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２０１３年度「第４３回東北支部通常総会」開催 

２０１３年度東北支部通常総会は、７月１０日（水）１０時３０分よりホテルＪＡＬシティ仙

台「ローズの間」において開催されました。総会には、会員４６名（昨年より６名増）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、根岸幹事（ＪＴＢ東北総務課長）の司会により、開会のことばに始まり、物故会員へ

の黙祷に続き、佐藤茂雄支部長の挨拶、ご来賓の千葉幸洋ＪＴＢ東北代表取締役社長並びに堀内

武夫ＢＯＢ会本部会長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

には千葉代表取締役社長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２０１２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２０１３年度活動方針（案）・収支予算（案）が同理事より提案され、支部会

則の一部改訂に関する議案を含めて審議されました。２０１３年度収支予算（案）に伴うクラブ

活動費助成金の一部減額の支部提案に対し、会員より現行の助成金額を維持して欲しいとのご意

見があり、再度理事会で検討することを前提に、各議案について可決承認されました。 

また、今年度は役員の改選期にあたり、杉本選考委員長より新理事候補の提案があり、原案ど

おり承認されました。その後臨時理事会が開催され、支部長には引き続き佐藤茂雄現支部長が互

選されました。最後に、佐藤支部長より就任の挨拶とともに、長らく支部活動にご貢献いただい

た鈴木英夫・佐藤正司両顧問が退任される旨報告があり、総会は無事終了しました。 

 閉会後、同会場にてＪＴＢ東北及びＪＴＢグループ各社のご来賓１１名、会員４２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、ご来賓を代表して革島 仁ＪＴＢ東北取

締役法人営業仙台支店長よりご挨拶をいただき、吉田裕幸ＪＴＢ東北執行役員総務部長による乾

杯のご発声で宴が始まり、賑々しく親睦を深めた後、新役員を代表し鈴木 剛理事(一関)が中締

めを行い終了しました。 
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２０１３年度改選 役員（担務） 

 支 部 長  佐藤茂雄 

 副支部長    髙橋 翕(総括) 

 理  事  樋口富子(福祉・親睦)           長谷川健二(経理・広報・福島地区担当) 

       堀 時男(親睦・山形べにばな会)     江刺俊光(親睦・広報) 

       小林孝男(親睦・福島しゃくなげ会)  ＊鈴木 剛(親睦・岩手やまびこ会) 

       斎藤 修(総務・広報・青森地区担当) ＊石黒 茂(親睦・秋田こまち会) 

      ＊磯貝辰男(親睦・広報)          若林秀敏(親睦・福祉・岩手地区担当) 

渡辺仁美(広報・経理・秋田地区担当) ＊畠山 廣(広報・総務) 

＊宮本壽郎(親睦・青森あすなろ会) 

 幹    事   高柳新一 

 顧    問   佐藤洋志 

          千葉幸洋㈱ＪＴＢ東北代表取締役社長 

 幹    事 ＊根岸正典㈱ＪＴＢ東北総務課長           （＊印は新任） 

  今回退任された役員は、鈴木英夫顧問・佐藤正司顧問と、狐崎忠介理事・佐藤忠次理事・三

浦豊光理事の皆様です。長い間支部活動にご尽力いただき、誠にありがとうございました。 

総会・懇親会出席者 

☆ご来賓 

  ㈱ＪＴＢ東北 代表取締役社長            千葉 幸洋 様 

  ㈱ＪＴＢ東北 取締役法人営業仙台支店長        革島  仁 様 

    ㈱ＪＴＢ東北 執行役員総務部長           吉田 裕幸 様 

  ㈱ジェイティビー  東北国内商品事業部長       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 東北営業部次長            門脇 佳弘 様 

  ㈱ＪＴＢライフネット 仙台営業所長         高柳 新一 様 

  ㈱ＪＴＢコミュニケーションズ 東北営業局長     相原 康則 様 

  ＪＴＢ ＯＢ会本部 会長              堀内 武夫 様 

  ㈱ＪＴＢ東北 総務課長（ＢＯＢ東北支部 幹事）   根岸 正典 様 

☆会 員（敬称略、アンダーラインは総会のみ出席） 

  石黒  茂、磯貝 辰男、伊東 功夫、伊藤雄一郎、今井 省吾、江刺 俊光 

岡本 吉正、金子 善雄、蒲倉  博、紙谷 義和、菊池 健三、国友 研一 

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 洋志、清水 義春、杉本 矩雄、鈴木 剛(一関)、鈴木 喜雄 

高橋  翕、高橋 淳悦、武田 富男、中鉢 孝男、槻山 智雄、寺崎  優 

南洞  稔、根本  隆、長谷川健二、畠山  廣、早坂 信克、樋口 富子 

菱田 貞一、堀  時男、増子 邦夫、三浦  糾、三浦 源幸、三浦 裕栄 

宮本 壽郎、若林 秀敏、若生 勝芳、渡辺 仁美 

☆ご協賛会社名（敬称略） 

㈱ジェイティビー、㈱ＪＴＢ東北、㈱ＪＴＢ商事東北営業部、 

㈱ＪＴＢライフネット仙台営業所、㈱ＪＴＢコミュニケーションズ東北営業局 

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） 
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 安倍光一さん 腰部脊柱管狭窄症手術し 6月 21日退院、自宅療養中です。 

 石黒秀雄さん 園芸ボランティアをしております。 

 石沢 隆さん 毎朝青森湾を眺めながらラジオ体操をしております。 

 石塚勇幸さん １月に体調崩し入院しましたが、４月より仙台卸町会館店で働いております。 

 市川悦子さん 体に気を付けて、毎日趣味に明け暮れています。 

 市川博康さん 元気にゴルフを楽しんでいます。 

 一戸 晃さん 夫婦が後期高齢となりましたが、元気で過ごせていることが感謝でなりません。 

        これからも一日一日を大切に過ごさせていただきたいものです。 

 伊東功夫さん おかげさまで一応元気に過ごさせていただいております。 

 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 町内会等でがんばっています。 

 海老名清美さん 毎日が元気。でも病院とは友達、薬とも友達。 

 遠藤敏雄さん 元気に「山形の案内人（ツアーのガイド等）」をしております。 

 及川幸雄さん 孫が進学・就職と、まずひと安心。 

 岡部修二さん ４／１より、ＪＴＢ旅ホ連東北支部連合会事務局に勤務しております。 

扇 要治さん 元気でやっています。 

 太田敏雄さん 敬老会の被招待年齢にあと１年となりました。今は招待する方の準備等で大変 

です。祝盛会。 

大浪健一さん 元気で働いています。皆様のご健勝を祈念いたしております。 

小幡紀男さん 現在も週３日の仕事をしており、元気に過ごしています。 

片平安之さん ﾎｰﾑｲｰｸﾞﾙｽ戦を見逃さないよう、健康に注意しＫスタ応援を楽しんでいます。 

加藤彰祄さん 残日を大事に過ごしております。充実した総会になりますようお祈り申し上げ 

ます。 

金子和子さん ６月下旬に利尻島・礼文島へ行く予定です。 

金子和弘さん 体重 73.0 ㎏前後で安定していることが一番うれしいです。まだウォーキング 

が続いています。 

蒲倉 博さん 悠々自適な毎日を!! 小さな庭には約７０種類の花木が。プチガーデニングを 

楽しんでいます。 

紙谷義和さん 母の介護と妻の看病で専業主夫の毎日です。 

川上秀弘さん 変わらず元気です。 

川名健司さん その後平穏に過ごしております。有難う御座います。 

川村 寿さん 元気です。 

菊地健三さん 第３の職場「磐梯熱海温泉四季彩一力」でお世話になっており、目下元気です。 

木村 毅さん 法人営業仙台支店で、県の観光復興事業の手伝いをしています。元気です。 

工藤弘美さん 自分の趣味とボランティア活動に汗（肉汁）を出しています。 

窪田陽子さん 地区の仕事で高齢者の方々と接しています。シルバー世代に入りますが「るる 

ぶ」で楽しみを時折りしています。 

郷古康治さん 元気に過ごしております。 

国分利恵さん 少しずつ健康を取戻し、地域のいろいろな行事に参加しています。 

狐崎忠介さん 古希を迎え、相変らず元気に忙しく過ごしています。盛会を祈念します。 

小林金造さん 市民サークル「歴史の会」参加で、元気にやっています。 

小山昭雄さん 元気に吟歩しております。 

金野喜平さん 通院中の為欠席いたします。ご盛会を祈念いたします。 

紺野文雄さん 雑多な計画をたてては楽しんでいます。気持は本当に元気です。 

櫻井勝男さん 総会当日に静岡県への出張があり、総会のみ出席します。 
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佐々木慶一さん 健康管理には普段からの努力が必要という。小生も「一万歩」欠かさず行っ

ています。 

佐藤和彦さん 釣りシーズン真っ盛り。やる事多々ある中、日々楽しく送っています。 

佐藤克夫さん お世話様になりありがとうございます。元気でおります。 

佐藤眞孝さん 元気に楽しく過ごしております。 

佐藤澄雄さん 白内障の手術を終え、世の中が良く見えます。 

佐藤忠次さん 総会のご盛会を!! 理事在任中はお世話になりました。 

佐藤正和さん せんだい豊齢学園（２年制）の１年生になりました。 

佐藤正英さん 元気にしています。 

佐藤陽一さん 星を見るのが趣味ですが、６月の雨期に入り見えなくなり残念に思っています。 

 庄司 良さん 元気です。 

 菅原 博さん ウォーキングとパークゴルフを楽しんでいます。 

 鈴木郁也さん ＯＢ会ゴルフには、皆勤で楽しく元気に頑張っています。 

 鈴木 剛さん(仙台)このところ身体の不調が増えつつあり、病院通いが日課の一つになってお

ります。 

 鈴木正利さん 元気です。 

 鈴木喜雄さん 市民講座の「中国古典を学ぶ会」に参加して、元気で過ごしています。 

鈴木基弘さん 元気です。体力・筋力の減少を知りつつもへたなゴルフを楽しんでいます。 

 須藤義男さん ４月に町内会旅行(奈良・高野山・吉野山・伊勢志摩)の添乗員をしてきました。 

 清野幸男さん 毎日俳句三昧です。 

瀬川忠雄さん 第二の職場も来年３月で完了です。 

 髙橋秀治さん 引き続き花巻観光バスにお世話になっており、地元の支店の皆様からもお世話

になっております。 

高橋正行さん 仕事の都合上参加できませんが、元気で生活しております。相変らず介護タク

シーをしております。 

髙橋 孝さん 元気です。皆様のご活躍をお祈りします。 

髙橋 登さん 毎月のゴルフ愛好会コンペ参加を楽しみにしています。 

髙橋守之さん 何があっても驚かず、大事な今を過すのみ。 

 高山良雄さん 年々歳々花相似、歳々年々人不同。やっとこの５月第２のステージ「庄内観光

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会」を卒業しました。今しばらくさびついた体をほぐしていきたい

と思います。 

田口秀喜さん 元気で静かに過ごしています。 

 竹内健二さん 趣味のゴルフ・囲碁・麻雀を楽しんでいます。 

 武田富男さん 地域の福祉活動の手伝いしています。 

 田島正義さん 昨年の体型と全然変わっていません。ジムに通っています。 

 千葉知己さん 小農園で野菜づくりをしております。 

 中鉢孝男さん 現在無職です。地区のボランティア等をしています。子育て残り９ケ月です。 

        初の年金もいただきました。 

槻山智雄さん 釣と阪神タイガース。大漁と勝ゲームで祝杯。不漁と負ゲームはヤケ酒で、 

       ９月末まで続く。 

寺崎 優さん ３ケ月毎の歯の掃除以外、医者と縁が切れて３年。快調に過ごしています。 

 永澤 清さん 足・腰不調につき欠席いたします。 

 長澤憲助さん １２年前からメニエル病（耳）と仲良く？付合っています。冬の寒さがつらい

です。何とか元気です。 

 奈良岡誠一さん 元気でやっております。 

 南洞 稔さん 日々あれこれと動き回っています。 
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 沼田真樹さん 元気に過ごしております。 

根本 隆さん 諸国漫遊と人的交流に勤んでおります。 

 畠山 廣さん ＪＴＢ旅ホ連事務局を５月末で退任しました。これからはＯＢ会活動に積極的

に参加させていただきます。 

 早坂信克さん 地域の方々と楽しい生活をしております。 

 原田昇養さん 庭いじりを楽しみ、のんびり暮らしています。 

坂内榮吉さん 高齢になりましたが、何とか元気でおります。 

 引地 修さん 相変らず、今年の夏も名取川で鮎釣りを楽しんでいます。 

 平岡 昇さん 毎日を元気に過ごしています。 

 平塚正隆さん 健康で働いて居ります。 

 藤澤一男さん 健康で歩けることに感謝し、全国各地でウォーキングを楽しんでおります。 

 藤澤道男さん 健康のため、週２回ポスティングをやっております。 

 古内照子さん 元気です。 

古川秀一さん 盛会を祈念しています。新しい職場(市民ｾﾝﾀｰ)で元気に働いていて、同期５人

で隔月に同期会を開いています。 

 古舘裕治さん いろいろな事で楽しんでいます。(シニア大学２年生、尺八レッスン５年目、

ゴルフ、低登山、ハイキングなど) 

 堀 時男さん 元気にしております!! 

 本郷勝好さん 元気です。盛況を祈っています。 

 本田捷志さん 元気に過ごしています。 

 松野節夫さん 心筋梗塞、糖尿病、椎間板ヘルニアの他、諸病年々増加し治療に努めておりま

す。本会の盛会を祈念いたします。 

 三浦豊光さん 今のところ元気に各種ボランティア活動に精出しています。 

宮 正雄さん 70 代の半ば、大分足腰が弱くなってきましたが元気で暮らしています。健康

に留意し頑張ります。 

 山田隆喜さん 足首骨折で通院治療中です。皆様によろしくお伝え下さい。 

 若林秀敏さん 元気です。来年４月で６５歳。やっと年金満額もらえます。 

以上、ありがとうございました。 

 

千葉幸洋㈱ＪＴＢ東北代表取締役社長 就任ご挨拶 

本年の４月にＪＴＢ東北の社長に就任いたしました「千葉」です。ＢＯＢ会東北支部の皆様

には、日頃より多大なご支援を賜り誠にありがとうございます。 

２０１１年度からＪＴＢトラベランドが地域事業会社と統合して、現在のＪＴＢ東北の店舗

は４４店舗、２事業部、７００名の規模に拡大いたしました。ＪＴＢトラベランドと経営統合

する矢先に東日本大震災が発生しましたが、震災後の２年間に亘り、ＪＴＢ東北の所属員の懸

命な営業努力とＢＯＢ会東北支部の皆様のご支援のおかげで、２０１２年度の営業収入は、７

１億６千６百万円（前年比 107.2％・2010 年比 109.5％）と過去最高実績となり、経常利益は

３億５千５百万円を計上いたしました。２００５年の分社化後、初めてグループ本社に配当が

できる会社に自立し、純資産は１３億６千万まで積み上げることができました。 

本年からスタートした中期経営計画において、ＪＴＢ東北は、「東北オンリーワンの存在へ！」

というビジョンを掲げました。これは、地域とお客様から『絶大なる信頼』を勝ち取り、他社

との競争に打ち勝ち、唯一無二の企業としての存在感を発揮する姿を目指しております。東北

が有する豊富な観光資源のみならず、伝統芸能や食文化、ホスピタリティなど、あらゆる領域

で「地域の宝」をブラッシュアップして魅力ある地域コンテンツの拡充を図り、『ＪＴＢ東北

が、新しい東北を創る！』という気構えを持って交流文化事業の推進をしてまいりたいと考え
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ております。 

私は、ＢＯＢ会東北支部の諸先輩から受け継いだ財産と「ＪＴＢは地域から最も信頼される

企業」というＤＮＡをより磐石、強固なものとし、ＪＴＢ東北を更に成長し発展させることが

私の使命と責任だと思っております。 

どうかＯＢの皆様には、今後ともご遠慮なく、私どもに叱咤・激励をして頂きたいと思います

し、引き続きのご支援とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

株式会社ＪＴＢ東北 

代表取締役社長 千葉 幸洋 

    

理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所  ８月１０日(土)１０時３０分から 「菜時季・大原」 

２ 議   題 

（１）報告事項 

①２０１３年度支部通常総会・懇親会の総括と収支報告について 

前年より出席会員が増えたことに加え、会場のご配慮もあり、盛況に終えるこ

とができました。収支も予算内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） 

（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  11 月 29 日（金） 秋田こまち会  10 月 25 日（金） 

  岩手やまびこ会  11 月 24 日（日） 山形べにばな会 11 月 08 日（金） 

  福島しゃくなげ会  4 月 25 日 実施済み 

②新春懇親会の計画について 

  恒例の新春懇親会は、花巻温泉で開催いたします。 

   開催日  ２０１４年１月８日（水）～９日（木）  １泊２日 

場  所  花巻温泉「ホテル千秋閣」 

詳細は、１０月の理事会で決定のうえ、たより・チラシで連絡します。 

     ③役員改選による新体制と担務について 

       新体制による担務について、確認しました。 

     ④その他 

       総会でご意見のあった「クラブ活動費助成金」の取扱方について協議しました。 
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お 知 ら せ  

 ㈱ＪＴＢ東北 人事発令について 

  執行役員総務部長      吉田 裕幸 総務部長         （4 月 1 日付） 

取締役法人営業仙台支店長  革島  仁 執行役員法人営業仙台支店長（6 月 20 日付）   

会 員 の 動 向  

◆ 訃   報 

 三浦 尚さんにおかれましては、７月３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 

◇ 新 入 会 員 

     柏村俊勝さん（福島しゃくなげ会、三春町） 

◇ 会 員 状 況： （２０１３年７月末日現在) 

正 会 員   ２４６名  (男性２１２名、女性３４名） 

名誉会員      ９名 (男性   ７名、女性  ２名) 

合  計   ２５５名 (男性２１９名、女性３６名) 

支 部 活 動 の 動 向  

◇ ６月１３日（木） たより及び関係資料発送 

    佐藤支部長、高橋副支部長、江刺・斎藤・渡辺各理事 

◇ ７月０１日（月） 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 12 76 3,806 4 10 5,785 16 86 9,591 94.1 

７月分 7 73 935 2 9 2,630 9 82 3,565 129.6 

年度計 39 282 7,225 9 25 10,336 48 307 17,561 98.6 

６月分のご紹介者は（敬称略・順不同） 

石黒 茂(2 件)、伊東功夫、紙谷義和、佐藤茂雄、須藤義男、清野幸男、根本 隆、 

樋口富子(2 件)、古川秀一(2 件)、堀野秀子(2件)、八木孝典、渡辺武郎 の皆様です。 

７月分のご紹介者は（敬称略・順不同） 

    浅利 保、大橋哲夫、中鉢孝男、長谷川健二、樋口富子(3件)、堀野秀子(2 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    ２８７，０００円 （再掲） 

 ＊５月分実績に遺漏があり再掲いたします。申し訳ありませんでした。 

ご協力者は（敬称略・順不同） 
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大橋哲夫(2 件)、石黒 茂、小幡紀男、作間清成、長谷川健二(2 件)、堀野秀子 の皆

様です。 

６月分 取扱件数   ４件    ３２１，０００円  

ご協力者は（敬称略・順不同） 

相場堅一、安倍光一、渡辺仁美、ＯＢ会ゴルフ愛好会 の皆様です。 

７月分 取扱件数   ８件    ３０６，０００円  

ご協力者は（敬称略・順不同） 

安倍光一、磯貝辰男、長内政樹、小幡紀男、作間清成、佐藤洋志、長谷川健二(2 件) 

の皆様です。 

年度計（４月～７月） 取扱件数 24件  1,288,000円（前年比 111.2%） 

※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 

◇次回：１０月１２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１０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、寺崎 優、竹内健二、早坂信克、杉本 矩雄 

若生勝芳、櫻井勝男、佐藤茂雄、髙橋 翕、樋口富子、長谷川健二、堀 時男 

江刺俊光、磯貝辰男、斎藤 修、若林秀敏、高柳新一、渡辺仁美（合計２０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５日） 歩こう会 「伝統魚法体験 in浜田」 

今年で２回目になります体験ツアーを６月５日に実施しました。 

天候によって満足感が大きく左右されるツアーですが、今年も「晴」。 

陸前浜田には今年も利府観光協会長のお出迎えをいただきました。櫻井さんの誘導で早速船に乗

船。出航です。昨年参加した方が多く、竹竿で海面をタタく仕草も大分板についてきました。し

かし力仕事です。交代制で皆さん必至に海面を叩きます。お魚さんどのくらい網に入ってくれる

かな・・・・あとは待つだけ。 

その時間を利用し、松島湾クルーズを満喫。いつ見ても直近から見る松島の島々は芸術的です。 

さあーいよいよ網を引きあげます。残念ながら昨年ほどの収穫はありませんでしたが、代わりに

シャコエビが沢山とれました。お昼が楽しみです。早速お昼会場の無人島に上陸です。ビールで

乾杯。力仕事を行ったせいか最初の一杯の美味しいこと・・・・ 

料理は、刺身、天ぷら、煮物、太巻き寿司、そしてシャコエビ。青空の中で、かつ無人島に上陸

して食べる。このような贅沢をしてよいのでしょうか？しかし本当に美味しかったです。櫻井さ

んお世話になりました。                         （若林 記） 
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○参加者（敬称略、順不同）：７名 

竹内健二、若生勝芳、櫻井勝男、高橋 翕、髙橋健治、三浦裕栄、若林秀敏 

   

 

★歩こう会  ９月２５日(水)～２６（木） 「上杉の城下町散策とそば打ち＆最上川渓流の秘湯滝見屋

宿泊の旅（１泊２日）」   募集中です！    （山形べにばな会との共同企画）  

＜９／２５＞仙台駅東口８：４０＝仙台電力ビル８:５０＝高速バス＝１０：３５米沢営業

所・・旧機織街歩き・・東寺町寺めぐり・・東光の酒蔵＝（送迎バス）＝曲屋なでら（昼

食）＝トトロの森＝大平森林散策＝大平滝見屋駐車場・・１５：００滝見屋（泊）「夕食：

米沢牛等の郷土料理」  

＊希望者：滝見屋１６：００・・渓流石渡・・火焔の滝・・１６：５０・・滝見屋  

＜９／２６＞滝見屋駐車場９：００＝（送迎バス）＝上杉家廟所・・林泉寺・・山大旧校舎・・

上杉伯爵庭園（昼食・郷土料理）・・上杉神社・松ケ根神社・・上杉史苑（買物）・上杉

神社前１５：０７＝高速バス＝１７：００仙台電力ビル＝１７：１０仙台駅東口  

＊佐藤利喜弥さん（ＯＢ）・おしょしなガイド・滝見屋若女将がご案内いたします。  

☆交通費概算3,400円 ☆その他費用（宿泊・２昼食・２施設拝観料）15,600円  

★申込締切 ：９月１８日（水）  

 

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

☆ゴルフコンペの成績  月例会 ・その他（敬称略） 

６月２５日(火) 月例会  グレート仙台ＣＣ 参加者１０名 

優勝 中鉢孝男 (G93, H22, N71)  準優勝 若生勝芳 ３位 磯貝辰男 

他参加者：清水義春、櫻井勝男、髙橋 翕、鈴木郁也、三浦源幸、市川博康、高橋 登 

７月０９日(火) 夏季大会  グレート仙台ＣＣ 参加者９名 

優勝 市川博康(G97, H25.2, N71.8)  準優勝 三浦源幸 ３位 髙橋 翕 

他参加者：鈴木郁也、高橋 登、中鉢孝男、磯貝辰男、小幡紀男、若生勝芳 

７月２９日(月) 月例会  グレート仙台ＣＣ 参加者１０名 

優勝 磯貝辰男(G82, H11, N71)  準優勝 （Ｍサークル） ３位 三浦源幸 

他参加者：佐藤茂雄、高橋 登、髙橋 翕、中鉢孝男、佐藤 孝、鈴木郁也、市川博康 

      伊東功夫 
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★今後の月例会・大会・・・皆様のご参加をお待ちしています。 

  会場はグレート仙台ＣＣ（集合はスタート３０分前厳守です）  会費２，０００円 

    ８月２７日（火） 月例会   ＯＵＴ ９：０７スタート 

 ９月１７日（火） 月例会   ＩＮ  ９：０７ 〃 

    ９月３０日（月） 秋季大会  ＯＵＴ ９：０７ 〃 

１０月 ７日（月） 月例会   ＯＵＴ ９：０７ 〃 

   １０月２２日（火） 愛好会杯  ＩＮ  ９：０７ 〃 

   １１月 ５日（火） 月例会   ＯＵＴ ９：０７ 〃 

１１月１１日（月） 納会    ＯＵＴ ９：０７ 〃 

 

◇ 釣 友 会     申し込みは、０２２-２７９-０７３１ 鈴木（剛）会員へ 

○６月６日（木）～７日（金） 「釣友会結成２０周年記念釣大会」 

参加者６名と少数ながら記念大会を開催。詳細は、下記のリポート・写真をご覧ください。 

○６月２０日（木） 閖上港から仙台湾大型魚礁へ 

  魚影の濃さと型の良さに加え、食味の良さは日本随一と言える仙台湾のカレイ。最盛期を迎

えたこの時期は、一束釣り（百匹以上）も可能な程の絶好期。果せるかな、船上は釣れるは

釣れるは・・。ダブル・トリプルの連続で、１１時頃までには各自のクーラー満杯。もうこ

れ以上持ち帰れぬ程の釣果でカレイ釣りを充分堪能。帰宅後の後始末（下処理）が大変 

＊参加者：菊池 宏、槻山智雄、引地 修、佐藤和彦、鈴木 剛 計５名 

○６月２７日（木）～２８日（金） 「秋田道川沖 日本海真鯛釣り」 

勇躍乗り込んだ日本海は、波穏やかなるも、潮の流れ悪く海色も済みすぎで鯛のご機嫌悪く、 

期待ハズレの釣果、残念。 

＊参加者：引地 修、佐藤和彦、斎藤 修、準会員１名 計４名 

○７月１９日（金）～２０日（土） 「秋田道川沖 日本海真鯛釣り」再挑戦 

大荒れの太平洋に比し、日本海は波静か。産卵期を迎えて乗っ込みの真鯛は食いも荒く、再 

チャレンジに応えて再々竿を絞り込む。お持ち帰りの十数枚の真鯛は、刺身に鯛飯、カブト 

煮にうしお汁、塩焼きありと大いに食膳を賑わす。 

＊参加者：佐藤和彦、高橋俊亘、準会員２名 計４名 

○７月２６日（金） 閖上港から仙台湾大型魚礁へ 

  先週１９日に予定したカレイ釣りを、荒天で波髙のため本２６日に延期。 

湾内カレイはまだまだ活発に餌を追い、この日も大小取り混ぜてクーラー満杯。あまりに釣

れすぎて興味半減し、少々あき気味と不遜の言葉を吐く輩も出る始末。 

上陸に際して持ち上げるクーラーの重いこと重いこと。 

＊参加者：槻山智雄、引地 修、佐藤和彦、鈴木 剛、斎藤 修、畠山 廣、他１名 

計７名 

 

  今後は、夏休みと海水温等を考慮して暫く休憩。１０月以降に再開予定。ハゼ釣りや温泉忘 

年会等楽しみ一杯。乞うご期待。 

 

（６／６～７）「釣友会 ２０周年記念出島釣大会 特別リポート」 

今回は仕掛一本鉤を中心にした奇妙なリポートです。その外見は一切の装飾は用いず、僅かに

エッグボールが鉤の上にあるのみ。あとはハリスと鉤のみのシンプルなスタイルであるが、昨年

からＫ．サトウが出島で試用し、多大な実績を得、半ば伝説化したものである。本年も 20 周年

記念行事として出島へ出撃することになり、殆どのメンバーが装備することになるが、その形状



 11 

たるや誰が見ても博物館から持ち込んだものと思うであろう。 

６月６日の早朝、釣友会結成 20 周年を祝うが如く前日からの凪と晴天のもと、参加人員６名

は牡鹿半島の先端部「尾浦港」より出航すること約 10 分釣場到着。心急くままに第一投。直ぐ

にＨ．スズキの竿に当たりあり。おおマコガレイ 35 ㎝が竿先で踊っている。直ぐに２匹目当た

りあり。今度は 30 ㎝級のアイナメだ。指揮官に掛かるとは魚も歩をわきまえているよ。待つま

でもなくＨ．スズキのコメントが飛ぶ。「今日は何匹釣れるか判らないぞ!!」Ｏ．ヒキチも軽く

竿をさばく。Ｋ．サトウの竿がしなる。Ｔ．ツキヤマも嬉しそうに釣糸をたぐりよせる。各自の

クーラーへ。残るはＯ．サイトウとＴ．タカハシの２人。「オイオイお２人さん、皆はもう第２

コーナーを回ったぞ。何をもたもたしてるんだい。」釣の神様が頭の中で囁く。然しちっとも反

応がない。「ダミダこれは。」もう 10:00 も過ぎたのに。そのうちＴ．タカハシはポケットのウ

ィスキーを飲み始めた。「嗚呼この男勝負を捨てているよ。大体態度悪いよ。もっと真剣にやれ。」

然し一寸も食いこみがない。聞こえるのはリールの空回りのみ。本日の釣果はカレイ一匹、サイ

トウは同じく三匹。一本鉤を使用してもこれではどうしようもないではないか!! でも何処か仕

掛が変だよ。宿に帰って名人に見てもらおうぜ!! 

釣宿に上りてタカハシ何やら真剣にＫ．サトウに頼み込んでいる。普段は横柄な態度なのに、

何やら殊勝だ。どうやら一本鉤の仕掛の作り方を頼んでいるらしい。「いいか見ておれ明日こそ

は･･･。」 

釣宿の夕食は何時も豪華だ。今日はクジラの３点セット御馳走だ（ベーコン・刺身・赤味の味

噌焼き）。今時滅多にお目に掛かれない代物だ。それにウニ。アイナメの刺身。これだけで参加

した甲斐があるよ。酒はほどほど。齢の故かビール 10 本焼酎１本。ＴＶの交流戦を子守歌に全

員爆睡。 

明けて翌日、４時起床。この時期はもう明るい。宿の女将が朝食を準備してくれる。本当にあ

りがとう。本来ならば冷たいオニギリの朝食なのに此処では温かいゴハンにミソ汁、オカズにサ

クラマスの塩焼。早くも釣船が待っている。船頭の顔も心なしか「今日は釣れよ。」と言ってい

るようだ。昨日Ｋ．サトウに無理を言って作ってもらった仕掛だ。この仕掛、鉤、ハリス、重り

が付いているが、その旧さ加減はワタクシ流に講釈を述べれば、日本海軍航空隊の 97 式艦攻が

突然近代戦に出現したようなものだが、その実力の程は昨日充分に拝見しました･･･。 

05:30 第一投!! 場所は昨日と同じだが忽ち竿を持つ手の異様な手応えにＫ．サトウがタモ網を

持って待機する。おおスマンナ･･･。鉤に 40 ㎝程のアイナメが踊っている。わあこいつはナメ

ロウにはやや大きすぎるが刺身にするには丁度良い。これで充分だあ･･･。然し調子に乗った 97

式艦攻は次々と魚雷？を投下。まるで南雲部隊が真珠湾に殺投したみたいだ。船中もまたタカハ

シの応援団と化す。「それ慎重にやれ。」「リールの具合は良いか。」「竿をたてろ。」Ｋ．サ

トウはタモ掛と化して獲物をサポートしてくれる。「スマンなあ。」図に乗ったタカハシがつい

にマコガレイの 45 ㎝強をゲットした時は船中驚きの声。「イヤー参った参った。」「どうなっ

ているの。」 

更に釣果は続く。今度は 40 ㎝級のナメタが掛かる。コイツは煮付けにすれば晩酌の友だ。昨

日不振をかこったＯ．サイトウも俄然失地回復の追い上げに何時の間にか漁獲量の部でトップに

躍り出ている。イヤ･･･愉快だ。これだから釣は面白い。「一体今日はどうなっているのだ!!」

Ｈ．スズキのボヤキが響く。「全く昨日の逆だ!!船中の位置も全く昨日と同じなのに･･･。」Ｏ．

サイトウの弾んだ声が騰がる。「場所換えをしないでよかったなあ。」こういう事もあるのだ。

Ｏ．ヒキチは冷静に皆の釣果をメジャーで計る。Ｏ．サイトウの弾む声は益々高い。Ｔ．ツキヤ

マは次々と釣り上げる。でも中型が多い。気の毒したのはＫ．サトウ。Ｔ．タカハシの面倒を見

たばかりにタモ掛りになってしまい本日の釣果はカレイ３枚のみ･･･。でも昨日の貯金があるも

ん。 

Ｔ．ツキヤマのマコガレイ 43 ㎝をもって会は定刻に終了。全くサトウ式一本鉤に振りまわさ

れた大会でした。でも面白かった。そしてありがとう。 
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 大物賞  マコガレイ 45 ㎝（高橋俊） 

大漁賞  １位：斎藤 8,2 ㎏  ２位：引地 7 ㎏  ３位：槻山 6,8 ㎏ 

○参加者（順不同、敬称略）：計６名 

 鈴木英夫、槻山智雄、引地 修、佐藤和彦、高橋俊亘、斎藤 修   （文責 高橋俊） 

    

◇ 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１０日（土）の参加者は（敬称略・順不同） 

鈴木英夫、杉本 矩雄、若生勝芳、佐藤茂雄、髙橋 翕、江刺俊光、長谷川健二、高柳新一 

の８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。 

 

◇ 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２６日（水）参加者：竹内健二、菱田貞一、若生勝芳、斎藤 修 

  ７月２４日（水）参加者：高橋 博、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（水）参加者：鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

７月０３日（水）参加者：鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

◆夏季麻雀大会 

＊日 時：２０１３年８月９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・扇  要治・川上 秀弘・河越 和夫・木村  良・斎藤  修 

作間 清成・庄司  良・鈴木  剛・高橋  翕・高橋  博・高柳 新一 

竹内 健二・武山  徹・南洞  稔・菱田 貞一・若林 秀敏・若生 勝芳 
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渡辺 武郎・渡辺 仁美 

＊成 績 優勝：渡辺武郎  準優勝：竹内健二  ３位：髙橋 博 

◆次回大会 「新春大会」を、２０１３年２月４日（火）「万里」にて開催します。 

       多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

 

◇ 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。 

愛好の皆様方のご参加をお待ちしております。 

 

★実施日  ６月２１日（金） 

参加者（敬称略）  竹内 健二、菱田 貞一、今井 省吾 

★実施日  ７月１９日（金） 

参加者（敬称略）  竹内 健二、佐藤 正司 

 

参加者（３名・２名）で楽しく実施いたしました。 

囲碁に興味のある方のご参加、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 

秋のカメラクラブ 募集中！！ 

★期 日 １０月２４日(木)～２５日(金)１泊２日 概算\２０，０００ 

●燃える紅葉のメッカ・・・秋の宮温泉郷/秘湯：鷹の湯温泉へ 

① 仙台＝東北道＝一関ＩＣ＝須川高原＝小安峡＝三途川渓谷＝川原毛地獄＝秘湯/

鷹の湯温泉(泊) 

②鷹の湯温泉＝仙秋ライン=鳴子＝伊達な道の駅=古川ＩＣ＝東北道＝仙台 

●定員８名 又は １２名 ●申込締切 ９/２０(金)・・定員になり次第、締切 

●カメラクラブ会員の方も出欠のご連絡お願いします。 

●詳細はご参加者の方へ１０月中旬迄にお知らせします。 

 

◇ 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６９回 ６月１３日（木)の句会から 

・ジェット音破る神籬青嵐      小山 昭雄 季語＝青嵐＝夏  （神籬/ﾋﾓﾛｷﾞ） 

・紫陽花や暗き厩舎に牛の声      新田 創造 季語＝紫陽花(ｱｼﾞｻｲ)＝夏 

・磐梯山に草笛聞くや父祖の国    市川    隆 季語＝草笛＝夏 

・鉄案も無勢なりしや渋団扇     石黒 秀雄 季語＝渋団扇＝夏 

 

第７０回 ７月２２日(月)の句会から 

・石像の乙女の胸に山の蟻       小山 昭雄 季語＝蟻＝夏 

・駅を出て生家の遠し草いきれ    新田 創造 季語＝草いきれ＝夏 

・舟虫の舳先や父の三周忌      市川  隆 季語＝舟虫＝夏 

・帆船の浦曲出づるや雲の峰     石黒 秀雄 季語＝雲の峰＝夏 
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 自由投句 

・父と寝る鮎の苫屋や峡の川     矢口 愛水 季語＝鮎＝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  

◇ 青森「あすなろ会」 活動報告 

    （６／２３） 「白地山ハイキングと竹の子取り」 

６月２３日（日）白地山ハイキングと竹の子取りをしました。 

昨年は台風の影響で中止になっており、今回も台風が近づいていましたが上手い具合に免れて薄 

曇りの中、５名と少ない参加者でしたが実施できました。 

白地山は、秋田と青森県境に位置する標高 1034ｍ、途中十和田湖を眼下に、ブナ林や湿原地帯 

等大変見所の多い山です。また竹の子取りでも人気の山です。 

朝９時、中小屋登山口に集合。三浦さんから指導を受け、いざ出発です。すぐに十和田湖が眼下 

に広がり、ダケカンバが茂る道を進み、白雲亭跡展望台にわずか３０分程度で到着。 

実は、予定では皆さんの体力を考えてここで引き返す事になっていましたが、あまりにも楽に到 

達した為、頂上まで行こうと無謀（？）な決断をし、ミソナゲ峠白地展望台を通り、途中竹の子 

を探しながら３時間後無事山頂に到着しました。我々を軽く追い越した年配のご夫婦と各地の山 

の話などをし、昼食を取りしばし休憩の後、来た道を駐車場へ向かいました。 

帰りは景色等観賞する余裕も無く、足を引きずるように息を切らしやっと到着。往復７時間かけ 

完達できました。 

１年分歩いたというのが皆さんの感じです。わずかな竹の子をお土産に、次回の予定（９月：種 

差海岸）を確認し帰路につきました。                    （宮本 記） 

 

○参加者（敬称略、順不同）：５名 

八戸地区：三浦豊光  弘前地区：奈良岡誠一  青森地区：大坂勝弘、原子輝道、宮本壽郎 
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◇ 岩手「やまびこ会」 活動報告 

    （７／１７） ふるさと再発見「民話のふるさと遠野を訪ねて」 

シリーズ第二弾は、遠野を訪ねる事にしました。 

道の駅「遠野風の丘」に盛岡・花巻・一関よりマイカー相乗りで時間通り集合完了。先ず遠野ふ

るさと村へ、昔ながらの山里の暮らしや、江戸・明治時代の曲り屋集落、大河ドラマ、映画のロ

ケに使われた場所などの説明を聞きながら村内をひと巡り。 

カッパ淵では二代目カッパおじさんの「運
うん

萬
まん

」さん（本名ですよ）が竹竿にキュウリをぶらさ

げカッパ釣りの最中、今日は水が濁っていて釣れないとの事‼ 皆との記念写真にはにこやかに収

まっていただきました。 

この時の注意として、美女は川の近くには立たないようにとの事、カッパに引き込まれるそうで

す。（本日のメンバーでは、心配無用） 

昼食は、当地の名物ジンギスカンをお腹に脂肪がつきメタボになるのも気にせず舌鼓を打ち完食。 

午後からは、駅前地区の「とおの物語の館」「博物館」を見て回りました。 

「むかしあったずもな」で始まり「どんとはれ」で終わる語り部さんの方言での昔話を聞きタイ

ムスリップした心地でした。 

まだまだ巡る所は沢山ありましたが、足の疲れも感じ、空模様も怪しくなり始めたので解散。 

（南洞 記） 

○参加者 （敬称略、順不同）：１２名 

盛岡地区：宮正雄・藤澤一男・狐崎忠介・安藤弘志・藤澤道男夫妻・金子和弘 

花巻地区：古舘裕治 

一関地区：鈴木勲・扇要治・高橋喜久男・南洞稔 
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ご協賛企業   会員の皆様のご支援をお願いします 

        

          

 

 

 

 

 

 

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 

 

  

編集後記 

通常総会は成功裡に終えることができました。ありがとうございました。 

今年も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。 

－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 


