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２０１２年度「第４２回東北支部通常総会」開催 

２０１２年度東北支部通常総会は、７月１１日（水）１０時３０分より秋保温泉ホテルニュー

水戸屋「寿の間」において開催されました。総会には、会員４０名が出席するとともに、ＪＴＢ

東北及びＢＯＢ本部よりご来賓をお迎えいたしました。 
 総会は、本郷幹事（ＪＴＢ東北総務担当課長）の司会で、開会のことばに始まり、物故会員へ

の黙祷に続き、佐藤茂雄支部長よりＢＯＢ会創立６０周年記念ハワイ旅行の報告を含めた挨拶、

ご来賓の千葉幸洋ＪＴＢ東北常務取締役、前田和宏ＢＯＢ本部理事のご挨拶をいただいた後、お

客様紹介運動の顕彰を行い、取扱額上位３名には千葉常務取締役より感謝状が贈られました。新

入会員と寿齢祝い（米寿）の会員紹介の後、支部会則に則り佐藤支部長が議長となり、議事に入

りました。 
 斎藤修理事より２０１１年度活動報告、長谷川健二理事より収支決算報告、高柳新一監事より

監査報告、さらに２０１２年度活動方針（案）・収支予算（案）が同理事より提案・審議され、

いずれも原案どおり可決承認されました。議事終了後には、ＪＴＢ１００周年記念映像ＤＶＤが

放映され、総会は無事終了しました。 
 閉会後会場を移し、ＪＴＢ東北及びＪＴＢグループ各社のご来賓１０名、会員３６名の出席の

もと懇親会を開催しました。佐藤支部長の挨拶に続き、ご来賓を代表して石橋信司ＪＴＢ東北仙

台支店長よりご挨拶をいただき、大久保毅彦ＪＴＢ東北商品企画販売事業部長による乾杯のご発

声で宴が始まり、賑々しく親睦を深めた後、寿齢祝いを代表し増子邦夫さんが中締めを行い終了

しました。 

総会・懇親会出席者 

ご来賓 

  ㈱ＪＴＢ東北 常務取締役 総務部長         千葉 幸洋 様 

  ㈱ＪＴＢ東北 東北商品企画販売事業部長       大久保毅彦 様 

  ㈱ＪＴＢ東北 仙台支店長              石橋 信司 様 

  ㈱ＪＴＢ商事 東北営業部長             河越 和夫 様 

  ㈱ＪＴＢ商事 仙台外商センター所長         大竹 正明 様 

  ジェイアイ傷害火災保険㈱ 東北支店長        三浦 充裕 様 

  ㈱ＪＴＢライフネット 仙台営業所長         高柳 新一 様 

  ＪＴＢ ＯＢ会本部 理事              前田 和宏 様 

  ＪＴＢ ＯＢ会本部 事務局長            保坂 明彦 様 

  ㈱ＪＴＢ東北 総務担当課長（ＢＯＢ東北支部 幹事） 本郷  誠 様 

会 員（敬称略、アンダーラインは総会のみ出席） 

  伊東 功夫、今井 省吾、江刺 俊光、海老名清美、大浪 健一、加藤 彰祄 

  金子 善雄、国友 研一、木村  良、狐崎 忠介、小林 孝雄、斎藤  修 

  櫻井 勝男、佐藤 茂雄、佐藤 正司、佐藤 澄雄、佐藤  孝、佐藤 忠次 

  佐藤 洋志、杉本 矩雄、鈴木 英夫、鈴木 喜雄、高橋  翕、高橋 淳悦 

  高柳 新一、槻山 智雄、寺崎  優、南洞  稔、長谷川健二、早坂 信克 
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樋口 富子、堀  時男、堀野 秀子、増子 邦夫、三浦  糾、三浦 豊光 

三浦 裕栄、若林 秀敏、若生 勝芳、渡辺 仁美 

ご協賛会社名（敬称略） 

㈱ＪＴＢ東北、㈱ＪＴＢ商事東北営業部、㈱ＪＴＢ商事仙台外商センター 

ジェイアイ傷害火災保険㈱東北支店、㈱ＪＴＢライフネット仙台営業所 

近 況 報 告 

総会・懇親会の出欠用ハガキに寄せられた近況報告を抜粋しました。（五十音順） 

 相場堅一さん 法人営業秋田支店で、４月から嘱託社員として楽しく働いています。 

 石亀 清さん 日々楽しく過ごしております。海は震災で・・・、渓流釣りをしております。 

 石黒秀雄さん 趣味の園芸を楽しんでおります。 

 石沢 隆さん 古希を迎え益々元気です。 

 石塚勇幸さん 出張の折スカイツリーに行ってきました。見晴らしがよく夜景が綺麗でした。 

 磯貝辰男さん ３月末で勤人を退き、現在体力増強中。毎日 1.5 万歩を目標に続けています。 

 市川悦子さん 体に気を付け、毎日楽しく過ごしています。 

 市川博康さん 晴耕雨読の毎日です。 

 一戸 晃さん おかげさまで元気に過ごしております。 

 伊東功夫さん 元気です！！ 

 井上昌則さん 持病の腰痛のため、遠出が出来ず残念です。 

 今井省吾さん お陰様で元気でクラブ活動に参加させていただいております。 

 江刺俊光さん 元気でがんばってます。 

 遠藤敏雄さん 山形県観光物産協会で旅行商品の企画や案内、添乗等のお手伝いをしています。 

 及川幸雄さん 通所リハビリで回復を計っています。 

 扇 要治さん 元気にしています。 

 太田敏雄さん 何かと忙しい日々を送っております。盛会を祈ります。 

岡部修二さん 毎年８～９月の２ｹ月間、軽井沢にて小遣い稼ぎをして３年目になります。 

小幡紀男さん 週３日の仕事をしながら元気に過ごしています。 

片平安之さん 今年もＫｽﾀで楽天ｲｰｸﾞﾙｽ応援観戦全 64 戦楽しみ､趣味のカメラも始めました。 

加藤彰祄さん とうとう介護保険のお世話を受けるようになりました。原因は、脊柱管狭窄症

による足腰の痛みです。週２回ﾃﾞｲｰｻｰﾋﾞｽに通っています。経過良好です。 

金子和子さん 12 年目に入った水泳に励んでおります。 

金子和弘さん 毎年同じようなコメントですが、ｳｫｰｷﾝｸﾞにハマッテ元気で～す。 

金子美智子さん 畑をしたり花をつくったりして、楽しく過ごしております。 

金子喜雄さん おかげ様で喜寿を迎えることが出来ました。 

紙谷義和さん マンション管理員となって３年目です。 

川上秀弘さん まずまず元気です。 

川名健司さん 日常生活において、特に下半身の運動に注意をして過ごしております。 

菊地健三さん 磐梯熱海温泉「四季彩 一力」で佐藤重春常務と共に元気に働いております。 

菊地俊一さん 米寿を迎えましたが、お陰様で何とか元気で精一杯頑張っておりました。 

菊池 宏さん 元気にしております。 

木村 良さん ７月より松島温泉「ﾎﾃﾙ海風土」の支配人をやっております。今春 JTB ｱﾝｹｰﾄ 90

点以上の宿（宮城で３件）として表彰されました。震災の復旧も終えましたの

で、是非日本三景松島へ・・・。 

工藤弘美さん ＢＯＢ会創立 60 周年記念のハワイ旅行は、とても楽しくのんびりと息抜きを

させていただきありがとうございました。 

国友研一さん 元気で過ごしております。 
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窪田陽子さん 地区の仕事や孫の世話、畑の仕事を楽しんでいます。ご盛会をお祈り致します。 

郷古康治さん 野菜づくりなどして、毎日元気に過ごしています。 

国分利恵さん 元気です。 

狐崎忠介さん 元気で過ごしております。 

小関孝雄さん 法人営業福島支店で６月から県の観光復興事業のお手伝いをしております。 

小林金造さん 高血圧による複合症状と診断され、経過加療中です。 

小林孝雄さん 孫の誕生祝やらで２週間東京へ行っていました。スカイツリーを下から見上げ

てきました。634ｍはやはりとてつもなく高い！！ 

木幡留吉さん 65 才以上の者が入学できる不来方大学院に入学して４年目。充実した講義に

満足しています。開運橋花壇作業は 12 年目を迎え相変わらず頑張っています。 

小山昭雄さん 吟歩（ギンポ）に励んでおります。 

金野喜平さん ご盛会を祈念致しております。 

今野成雄さん 通院中につき欠席いたします。 

紺野文雄さん 通院が多少増えておりますが、元気に毎日を送っています。 

櫻井勝男さん 筋トレで健康管理しています。目標はベンチプレス 70 ㎏（現在 62.5 ㎏） 

佐々木司朗さん 入院して半年になりますが、今のところ症状も安定しております。 

佐藤和彦さん 粟島・出島・田代島と釣り行脚。ＯＢ会ハワイ記念旅行参加。元気に頑張って

います。 

佐藤克夫さん ＢＯＢ会東北支部ニュースをお送り頂き、その都度東北時代を想い出しており

ます。ありがとうございます。 

佐藤 忠さん ｳｫｰｷﾝｸﾞ三昧の日々です。地球一周４万㎞に挑戦し、この４月、10 年 4 ｹ月か

かって達成しました。いま、２周目に挑戦です。 

佐藤澄雄さん 阪神タイガースに元気が無くて困っています。 

佐藤眞孝さん 元気でｳｫｰｷﾝｸﾞ楽しんでいます。交通の便が悪く欠席します。 

佐藤正和さん 昨年同様の毎日です。 

佐藤陽一さん 長中短について考えています。仏語は今も聞いています。小鳥を飼っています。 

清野幸男さん 糖尿病３年目。薬服用なし順調。俳句三昧。 

志賀幸雄さん 時々、震災地の観光ボランティアを行っております。 

清水義春さん 石巻専修大学に勤務。授業等で出席できません。盛会をご祈念しております。 

 庄司眞理子さん 今年も、ポン・デ・ザールの作品展を宮城県美術館で開催します。 

 菅野秀和さん 毎日犬と散歩で１万歩超、元気に歩いています。 

 菅原 博さん 元気で毎日ウォーキングを楽しんでいます。 

 杉山重巳さん ﾎﾃﾙクレセントにお世話になって３年目となります。 

 鈴木郁也さん ４才になった双子の孫と、楽しく元気に過ごしています。 

 鈴木 剛さん(仙台)１年半ぶりに釣行を復活しました。心身ともに復調しつつありますが、当

日はＭＲ検査予約のため欠席します。 

 鈴木基弘さん ゴルフを楽しみながら、元気にしています。盛会を祈ります。 

 須藤義男さん 町内会の役員を引受け、年４回の行事に奔走しています。 

 瀬川忠雄さん いまだ現役。休みがとれません。申し訳ありません。 

 髙橋 翕さん 肩凝り・腰痛・膝痛は加齢によるとのこと。上手く付き合えと医者は言う。ま

だまだ元気なつもり。 

 高橋喜久男さん 元気です！ 

 髙橋敬蔵さん 昨年 11 月、軽い脳梗塞にかかり、再発しないよう健康管理に注意しています。 

 髙橋秀治さん おかげさまで元気に働いております。皆様のご健康をお祈りいたします。 

高橋正行さん ホームヘルパー２級の資格を取得して、介護ﾀｸｼｰのﾄﾞﾗｲﾊﾞｰをしています。 

高橋 卓さん 出席できなくて残念です。皆様によろしく。 
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髙橋 登さん ゴルフ愛好会参加楽しみに頑張ります。 

高橋 博さん 腰痛で入院していました。 

高橋 信さん 釣り三昧です。田舎暮らしも板に付き、のんびり過ごしております。 

 髙橋守之さん 「今」が大切と、日々楽しく生きてゆくよう心がけています。 

 高山良雄さん 東北観光博開催中です。ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄはお持ちでしょうか。是非庄内ゾーンにもお

越し下さい。 

 田口秀喜さん 元気です。盛会でありますように。 

 竹内健二さん いまのところ体調も良く、趣味のゴルフ・囲碁・麻雀を楽しんでいます。 

 武田富男さん 他の通常総会出席のため失礼を。充実支部ニュースに嬉しく感謝！！ 

 田島正義さん 体調・体形・健康状態は、昨年とちっとも変ってません。 

 寺崎 優さん 一筆啓上、可もなく不可もなく、元気してます。 

 永澤 清さん 足腰の不調により欠席します。盛会を祈念いたします。 

 名村五郎さん 元気でリハビリ中です。皆様によろしく。 

 奈良岡誠一さん 元気で過ごしています。盛会を祈ります。 

 南洞 稔さん ｽｲﾐﾝｸﾞ・ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・ｳｫｰｷﾝｸﾞと体を動かしているのに、足・腰は弱ってくる

し、ウェスト 90 超えです。 

 根本 隆さん ４月に 60 才を迎えＪＴＢを卒業しました。基本的に引きこもりの生活ですが

日焼けしています。 

 野呂昭光さん 多少体調が悪いが、めげず頑張っています。皆様もご自愛下さい。 

 長谷川健二さん 元気です。 

 畠山 廣さん 旅ホ連事務局を担当しております。総会出席できず申し訳ございません。 

 早坂信克さん 健康に不安を抱えておりますが、楽しく毎日を暮らしております。 

 坂内榮吉さん ９１歳になりましたが何とか元気にしております。膝及び脚痛で各種催しに参

加できず残念です。 

 引地 修さん 相変らず、夏は名取川で鮎釣りを楽しんでいます。 

 菱田貞一さん 元気にボランティア活動しております。 

 平岡 昇さん スナックを閉店し、第４の人生をこれからスタート。体調万全！！元気です。 

 藤澤一男さん ｳｫｰｷﾝｸﾞ活動、町内会の役員等、日々楽しく元気に暮らしております。 

 藤澤道男さん 毎日歩くよう心掛けています。 

 武士沢俊一さん 役員の方々ご苦労様です。 

 古川秀一さん 市民ｾﾝﾀｰで働いており、余暇は城めぐりと寺社の欄間めぐりで謳歌しています。 

 古舘裕治さん ４月にｼﾆｱ大学１年生になり活動開始、先の大学院まで 12 年間。農場委員です。 

 堀 時男さん 元気でやっています！！ 

 本郷勝好さん 連日、公園や河川の草刈りで汗を流しています。 

 松野節夫さん 病気治療中です。病のデパートの状況です。 

 三浦 尚さん 一日の時間を持て余しています。時々番ブラお茶のみをしてます。 

 三浦源幸さん 10 年来の眼窩腫瘍はＭＲ検査でも変化なし。薬なしで週ｲﾁｺﾞﾙﾌを友に元気・・・。 

 宮 正雄さん おかげで元気にしております。やまびこ会出席で元気を貰っています。 

 村上隆敏さん 元気に過ごしております。盛会を祈念しております。 

 山田隆喜さん 通院中のため欠席させていただきます。皆様によろしく。 

 若松昭美さん 体力に年齢を感じてきました。元気です。 

理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所  ８月１１日(土)１０時３０分から 「菜時季・大原」 
２ 議   題 

（１）報告事項 
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①２０１２年度支部通常総会・懇親会の総括と収支報告について 
前年より出席会員減となりましたが、ほぼ予算どおりの収支で終えた旨報告が

ありました。 
②お客様紹介運動、及びナイスギフトの実績について（別記） 
③会員動向について（別記） 
④人事異動による（ＢＯＢ会東北支部）幹事の変更について 
  ８月より、前任の本郷 誠 ＪＴＢ東北総務担当課長から、橋本敏和 ＪＴＢ東北

総務課長に変更となりました。 
（２）協議事項 

①移動懇話会の計画について 
  青森あすなろ会   ９月２８日（金） 秋田こまち会  １０月２６日（金） 
  岩手やまびこ会  １２月０２日（日） 山形べにばな会 １０月２１日（日） 
  福島しゃくなげ会 １１月０７日（水） 
②新春懇親会の計画について 
  恒例の新春懇親会は、前年度に引き続き磐梯熱海温泉で開催いたします。 
   開催日  ２０１３年１月９日（水）  １泊２日 

場  所  磐梯熱海温泉「四季彩の宿 一力」 

貸切バスを予定しています。詳細は、１０月のたより・チラシで連絡します。 

お 知 ら せ  

★本年１１月に、「ＪＴＢＯＢ会 会員名簿」の改定版が作成されます。 

氏名・住所等に変更がある方は、「各種変更届」（会員名簿に掲載されています）にて、 
８月末までに本部事務局及び東北支部事務局へ報告して下さい。特に、転居や市町村名変更

等により住所変更となっている方は、遺漏なく手続き方お願いします。 
★法人営業郡山支店では、大型外航客船「ふじ丸」をチャーターした「南紀クルーズ４日間の旅」の

参加者を募集しています。 
OB 会用に会員特典をいただきましたので、この機会に国内クルーズをお楽しみください。 

＊旅行期日 ２０１２年９月８日（土）～１１日（火） ４日間（船中３泊） 
＊利用客船 「ふじ丸」 23,235ｔ 
＊発 着 港 仙台港～新宮港～仙台港 ※仙台駅前より往復送迎付き 
＊旅行代金 ステートルーム B 2 名 1 室 115,000 円 3 名 1 室 108,000 円 

            ステートルーム A 2 名 1 室 125,000 円 3 名 1 室 115,000 円 
         ※スーペリアルーム＆デラックスルームは完売いたしました。 

会員特典 ①上記旅行代金より ２０，０００円割引 
        ②現地OPツアー：世界遺産熊野古道散策（８，０００円）に無料参加 

コースご案内 ※行程＆船内イベントの詳細は、８／１０の河北新報朝刊に広告掲載しま

したのでご参照をお願いいたします。 
  お問合せ＆お申込は、JTB 東北法人営業郡山支店 担当：藤野 までお願いします。 
         TEL（０２４）９３２－０６５７ FAX（０２４）９３３－６６２０ 

会 員 の 動 向  

◆ 訃   報 

 山野道雄さんにおかれましては、６月１２日（火）にご逝去されました。 

 成田正道さんにおかれましては、８月８日（水）にご逝去されました。 

   ここに、ご冥福を祈り、謹んでお知らせします。           合掌 

 ＊お二方のご遺族のご意向等により、各会員へのご連絡はご遠慮させていただきました。 
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◇ 会 員 状 況： （２０１２年８月１０日現在) 
正 会 員   ２４５名  (男性２１１名、女性３４名） 
名誉会員     １３名 (男性  １１名、女性  ２名) 
合  計   ２５８名 (男性２２２名、女性３６名) 

支 部 活 動 の 動 向  

◇ ６月１４日（木） たより及び関係資料発送 
    佐藤支部長、高橋副支部長、長谷川・江刺・原田・斎藤・渡辺各理事 
◇ ７月０３日（火） 通常総会の出欠集計、及び諸準備 
    佐藤支部長、高橋副支部長、長谷川・斎藤・渡辺各理事 

 Ｊ Ｔ Ｂ と の 連 携  

ＪＴＢ東北の営業推進にご協力をお願いします｡ 
ＪＴＢ東北の各店舗（トラべランド各店を含む）での旅行商品（ＪＲ券、航空券の単品を除

く）、及びナイスギフト（ナイストリップを除く）の紹介分及び購入が対象です。 

◇ お客様紹介運動実績（４月～７月）                   単位千円 
国内旅行 海外旅行 取扱合計 前年比  

件数 人員 金額 件数 人員 金額 件数 人員 金額 ％ 
６月分 15 95 2,994 14 39 7,197 29 134 10,191 429.6
７月分 8 30 2,750 0 0 0 8 30 2,750 165.0
年度計 45 217 8,739 16 44 9,074 61 261 17,813 176.9

６月分のご紹介者は（敬称略・順不同） 
阿部弘子、伊東功夫、市川悦子、小野寺栄子、蒲倉 博（２件）、金子和子、金子善雄、

工藤弘美、櫻井勝男、佐藤和彦、佐藤茂雄、佐藤 忠、佐藤洋志、佐藤 充、高橋 翕、

竹内健二、中鉢孝男、南洞 稔、樋口富子、堀 時男、堀野秀子（２件）、 

若林秀敏（２件）、若生勝芳（２件）、渡辺武郎、渡辺仁美 の皆様です。 
７月分のご紹介者は（敬称略・順不同） 
    菊池 宏、佐藤 忠、高橋俊亘、 根本 隆、堀野秀子（４件） の皆様です。 
※旅行商品の報告方は「お客様紹介シート」専用用紙に記入し販売店にお渡しください。 

  専用用紙は各店舗（ＷＥＢ）に用意してあります。 

※販売店との連絡を密にし、報告漏れの無いようお願いいたします。 

◇ ナイスギフト取扱実績  

５月分 取扱件数   ９件    １９１，０００円  

 ＊事務局の手違いにより、５月分実績が遺漏しておりました。申し訳ありませんでした。 

ご協力者は（敬称略・順不同） 
高橋健治、槻山智雄、早坂信克、堀野秀子（２件）、増子邦夫、渡辺仁美（２件）、

ＯＢ会ゴルフ愛好会 の皆様です。 
６月分 取扱件数   ５件    １７１，０００円  

ご協力者は（敬称略・順不同） 
蒲倉 博、高山良雄、南洞 稔、堀野秀子、若生勝芳 の皆様です。 

７月分 取扱件数  １０件    ４３２，０００円  

ご協力者は（敬称略・順不同） 
安倍光一（２件）、長内政樹、小幡紀男、槻山智雄、長谷川健二、早坂信克、 
堀野秀子、三浦源幸、渡辺仁美 の皆様です。 

年度計（３月～７月） 取扱件数 51 件  2,598,000 円（前年比 111.0%） 

※ナイスギフトの報告方は、「お客様紹介シート」用紙に記入し販売店にお渡しください。 



専用用紙は各店舗（ＷＥＢ）に用意してあります。 

懇 話 会 の 開 催  

  申し込みは､ ０２２３-２４-２４８２Ｆ 長谷川理事へ 

◇ １０月１３日(土) 仙台市「菜時季・大原」１２:００から  会費３,０００円 
 ○懇話会の申し込み方法についてご協力下さい。 

(１) 年間計画の日程によりあらかじめ参加の申し込みをお願いします。やむを得ず参加で

きない場合のみ長谷川理事まで連絡をお願いします。 
  (２) 事前に参加の申し込みをされていない方は、その都度参加の連絡をお願いします。 
◇ ８月１１日(土)の参加者は、次の皆様です。（順不同・敬称略） 

鈴木英夫、佐藤正司、佐藤洋志、伊東功夫、若生勝芳、菊池健三、橋本敏和、佐藤茂雄、

髙橋 翕、樋口富子、長谷川健二、堀 時男、江刺俊光、斎藤 修、若林秀敏、 
高柳新一、渡辺仁美（合計１７名） 

ク ラ ブ 活 動  

◇ 歩 こ う 会  申し込みは、ＦＡＸ ０２２-２９２-２８３１若林理事へ 

                   ＴＥＬ ０２２－２３１－０３０５ 

6 月 28 日 歩こう会「もうひとつの山寺、天台の道を歩く」を開催 

山形べにばな会との合同企画として実施。山寺駅で合流し現地案内人の先導でスタートしました。 
日頃私たちが知っている山寺見学コースとは全く異なり立石寺の開祖慈覚大師円人が修行し天 
台宗の霊域作りの構想を練った場所とされる遺跡を辿るコースです。 
  一般のコース      今回のコース 
    
 
 
 
 
 
          

山寺駅 

立石寺 
五大堂 
奥之院 
釈迦堂 

垂水遺跡 
修験場跡 
毘沙門天岩 
五輪塔窟

千手観音でお参りし、山の中へ分け入って

いきます。東北自然歩道と道標に書かれて

いますが、まさしく案内人がいなければ歩

けないコースを辿ります。ハイライトは垂

水遺跡群（垂水観音・垂水不動尊・円人宿

跡）です。大正時代ころまで山伏の居住修

行の場所でもあったそうです。 
約 2 時間半のウオーキングは上り下りも多

く、まさしく歩こう会のコースでした。 
昼食は山寺名物の蕎麦をいただき、山形べにばな会から差し入れていただきました焼酎や旬の 
サクランボをいただき解散ました。遠藤さん本当にお世話になりました。 

 
 ハチの巣のような奇岩垂水霊鏡です。  疲れも見せなかった 12 名のつわものたち 
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http://4travel.jp/traveler/parin/pict/20265295/�


≪参加者≫（敬称略） 山形べにばな会：寺崎、遠藤 
佐藤（正司）、伊東、竹内、櫻井、長谷川、髙橋（翕）、佐藤（茂雄）、齋藤（修）、 
三浦（裕栄）、若林（記） 

7 月 19 日 歩こう会「伝統漁法体験 in 利府浜田湾」を開催 

梅雨の空とは思えない真夏の太陽が輝く中、仙石線利府浜田駅に到着。駅には櫻井さんの他に利 
府観協会長・職員の方に出迎えていただきました。駅に設置されている大きな観光看板で本日の 
説明を受け出発。浜田洞窟遺跡、瑞鳳ヶ丘展望台、海の桟橋・馬の背を見学。いよいよ本日のメ 
インイベントチャレンジです。浜田漁港から船に乗船。ここで本日体験する「伝統漁法」を説明 
します。松島湾にある複数の入り江には、満ち潮になると沢山の魚が打ち寄せてきます。その入 
り江を網でふさぎ竹の棒を使い海面を叩きながら魚を上流より追い立て漁獲する。という内容で 
す。１００ｍ以上の網かけをした後いよいよ３~４m 程の長さの竹の棒で海面叩きがスタート、 
しかしこれが難しい。船が動きながらですから竹の棒が流されます。時に隣の人の竹と絡まった 
り、大変な力仕事というのが良くわかりました。掛け声も勇ましく海面叩きが続きました。あと 
は網に逃げん込んだ漁を引き上げるだけです。しばし時間待ちの間、松島湾の島々の遊覧です。 
日頃観光船からみる風景と海上 1m の目線から見る風景は全く迫力が違います。それはまさしく 
海がつくり上げた岩の芸術でした。その迫力に圧倒されました。いよいよ網あげです。「よいし 
ょ」の掛け声とともに１００m を超える網をあげていきます。海ドリが海面を乱舞し網に引っ 
掛かった魚を食べているのです。海ドリを追い払いながら網を引き揚げていきます。魚や時には 
蟹も交じっています。魚が捕獲される都度歓声が上がります。初めての体験でしたが、それは楽 
しいひと時でした。そして待ちに待った昼食。無人島に上陸し、すでに地元の人に用意していた 
だいた仮設テントの中で昼食会が始まります。獲れたての魚の刺身の美味しさに歓喜の声が上が 
ります。お酒と共に会話も弾み充実した一時を過ごしました。来年も是非歩こう会の年間スケジ 
ュールに入れることを確認して終了致しました。櫻井さん本当にお世話になりました。 
 

    
 竹で海面を一生懸命叩きます        網の引き上げを遊覧船の乗客も見学 

  
  下から見る奇岩はすごい迫力    無人島で記念撮影。笑顔がいっぱい 
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≪参加者≫（敬称略） 若生、樋口、櫻井、髙橋（翕）、佐藤（茂雄）、齋藤（修）、 
三浦（裕栄）、渡辺（仁美）、若林（記） 

★今後の予定は、次のとおりです。皆様のご参加をお待ちしています。 
○ ９月１９日(木)  亘理伊達家の城下町 亘理史跡探訪 

仙台９:２５――ＪＲ――９：５６亘理・・御舘･亘理神社・・称名寺・・慶月院（原田甲

斐の母の墓）・・・大雄寺（亘理伊達家廟所）・・・亘理駅１４:３６――ＪＲ――１５:
１１仙台駅 
交通費概算 ９６０円 その他１，５００円   申込締切り９月１２日(水) 

○１０月３日(水)  十符の里さんぽみちと梨狩りツアー 
仙台９:０８――ＪＲ――９:２４利府９:２６・・（町民バス）・・９:３５加瀬沼公園１

０:５５・・伊澤家景の墓１１:１０・・・観光協会直営観光梨園（梨もぎ取り体験と昼食

１２:４５・・１３:１０利府駅１３：１８――ＪＲ――１３：４４仙台 
（もぎ取り体験一人２個・園内での試食） 
交通費概算 ４６０円 その他１，５００円（町民バス代、入園料、昼食代） 

   申込締切り９月２６日(水) 
 

◇ ゴ ル フ 愛 好 会   申し込みは、０２２－２８６-３５６４ 三浦 源幸会員へ 

スポーツの秋に、フェアウエーで、おもいっきり、飛ばしてみませんか‼  
みなさんのご参加お待ちしております 

○ 月 例 会・大会 （集合はスタート３０分前厳守です） 会費２，０００円 
９月 ３日(月) 場所：グレート仙台 CC ｽﾀｰﾄ   9:04 （秋季大会） 
９月２５日(火) 場所：グレート仙台 CC  ｽﾀｰﾄ  10:07  （月例会） 

１０月 ９日(火) 場所：グレート仙台 CC ｽﾀｰﾄ  10:07  （月例杯） 
１０月２２日(月) 場所：グレート仙台 CC ｽﾀｰﾄ   9:00  （愛好会杯） 
１１月 ５日(月) 場所：グレート仙台 CC ｽﾀｰﾄ   9:00  （月例会） 
１１月１３日(火) 場所：グレート仙台 CC ｽﾀｰﾄ  9:00  （納 会） 

☆ゴルフコンペの成績  月例会 ・その他（敬称略） 

６月４日(月) 水無月杯  グレート仙台ＣＣ 参加者１２名 
優勝 磯貝辰男(G84, H17, N67) 準優勝 市川博康 ３位 鈴木郁也 

他参加者：竹内健二、佐藤 孝、三浦源幸、清水義春、若生勝芳、櫻井勝男、高橋 翕、 

高橋 登、小山昭雄 

６月２６日(火) 月例会  グレート仙台ＣＣ 参加者９名 
優勝 市川博康(G90, H26, N64) 準優勝 （Ｍサークル） ３位 小幡紀男 

他参加者：高橋 翕、三浦源幸、佐藤茂雄、鈴木郁也、高橋 登、磯貝辰男、櫻井勝男 

７月１０日(火) 夏季大会  グレート仙台ＣＣ 参加者９名 
優勝 磯貝辰男(G87, H13.2, N73.8) 準優勝 高橋 登 ３位 鈴木郁也 

他参加者：高橋 翕、市川博康、、三浦源幸、櫻井勝男、若生勝芳、伊東功夫 
７月３０日(火) 月例会  グレート仙台ＣＣ 参加者９名 

当日は、最終組・最終ホール（パー4）第一打終了後、雷雨、竜巻予報により、プレー中 
止のサイレン、他の組はホールアウトするも、結果コンペはＮＯカウントにし、練習ラウ 
ンドとしてカウントすることとしました。  

参加者：市川博康、高橋翕、三浦源幸、鈴木郁也、高橋登、磯貝辰男、櫻井勝男、清水義春、

伊東功夫 
８月０７日(火) 七夕杯  グレート仙台ＣＣ  参加者９名 

優勝 若生勝芳(G77, H11, N66) 準優勝 三浦源幸 ３位 市川博康 

他参加者：櫻井勝男、高橋 登、高橋 翕、鈴木郁也、小幡紀男、磯貝辰男 
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◇ 釣 友 会     申し込みは、０２２-２７９-０７３１ 鈴木（剛）会員へ 

○6 月 1 日（金）日帰り 

大震災以来、海に出ることも出来ず、活動を休止していた釣行を再開。 
暫らくぶりの「竿おろし」は南三陸出島周辺。 
波止場や海辺の部落はまだまだ復興の道半ばで風景は変わり果てているものの、海は以前と変わ 
りなく健在で一安心。大型のカレイ、アイナメが餌を待ちかねていたかの様に活発に竿先を絞り 
込み、船中は「タモ」「タモ」の大活況。  
結局、35ｃｍ以上のマコガレイ、船中 50 匹以上（最大 52ｃｍ）、アイナメもビール瓶から一 
升瓶クラスまでゾックリ、ナメタガレイのおまけまであり、クーラーにこれ以上収容しきれない 
程の大漁でＡＭ１１時の早上がり。 
＊参加者（敬称略） 高橋 卓、引地 修、佐藤和彦、高橋俊亘、鈴木 剛  計 5 名 
 
○6 月 26 日（火）～27 日（水） 南三陸町一泊釣行 

前回、6 月 1 日（金）の大漁の再現を狙い、南三陸出島周辺に 1 泊釣行。 
今日もまた大漁を期待して繰り出したが二匹目のドジョウならぬカレイは中々しぶとく、餌の食 
い悪く苦戦。それでも船頭さんの撒く寄せ餌や、仕掛けの再度の交換等で何とかカバーして、最 
大 60ｃｍのアイナメ、50ｃｍのマコガレイ等、各人大物の引きを充分楽しみお持ち帰りのお土 
産には程良い釣果。お泊りは営業を再開した民宿「いずしま」のお女将の心尽くしのおもてなし 
を満喫して満足満足の二日間であった。 
最後に、釣友会結成 20 周年記念大会の予定であったが参加者少数のため大会は次回以降に延期。 
＊参加者（敬称略）鈴木英夫、引地 修、佐藤和彦、高橋俊亘、鈴木 剛、準会員 1 名 計 6 名 
 
○6 月 30 日（土）～7月１日（日） 秋田道川沖 日本海鯛釣り 

乗り込み（産卵期に浅湯に集まる）天然真鯛を狙って日本海へ釣行。 
今期は未だ水温が低いのか食い渋り気味で釣果は今一。それでも各人波間にきらめく真紅の真鯛 
の型を見て納得の二日間（最大５７ｃｍ）。 
＊参加者（敬称略） 引地 修、佐藤和彦、高橋俊亘、斎藤 修、準会員 1 名 計 5 名 
 
★ 今後のつり情報 
※ 閖上港の新蔵王が竣工し、盛大に進水式を 7 月に挙行、釣友会も早い機会に乗船を検討中 
※ 松島湾の「出来ハゼ」が盛んに釣れだした様子。秋口に期待。 

いずれも別途、決定次第連絡します。 
 

◇ カ ラ オ ケ 会    申し込みは、懇話会開催当日 高柳新一監事へ 

各回とも懇話会終了後「暖家ＤＡＮＫＥ」（旧ホテルサンルート仙台裏）にて開催 
 ☆８月１１日（土）の参加者は（敬称略・順不同） 

伊東功夫、菊池健三、佐藤茂雄、鈴木英夫、髙橋 翕、高柳新一、長谷川健二、 
若林秀敏、若生勝芳、斉藤修、樋口富子、渡辺仁美 の１２名です。 

 

◇ 将 棋 同 好 会        申し込みは、０２２-２４５-４０４２Ｆ 竹内健二会員へ 

  休会中です。 
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◇ 麻 雀 愛 好 会        申し込みは、０９０－３７５０－１６９９ 斎藤 修理事へ 

◆月例会 
＊仙台中央地区：毎月第４水曜日 11：00 より雀荘「万里」022－264－0249 

  ６月２７日（水）参加者：齊藤 修、竹内 健二、菱田貞一、若生勝芳 
  ７月２５日（水）参加者：齊藤 修、竹内 健二、菱田貞一、若生勝芳 
＊仙台泉地区 ：毎月１回 不定期開催 

６月０５日（火）参加者：作間清成、庄司 良、鈴木郁也、田島正義 
７月１７日（火）参加者：作間清成、庄司 良、鈴木郁也、田島正義 

◆夏季麻雀大会 
＊日時：２０１２年８月１０日（金）１３時００分から  
＊場所：麻雀クラブ「万里」（仙台駅前）  ＊会費：１０００円  
＊参加者 ２０名（あいうえお順・敬称略） 

伊東 功夫・磯貝 辰男・扇  要治・川上 秀弘・河越 和夫・木村  良 
作間 清成・庄司  良・鈴木  剛・高橋  翕・高橋 俊亘・高橋  博 
高柳 新一・竹内 健二・武山  徹・菱田 貞一・若林 秀敏・若生 勝芳 
渡辺 武郎・渡辺 仁美 

＊成績 
優勝  鈴木 剛  準優勝 伊東 功夫  ３位  庄司 良 
４位  武山 徹  ５位  作間 清 

◆次回大会    「新春大会」２０１３年２月５日（火） 
 

◇ 囲 碁 同 好 会        申し込みは、０２２-２４５-４０４２Ｆ 竹内健二会員へ 

○ 月例会は、毎月第３金曜日 １３時より ＢＯＢサロンで開催します。 
愛好の皆様方の参加をお待ちしております。 

 
★実施日  6 月 15 日（金） 

参加者（敬称略）  竹内 健二、佐藤 正司、菱田 貞一 
★実施日  7 月 20 日（金） 

参加者（敬称略）  竹内 健二、佐藤 正司、菱田 貞一 
 
参加者で楽しく実施いたしました。 
囲碁に興味のある方の参加、お待ちしております。 

 

◇ カメラクラブ   申し込みは、０２２３－２４－２４８２Ｆ 長谷川理事へ 

携帯 ０８０－１６９８－５９２０ 
 

◎期日 １０月２５日（木）～２６日（金）１泊２日 概算￥２０，０００ 

くりこま復興支援 ランプの宿：錦繍を求めて！山峡の秘湯へ 

① 仙台＝東北道＝古川＝伊達な道の駅＝はなやま＝湯浜温泉・・・三浦旅館 

② 湯浜＝須川＝真湯（入浴）＝矢びつ＝道の駅厳美渓＝一関＝東北道＝仙台 

※定員８～１２名 ※申込締切 ９月３０日（日）厳守 

※ご参加者には１０月中旬迄に詳細をご連絡します。 
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◇ けやき会（俳句会）   申し込みは、０２２－２４４－５９４３  代表の小山昭雄会員 

または ０２２－３７６－４０６０Ｆ 幹事の石黒秀雄会員へ 

 

第５７回 ６月２５日(月)の句会から 

・父と子の宇宙のはなし柏餅     小山 昭雄 季語=柏餅=夏 

・梅雨冷や山峡走る車窓の灯      新田 創造 季語=梅雨冷=夏 

・サングラスレイの香りの路線バス  市川    隆 季語=サングラス=夏 

・飯盒の飯のふっくり谷若葉     石黒 秀雄 季語=若葉=夏 

 

第５８回 ７月２０日(金)の句会から 

・心経の始め静かに土用の芽      小山 昭雄 季語＝土用の芽=夏 

・冷酒を遺影の兄と酌みにけり    新田 創造 季語=冷酒=夏 

・雲脚の速き峠や青葡萄       市川  隆 季語=青葡萄=夏 

・落慶の寺の廻廊月涼し       石黒 秀雄 季語=月涼し=夏 

   

「俳句けやき会」では皆様のご入会をお待ちしております。 

ご入会の方は、上記の担当者までお申込みをお願い致します。     （石黒 記） 

 

地 域 部 会 だ よ り  

◇岩手部会  「やまびこ会」活動報告 第一弾 
たより１２４号掲載の岩手部会「やまびこ会」の内容は、昨年の原稿がそのまま掲載されて 
おりました、お詫びいたしますとともに、あらためて掲載させていただきます。 

 

お花見紀行 北上展勝地桜並木と花巻温泉 

４月２７日（金）今年度最初の行事である待望のお花見紀行。 
各地より北上駅に集合、久々の顔合わせで、笑顔満開。 
天気予報では小雨であったが、企画者の熱意と参加者の想いが通じ天気良好。 
二年連続つぼみであった桜並木は、今年は開花し、２キロの桜並木を満喫しながら 
展勝地到着、桜をバックに集合写真・・・お団子を食べながらしばし休憩後、マイクロバスにて

花巻温泉へ、ホテル千秋閣佐藤支配人の歓迎を受け、広間へ、温泉入浴後、狐崎理事から今年の

行事予定、新会員報告等挨拶後、長澤さんの乾杯音頭でお花見膳を囲み開宴。 
司会進行を金子和弘さんが担当。恒例の木幡さんの南部牛追い唄でスタート。 
会員から近況報告そしてｶﾗｵｹ・民謡と、そして楽しい会話の中でより一層の親睦を深めること 
が出来、楽しいひと時を過ごしました。５月２７日の歩こう会での再開を約し花巻駅にて散会。 
参加者（敬称略） 
 盛岡地区：長澤憲助、宮正雄、木幡留吉、狐崎忠介、安藤弘志、古館裕治、金子和弘 
 一関地区：扇要治、鈴木剛、南洞稔、須藤義男   仙台地区：佐藤忠   （古館裕治 記） 



  
 

ボーリング大会＆昼食会 

活動第 3 弾ボーリング大会は、6 月 23 日一関にて開催 
今年は、メンバー組合せに幹事（南洞）として一工夫を施しました。 
（１） 大先輩＋女性陣、（２）それなりの年齢、（３）優勝候補のガチンコ、 
（４）同期生、の 4 チームでスタート。 
1G 目では、皆さんそこそこでしたが、２G 目はストライクの連続（ターキー）スペアーとスコ 
アー表は黒印だらけの高得点。終わってみればなんと、それなりチームの方が優勝、準優勝をか 
ざり、ガチンコ勝負の方は、圏外。幹事の思惑は、見事にはずれてしまいました。 
結果は、優勝平岡昇さん(300) 準優勝藤澤一男さん(280) 第３位藤澤道男さん(265)でした。 
昼食会場へ移動し表彰式を行い、お店の商売を終え「ただのオヤジ」にもどった平岡さんの乾杯 
会食、その後しばしの歓談へと。次回の平泉世界遺産ウオークでまた会いましょうと約し散会。 
参加者（敬称略・組合せメンバー順） 
（１）鈴木勲・宮正雄・小野寺栄子・平岡伸子  （２）藤澤一男・平岡昇・亀山邦弘 
（３）扇要治・狐崎忠介・鈴木剛    （４）藤澤道男・高橋喜久男・南洞稔 

他に昼食会のみ参加：須藤義男                  （南洞 稔 記） 
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編集後記 
厳しい暑さが続いています。会員の皆様には、ご家族を含め十分に体調管理を

していただきたいと思います。 
ＢＯＢ会事務局では、掲載記事をお待ちしております。各地域部会、各同好会、

各会員の皆様の活動・近況・ご提案・趣味・自慢など何でも結構ですので、６

００字程度にまとめ、お送りください。写真も結構です。メール、手紙、ＦＡ

Ｘ、はがき等で送付ください。 
 
 

ご協賛企業   会員の皆様のご支援をお願いします 

        

          

－ＭＩＴＯＹＡ  ＧＵＲＵＰＵ－ 

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

 

 
 
 

 
 

保険で豊かな暮らしを守るお手伝いをします 

 

株式会社ＪＴＢライフネット仙台営業所 

 
       所長 高柳 新一 

ＴＥＬ ： ０２２－２６２－８８０１ ＦＡＸ ： ０２２－２６２－８８０３ 
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