお客様を乗車させた事がありましたが、矢口大先輩から車両は何両目だと連

絡を受けた思い出が浮かびます。  

会社と皆様への感謝の気持ちで一杯です。本当に長い間ありがとうございました。                     

  平成３０年８月４日  
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【 私の追憶（米沢の時代） 】 

 小山昭雄会員（仙台市太白区在住） 

私が入社したのは昭和３３年。「財団法人日本交通公社米沢案内所」と「米沢駅派出鉄道案内

所」の二枚の看板を掲げる時代でした。当時は、国鉄乗車券の発券が主

で、赤い三等切符（硬券）で日付機を通すカチャンという音が耳に残っ

ています。米沢・上野間の寝台券の手配や周遊券の発行などが多かった

ように思います。中でも周遊券は１カ月の有効期間があり、観光旅行や

長期の出張に需要が多く、時に深夜までかかった記憶があります。案内

所は私を入れて５名の小さな所で、修学旅行のシーズンには、先輩方は

添乗に、店頭は私一人で右往左往という時もありました。 

米沢から新潟県坂町へ米坂線があります。ある日、県境の小国町のあ

る中学校へセールスに行きました。小国駅まで約２時間、さらに国鉄バ

スで１時間ほど行った飯豊山の麓で、何とか昼前に到着しました。学校

では歓迎され、庭の豌豆を取って作った味噌汁と漬け物をご馳走になり感激しました。ＳＬが現

役の時代で、夕焼けのなか煙で真っ黒になって帰りました。私の初セールスの記憶です。 

もう一つ忘れられない想い出は、昭和３６年４月の沖縄添乗です。当時の南西諸島は米国の統

治下にあり、総理府の身分証明書と米軍の入域許可証が必要でした。何かの手違いで二つの書類

が前日まで手元に届かず、出発当日の早朝に東京で受取るという際どさでした。羽田から大阪経

由那覇までプロペラ機で６時間ほどの行程でした。米沢では、４月は春まだ浅い季節ですが、沖

縄は既に夏の装いで、びっくりしました。那覇空港で観光協会の歓迎式がありましたが、間断な

く飛ぶ米軍のジェット戦闘機の爆音に耳を被うような状況でした。当時ひめゆりの塔の洞窟に自

由に入ることができ、回りの灌木には寄せ書きのある日章旗が掛かっていたのを鮮明に覚えてい

ます。また、身の丈を越す草を掻き分けて白梅の塔へ。さらに、摩文仁の丘、魂魄の塔、守礼の

門などを巡りました。そこには戦争の傷跡がそのままありました。 

“米沢の時代”は先輩にも後輩にも恵まれ、忙しい中にも酒や麻雀など、夏は吾妻山登山、冬

は天元台のスキーにと、楽しい思い出が宝箱のように詰まっています。 

平成２９年１１月２９日  

 

【 仙台案内所で海外旅行を担当 】 

佐藤和彦会員（仙台市青葉区在住） 

昭和３３年４月入社。仙台丸光案内所勤務を皮切りに、東北支社（国鉄仙台乗車券センター）、

仙台案内所、団体旅行仙台営業所、仙台一番町支店、海外旅行仙台支店、トラべランド興業東北

事業部、一関支店、東北営業本部（東北電力エルタストラベル出向）、平成７年１月に退職した

後は青葉区落合の広瀬川河畔の自宅で釣り三昧の生活を送っています。 

顧みますと、仙台案内所で海外旅行を担当していた時

の事ですが、南米ブラジルのベレンに行くお客様の相談

を受け、どうしたら行けるのか戸惑った事を思い出しま

す。昭和３６年頃は海外渡航が自由化されていない時代

で、行政官庁や日銀等に何度も足を運び、試行錯誤を繰り

返し、パスポート取得に１カ月半位も掛かりました。次に

査証を取得する為に東京のブラジル大使館へ出掛け、や

っとのことで渡航が出来る条件が整いました。 

今度は乗り物の予約手続きです。当時飛行機は運賃が

高く何度も乗り換えが必要だったので船を利用するのですが、船とは言っても旅客船でなく、不
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定期貨客船利用です。定期船とは違い何時どこから出港するのか船を探すのが大変でした。それ

に必ずしもベレンに直行する訳ではなくどこかに寄港する場合もあります。パスポートには目的

国・経由国等が全て記載されていないと、他国での乗り換えも出来なくなります。結局、全て手

続きが終わって出国して頂くまでに３カ月以上も掛かったと思います。私が若かった頃の話です

が、今思えばやり遂げた事が不思議なくらいです。この時代はサービスの対価を求める訳でも無

く仕事は終了しました。当時は財団法人の時代ですからね。 

海外添乗では色々な事がありました。ストライキ、盗難（金銭、パスポート等）、病人発生、

警察に拘束、ホテル内の金銭盗難等には参りました。しかし、これもみんな経験で“贈り物”と

考え、その後の仕事に生かされたように思います。 

良い事も沢山ありました。永年勤続表彰で夫婦ハワイ旅行に行ったり、ルック JTB 社員割引で

ヨーロッパへ行ったりと沢山の特典を利用して楽しく過ごす事が出来ました。 

写真：入社２年目仙台丸光案内所内で（左から２人目） 

平成３１年１月６日  

  

【 海外旅行業務に憧れて 】 

 鈴木喜雄会員（福島県郡山市在住） 

昭和３５年４月１日出身地の郡山支店に配属となり、最初の８年間は店頭業務や外商・修旅・

一般団体・国鉄共催団体の添乗等あらゆる仕事を経験しました。一番の

苦労は添乗中の宴席で『酒』を飲まされる事でした。ある時、先輩の遠藤

嘉一さんから「海外旅行では宴会はないぞ」と言われ、『酒と〇〇』に弱

い私は『これだ』と思い海外旅行の勉強に励みました。当時、郡山支店に

は海外旅行の資料が殆どなく、ＩＡＴＡ店舗の福島支店佐藤陽一さんに

“うるさい”と言われる程電話をして海旅業務を熟しておりました。 

昭和４４年に待望のＩＡＴＡ支店となり、私も団体営業に移りました。

一番の思い出は、昭和４６年暮れに５～６社競合の『日大工学部』欧州

研修旅行２６日間１３０名を、海旅仙台の渡辺真一さんのご指導と個人

旅行の顧客でもあった教授連のご支援によって獲得出来た事です。その

添乗の為、２月には欧州研修に行って７月下旬からの本番に備えました。そのお陰もあって長い

添乗も無事終了する事が出来、その後の海旅営業の自信にもなりました。 

昭和４８年６月福島支店に転勤。２年間は店頭ＧＬ、その後５年間は海旅ＧＬとして業績向上

のため努力しました。福島での最後の仕事は『旅連の香港旅行』で丹治勇支店長と一緒の添乗で

した。丹治支店長は旅行中余り体調が良くなく、帰国後の支店長会議中に倒れお亡くなりになら

れた事は非常に悲しい出来事でした。 

昭和５５年６月仙台支店海外旅行課長として赴任。当時の仙台支店は営体改によって海旅仙

台・団旅仙台・仙台支店が統合した大きな支店でした。一番の難仕事は営本の総務課長より国税

の監査が入るので旅行勘定と清算袋を整理する様にと指示された事で、余りの量の多さに閉口し

全て整理出来ずに監査を受ける事になりました。その時に苦労した経験によって旅行勘定や経理

関係に強くなり後年非常に役立ちました。 

平成元年米沢支店長として赴任。最初の仕事は前菱田支店長からの置土産の一つ『杜の賑わい

米沢』の開催。この仕事で地元の観光業界や経済界の人達と繋がりが出来、その後の支店運営に

非常に役立ちました。もう一つは『赤バラ』です。その後２年連続で表彰を受ける事が出来大変

感謝しております。平成４年２月新設店舗の旅行サービス白河支店への辞令を受け赴任しました。

８名での不安なスタートでしたが希望に満ちた社員達の顔を見て『為せば成る』の精神で営業に

邁進した結果、初年度から１０年連続で予算が達成出来ました。 

社員の皆さんとお客様に心から感謝しております。   

 ２０１８年３月２０日   



 53 

【 営業一筋 】   

 杉本矩雄会員（仙台市青葉区在住） 

昭和１２年樺太（サハリン）生まれ、昭和２３年宮城県一迫町(現栗原市)に引き揚げる。昭和３

６年㈶日本交通公社に入社、日本橋江戸橋営業所（後に日本橋支店）に配属。営業担当。 

時に高度経済成長期であり、また東京オリンピックを控え高速道路、

地下鉄、ビル建設の工事と凄まじい状況であった。当然予算は半年で達

成できたが、連日残業、休日もほとんど取れない状況が続いた。主に宝

酒造、協和発酵等の酒造メーカーとＫ＆Ｋ国分等の酒卸問屋をセール

ス。先輩から自分の好みでセールスしていると揶揄される。 

その後、本社営業部団体渉外本部に転勤し、組織団体、大口団体セー

ルス、企画、斡旋を担当する。特に、天理教、日本傷痍軍人会、日教組、

大阪万博、集団就職と日夜忙殺される。集団就職では、那覇港から東京

港へ東京丸で４８時間約１，０００名を添乗するが、身分証明書不携帯者が５名おり、東京入管

で始末書を書く。その後も、鹿児島から大阪までの集団就職臨時列車に添乗したが、各駅での車

窓風景は忘れられない思い出となった。 

突然これからは海外旅行の時代だと、上司の広江課長（後の東北営業本部長）におだてられ海

外旅行虎ノ門支店へ転勤するが、業務知識と語学力で苦労する。 

東北へ来て海外旅行仙台支店、海外旅行センターと一貫して海外旅行を担当する。当時現地の

斡旋体制ができてなく、トラブルの連続であった。飛行機が飛ばない、列車が来ない、ホテルが

予約されていない、食中毒、盗難、病人と添乗員は大変であった。 

東北営業本部販売課長の時、日本旅行業協会東北支部を設立すると共に、修学旅行の４社取扱

い料金設定に携わった。支店長在任中の最大の思い出は、八戸支店にて天理教百年祭（小南部大

教会）で臨時列車１３本、約８，０００名の斡旋に成功した事でした。 

最後に永年ご指導、ご支援下さいました、みなさんにお礼と感謝を申し上げます。 

平成２９年４月７日   

 

【 回顧録 】            

  櫻井勝男会員（宮城県利府町在住） 

昭和 36 年 5 月 1 日入社。仙台丸光デパート内（営）配属。昭和 41 年デパートから全面撤退す

る事になり石巻（営）へ転勤。担当は国鉄と公社の審査・会計それに一般団体セールスで毎日が

多忙だった。国鉄月報作成にコピー提出を国鉄審査課より特認を取り付ける。これにより１号表

は４片制のため１回の作成で４ヶ月間使用となり業務改善できた。 

その後、団旅仙台、郡山各支店転勤後、昭和 56 年 11 月秋田支店へ転勤。支店長直轄のセール

スプロモーターで新規開拓セールスだった。12 月「九死に一生を得る」。干拓大潟村（周囲約 52

ｋｍ）の農協セールスの帰り道吹雪になり道に迷ってしまった。運良く農業用トラクターに出会

い、事情を話したら「このままでは秋田に帰れない。今日本海側に近い所まで来ているため秋田

市内まで先導するので赤色灯を見ながら気をつけて後に付いて、ゆっくり走ること」と注意を受

けながらやっとの思いで支店に帰った。 

昭和 57 年東北営本団体課へ転勤後、昭和 60 年仙台支店営業課へ転勤。昭和 62 年 6 月会津若

松支店へ転勤。会津磐梯地区国際観光推進協議会を立ち上げる（会長は市長、自分は事務局長を

務める）。手作りポスターを持って台湾誘客キャラバンを 3 年間続けた（観光関係者 32 名、東

山温泉芸者 3 名）。その結果、1 年目 200 名、2 年目 500 名、3 年目 900 名（年間ベース）の誘

客に成功した（宿泊地：東山と芦ノ牧温泉）。 

平成 3 年郡山支店へ転勤後、平成 8 年 TL 仙台卸町店へ出向する。K 自販社創業記念事業にハ
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ワイ旅行（3 泊 5 日）を企画提案して、6

社競合の末成約した。取扱人員 520 名、当

時のTL社長よりお褒めの言葉をいただい

た。 

平成 15 年 10 月 11 日 TL 退職。退職後

は、①平成 18 年利府町観光ボランティア

ガイドを立ち上げ、町外や他県向けに毎年

年間「利府町 PR ツアー」を 18～20 コー

ス企画・斡旋している。今年の 8 月末で

183 回、延べ参加人員 4450 名に達した。

②NHK ラジオ第一放送の通信員（約 2 ヶ

月に 1 回 6 分間の生放送）③塩釜ベイウ

ェーブ FM 放送のレポーター（毎月 1 回 15 分間の生放送）④健康面では、スポーツジムとプー

ルと硬式テニスをそれぞれ週 2 回、下手なゴルフを月 4 回楽しんでいます。おかげさまで健康で

す。 

※写真は、約 400年前伊達正宗が「表松島湾の在城島（無人島）」でお月見の宴を楽しむ時の魚を捕る漁法を再現した

体験ツアーです。その漁法は「追いこみ漁」と言います。参加者数 22名（町外 19名、他県 4名） 

 

【乗車券センターと初の海外添乗】 

 佐藤 孝会員（仙台市宮城野区在住） 

私は昭和３６年（財）日本交通公社入社、仙台一番町営業所に配属になりました。旅行ブームの兆

しか店頭はお客様で一杯。学生服の私はメモ用紙を片手にオロオロするばかり。奥山所長の「これか

らは、切符は機械から出てくる。そして海外旅行の時代が来る。」との話に半信半疑でした。 

業務は受付、発行、審査を経て手配＝国鉄乗車券センター（Ａセ）担当となりました。当時、指定

券はＡセに鉄道電話での申込でしたが、繋がりにくく、聞

こえにくく、プレッシャーのかかる敬遠したい担当でし

た。その後、昭和３９年にはＢセ（仙台乗車券割当事務所）

への転勤となりました。Ｂセへの転勤でＡセ駐在勤務（交

替）となり皮肉にも立場が逆転しました。 

Ａセは大回転台を中心に台帳の出し入れ、大声での席番

交付、復唱等で緊迫した活気のある職場でした。国鉄職員

とご一緒することで、お互い気心が知れ、次第に無理を聞

いてもらえるようにもなりました。Ｂセでは郷古所長のも

と“ノー満員”をモットーに請願・トケマチ等に対応しました。指定券が取れた時の担当者の喜びは

我々にとっての遣り甲斐でもありました。お互い顔は見えないが、声の信頼関係が出来て、楽しい充

実した時代でした。 

昭和４６年一番町支店に転勤となり、初の営業担当となりました。そんな中、ルックヨーロッパル

ート２２日間のサブ添乗要請がありました。ＶＩＰツアーで、アテネが入り口、出口はコペンハーゲ

ンの１０か国のロングです。団費￥578,000、35+2 名、お客様は名士の方や、家族、ＯＬ、学生と年

齢も４歳～７０歳代と幅広く、海外旅行ブームの到来を実感しました。何せ初めての海外添乗でした

から、できる限りの準備をしたつもりでしたが、海外特有のトラブル（スーツケースの破損・ロスト、

病人等）に遭遇。本社からは「前班がヒースロー空港で被害発生」との注意メッセージが流れてきて、

以後は荷物５０個のチェックに全神経を集中。 

この経験は後のＪＴＢ仙台支店ルックセンター外販課の営業活動に大きな自信となりました。 

写真上：昭和 40年Ｂセンター事務所で（左端佐藤さん） 

令和元年５月２９日   
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【 私の新入社員時代 】   

鈴木 剛会員（仙台市青葉区在住） 

幾たびかの転勤で様々な社業を体験した中で、変化の激しかった時代の流れとともに新入社員

として過ごし、色々と仕事を経験することが出来た郡山支店時代での思い出が最も印象深く残る

ので、その経験の一部を振り返ってみた。 

昭和 37 年郡山支店（当時は郡山営業所）入社。当時は「今や戦後で

はない」のフレーズとともに高度成長期に突入しつつあり、旅行ブーム

の先駆けもあって、お店では途切れることの無い来店客と電話での催促

音がひっきりなしの状況であり、休憩時間も取れない程の多忙に追われ

る毎日であった。特に夏場の超繁忙期には、お店は黒山の人だかりとな

り、連日残業残業が続き時には深夜迄及ぶことも度々の状況で、何と残

業手当が本給の倍以上を頂戴したことも今や懐かしい。小生も見習い期

間を経て、社員の一人として最前線に立って覚束無い勿ら流行の周遊券

の発行や、硬券・軟券類切符の発券と定期券の発行等戦力の一端を担わ

されたものであった。 

因みに当時の所長は、浅井宗吉さん、係長に伊勢博さん、会計にデンと据わった村上丹市さん、

セールスに飛び廻っていた加藤彰祄さん、渡辺昭一さん、岩魚つりを教えてくれた渡辺喜久弥さ

ん（いずれも故人）等といずれも錚々たるメンバーが揃い大いに薫陶を受けたものであった。 

同年 11 月には池袋・大山の中央研修所に、東北からの一期生として入所し 3 カ月間に及ぶ研

修を受講、全国各地からの同期の仲間達と研鑽の毎日を過ごした。とは言え殆どの受講生は現場

での経験を充分積んでおり、研修の内容が基礎的なものが多く目新しいものが乏しいものであっ

たので、生意気にも何を今更の感もあって真面目に研修を受けた記憶は薄く、むしろ寮を抜け出

しての放蕩や寮内での麻雀等やりたい放題に過ごした仲間との課外授業が懐かしい（反省）。 

但し、生来苦手な英語の履修には担当のマレー先生からの厳しい指導もあって悪戦苦闘した。

尚、この時のクラスの主任講師は、のちに東北営本長として赴任された山本重臣さんと北守三義

さんのお双方であった。 

2 年目の 38 年は翌 1964 年に控えたアジア初の東京オリンピックへの関心が弥増に高まってお

り、各種のイベントや諸準備に大童の中で、社でも開閉会式を除く各種競技の入場券を販売する

こととなり、各営業所で一斉に販売することになった。（勿論当時は全て手作業）郡山では人気

種目の柔道やバレーボールの入場券を販売することとなり、発売当日は早朝から店の周囲に大行

列が出来、警備員が出動して整理する程であった。小生も発券の担当者として割当られたバレー

ボールの入場券を販売したが、偶々一枚の入場券の日付を誤って発売し、後始末に苦労したもの

の何とか代替えの入場券を確保し事なきを得たが、関係者の皆さんには大いに迷惑をかけたこと

もある。またこの年、社は財団法人から株式会社に改組。社にとっては一大事なことながら、現

場の若年社員にとってはそれ程関心を持った記憶も無く、勢々、またノルマがきつくなるのかな

位に思ったことぐらいであるが、皆さん方は如何なものであったろう？ 

39 年 10 月は愈々待ちに待った東京オリンピックが開幕。これに先駆けて東海道新幹線、東京

～新大阪間が開通し、東北でも関西圏が身近に感じられる様になり、高校の修学旅行や募集団体

に多いに利用したものであった。このため若手社員の我々も、PRを兼ねて新幹線を利用した下見

旅行や添乗員に多いに駆り出され、東京オリンピックどころでは無く、観戦することは夢となり

今思えば本当に残念なことをしたものである。因みに 2020 年の東京オリンピックには、東京近

郊ではないものの宮城スタジアムで実施されるサッカー準々決勝戦と福島球場での野球観戦チ

ケットを確保しており、今から楽しみにしている。 

ところで、この後４５年の万国博覧会にまつわる体験談や、二度勤務した本社での経験と交流

等、更なる思い出深いものがあるが（むしろこれらが本命）小生の記憶にとどめることとして 

紙面の関係上、この辺で筆を措くこととする。 
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【 回顧録 】      

三浦源幸会員（仙台市若林区在住） 

1962 年入社（財団から株式会社に、64 年東京オリンピックの頃） 

【２０歳代】無我夢中の時、「周遊券」大ブーム、独自技を駆使した発券でお断りなし受付、燃

えたね（一番町支店）増売全国 1 位表彰。 

【３０歳代～４０歳代】「全東北スポーツ大会」（仙台・厚生年金スポーツセンター）開催 

労働組合役員時代、会社・健保組合に提案開催し、全東北から各種目にエントリー、地域対抗で

楽しんだ。 

仙台支店顧客担当時、移送を担う宮城刑務所とキーボックス企業契約

売り込み（護送切符）（受刑囚と２名の刑務官の計３名の逃走を防ぐ

指定座席の確保） 

仙台空港民間駐車場（三英駐車場）との航空券企業委託販売契約と指

定駐車場（現在も JTB 企画商品顧客への便宜提供継続）・・・当時

民間駐車場は数軒あり、信頼を感じた一軒に絞った記憶、委託航空券

を発券し当日の取り消し待ち登録（仙台 AP カウンター）、顧客は出

発直前、駐車場で航空券代を支払い（駐車場利用も当然発生）、ほぼ

確実に搭乗できた、この委託販売方式を活用し、石巻転勤後も活用、

乗れなかったのは皆無でした。 

仙台駅旅行センターから撤収、市中店舗初の年中無休店（仙台支店）業務課長として、仕事 OFF

は月１日程度、毎日０時過ぎの帰宅、この年だからできたかな？激務でしたね 

【４０歳後半から５０歳代・商企部時代】 

歴史ある宮城県松山町（現大崎市・一の蔵酒蔵）「酒蔵」を町の観光シンボルとして活用のプロ

ジェクト（松山町からメンバー委嘱）提案で、現在の「松山酒ミュージアム」がある。 

ミクロネシア（コンチネンタル）航空、アシアナ航空の仙台空港国際便初就航に携わったことは

大変に楽しい思い出でした。とりわけ、ゴルフ研修？済州島では、「OB」に打ち込んでも、キャ

ディが先に行って、「お客様セーフ」です・・これには驚きました。 

ミクロネシア航空サミット会議（主なエージェント代表）と銘打ってグアム・ハワイ・マウイ・

オアフで早朝（ゴルフのため）サミット後はゴルフのみで 4 日間プレー、TYO 経由（仙台便はグ

アム直行便就航だったので）で帰ってきたなど、全く愉快だった記憶があります。 

55 才で BOB 会員となる。（６０歳でエルタス東北を最後に退職） 

早期転職・ＢＯＢ支部総会カラオケ debut 

 

【 波乱万丈な会社人生 】      

佐藤茂雄会員（仙台市青葉区在住） 

昭和３９年日本交通公社秋田営業所に入社 周遊券の発券業務から始めました。その後、木内、

県庁の派出所業務などを経て、国鉄の指定券販売センターに出向、当時指定席販売は手作業台帳

管理方式で、回転台からの台帳出し入れも面白く、夜は国鉄の担当者とプンプン麻雀でコミュニ

ケーションをとり、指定券獲得の一役を担いました。国鉄共催の担当になり、旅行企画でパンフ

レットつくりなどに携わりました。九州一周のハネ、ロネ寝台車や四国、山陰山陽巡り、道南、

道東巡り、万博など添乗により、団体の基礎を学びました。これが後になって大変役に立ちまし

た、また５００人の大型団体では、宴会で参加者に一人一人にお酒をつぎに回り、最後になった

ら宴会がお開きになっていました。このころからお酒が鍛えられたのでしょうか（笑） 

昭和４８年当時の長岡支店長から本社国内旅行部勤務を命ぜられ、仲人でもあったので断り切

れず乳飲み子を抱え船橋の高根台社宅に、初めての都会生活、おりしもオイルショックの中、石
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油買い、通勤等に、苦労をしました。１０年間在京しました。国内旅行部では、仕入手配課の沖

縄万博担当に、その後念願の団体課に異動できました。５１年に団体総点検運動が始まり、運動

マニュアル作成、団体エース、宿自慢団体プラン、など団体業務の促進に携わりました。 

昭和５５年団体課が団体顧客部と一元化になり、団体営業の体制整備が図られていきます。手配

旅行から包括旅行を推進する中で、企画販売の手段として全社キャンペーン暖暖楽楽九州、悠悠

楽楽韓国を計画、企画販売促進に邁進、大きな成果を上げました。実り多き時代でした。 

５８年仙台支店時代には、団顧の経験を活かし、宗教、大会行事、組織団体を担当、特に天理

１００年祭では、仙台大教会を担当し順調に思われていたが、近畿日本ツーリストが仙台大教会

加藤会長のお兄さん（退職校長）を雇い攻勢に、しかし担当の鈴木正利さん、富山政一さん達と

各分教会回りを強化、１分教会も渡さない勝利をしました。創価学会や日傷大会、内科学会など

の大会行事、組織団体の斡旋など、担当の皆さんと共に活躍した時代でした。 

その後新設なった東北仕入センター長、福島支店を経て平成４年一転畑違いの大型温泉保養施

設ハイジアパーク南陽に出向、今でいう日帰り大型スーパー銭湯の先駆けでしょうか？立ち上げ

から館内の運営、社員教育、広報宣伝、営業活動などなんと４年間務めることに。第三セクター

のため、当初から赤字が続き地元の新聞にたたかれたことも、しかし南陽市から出向の総支配人

と奔走営業して３年目に単黒を出し、円滑運営になった。 

平成８年ようやく現場に復帰、石巻支店長、仙台支店長、ハウステンボス出向の勤務となりま

した。ＯＢ会活動は６０歳で入会、広報担当としてたよりの発刊を行いました。２０１１年大震

災の年に支部長に選任され、高橋副支部長、理事と被災された会員の対応にあたり、幸いにも建

物被災がほとんどのため一安堵。本部の呼びかけで、全国の多くの会員から、激励や多額の義援

金を受け、被災された会員の方々に手渡し大変感謝をされました。 

２０１２年ＪＴＢ創立１００周年ＯＢ会６０

周年ハワイのＯＢ会旅行を開催。全国から４３０

名、東北から４０名の会員家族等が集い、久しぶ

りのハワイを楽しみました。ゴルフ大会では、東

北のチームが、田川社長と一緒にプレーでき、ヒ

ルトンホテルにおける記念パーティでは、本場の

ハワイアンに酔い、大抽選会では、東北支部の多

くの会員が、海外旅行や豪華賞品が当たるなど大

興奮。最後に東北支部が締めを指名され、東日本

大震災の御礼を述べると、万来の拍手で激励を受

け、盛大に三々七拍子で締めました。忘れ得ぬ一

コマでした。 

ＯＢ会は、私以降支部長、役員も若返り、新しい世代の加入で、活動も活発になり、懸案の女

性部会も発足し、ますます交流活動が盛んになると思われます。私も、クラブ活動などに参加し、

皆さんと一緒に楽しみたいと思います。 

ともあれ、良き先輩、同輩、後輩に助けられた、波瀾万丈な会社人生でした。 

 

【 日本交通公社との出会い！ 一関支店での想い出 】 

南洞 稔会員（岩手県一関市在住） 

高校卒業を迎えた昭和４０年担任の先生から「交通公社」から募集があり応募を勧められ会社

の内容も良く分からないまま採用試験にのぞみ、結果は「合格」。ここから私の人生でこの会社

との関わりが始まりました。一関支店に同期３人が配属されました。駅前の木造 3 階建ての「石

橋ホテル」の一角が事務所です。旅館の裏口から入りお膳などを収納している狭い廊下を通り中

へと進みます。床は板張り、表の出入口はガラス戸、鍵はクルクル差し込んで回す単純なもの、

それでも会社勤め初体験の私にとっては全てが新鮮で興味深い事でした。 
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 ここで当時の仕事を思い起こして見ます。我社はもう一つ国鉄より看板を頂き「〇〇駅派出鉄

道案内所」として業務をしておりました。毎日駅の小荷物係へ行き、東北支社や他の支店、国鉄

からの書類や物品の受領・発送が鉄道便でしたので朝夕に行くのが新人の役目です。この鉄道便

利用には【事業用】の印を押すだけで OK なのです。まるで水戸黄門

様の三つ葉葵の印籠が如く効力があり、中身は何でも良くて当然運賃

はかかりません。一関支店では気仙沼と大船渡に「団体連絡所」があ

って、渉外員の人達は我社に協力を頂いておりました。そこへの発送

は駅小荷物係に届けるのが原則ですが、時間までに間に合わない場合

は、発車間際の列車に「右よし左よし」と指差確認してから、線路を

横断し直接運転手さんに手渡す事もしばしばありました。又宮城県の

細倉鉱山事務所から列車指定券の依頼があった場合は、一関から鉱山

行きの宮城交通路線バスのドライバーに頼んでいました。今では報告

資料や情報はパソコンやメール等で即座に対応出来ますし、宅急便は

業者が集荷に来てくれ翌日には相手方に届く時代ですが、当時はこの

様な方法でも十分だったのですね。 

 同期入社の方はその後花巻や仙台へと異動になりましたが、私は一関支店に１７年間も在籍し

ました。その間店舗は「石橋ホテル」が厳美渓に「いつくし園」として開業した為、駅弁販売の

「あべちゅう」が建設した 1 階建ビルに、その後 4 階建てテナントビル建設に伴い移転する等、

私が入社してから一関市内で移転や仮移転を含めて５ヶ所も経験しました。それからは、10 ヶ所

の職場でいろいろな分野の仕事を経験し、多くの人との出会いが我人生の大半を成した会社、そ

れが「日本交通公社」です。 

 

【 大失態の添乗の思い出 】  

 奥山美奈子会員（福島県国見町在住） 

 退職してほぼ二十年余り、そろそろ身辺の整理を思い立ち、つい最近写真、思い出の品などを

大分処分しました。そんな訳で細かなところは定かではありませ

んが、現役時の大きな失敗のひとつを思い出しました。 

 Ｆ信金主催の年金友の会「嬉野温泉とハウステンボス二泊三日

の旅」にチーフ添乗員として同行したときのことです。 

 出発当日、進路に台風の上陸が予報され、行くか行かないかと大

いにもめ、台風が通り過ぎるだろうというぎりぎりの判断のもと

半日遅れで出発しました。当然嬉野温泉の宿に到着したのは夜の

十時過ぎ、それでも無事到着した安心感でほっと胸をなでおろし

ました。翌日は台風一過のぬけるような青空で、昨日の疲れも吹き

飛び、本当に気持ちの良い楽しい一日の行程をこなし、お客様も大

いに満足されたのではないかと安堵しました。 

 明日の帰路の確認をサブ添乗のＭさんと手分けして関係個所に

連絡をいれました。Ｍさんから、きょう日曜日のため空港迎えのバスのＦ交通のみ電話連絡がつ

かないと報告を受けました。ただ私達の折り返し便で次の班のお客様が出発するため当然そのバ

スが空港で待機しているものと思い一抹の不安もなく福島空港に到着しました。次の班の添乗員

と簡単な打ち合わせを終へ到着ロビーに出てあ然としました。大型バス四台がどこにも見当たり

ません。手配ミスと確認不足が重なりお客様を降ろしたバスは帰ってしまったとの事。背筋が凍

りつき頭が真っ白になりました。 

それからの顛末は言うまでもなく、お客様と主催者へのお詫びとその後のフォローに費やした労

力を考えると、確認を怠った自分の甘さが招いた結末と大いに反省しました。出発から到着まで

大波乱の添乗の思い出です。 
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【 感謝を込めて 】 

  松浦 覚会員（山形県庄内町在住） 

私が日本交通公社に入社したのが 1968 年、JTB 東北を退職したのが 2008 年、この間多くの方

にお世話になった。その感謝のしるしとして思い出の一端を記すことにした。 

 1990年の夏にソ連のジェレズノゴルスクイリムスキーに添乗した。イルクーツク北方の小都市

で酒田市の姉妹都市である。この時は柔道のスポーツ使節団派遣であった。ソ連崩壊の少し前で

ある。幸いにして交流やレセプションも滞りなく催されたが、マーケットでは日本で苦労して両

替していったルーブルが使えず「いらない、欲しいのならあげる」とまで言われた。ドルか円か

物々交換であった。レセプションの席上でも地域の有力者とみられる方が我々の日本製の腕時計

やカメラなどを欲しがった。国が亡びるとはこういうことかと身につまされた。 

 1991 年庄内空港が開港した。これに合わせて庄内地区 JATA 会を結集し開港記念ツアーを何コ

ースか企画した。JTB はハワイを担当した。飛行機も初めて、海外も初めての大勢のお客様にご

参加いただいた。「あの時行かなかったら二度と行けなかった」と後々まで感謝されたが、今ほと

んどの人は鬼籍に入っている。 

 盛岡支店には通算で６年お世話になった。先輩方の築いた礎のお陰で内外ともに多くの方々に

大変良くしてもらった。忘れられない地の一つである。 

 秋田ではソウル便の利用拡大に取組むことになった。2001 年仁川空港が開港、ほどなく SARS

の影響で搭乗者が激減したが、当時の県知事始め県の担当者や KE も力を入れてくれ、様々なツ

アーを造成したところ多くの県民県職員が参

加してくれた。韓国観光公社から「何で秋田か

らあんなに人が来るのか？」といわれた。嬉し

かった。 

 現在はふるさとで町内会や郷土史研究会、庄

内町観光協会などの活動をさせてもらってい

る。何をやっても奥が深く教えられることが多

い。それと 2017 年に後輩の S 君が中心となり

旅行会社を立ち上げた。店舗がなくなったた

め、何十年来のお客様の受け皿作りのつもりで

あった。S君が代表で起業時からずっと頑張っ

てくれている。 

 古希を迎えたがおかげさまで日々忙しく過ごしている。多くの方に感謝している。 

    ※写真 1990 年 8月ソ連のジュレズノゴルスクイリムスキーで撮影 

 

 

【 山形での地域行政と連携した交流事業の思い出 】 
 

  
鈴木正昭会員（山形県山形市在住） 

 
 ちょうど 50年前の 1969年に入社し、翌年 1970年は大阪万博が開催され、空前の一大旅行ブ

ームが到来した年でした。その後の 70年代はドルショックやオイルショック、円高不況等によ

り高度経済成長に終わりを遂げ、省エネや節約ムードが高まり日本経済は低成長時代に突入し

た時代でした。  

そのような中で、不況に左右されない交流事業を狙いに---。1977年 11月ＪＴＢとして東北

から初めて中国への団体「山形県私学訪中団」を受注し、これを機に 1981年 10 月には山形県

教育委員会主催の「山形県教職員の翼」が北京へ、山形空港初の国際チャーター便の就航を実

現致しました。 
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また、1979年より「山形市代表団」や「山形市民の翼」、「日中農交訪問団」、「満蒙開拓

団」は県内外から約 250名の方々を日本人公墓のある「方正県」に案内し、中国残留者への生

活用品の調達支援や吉林市からの各種研修生の受入れ支援、吉林松花江スキー場へ不要となっ

たスキー、靴、ストックなどを集めボランティア活動を継続した結果、念願だった山形市と中

国吉林市とで友好都市が 1983年 4月に締結されました。日中友好協会設立 50周年の折、平山

郁夫会長より表彰状を頂いたことはこの上ない喜びとなりました 

オーストラリアのスワンヒル市へは持続可能な事業として「中・高校生の短期交換留学」の 

提案やロイヤルメルボルン・ジャパンフェスタへの山形花笠踊りの派遣などを実施し、鈴木善

幸元総理主催の晩餐会に招待されたことは、思い出深い旅となりました。 

ロシアのウラン・ウデ市、オーストリアのキッツビューエル市へは周年事業の相互交流や代表

団派遣、技術者派遣事業を実施致しました。 

国内では、伊豆大島「椿まつり」に 1980年から「山形市民べに花号」を臨時列車で 9年間

380 名から 520名の方々をご案内さ

せて頂きました。 

県の交流事業では、第四次全国

総合開発計画（四全総）を基本理

念とし 1986年 10月 板垣知事を団

長に各界の代表からなる「山形県

アルカディア視察団」が現地を訪

問し成果を得、今でも「アルカデ

ィア構想」が唱され続けられてい

ることは、小生として非常に考え

深いものがあります。 

1985年 3月 金澤山形市長より山

形市の友好都市交流事業への貢献

に対し、感謝状を受賞しましたこ

とは、大変名誉なことであり、偏に皆様方のご指導の賜物と思っております。 

50年を振り返り、これまで培ってきた先輩方のご尽力に改めて心から感謝申し上げます。 

 

 

 

 

会員様からの声 

◇創立 50周年記念事業出欠用ハガキに寄せられた感想・ご意見を抜粋しました（五十音順） 

 

壱岐ひろみさん  準備お疲れ様です。楽しみにしております！ 

石井 敏さん   創立５０周年おめでとうございます。 

石塚勇幸さん   まだ旅行業で添乗もしています。 

磯貝辰男さん   素晴らしい先輩・後輩に恵まれ東北支部にお世話になって１６年です。 

市川悦子さん   ５０周年おめでとうございます。会の益々の発展をご祈念申し上げます。 

井上昌則さん   ５０周年おめでとうございます。東北支部の益々の発展を祈念致します。 

扇 要治さん   体力・気力が減退。申し訳ありません。 

太田和子さん   ＪＴＢ自体が元気でないと、この先１００周年まで続くよう頑張って下さい。 

太田敏雄さん   傘寿を過ぎ時の流れの速さをしみじみと感じるこの頃です。益々のご発展を。 

小幡紀男さん   支部活動を盛上げ継続されてこられた関係者の皆様に感謝します。 

小原 孝さん   いつもお世話になっております。よろしくお願いします。 

金子和弘さん   体調不良です。ご盛会を祈念致します。 
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川村 寿さん   “光陰矢の如し“５０周年、目出度い。 

国友研一さん   周年事業の成功を祈念致します。 

窪田陽子さん   ５０周年おめでとうございます。ＢＯＢたより楽しみに拝読しております。 

小関孝雄さん   記念誌の発刊を楽しみにしております。 

後藤真由美さん  ５０周年おめでとうございます。歴代ＯＢ・ＯＧの方々のご尽力の賜物です。 

小山昭雄さん   ＪＴＢの益々の隆盛とＢＯＢ会の次の５０年に向けての発展を祈念します。 

紺野文雄さん   ５０周年の重さに感動です。体調のこともあり不参加とさせていただきます。 

佐藤正司さん   ＯＢ会生活も２６年を迎えました。一層の発展・繁栄をお祈りします。 

佐藤眞孝さん   ５０周年おめでとうございます。妻の介護のため欠席します。私は元気です。 

佐藤 充さん   諸先輩のご尽力のお陰で今の私たちがある事を感謝しつつ努力致します。 

佐藤勇一さん   創立した年に入社しました。坊主の若造もお爺さんになりました。 

庄司 良さん   １９８８年入会以来、３１年間大変お世話になりありがとうございます。 

鈴木郁也さん   これまでの努力に感謝しますと共に、ご盛会を祈念いたします。 

鈴木正昭さん   ご担当される皆様方に感謝申し上げます。 

鈴木正利さん   記念式典おめでとうございます。事業運営に協力していきたいと思います。 

鈴木基弘さん   なんとか元気ぶってます。式典及び新春懇親会のご盛会をお祈り致します。 

須藤義男さん   参加するのを楽しみにしています。 

高橋喜久男さん  おめでとうございます。 

高橋正行さん   役員の皆様ご苦労様です。ＯＢ・ＯＧ会、引き続き宜しくお願いします。 

高野宏輝さん   仕事があり残念ですが不参加になります。ご盛会を祈念いたします。 

高柳新一さん   50周年、誠におめでとうございます。 

高山良雄さん   縁あってできたＪＴＢの仲間、そしてお客様との５０年、人生の財産です。 

田口秀喜さん   いろいろお世話になってます。 

千葉和己さん   多少、体調面が気がかりですが前向きに考えております。成功お祈りします。 

富永幹男さん   おめでとうございます。今後も宜しくお願い致します。 

野呂昭光さん   諸先輩はじめ皆様方との再会を楽しみにしております。 

長谷英男さん   役員の方々、ご苦労さまです。 

畠山 廣さん   ５０周年の重みを感じつつ、より良い形で次の世代に引き継ぎをします。 

引地 修さん   釣友会の釣行への参加、今年で２４年になりました。 

菱田貞一さん   ご苦労様です。記念すべき５０周年事業の大成功を心から祈念申し上げます。 

藤澤一男さん   ５０周年誠におめでとうございます。更なるご発展をお祈りします。 

堀 時男さん   歩行困難につき未定です。 

三浦豊光さん   ５０周年記念事業の担当の皆様に感謝です。 

八木橋憲明さん  所用が重なり出席できず、皆様によろしくお伝え下さい。 

若松昭美さん   体調をみながら決めたいと思います。 

 

 

作品展で出展作品を紹介する清水義春会員と樋口富子会員（2019年 9月 9日開催） 
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松井繁松 魚谷善郎 西村清次郎 佐藤良信 秋元勝太郎 八柳銀之助 藤野秀夫 田口元喜 渡辺永安 鈴木時雄 山口喜三

清水輝雄 阿部　栄 藤林行正 澤田昭四郎 佐藤正司 斉藤幸子

浜田　勇 三上　學 伊藤雄一郎 竹内健二 金沢祥子 中鉢　盛 武藤美子 田中寛子 長田富子 小野滝雄 斎重三郎

加藤正二 加藤しづゑ 今野成雄 永沢　清 小山昭雄 西内敏子 庄司きみ江 岩淵軍治 高橋武信 湯目たま子 長岡和子

三浦源幸 伊藤富美子 大場智恵子 高橋淳悦 安藤弘志 関　　巌

松井繁松 山川五郎 加藤　茂 引地　修 長谷川健二 栗又康治 菊地健三 高橋ヨリ子 高木英三 石田　実 宮　正雄

渡部正子 秋保俊彦 佐々木哲夫 伊東　功夫 三浦　尚 千葉斉三 三浦　淳 田口秀喜 倉内　潤 秋元住夫 佐々木順子

大谷典之 小野岑夫 宮腰文子 佐藤悦久 安倍光一 行川良人 木村洋子 斎藤葉子 小山五十子 小川和子 岩淵咲子

安田とみ子 大谷伝五郎 石田林蔵 関　芳雄 棟方国衛 前田其美 岩田康喜 早坂信克 土田市郎 亀山邦弘 菊池則子

渡辺美穂子 梶原弓子 万田耕司

阿部哲治 鴨田　登 鈴木郁也 国分光好 三上忠雄 佐野安蔵 滝沢義家 太田敏雄 大阪勝弘 石沢　隆 瀬川忠雄

大塚長吉 成田正道 中野　繁 館田久志 工藤弘美 山田隆喜 高橋宏之 高橋喜孝 西村文子 工藤幸子 一戸恵子

七戸　万 千葉ユキ子 藤田冷子 川村治雄 目時　正 野口　栄 作見　徹 山田清昭

工藤悟郎 武井慶司 及川幸雄 菱田貞一 奈良岡誠一 伊藤米昭 工藤　勉 樋口春雄 花田一雄 長内槇子 照田真知子

最上孝徳 三浦裕栄 佐藤邦三 川村文子 中畑秀子 工藤俊栄 吹田重秋 奈良岡孝規 柴田健一 奥寺開繁 宇野林八郎

山谷正美 金子善雄 村上隆敏 田名部二三夫 佐々木馨 武士沢俊一 鹿渡一明 宮森史生 千葉文子 中野渡敏幸 三浦豊光

森田　博 長内政樹 市島義治 下畑幸一郎 木幡一三 鈴木リョウ

矢口米雄 加藤彰祄 猪股　広 喜古　準　 関口章子 清野幸男 佐藤　忠 吉田正己 狐崎忠介 坂上　勝 田村礼子

江刺俊光 八重樫武雄 山田勝彦 藤沢道男 榊原靖宏 高橋正行 藤田　倫 山口牧子 佐藤美知子 工藤由利子 加藤陽子

藤沢おみ子 富山政一 斎藤盛一 浅利円次郎 沢口正蔵 大坪武志 葛　義士 中谷地一郎 西条覚治郎

高橋英明 菊池　宏 長沢憲助 藤沢一男 木幡留吉 高橋純治 阿部裕子 紙谷義和 千田敬子 古館裕治 佐藤正和

畠山栄吉 高橋謙一 山崎一平 織笠忠一 佐藤福寿

鈴木　勲 木村広之 鈴木謙二 扇　要治 鈴木逞滋 鈴木　剛 南洞　稔 八巻千恵子 岡本吉正 熊谷信義 佐々木八重子

安倍信正 西村良春 菊地兄修 橋本幸一 吉田六郎 阿部山次 今野政人

村野井信郎 武田　実 一戸　晃 小林金造 伊藤俊昭 原田昇養 佐々木　脩 石亀　清 野呂正和 三浦恭子 加賀谷恵子

高橋友治 高瀬雄三 川合武男 野呂昭光

長岡　弘 安田善昭 山本治郎 寺崎　優 川名健司 丹治　勇 吉田　融 山中　隆 高田ナヲ 六沢正利 鈴木基弘

若松昭美 佐藤洋志 那須嘉子 佐藤忠次 渡辺秀子 大友邦芳 瀬川　進 佐藤茂雄 鈴木春雄 菅原梯祐 石黒　茂

伊藤正治 神田博夫 佐々木通憲 佐々木慶一 及川靖夫 利部チヱ子 猿田公子 須藤義男 高坂伸夫 木山三津子 池田和男

佐藤敬一 佐藤　充 渡辺仁美 田口チヅ子 鏡新市郎 高橋円蔵 豊間真輝子 菊地富美子 湯瀬晶子 小松順子 斎藤節次

那須敏子 六沢栄太郎 加藤孝一 田村敬太郎 高橋正喜 高橋芳道 高橋敬次 津谷京子 珍田銑二郎 高野兼松 小村道太郎

渡会恒市

東北支部創立記念日「昭和45年（1970年）3月11日」時点で在籍していた社員

盛岡営業所（31名）

花巻営業所（16名）

一関営業所（18名）

大館営業所（15名）

東北支社　　　支社長：松井繁松　次長：魚谷善郎・西村清次郎

管理室（6名）

総務課（30名）

販売本部（47名）

青森営業所（30名）

　小林敏夫（労働組合東北地方本部出向）渡辺　競（日本修学旅行協会出向）

※松井繁松氏は本部長兼務、山川五郎氏は販売課長、高木英三氏は団体渉外課長、三浦尚氏は海旅センター所長、大谷典之氏は中央手配センター所長

秋田営業所（56名）

弘前営業所（22名）

八戸営業所（17名）
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佐藤善代志 奥山　昇 松野節夫 高橋　卓 湊　士朗 田苗　三郎 石黒秀雄 郷古康治 佐藤正英 藤谷芳男 藤井重道

堀　時男 鈴木孝実 檜山敬一 佐藤利喜弥 堀　肇子 千葉文雄 菅野正人 佐々木精子 石塚勇幸 小川裕子 星川和夫

佐藤敬三 佐竹秀子 鈴木正明 石井　敏 石山陽子 早川和男 吉田伝作 清野市郎 山川榮三郎 我孫子久

鈴木義雄 奥山貞治 長沢善一 梅津栄吉 久保美智子 小関孝雄 遠藤敏雄 竹田和子 立田靖雄 羽生三郎 渡部宮夫

中沢孝助 情野義信

奥山壬子雄 遠藤　隆 佐藤　栄 佐々木貞夫 和田武美 東野徳二 高橋香代子 新田創造 稲富　一 堀江孝寿 小幡紀男

吉田克章 藤島郁子 佐藤将明 髙橋　翕 井草毬子 八木孝典 栗原光男 千葉久美 佐藤一代 宗形祐子 伊藤順子

斎藤桂子 浜田百合子 高橋たい子 八木橋憲明 大森幹子 高橋洋子 伊沢　好

長谷川金弥 鈴木清蔵 渡辺よし子 藤田睦江 生江道子 山下保代 小野郁子 米川泰子 太田和子 丹野二郎

伊勢　博 庄司　良 千葉知己 大橋哲夫 高橋健治 白鳥きゑ子 佐藤由美子 斉藤史子 菊地幸子 長谷恵美子 河野　巌

高橋敬蔵 鵜浦徳雄 市川博康 熊谷紀夫 細川信子 樋口富子 斉藤　肇 藤田　元 阿部　修 菅野洋子 齊藤　修

本名妙子 奥山一男 立花和枝 大竹澄子 鈴木千あき 小島英雄 奥平洋子 竹田恭子 荒岩桂子 加藤顕治 高木やすゑ

加藤重子 小野和子

鈴木盛一 大森正治 川上秀弘 佐藤　孝 千葉文男 国友研一 柏木洋夫 野田千代子 柴田まゆみ 軍司道子 高橋富士子

水野雄太郎 菊地俊一 本田利信 酒井　明 内田介久 金野喜平 高橋　博 武田富男 庄子忠男 藤野光之 佐藤和彦

村井勝雄 三浦　糾 上野光雄 井上昌則 作間清成 清水義春 片岡綾子 高橋俊亘 渡辺武郎 菊地勝美 本田捷志

新妻正男 島津悦子 高橋喜久男 堤下　毅 伊藤孝宣 小野寺穂 加茂知子 小松美紀子 大和千香子 酒本秀男 須藤芳枝

加藤義夫 小野久治 遠藤英義 林　茂長 朝倉政寿 勝又敬三 山田駒蔵

郷古貞雄 槻山智雄 桜井勝男 佐藤真孝 原田隆雄 佐藤信勝 志賀幸雄 新沼智世美 鈴木義政 阿部善幸 熊谷勝美

小川三男 浜尾正剛

浅野芳朗 渡辺辰英 加藤憲次 田島正義 佐藤陽一 若生勝芳 平岡　昇 阿部弘子 安藤正美 伊藤健一 高橋康夫

佐々木和保 清水美奈子 鈴木正利 長谷部公子 須田幹雄 福島啓子 高橋哲夫 山浦賢次 長尾清次郎 柴田　潔 水戸義友

佐藤保春 谷口直司

立花　薫 浜松祥一 遠藤嘉一 平沢光憲 鈴木喜雄 佐藤重春 増子邦夫 鈴木　剛 清水瑛三 高橋守之 青山雅昭

佐藤利恵 恵本一雄 田村　充 手代木伸一 本田佐津 大藤まさ子 熊田留五郎 桑野庄造 渡辺喜久弥 渡辺顕義 柳沼市郎

鈴木英夫 村谷亮平 峰岸　博 今井喜一 長谷英男 阿部力尾 林　紘八 近藤謙一 遠藤弘志 小林孝雄 佐藤ヒロ子

髙橋　信 菅野淑子 木村　良 菊地武美子 木村松三郎 木野田清 辰野留吾 長谷川睦子 大内忠蔵 渡部次男 上原寅八

渡部一美 松川善吉

この資料は昭和44年発行の社員名簿に基づいて作成しております

太字は所長又は課長を表しています

斡旋員・渉外員・添乗員・嘱託の方も掲載しております

東北支部創立記念日「昭和45年（1970年）3月11日」時点で在籍していた社員

石巻営業所（13名）

福島営業所（24名）

郡山営業所（22名）

会津若松営業所（24名）

仙台定期券センター（10名）

仙台周遊券センター（11名）

仙台東一番町営業所（24名）

仙台藤崎内営業所（11名）

団体旅行仙台営業所（40名）

米沢営業所（13名）

仙台営業所（29名）

山形営業所（32名）
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注 1・・・・・1991～1994年度の副支部長は水野雄太郎氏と鈴木英夫氏の 2 名 

※①・・・この名簿は会員名簿・JTB社員録に基づいて作成 

※②・・・1970～1975 年度まで会長制、1976年度から支部長制 

※③・・・2002年 4月 1日から幹事は JTB 東北 総務課長 

※④・・・JTB東北は 2005年度に JTBから分社化 

※⑤・・・2018 年度の組織改編により、幹事は JTB人事部人事担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ（東北総括） 

 

 

支部長 副支部長

1970 昭和45 安藤軍治 桜井栄三 今野　均 星貞四郎 米川正四郎

1971 46 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1972 47 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1973 48 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1974 49 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 西村清次郎

1975 50 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1976 51 桜井栄三 山口喜三 ↓ ↓ ↓ ↓

1977 52 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1978 53 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1979 54 ↓ ↓ 長岡　弘 ↓ ↓ ↓ 阿部哲治 工藤悟郎 清水輝雄

1980 55 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1981 56 ↓ ↓ ↓ 阿部　栄 佐藤良信 ↓ 水野雄太郎 ↓ ↓ 郷古貞雄

1982 57 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1983 58 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1984 59 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1985 60 ↓ ↓ ↓ ↓ 鈴木義雄 ↓ ↓ 加藤彰祄 ↓ ↓

1986 61 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1987 62 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 高橋　卓

1988 63 ↓ 長岡　弘 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1989 平成1 長岡　弘 阿部　栄 鈴木英夫 小野岑夫 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1990 2 阿部　栄 水野雄太郎 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1991 3 ↓ 水野・鈴木英 渡辺昭一 佐藤正司 ↓ ↓ 金野喜平 ↓ ↓ ↓

1992 4 ↓ （注1） ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1993 5 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1994 6 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1995 7 鈴木英夫 加藤彰祄 ↓ ↓ 鈴木郁也 ↓ ↓ 松野節夫 杉本矩雄 ↓

1996 8 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1997 9 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1998 10 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 槻山智雄 ↓ ↓

1999 11 ↓ 金野喜平 ↓ ↓ 庄子忠男 樋口富子 菊池　宏 ↓ ↓ ↓

2000 12 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2001 13 渡辺昭一 佐藤正司 髙橋　翕 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 小幡紀男

2002 14 佐藤正司 松野節夫 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2003 15 ↓ ↓ 佐藤洋志 ↓ ↓ ↓ ↓ 竹内健二 ↓ ↓ ↓ 佐藤　孝

2004 16 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2005 17 ↓ 佐藤洋志 若生勝芳 ↓ 桜井勝男 ↓ 松野節夫 ↓ ↓ 安倍光一 ↓

2006 18 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2007 19 佐藤洋志 若生勝芳 佐藤茂雄 ↓ ↓ ↓ 佐藤　忠 工藤弘美 江刺俊光 ↓ 石沢　隆 若松昭美

2008 20 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2009 21 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 齊藤　修 若林秀敏 ↓ 長谷川健二 三浦豊光 佐藤忠次

2010 22 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2011 23 佐藤茂雄 髙橋　翕 渡辺仁美 原田隆雄 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2012 24 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2013 25 ↓ ↓ ↓ 畠山　廣 磯貝辰男 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 宮本壽朗 石黒　茂

2014 26 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2015 27 若林秀敏 齊藤　修 ↓ ↓ ↓ ↓ 前田健二 阿部善幸 ↓ ↓ 高柳新一 ↓ ↓

2016 28 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2017 29 ↓ 渡辺仁美 佐藤　充 ↓ ↓ 奥山美奈子 ↓ ↓ 佐藤勇一 河越和夫 ↓ 小林　誠

2018 30 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2019 令和1 前田健二 畠山　廣 ↓ 三浦　均 ↓ ↓ 鹿野美枝子 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

JTBグループOB・OG会　東北支部歴代役員一覧

理　　　　　　　　　　　　事
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注 2・・・2012 年度の幹事は本郷 誠氏、8/1 より橋本敏和氏、2/1 より根岸正典氏 

 

 

 

 

監事

1970 昭和45 松井繁松 清水輝雄 西村清次郎 浜田　勇 三上　學 渡辺重夫

1971 46 ↓ ↓ ↓ 阿部哲治 石田　実 ↓

1972 47 ↓ ↓ ↓ 寺島文象

1973 48 宮川　清 ↓ 浜田　勇 ↓

1974 49 廣田寛治 長岡　弘 ↓ ↓

1975 50 ↓ ↓ 三上　學 ↓

1976 51 ↓ ↓ ↓ ↓

1977 52 ↓ ↓ 佐々木貞夫 ↓

1978 53 山本重臣 阿部　栄 安藤軍治 山本治郎

1979 54 ↓ ↓ ↓ ↓

1980 55 広江欣四郎 鈴木英夫 ↓ 小川恵久

1981 56 高木英三 ↓ ↓ ↓ ↓

1982 57 ↓ ↓ 渡辺昭一 ↓ ↓

1983 58 ↓ ↓ ↓ ↓ 宮　正雄

1984 59 ↓ 武田昭彦 佐藤正司 ↓ ↓

1985 60 ↓ ↓ ↓ 寺岡　勝

1986 61 ↓ ↓ ↓ ↓

1987 62 ↓ ↓ 岩本龍人 佐藤洋志

1988 63 ↓ 堀内武夫 ↓ 堀　時男

1989 平成1 ↓ ↓ 堀口　真 桜井栄三 ↓

1990 2 ↓ ↓ ↓ ↓ 齊藤　修

1991 3 菊地俊一 福永信正 ↓ ↓ ↓

1992 4 ↓ ↓ 佐藤　洋志 ↓ 大橋哲夫

1993 5 ↓ 岩本龍人 堀　時男 ↓ ↓

1994 6 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1995 7 金子善雄 ↓ ↓ ↓ ↓ 阿部　栄 岡部修二

1996 8 ↓ ↓ ↓ 齊藤　肇 ↓ ↓ 千葉幸洋

1997 9 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1998 10 ↓ ↓ 永田英雄 髙橋　信 ↓ ↓ 石森　隆

1999 11 ↓ 喜古　準 市川博康 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2000 12 ↓ ↓ ↓ 高橋紀夫 ↓ ↓ ↓ ↓

2001 13 田苗三郎 ↓ ↓ 茂原史則 ↓ ↓ 鈴木英夫 吾妻秀敏

2002 14 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 菅原　実

2003 15 ↓ ↓ ↓ 田川博己 ↓ ↓ ↓

2004 16 ↓ ↓ ↓ ↓ 髙橋　信 ↓ ↓ ↓

2005 17 寺崎　優 清野幸男 鈴木　剛 髙橋　信 池田　浩 ↓ ↓ ↓

2006 18 ↓ ↓ ↓ ↓ 石森　隆 ↓ ↓

2007 19 藤沢一男 堀　時男 増子邦夫 高橋淳悦 ↓ ↓ 佐藤正司 ↓ 斉藤敏明

2008 20 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2009 21 狐崎忠介 ↓ ↓ ↓ 小林滋男 千葉幸洋 ↓ ↓ ↓

2010 22 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 長峰英雄

2011 23 ↓ ↓ 小林孝雄 高柳新一 堀　好治 ↓ ↓ 佐藤洋志 ↓ 本郷　誠

2012 24 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ （注2）

2013 25 鈴木　剛 ↓ ↓ ↓ 千葉幸洋 ↓ 根岸正典

2014 26 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2015 27 ↓ ↓ 蒲倉　博 髙橋　翕 ↓ 佐藤茂雄 ↓

2016 28 ↓ ↓ ↓ ↓ 森　吉弘 ↓ 高圓憲一

2017 29 南洞　稔 佐藤利喜弥 ↓ 長谷川健二 ↓ ↓ 須藤　直

2018 30 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

2019 令和1 ↓ ↓ ↓ 渡辺仁美 大久保毅彦 若林秀敏 ↓

JTBグループOB・OG会　東北支部歴代役員一覧

理　　　事 顧　　　　　　　問 幹　　　事
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株式会社 JTB 仙台支店 
 

旅行のお申込み・ご相談は当支店へ!! 

 

〒980-0804  宮城県仙台市青葉区大町 1-4-1-4F 

TEL:022-263-6719  

FAX:022-263-6691 

 
 

株式会社ＪＴＢ 東北仕入商品企画部 

 

〒980-8520  宮城県仙台市青葉区一番町 3-7-23  

明治安田生命仙台一番町ビル 3階 

ＴＥＬ：０２２－７１１－８８４０ 

  
 

株式会社 JTB 海外仕入商品事業部 
 

タイ国際航空でゆくバンコクやピーチで行く台湾！  

仙台発が便利になりました。 

お申し込みは各販売店へ宜しくお願いいたします。     

 

 

   

tel:022-263-6719
https://dp.jtb.co.jp/lookjtb/dp/pamphlet/2019_asi_8216301?_ga=2.195732463.236740925.1572916724-1371691807.1548053050&_gac=1.262786360.1572402000.EAIaIQobChMIyvDSzvXC5QIVSaWWCh24cgytEAAYASACEgKgz_D_BwE
https://dp.jtb.co.jp/lookjtb/dp/pamphlet/2019_asi_8216801?_ga=2.191596777.236740925.1572916724-1371691807.1548053050&_gac=1.186919324.1572402000.EAIaIQobChMIyvDSzvXC5QIVSaWWCh24cgytEAAYASACEgKgz_D_BwE
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－ＭＩＴＯＹＡ  ＧＲＯＵＰ－ 

 
ホテルニュー水戸屋      茶寮宗園 
ホテルニュー水戸屋アネックス 

TEL０２２-３９８-２３０１  TEL０２２-３９８-２３１１ 

FAX０２２-３９８-２２４２  FAX０２２-３９８-２１４４ 

 

皆様のライフプランを各種保険を通じてサポートいたします！ 

株式会社 ＪＴＢライフネット 仙台支店 
お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。 

支店長：丹治 信彦  鞠子 みゆき 

ＴＥＬ：０２２-２６２-８８０１ ＦＡＸ：０２２-２６２-８８０３ 

 

 

 

         
 

楽しい「時間」と「幸福」を、「感謝」の気持ちと共に贈る JTBならではのカタログ式ギフト。 

慶弔・ゴルフコンペ景品・お中元・お歳暮などにご利用ください。 

7 コース（3,600、5,600、10,600、20,600、30,600、50,600、100,600円 税別） 

         お求めは ℡022-728-6466 
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切り絵「青森ねぶた」 製作者 古川秀一会員  

 

 

 

 

 

  表紙 ： ボタニカルアート「寒椿」 製作者 清水義春会員  

  裏表紙：  水彩画「阿修羅」    製作者 渡辺武郎会員  

      

       記念誌作成にあたり、上記３名の会員より作品の提供を 

       いただきました。ご協力に心から感謝いたします。 
 
 

 
 
 
   
 

 50周年を迎えるにあたり 4年前から記念誌の構想を温め、既に会報「たより」には回想録とし
て 15 名の大先輩方から原稿を頂戴してきました。発刊にあたり更に多くの会員にも投稿をお願
いし、合わせて 36名の「寄稿コーナー」として編集する事が出来ました。編集していく中では、
投稿頂いた会員の様々な経験談から JTBのパワーを感じると共に、今日に至るまで様々な事業が
行われてきた事に思いを馳せ、諸先輩方の努力に敬意を表すと共に感謝申し上げる次第です。 
 この度の記念誌発刊にあたりましては、JTBグループ各社・関係機関及び BOB会本部をはじめ、
多くの会員皆様方からご協力を賜りました。あらためまして衷心より感謝申し上げます。 
 

＜50周年記念誌 担当一同＞ 
 
 

【JTB ｸﾞﾙｰﾌﾟ OB・OG会 東北支部創立 50周年記念誌】 

発行人 ： 前田健二 
編集人 ： 畠山 廣 
編集担当： 河越和夫・佐藤 充・後藤真由美 
 
 
事務局 ： 仙台市青葉区一番町 3-7-23    〒 980-8520 
      明治安田生命 仙台一番町ビル 3階 
      ㈱ JTB人事部（仙台駐在） 
電話  ： 022-212-5550（JTB人事部内） 

編集後記  
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全国フォトコンテスト入賞作品 

 

 
 
 

             
 

2017年度入賞作品「飛翔」佐藤 充会員 

 

2015年度入賞作品「愛猫メイ」畠山 廣会員  

 

2017 年度入賞作品「気持ちいいな」後藤真由美会員 

 

2019年度入賞作品 「夕陽能」 清水 孝会員 

 

2018年度入賞作品 

「東日本大震災から 7年半」若林秀敏会員 

 

2019年度入賞作品「ごごの憩い」片平安之会員 
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               JTBグループ OB・OG会 東北支部 


