
　　　　　　　　　　　担当：長谷川健二理事        ０２２３-２４-２４８２F ‘１5 5 木 釣友会　カメラクラブ　合同新春放談会

３月 19 木 囲碁クラブ　月例会

　  　　　  【理事会】 　              【懇話会】　　　　　　　　　 【たより発送】予定 24 火 ゴルフ愛好会　練習会

　　　   ・１０時３０分～        　　・１２時～１４時　　　　　　 ・１０時～８階サロン 25 水 麻雀クラブ　月例会

  （JTB東北本社ビル） 30 月 ゴルフ愛好会　練習会

４月１１日 （土） 菜時季大原       　    　       　　４月２８日（火）   会費(泊)　　　　　　　 １６、０００円（予定） ４月 11 土 理事会　懇話会　カラオケ会

６月１３日 （土） 菜時季大原　　　　　　　　　　　　　６月１７日（水） 会食のみ １３、０００円（予定） 14 火 釣友会・カメラクラブ合同　お花見会

８月　８日 （土） 菜時季大原　  　　　　　　　　　　　８月１９日（水） 14 火 ゴルフ愛好会　初打ち会

１０月１０日 （土） 菜時季大原　 　 　　　　　　　　１０月２１日（水） 第１回理事会 ６月　４日(木） 16 木 囲碁クラブ　月例会

１２月　５日 （土） 菜時季大原 　 　　　　　 　１２月　９日（水） 通常総会 ６月　５日(金） 22 水 歩こう会・カメラクラブ　登米明治村と花見鑑賞

１６年２月１3日 （土） 菜時季大原　　　　　 １６年２月２４日（水） 社長懇談会 ６月　５日(木） 22 水 麻雀クラブ　月例会

第２回理事会　 ９月　３日（木） 27 月 ゴルフ愛好会　春季大会

　　　 ※１２月5日は忘年会です（会費は３，５００円） 第３回理事会 １２月 　３日(木） 28 火 たより発送

第４回理事会　 １６年３月３日（木）

　 ５月 12 火 ゴルフ愛好会　月例会

【　移　動　懇　話　会　】 【地 域 部 会】 13 水 釣友会　閖上大型漁礁

青森地区 あすなろ会   （青森部会） 宮本壽郎理事 090-1497-8606 21 木 囲碁クラブ　月例会

秋田地区 こまち会       (秋田部会） 石黒　茂理事 018-888-9262F 21 木 歩こう会　利府竹の子掘り体験

岩手地区 やまびこ会    (岩手部会） 鈴木　剛理事 0191-21-5455F 25 月 ゴルフ愛好会　月例会

山形地区 べにばな会   （山形部会） 堀 　時男理事　 023-623-7785F 27 水 麻雀クラブ　月例会

福島地区 しゃくなげ会  （福島部会） 小林孝雄理事 0242-22-7499 27 水 釣友会　尾浦　出島日帰り

　　　　開催日時、場所等は「たより」等でお知らせいたします

６月 3 水 歩こう会　鬼首わらび狩りとゆったり温泉

 担当：　　磯貝辰男理事   ０２２-２１８-５７９２又は０８０－２８１７－１４４４　 9 火 ゴルフ愛好会　月例会

４月２２日（水） 登米明治村と花見観賞　【カメラクラブ共同企画】 　９月１７日（木） 伝統漁法体験：追込み漁と無人島の浜料理　 13 土 理事会　懇話会　カラオケ会

仙台駅前集合　9：００   　 　　（ 詳細は、たよりに掲載） 仙台駅集合８：５０　　　　　 （詳細は、たよりに掲載） 17 水 釣友会　出島周辺　一泊釣行

５月２1日（木） 利府竹の子掘り体験 　１０月１４日（水） 斎藤茂吉縁の上山散策と芋煮会・ジンギスカン料理 17 水 たより発送

仙台駅集合　８：５０ 　　（詳細は、たよりに掲載） 　　 仙台駅前集合８：４０【べにばな会共同企画】 （詳細は、たよりに掲載） 18 木 囲碁クラブ　月例会

６月 ３日（水） 鬼首わらび狩りとゆったり温泉 【カメラクラブ共同企画】 　１１月１１日（水） 秘湯野地温泉とりんご狩り 22 月 ゴルフ愛好会　月例会

仙台駅集合　９：１０　　　　　　　（詳細は、たよりに掲載） ～１２（木） 【福島しゃくなげ会・カメラクラブ共同企画】 （詳細は、たよりに掲載） 24 水 麻雀クラブ　月例会

30 火 釣友会　尾浦出島又は日帰り

下 旬 釣友会　秋田日本海鯛釣り　一泊

担当： 三浦源幸会員    １８６－０２２-２８６-３５６４F  　　mi-ura@nifty.com 　

３月２４日 （火） 練習会 会費：無し 　　OUT　９：００ ７月 8 水 支部総会　懇親会（ホテルJALシティ仙台）

３月３０日 （月） 練習会 会費：無し 　　OUT  ９：００ 14 火 ゴルフ愛好会　月例会

４月１４日 （火） 初打会 会費：1，０００円 　　OUT　９：００ HD        　　 *ゴルフを愛する方は是非ご参加ください 15 水 釣友会　閖上大型漁礁

４月２７日 （月） 春季大会 １，０００円 　　　ＩＮ　 ９：００ HD             ＊各回ともペットボトル各１本サービス 16 木 囲碁クラブ　月例会

５月１２日 （火） 月例会 1，０００円 　　OUT　９：００ ＷＰ 22 水 麻雀クラブ　月例会

５月２５日 （月） 月例会 １，０００円 　　　ＩＮ　 ９：１５ ＨＤ 27 月 ゴルフ愛好会　夏季大会

６月　９日 （火） 月例会 １，０００円 　　OUT　９：００ ＷＰ

６月２２日 （月） 月例会 １，０００円 　　　ＩＮ　 ９：００ ＨＤ ８月 8 土 理事会　懇話会　カラオケ会

７月１４日 （火） 月例会 １，０００円 　　OUT　９：００　 ＨＤ 10 月 麻雀クラブ　夏季大会

７月２７日 （月） 夏季大会 １，０００円 　　　ＩＮ　 ９：００ ＨＤ 11 火 ゴルフ愛好会　月例会

８月１１日 （火） 月例会 １，０００円 　　OUT　９：００　 ＷＰ 19 水 たより発送

８月２４日 （月） 月例会 １，０００円 　　　ＩＮ　 ９：００ ＨＤ 20 木 囲碁クラブ　月例会

９月　８日 （火） 秋季大会 １，０００円 　　OUT  ９：００　 ＨＤ 24 月 ゴルフ愛好会　月例会

９月２８日 （月） 月例会 １，０００円 　　　ＩＮ　 ９：００ ＨＤ 26 水 麻雀クラブ　月例会

１０月１３日 （火） 愛好会杯 1，０００円 　　OUT  ９：００　 HD

１０月２６日 （月） 月例会 １，０００円 　　　ＩＮ　 ９：００ HD ９月 3 木 釣友会　暑気払い

１１月１０日 （火） 月例会 １，０００円 　　OUT  ９：００　 ＨＤ 8 火 ゴルフ愛好会　秋季大会

１１月１６日 （月） 納会 １，０００円 　　　ＩＮ　 ９：００ ＷＰ 17 木 歩こう会　伝統漁法体験：追込み漁と無人島の浜料理　

17 木 囲碁クラブ　月例会

【　釣　　　友　　　会　】  担当：鈴木　剛会員　 ０２２-２７９-０７３１F *太字は一泊です 23 水 麻雀クラブ　月例会

３月　５日（木） 昼食釣り放談会【カメラ倶楽部合同】　 12：00　丸特漁業部　 １０月２０日（火） ハゼ 28 月 ゴルフ愛好会　月例会

４月１４日（火） お花見会【カメラ倶楽部合同】　　　　　 12：00　榴ヶ岡公園 １０月２９日（木） カレイ、アイナメ

５月１３日（水） 閖上港蔵王丸　大型漁礁　　　　　　　 マコ、赤地カレイ ～３０日（金） 　　（ホタテ、ホヤお土産付き） 10月 10 土 理事会　懇話会　カラオケ会

５月２７日（水） 尾浦港出島周辺又は志津川日帰り 　　 アイナメ、ナメタ  １１月１８日（水） 納竿会　志津川１泊釣行 マコ、アイナメ 13 火 ゴルフ愛好会　愛好会杯

６月１７日（水） カレイ、アイナメ ～１９日（木） 　　ホテル観洋泊り 運が良ければタコ 14 水 歩こう会　斎藤茂吉縁の上山散策と芋煮会・ジンギスカン料理

～１８日（木） 　　（ホタテ、ホヤお土産付き） １２月　２日（水） 閖上港蔵王丸　竿納め　大型漁礁　 　　 　 赤地ガレイ 15 木 囲碁クラブ　月例会

６月３０日（火） 尾浦港出島周辺又は志津川日帰り 　　 アイナメ、ナメタ １２月１６日（水） 「温泉忘年会」天童温泉滝の湯ホテル 新そばと冷酒 20 火 釣友会　松島湾ハゼ釣り

　７月上旬～ 秋田・道川沖　日本海鯛釣り  ～１７日（木） 21 水 たより発送

１泊２日で数回 １６.１月　８日（金） 新年会鳴子観光ホテル【支部新春懇親会参加】　 26 月 ゴルフ愛好会　月例会

７月１５日（水） 閖上港蔵王丸　大型漁礁　　　　　　　 マコ、赤地カレイ        ～９日（土） 　・平成２６年釣行計画決定 28 水 麻雀クラブ　月例会

９月　３日（木） 暑気払い昼食会　前半戦振り返り　 12：00　丸特漁業部 1６. ３月　８日（火） 昼食釣り放談会【カメラ倶楽部合同】 12：00丸特漁業部 29 木 釣友会　出島周辺１泊２日

【　カ　ラ　オ　ケ　会　】  担当：高柳監事　０８０－６００４－２９１６ 11月 10 火 ゴルフ愛好会　月例会

　　懇話会開催日    １４：３０より　       暖　家　DANKE      ０２２-２２５-２６２６ 11 水 歩こう会・カメラクラブ　秘湯野地温泉とりんご狩り　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　***愛唱会は、担当：伊東功夫会員　０２２-２４５-０６１４F*** 16 火 ゴルフ愛好会　納会

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　奇数月の第一週（火～金）１４：００からカラオケ館名掛丁店　０２２-２１２-６５６６ 18 水 釣友会　納竿会　志津川１泊釣行

19 木 囲碁クラブ　月例会

【 将　棋　ク　ラ　ブ　】 25 水 麻雀クラブ　月例会

　　休　会　中

12月 2 水 釣友会　閖上大型漁礁

【 囲　碁  ク　ラ　ブ 】  担当：菱田貞一会員  ０７０－５４７２－３３９７ 5 土 理事会　懇話会（忘年会）　カラオケ会

　　月　例　会　　　　　 　　毎月　第３木曜日 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  １３：００より       ＪＴＢ東北本社８階　ＢＯＢ会サロン 9 水 たより発送

16 木 釣友会　忘年会・カメラクラブ合同　天童温泉１泊

17 木 囲碁クラブ　月例会

【 麻　雀　ク　ラ　ブ　】  担当：斎藤　修理事  ０２２-２４３-４５１５F 23 水 麻雀クラブ　月例会

　　月 例 会      　 　　　（中央地区）　　           毎月：第４水曜日　 　　　　　　　　　　　 １１：００より      　 麻雀クラブ　万里　０２２-２６４-０２４９        　 

（泉地区）　　　　　　　 毎月：１回 　不定期 ‘１６ 8 金 新春懇親会　宮城県鳴子温泉（鳴子観光ホテル）

　　夏季大会 会費１，０００円 １２：４５より 麻雀クラブ　万里 １月 〃 〃 釣友会　新年会（新春懇親会参加）

　　新春大会 会費１，０００円 １２：４５より 麻雀クラブ　万里 21 木 囲碁クラブ　月例会

27 水 麻雀クラブ　月例会

【 カ　メ　ラ　ク　ラ　ブ 】  担当：長谷川健二理事　０２２３-２４-２４８２Ｆ ‘１6 4 木 麻雀クラブ　新春大会

　 　① ４月２２日（水）　登米明治村と花見鑑賞【歩こう会共同企画】              ②６月 ３日（水） 鬼首わらび狩りとゆったり温泉 【歩こう会共同企画】 ２月 13 土 理事会　懇話会　カラオケ会

　  ③１１月１１日（水）～１２日（木）　秘湯野地温泉とりんご狩り【歩こう会・福島しゃくなげ会共同企画】　　（詳細は、たよりに掲載） 18 木 囲碁クラブ　月例会

24 水 たより発送

【 俳　句　会　】  代表：小山昭雄会員　０２２-２４４-５９４３　幹事：石黒秀雄会員　０２２-３７６-４０６０F 24 水 麻雀クラブ　月例会

　　定例句会　　毎月　その都度発表します。 　１３：００より１５：００まで長町ﾓｰﾙ ‘１6 8 火 釣友会　カメラクラブ　合同放談会

 ＊＊会費はございません、皆様のご入会をお待ちしております。＊＊ ３月 17 木 囲碁クラブ　月例会

23 水 麻雀クラブ　月例会

会費　６，０００円（総会・懇親会）

１６年  ２月  ４日（木）

【　総　会 ・懇親会 ・懇話会　】

【総　　　会】

０２２-２２１-２５８０

【　歩　こ　う　会　】

【懇　親　会】

（未定）

１１月２７日（金）

ホテルJALシティ仙台

             ２０１５年度　ＢＯＢ会東北支部　年間活動計画（総会・親睦行事等） 　　 保存版
                           ◎活動計画の詳細は、「たより」等でお知らせいたします。

　　 　 　　　　　　　   　◎懇話会・親睦行事の申込は、１週間前までに各担当者まで連絡をお願いいたします。

２０１５　活　動　計　画　カ　レ　ン　ダ　ー

　　　　　８月１０日（月）

１０月下旬

１１月２９日（日）

（未定）

    　　　　　　　　　　菜時季大原　０２２-２６４-４８６１

７月　８日（水）　１０時４５分より １月　８日（金）

ホテルJALシティ仙台 ［鳴子温泉］鳴子観光ホテル（予定）

次年度計画素案検討【カメラ倶楽部合同】

（詳細はたよりに掲載します）

本部総会・理事会

７月　８日（水）　１２時３０分より

　理事会・懇話会・たより発送

　　　　　　　　　　会費   ３，０００円　　

尾浦出島周辺　民宿いずしま１泊釣行　

秋の松島湾ハゼ釣り（初心者・家族歓迎）

尾浦出島周辺　民宿いずしま１泊釣行　

【 ゴ　ル　フ　愛　好　会 】

HD　　　　ゴルフ場：グレート仙台カントリークラブ　０２２－３９２－３５０５

HD　　 　  　 *スタート３０分前までフロント受付を済ませ集合のこと

【新春懇親会】

２０１６年


