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第１４３号                        ２０１５年０８月１９日（水） 

ＪＴＢグループ  
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明治安田生命仙台一番町ビル 8 階  

発 行 人  若 林 秀 敏 

編 集 人  畠 山  廣 

２０１５年度「ＢＯＢ会東北支部通常総会」（写真特集） 

 

          通常総会全体風景（会場：ホテルＪＡＬシティ仙台）

     

佐藤支部長 挨拶     ＪＴＢ東北千葉社長様  JTB ｸﾞﾙｰﾌﾟ OB・OG会本部新倉会長様

   

  お客様紹介運動表彰式風景（清水義春さん）      通常総会審議風景       
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若林新支部長 懇親会挨拶   ご来賓伊沢取締役営業部長様    乾杯大久保法人仙台支店長様 

 

            総会が終了し和やかな雰囲気の懇親会風景 

    

   佐藤前支部長を囲んで和気あいあいの会員     司会の磯貝理事お疲れ様 

       
お忙しい中出席を頂いたＪＴＢグループの皆様    鈴木英夫さんの中締めでお開き 
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２０１５年度「第４５回東北支部通常総会」開催 

 

２０１５年度東北支部通常総会は、７月１０日（金）１０時４５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３７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、根岸幹事（ＪＴＢ東北総務課長）の司会による“開会のことば”で始まり、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

新倉武一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２０１４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２０１５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、いずれも原案どおり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、若生勝芳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、新支部長に若林秀敏理事が互選されま

した。若林秀敏新支部長の就任挨拶に続き、佐藤茂雄前支部長の退任挨拶をいただき、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１３名、会員３２名の出席の

もと懇親会を開催しました。若林新支部長の挨拶に続き、ご来賓を代表して伊沢洋平㈱ＪＴＢ東

北取締役営業部長よりご挨拶をいただき、大久保毅彦㈱ＪＴＢ東北執行役員法人営業仙台支店長

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、寿齢祝いの会員代表として鈴木英

夫さん(米寿)より中締めをいただき、全ての予定を終了いたしました。 

 

２０１５年度改選 役員（担務） 

 支 部 長 ＊若林秀敏 

 副支部長  ＊斎藤 修(総括) 

 理  事  樋口富子(福祉・親睦)           長谷川健二(経理・広報) 

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

       鈴木 剛(親睦・岩手やまびこ会)    石黒 茂(親睦・秋田こまち会) 

        磯貝辰男(親睦・広報)          渡辺仁美(総務・経理・広報) 

       ＊阿部善幸(親睦・経理・岩手地区担当) ＊蒲倉 博(親睦・福島しゃくなげ会) 

畠山 廣(広報・総務)               ＊前田健二(広報・親睦・秋田地区担当)  

宮本壽郎(親睦・青森あすなろ会)   ＊高柳新一(親睦・福祉・青森地区担当) 

 監    事 ＊髙橋 翕 

 顧    問   千葉幸洋㈱ＪＴＢ東北代表取締役社長 

      ＊佐藤茂雄 

 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、佐藤茂雄支部長と小林孝雄理事のお二人です。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。 

なお、佐藤前支部長には引続き「顧問」としてご指導をいただきます。 
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若林秀敏新支部長 就任のご挨拶 

今回の通常総会で新たに支部長に選任され、身の引き締まる思いです。「楽しく・仲良く・元

気に」をモットーに、理事の皆さんと一緒に活動してまいります。 

具体的な支部活動については、従来の活動を踏襲しつつ、特に次の３点について取組んでいき

たいと思っていますので、皆様のご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。 

第一は、従来にもまして、単年度毎の収支バランスに配慮した予算執行に取組む。 

第二は、支部ニュース「たより」ですが、活動報告のみならず会員への話題提供等の情報を掲

載するなど、より親しく読んでいただけるよう取組む。 

第三は、次年度の通常総会では、（総会後に）時宜にかなうテーマで「講演会」を開催し、総

会出席者の拡大にも繋げていけるよう取組む。 

 

佐藤茂雄前支部長 退任のご挨拶 

2011 年東日本大震災の年に、支部長に選任されて以来４年間務めさせていただきました。 

最初に手掛けたのが、震災被害を受けた会員へのお見舞い支援です。幸いにも人的被害はなか

ったものの会員の住宅被害が多数発生しました。 全国の会員の皆さんからいただいた義捐金を

お見舞いとして配布することができましたが、特に被害の大きい会員には直接お会いしたうえ手

渡しをし、大変感謝されました。 

また、翌年のＪＴＢ創立 100 周年・ＢＯＢ会創立 60 周年記念のハワイツアーでは、当支部か

ら 40 名と多数参加いたしました。ホノルルヒルトンホテルで開催された 500 名規模の大ディナ

ーパーティでは、全国の会員と楽しく交歓しましたが、中締めで登壇させていただき、東日本大

震災御見舞の御礼を述べ、大きな拍手と励ましの言葉を受けてまいりました。 

いずれにしても、支部事業の柱である「お客様紹介運動」「会員相互の親睦活動」で順調に活

動できたことが、何よりも一番だと思っています。これは会員の皆さんをはじめ、髙橋前副支部

長及び各理事のご協力の賜物と厚く感謝いたします。ありがとうございました。 

今後は一会員として、応援してまいりたいと思います。４年間お世話になりありがとうござい

ました。本会のご発展をご祈念いたします。 

 

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 取締役営業部長             伊沢 洋平 様 

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

  ㈱ＪＴＢ東北 執行役員法人営業仙台支店長      大久保毅彦 様 

  ㈱ＪＴＢ東北 仙台支店長              吾妻 秀俊 様 

㈱ＪＴＢ国内旅行企画 東北事業部長          菅原  実 様 

㈱ＪＴＢメディアリティーリング 東北支店長     髙橋 良司 様 

  ㈱ＪＴＢ商事 東北営業部長             斎藤 敏明 様 

  ㈱ＪＴＢ商事 東北営業部副部長           菅原 和彦 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グループＯＢ・ＯＧ会 会長          新倉 武一 様 

  ㈱ＪＴＢ東北 総務課長（ＢＯＢ会東北支部 幹事）  根岸 正典 様 
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☆会 員（敬称略、アンダーラインは総会のみ出席、(懇)は懇親会のみ出席） 

  阿部 善幸、石黒  茂、磯貝 辰男、伊東 功夫、今井 省吾、江刺 俊光、 

小山田良治、蒲倉  博、紙谷 義和(懇)、斎藤  修、櫻井 勝男、佐藤 茂雄、 

佐藤 正司、佐藤  孝、清水 義春、鈴木 剛(一関)、鈴木 英夫、鈴木 喜雄、 

髙橋  翕、高橋 淳悦、高橋  博、中鉢 孝男、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、堀  時男、 

前田 健二、増子 邦夫、三浦 源幸、宮本 壽郎、若林 秀敏、若生 勝芳、 

渡辺 仁美 

 

☆ご協賛会社・団体名（敬称略） 

㈱JTB東北、㈱JTB 国内旅行企画東北事業部、㈱JTB ﾒﾃﾞｨｱﾘﾃｨｰﾘﾝｸﾞ東北支店、 

㈱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ｽﾞ東北営業局 

 

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） 

 阿部力尾さん 元気で過ごしています。 

 五十嵐伸一さん まだ元気で働いております。盛会をお祈りいたします。 

 石井 敏さん ほぼ毎日１万歩散歩をしています。 

 石沢 隆さん 右は下北 左は津軽、両の岬の腕（かいな）に抱かれ青森湾に向かってのラジ

オ体操も１０年目を迎えました。 

 石塚勇幸さん 休日に近くの山に登って運動するようにしています。 

 市川悦子さん 毎日趣味や運動等で楽しんでいます。 

市川博康さん 元気です。盛会を祈ります。 

 伊東功夫さん 元気でやってます。 

 今井省吾さん お陰様で相変らず元気でクラブ活動に参加いたしております。 

 江刺俊光さん 町内会の仕事でがんばっています。 

 遠藤弘志さん 会の盛況を祈ります。 

 扇 要治さん いつも欠席で申し訳ありません。元気で暮らしております。 

 及川幸雄さん お世話になっています。ありがとうございます。 

 太田敏雄さん 相変らず元気にしてます。カッコウを聞きながらのウォーキング楽しんでます。

盛会を祈ります。 

 岡部修二さん 病気治療のため入院中です。盛会お祈りいたします。 

 小幡紀男さん たまにゴルフを楽しみながら元気に過ごしています。 

片平安之さん 元気にｋｏｂｏスタへ通っています。 

加藤彰祄さん 週２回ディサービスにでかけ、体調管理に努め日々を送っています。ご盛会を

祈ります。 

金子和子さん 休みながらも水泳を始めて１５年になりました。これからも続けようと思って

います。 

金子和弘さん 体力の衰えを感じていますが、毎日同じ日課すごしています。元気です。 

金子善雄さん おかげ様で健康です。 

蒲倉 博さん 近郊の花木（桜・バラ）や我が家の花の写真撮影や、友人とのプチ旅行等でエ

ンジョイ！！ 

紙谷義和さん 「せんだい豊齢学園」１年生として再学習しております。 

川上秀弘さん 元気で過ごしています。 
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川名健司さん 盛会を御祈念申し上げます。 

川村 寿さん 現役で頑張っています。 

国友研一さん 義母法要のため欠席となります。総会の盛会を祈ります。 

木村 毅さん 元気に過ごしておりますが、体力の衰えを感じてます。 

木村 良さん 現在、松島の「円通院」(瑞巌寺隣り)で執事を元気にやっております。 

是非、秋には紅葉ライトアップへお越し下さい。 

工藤弘美さん 日帰り温泉と日本の古い街並み巡りを楽しんでいます。 

窪田陽子さん 地区の仕事や花づくり、孫の相手などで元気を頂いています。 

郷古康治さん 野菜つくりしながら、元気に暮しています。 

国分光好さん 病気療養中です。盛会を祈ります。 

国分利恵さん 元気です。地域の役をいろいろやっており毎日忙しく動いております。 

狐崎忠介さん スポーツジムで筋トレ・ウォーキングと、日々体力維持に努めております。 

後藤真由美さん 元気にしております。 

小林金造さん 「天声人語」書き写し（上達しません）と近間散歩の毎日です。 

小林孝雄さん 性懲りもなく又仕事をしています。喜多方市ｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰです。 

ラーメンを食べにきたついでにお立ち寄り下さい。 

小山昭雄さん 元気ですが行動範囲は狭くなりました。 

金野喜平さん 通院中の身、ご盛会をご祈念申し上げます。 

紺野文雄さん 体調に多少の不安を感じつつも、楽しく毎日を送っています。 

櫻井勝男さん 週２日スポーツジムでトレーニング中。体調はバッチリです。 

佐々木慶一さん 総会の盛会を祈ります。 

佐藤和彦さん ５月は粟島１泊、志津川１泊、６月は出島１泊と釣りを楽しみました。 

       ７月は秋田道川１泊、仙台湾日帰りの予定です。 

佐藤克夫さん お世話になります。欠席ばかりで申し訳ありません。 

佐藤忠次さん 野菜作りのマネをしております。総会のご盛会をお祈りいたします。 

佐藤眞孝さん 体調すぐれず欠席いたします。 

佐藤正和さん 相変らず非常勤職員で５年目。学園仲間でサークルをつくり、シルバーセンタ

ーで活動中です。 

志賀幸雄さん 総会が成功裡に終わりますよう祈念します。 

庄司眞理子さん 今年のポン・デザール美術作品展はメディアテークで開催します。 

菅原 博さん 毎日パークゴルフを楽しんでいます。 

杉本矩雄さん 腰痛治療中。盛会を祈念します。 

杉山重己さん お陰様で充実した日々を送っております。盛会を祈念申し上げます。 

 鈴木郁也さん 健康に気を配りながら、相変らず元気にしております。 

 鈴木 剛さん(仙台) 風の吹くまま 気のむくまま、適当に気ままな毎日を過ごしています。 

 鈴木基弘さん 早朝ウォーキング始めました。（週３回ぐらい？） 

鈴木喜雄さん 月の半分を、磐梯熱海の「四季彩一力」で働いております。 

 須藤義男さん 元気です。毎日ウォーキング５㎞と冷たいビールが欠かせません。 

 清野幸男さん 俳句三昧です。 

瀬川忠雄さん いたって元気です。盛会をお祈りしております。 

高橋喜久男さん 元気です！ 

高橋正行さん 相変らず福祉関係の仕事をしています。 

髙橋 卓さん 欠席残念です。 

髙橋守之さん 「今」を楽しんでおります。 

高山良雄さん 昨年から全く畑違いの広報から葬儀までと、年甲斐もなく自治会長などをして

おります。 
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田口秀喜さん 元気です。盛会をお祝いします。 

武田守弘さん 磐梯熱海温泉観光協会にて、ＯＢ会の小関さんと一緒に頑張っています。 

 田島正義さん 毎日、平穏無事に暮しています。 

 中鉢孝男さん 町の地域づくりの委員で活性化に向け頑張っています。是非、鳴子温泉に足を

運んで下さい。 

 槻山智雄さん 元気で釣りを楽しんでおります。 

寺崎 優さん 緩やかな年相応の物忘れ進行以外、不調箇所なく穏やかに毎日過ごしています。 

永澤 清さん 年令と共に不調になってきました。 

長澤憲助さん 14 年間、時々目まい(メニエル病)に悩まされながらも、何とか元気で暮らし

ています。 

奈良岡誠一さん 相変らず元気にしています。 

 南洞 稔さん 午前中は各種スポーツ、午後はゆったりの毎日です。 

 沼田真樹さん 元気に過ごしております。 

根本 隆さん 諸国漫遊交流の旅の一環として、原発事故で避難している同級生たちのために

毎月ゴルフコンペを主催して、現状と将来を共有しています。 

 野呂昭光さん 勤めながら庭造りを楽しんでいます。 

 畠山 廣さん 夏は鮎釣りに行って、商売のそば屋でお出ししております。 

 引地 修さん 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 元気ですよ！！ 夫婦でゴルフを楽しんでいます。 

 平塚正隆さん 週４日勤務も厳しくなってきましたが、遊びながら頑張っております。 

 武士沢俊一さん 元気にしています。 

 藤澤道男さん 充実した毎日を過ごしています。 

 船生修二さん 週５日、滝沢（アピオ）に通勤しています。今年で４年目。 

 古川秀一さん 集めている訳じゃないのに、今年もまた２枚診察券が増えました。 

 古舘裕治さん 仕事以外いろいろと活動中です。尺八レッスンは７年目、少し良い音色に？ 

 星川和夫さん 老々介護の日々ですね。元気にやっております。 

堀 時男さん 何とか元気です。 

堀野秀子さん 毎月 10日は十日町イベントで参加できません。宜しくお願いいたします。 

 本郷勝好さん 民生委員・草刈り・ゴルフ継続中 

 増子邦夫さん 元気に暮しております。体重増が気になっています。 

 三浦 糾さん ここ 10年間、同じ薬です。 

三浦豊光さん 元気に過ごしております。 

三浦源幸さん 総会当日午後予定あり、懇親会は欠席。食欲旺盛、すこぶる元気です。 

宮 正雄さん 大分足腰が弱くなりましたが、老人クラブ・町内会行事に参加し、何とか元気

でおります。やまびこ会も出席し元気をもらっています。 

矢口米雄さん 一応元気です、ご盛況を祈ります。次会は参加したいものです。諸兄に宜しく。 

山田隆喜さん 病院通いと土いじりの生活です。総会の成功をお祈りしております。皆様に宜

しくお伝え下さい。 

 若松昭美さん 元気です。 

 以上多くの会員の皆様から近況報告をいただきました。ありがとうございました。 
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理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所  ８月９日(土)１０時３０分から 「菜時季・大原」 

２ 議   題 

（１）報告事項 

①２０１５年度支部通常総会・懇親会の総括と収支報告について 

前年とほぼ同数の出席をいただき、本年度も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 27 日（金）会場：八戸  

岩手やまびこ会  11 月 29 日（日）～30 日（月）会場：繋温泉 

秋田こまち会   10 月下旬（予定） 

山形べにばな会   9 月 12 日（土）会場：鶴岡 

  福島しゃくなげ会 9 月 2 日（水）～3 日（木）会場：磐梯熱海温泉 

②新春懇親会の計画について 

  恒例の新春懇親会は、鳴子温泉で開催いたします。 

   開催日  ２０１６年１月８日（金）～９日（土）  １泊２日 

会  場  鳴子観光ホテル 

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 

       前述（３ページ参照）のとおり、新体制・担務を確認しました。 

     ④本部主催「全国ゴルフ大会」「フォトコンテスト」について 

       下記のとおりご案内いたします。多くの皆様のご参加をお願いいたします。 

 

ＢＯＢ会本部主催「第２回全国ゴルフ大会」参加者募集 

 

１．開催期日：２０１５年１１月１７日(火) ８時スタート 

２．開催場所：大宰府ゴルフ倶楽部 （福岡空港から車で約３０分） 

３．プレー費：９，７００円(乗用カートセルフプレー、昼食込) 

４．参 加 費：無料 

５．競技方法：支部対抗団体戦、個人戦（ダブルペリア方式） 

６．表 彰 式：競技終了後クラブハウスで行います 

       簡単な料理と飲み物（ＢＯＢ会本部が負担します） 

７．前 夜 祭：１１月１６日(月)１９：００から前夜祭を行います 

    場所は福岡市内、費用は 5,000 円予定(一部本部負担) 

８．募集・申込方法：各地域の理事又は高橋監事（携帯：080-1811-9179）宛て 

        ９月１６日まで申し込み下さい。 

９．そ の 他：ゴルフ場までのアクセスは参加者各自での手配を基本とします。  

       ※後日、地域ごとに行程を調整します。 

 

ＢＯＢ会本部主催「第２回フォトコンテスト」作品募集 

 

１．テ ー マ：①「旅」・・旅に関する自由テーマ（風景、祭り、建物、乗物等） 

       ②「家族」・・人物を主な被写体とした作品（ペットも可） 
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２．応募形態：デジタル画像又はＡ４版プリント写真で１人３点まで。 

       ２０１３年１月１日以降に撮影された未発表の作品。 

３．応募方法：９月１日（火）～１０月３１日（土）まで、本部事務局宛に郵送 

       又はメール（jtbob@jtb.gr.jp）で応募下さい。尚、作品１点毎に 

       所属支部、氏名、テーマ名、画題、撮影日時・場所、画像に関する 

       コメント（２０字以内）を添えて下さい。 

４．審査・表彰：審査委員長はプロの写真家伊東浩氏が、他に旅行写真家など３名。 

       テーマ毎、最優秀賞、優秀賞、準優秀賞、審査員特別賞を表彰します。 

５．受賞作品の発表：１２月以降に本部ＨＰ、ＢＯＢ新聞、支部たよりにて発表。 

       尚、受賞作品は本部ホームページに掲載されます。 

６．そ の 他：個人情報保護及び肖像権等に関する注意が必要ですので、詳しい応募

要項はＢＯＢ会本部ホームページ http://jtbob.com を参照下さい。 

（応募・問合せ先）〒171-0022 東京都豊島区南池袋 2-43-19 ＪＴＢビル１階 

         ＢＯＢ会事務局「ＢＯＢ会フォトコンテスト」宛て 

         電話 03-6912-8810（平日 10：00～18：00） 

※不明の点は東北支部広報担当畠山（携帯：080-5578-5920）宛て問合せ下さい。 

会 員 の 動 向  

◇ 新 入 会 員 

壱岐ひろみさん（福島しゃくなげ会、福島市） ６月入会 

高野明彦さん（福島しゃくなげ会、福島市） ７月入会 

◇ 会 員 状 況： （２０１５年７月末日現在) 

正 会 員   ２４６名  (男性２１１名、女性３５名） 

名誉会員      ６名 (男性   ５名、女性  １名) 

合  計   ２５２名 (男性２１６名、女性３６名) 

 

支 部 活 動 の 動 向  

◇ ６月１７日（水） 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・磯貝・畠山・渡辺各理事 

◇ ７月０１日（水） 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・江刺・磯貝各理事 

 

 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 11 50 1,259 1 2 645 12 52 1,904 87.0 

７月分 7 71 874 0 0 0 7 71 874 13.6 

年度計 33 190 6,249 3 5 1,465 36 195 7,714 30.3 

６月分のご紹介者は（敬称略・順不同） 

安倍光一、石黒 茂（２件）、佐藤 充、高橋淑子、高山良雄、南洞 稔、 

根本 隆（４件）、渡辺仁美 の皆様です。 

mailto:jtbob@jtb.gr.jp
http://jtbob.com/
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７月分のご紹介者は（敬称略・順不同） 

    菊池 宏、根本 隆（２件）、長谷川健二、八木橋憲明、若林秀敏、渡辺仁美 

 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  

６月分 取扱件数   ３件    １７４，０００円  

 ご協力者は（敬称略・順不同） 

阿部力尾、小幡紀男、堀野秀子 の皆様です。 

７月分 取扱件数   ５件    ４６９，０００円  

ご協力者は（敬称略・順不同） 

安倍光一、蒲倉 博、鈴木 剛（一関）、長谷川健二（２件）の皆様です。 

年度計（４月～７月） 取扱件数 16件  1,065,000円（前年比 108.2%） 

※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１０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８日(土)の参加者は、次の皆様です。（合計１５名 、順不同・敬称略）   

佐藤正司、伊東功夫、田島正義、若生勝芳、佐藤茂雄、若林秀敏、斎藤 修、樋口富子、

長谷川健二、堀 時男、髙橋 翕、阿部善幸、前田健二、高柳新一、畠山 廣 

ＪＴＢ東北の近況 

「地域交流・ＭＩＣＥ事業部」４月設立＝社の“成長エンジン”として期待 

ＪＴＢ東北では、これからの成長事業を「地域交流ビジネス」と「ＭＩＣＥ」（マイス）に位

置付けしました。ＭＩＣＥとは大会やイベント・コンベンションなどのことです。そして、４月

に「地域交流・ＭＩＣＥ事業部」という新しい組織を立ち上げました。現在、この部署は総勢２

６名が所属する社内でも規模の大きな組織で、法人営業仙台支店と隣接しています。新規の組織

にこれだけ多くの人員を投入することからも、どれだけこの領域を重要視しているかお分かり頂

けるかと思います。 

「地域交流」は各地の自治体から仕事を請け負うことがメインであり、最近話題になっている

「ふるさと旅行券」なども多くの自治体から業務を受託することができました。また、訪日外国

人旅行者を域内に呼び込むことも各地のニーズが大きく、社に期待が集まっています。この地域

交流の分野は自治体の抱える課題を解決することが役割りで、従来の旅行業の枠組みに収まらな

い仕事をいただくことが多くあります。そのため、受託にあたっては、受託範囲、責任範囲の明

確化、リスク対策など、契約書を取り交わすまで慎重に検討しながら進めていきます。そうした

事業特性のため、専門的な知識が必要とされます。ＪＴＢグループとしても、地域交流事業の専

門人材を育成するための研修カリキュラムを特別に設定して、毎年、多く社員が研修に参加して

います。 
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「ＭＩＣＥ」は、各地の支店と連携して大型案件を成功裡に実施することとあわせて、仙台地

区の案件については自らも獲得に乗り出します。今年の３月には「国連防災会議」といったとて

も大きな国際会議が開催されました。今、仙台は国際会議開催地としてクローズアップされてお

り、東北にとってはまさに追い風がふいています。また、いよいよ来年にせまった「いわて国体」

も社が受注することができ、これを成功裡に実施することが重大なミッションです。いわて国体

のために、法人営業盛岡支店内に拠点を間借りして、５名が着々と準備を進めています。この中

には、社のＯＢの方も１名嘱託社員として勤務していただいています。 

このように「地域交流」と「ＭＩＣＥ」は大きなインパクトのある事業が多く、また今後、市

場が拡大していくことが期待できる領域ですので、社をあげて積極的に関わりを深めていきます。

「地域交流・ＭＩＣＥ事業部」の今後の活躍にぜひともご期待下さい。 

（寄稿）：ＪＴＢ東北 総務課長 根岸正典（ＢＯＢ会東北支部幹事） 

 

ク ラ ブ 活 動  

◇ 歩 こ う 会    申し込みは、ＴＥＬ ０２２-２１８-５７９２ 磯貝理事へ 

                    携帯 ０８０－２８１７－１４４４ 

（６/３）歩こう会 鬼首“ワラビ刈”と温泉三昧 

 雨予報から薄曇になり暑くも無くちょうど良い絶好の“ワラビ刈”日和になりました。歩こう

会として初めてのワラビ刈企画に、参加者の皆さんも用意万端気合を覗かせ、一路貸切マイクロ

バスにて鬼首に向け出発。途中鳴子温泉で今回の企画担当中鉢会員と合流し現地案内役の「山学

校校長さん」先導によりワラビ群生地に到着。山学校校長の注意事項拝聴後“皆さん勇んで”“太

く・軟らかそうなワラビ”を求め、目を皿のように一目散に散らばり、約１時間懸命に収穫に励

みました。皆さん袋に一杯のワラビをゲット！！誇らしげに汗を拭いました。その後鬼首温泉で

ゆったり湯につかり汗を流し、隣りのレストランで“生の地ビールをジョッキで乾杯”！！ワラ

ビ刈の汗を温泉で流した後の喉越しは最高～の美味さでした。又お馴染の「中鉢さんのお母さん」

手作りのおつまみも最高の味でした。皆さん堪能いただき帰りの車中は、ワラビの灰汁取の方法

を、長谷川理事より講義いただき我が家に凱旋？帰宅。お疲れ様でした。小生の感想「灰汁抜き

も完璧」薄口醤油・鰹節を掛けた“おひたし”は料亭も顔負けの絶品の味でした！！ （磯貝 記） 

＜参加者＞ （順不同、敬称略）：１０名 

佐藤正司、若生勝芳、佐藤茂雄、高橋 翕、長谷川健二、三浦裕栄、若林秀敏、渡辺仁美、

中鉢孝男、磯貝辰男  

（歩こう会ワラビ刈り） 
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＜歩こう会・秋の企画＝３コース＝大募集中！！＞ 

◎９月１７日（木）「松島伝統漁法体験・無人島で浜料理の舌鼓満喫」【カメラクラブ合同】 

＜行程＞ 

仙台駅 9:05＝＝JR＝＝利府駅 9:21＝バス＝須賀漁港～～「伝統漁法体験」～～表松島島巡り～

～竿島（無人島浜料理・懇親会）～～須賀漁港=＝15:00利府駅 15:17＝＝JR＝＝仙台駅 15:38 

参加費：５５００円（飲物代は別途）JR 代（仙台～利府間各自支払） 

利府駅～須賀漁港～利府駅間バスは観光協会がご負担いたします。 

申込先：磯貝 携帯：０８０－２８１７－１４４４ 

◎１０月１４日（水）上山「斎藤茂吉記念館」と山形芋煮会＆ジンギスカンで満腹！！ 

                      【山形べにばな会・カメラクラブ合同企画】 

＜行程＞ 

仙台駅前 9:05＝＝高速バス＝＝10:30上山葉山温泉・・・日本の宿・古窯 11:00・・・上山クア

オルトミニウオーキング「展望台まで」・・・12:00 日本の宿・古窯「着後入浴」12:30＜梅林

の協働作業で楽しむ・山形芋煮＆ジンギスカン＞日本の宿古窯 14:14＝＝バス＝＝14:30 斎藤茂

吉記念館 15:00＝＝バス＝＝15:20 上山駅前 15:30＝＝高速バス＝＝16:48 仙台駅前  

参加費：４０００円（日本の宿古窯入浴・飲み物代別）・高速バス 1950 円（往復各自払い） 

申込先：（仙台地区）磯貝  携帯０８０－２８１７－１４４４ 

（山形地区）佐藤利喜弥 携帯０９０－８６１８－７３４９ 

◎１１月１１日（水）「秘湯・野地温泉とりんご狩り」（１泊２日） 

              【福島しゃくなげ会・カメラクラブ合同企画】 

＜行程＞ 

11／11（水） 

仙台駅 11:04＝＝JR＝＝12:16福島駅（昼食自由）福島駅西口 13:30＝＝宿送迎バス＝＝ 

14:20土湯温泉 [野地温泉ホテル] 

11／12（木） 

野地温泉ホテル 10:00＝＝送迎バス＝＝10:30あづま観光果樹園 11:15＝＝送迎バス＝＝ 

11:40福島駅西口(昼食自由)福島駅 14:11＝＝JR＝＝15:36 仙台駅 

参加費：１７，５００円 （宿泊代・宴会費、りんご狩り、バス代を含む） 

その他費用：JR「W キップ」各自（往復 1.540 円）、昼食 2 回（自由食）、二次会費用別途 

申込先：（仙台地区）磯貝 携帯０８０－２８１７－１４４４ 

           （福島地区）蒲倉 携帯０９０－８２５９－８２２２ 

 

◇ 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（参加者：敬称略） 

６月２２日（月） 月例会  グレート仙台 CC  参加者：１０名 

  優 勝 佐藤 孝（G92、H22、N70） 準優勝 市川博康  ３位 鈴木郁也 

  他参加者：小幡紀男、磯貝辰男、伊東功夫、清水義春、髙橋 翕、三浦源幸、佐藤茂雄 

７月１４日（火） 月例会  グレート仙台 CC  参加者：７名 

  優 勝 鈴木郁也（G91、H21、N70） 準優勝 若生勝芳  ３位（M サークル） 

  他参加者：髙橋 翕、磯貝辰男、小幡紀男、三浦源幸、市川博康 

７月２７日（月） 夏季大会  グレート仙台 CC  参加者：１０名 

  優 勝 磯貝辰男（G81、H11、N70） 準優勝 清水義春  ３位 髙橋 翕 

  他参加者：若生勝芳、鈴木郁也、伊東功夫、佐藤 孝、三浦源幸、佐藤茂雄、市川博康 
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８月１１日（火） 月例会  グレート仙台 CC  参加者：８名 

優 勝 髙橋 翕（G84、H10.8、N73.2） 準優勝 若生勝芳  ３位 鈴木郁也 

  他参加者：清水義春、三浦源幸、中鉢孝男、市川博康、小幡紀男   

＜今後の予定＞ 

 ９月 ８日（火） 秋季大会 グレート仙台 CC  OUT ９：００ 

 ９月２８日（月） 月例会  グレート仙台 CC   IN ９：００ 

 

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

＜釣友会釣りだより＞             

○４月１４日 「お花見会」⇒中止 

花は咲けども停滞した低気圧の影響で２～３日前から天候が悪く、当日も朝から曇りがちで

時々雨がぱらつき地面はグッショリ。残念ながら催行中止。折角予定していた面々から「今年の

幸先悪いぞ」の声も。 

○５月１３日 閖上港大型漁礁⇒中止  

 今年の初釣りで腕（竿）を撫して居た会員の期待を余所に、天候はこの２～３日季節外れの台

風が接近し、高波が連日押し寄せており、到底釣りをする状況には至らず。「お花見会」に続き

又、又催行中止。自然には逆らえず。 

○５月２５日（月）～２６日（火）南三陸志津川湾ホテル観洋１泊釣行 

 「強風と海の荒れ」「漁場の荒れ」「潮の干満と流れ」「底荒れ」「魚のご機嫌」「釣行日の

曜日配列（月や火）」等に加えて「釣り師の腕前」ｅｔｃ，ｅｔｃ・・・。釣りに「ボウズ」は

つきものなれど不漁の言い訳はいくらでも・・・。冒頭からこんな言葉を並べれば今回の釣果は

推して知るべし。全くの期待外れで折角春のスタートを華々しく飾る夢は虚しく散り、形は違え

ども「お花見会」「大型漁礁」と続いて３連敗。但し、ホテル観洋には毎回毎回心づくしの歓迎

を受け、眺望と温泉と合わせて満足満足。 

 ＜参加者（敬称略）＞ 

（２５日・２６日２日間）槻山智雄、引地 修、佐藤和彦、鈴木 剛 ４名１隻 

  （宿泊会食と２６日釣り）齊藤 修、畠山 廣、関東支部会員２名 ４名１隻 

  （宿泊会食と２日目被災地巡りバスツアー参加）堀 時男  合計９名 

○６月１７日（水）～１８日（木） 南三陸「出島」１泊釣行 

 釣り三昧の２日間を過ごせる楽しみと、前回志津川のリベンジを期して今年も又やって来まし

た「出島」。梅雨入り前で天候も落着き波も穏やかで、さあ後は魚のご機嫌次第と竿を操り懸命

に魚を誘えど反応がやや鈍い。時々はかすかな魚信に反応鈍く合わせて大型マコガレイをタモ網

ごと取り込むものの、中々期待通りと行かず。２日間とも同様の状況で、こんな筈ではなかった

のに！！そうかここはやっぱり南三陸の海づたいなので、あちらが悪けりゃこちらも悪いは当然

なのか。悔しながら納得せざるを得ず。帰りは特産の大型肉厚帆立貝と新鮮な「ホヤ」（今年は

大震災後に漸く成長した養殖ホヤのためやや小ぶり）をお土産に、実現に向けて計画が動き出し

た「出島大橋」の架橋完成図を想像しながら家路につく。 

 ＜参加者（敬称略）＞ 

 槻山智雄、引地 修、佐藤和彦、齊藤 修、鈴木 剛、準会員１名 計６名 

○６月２６日（金）～２７日（土） 秋田道川沖日本海真鯛釣り 

 参加者４名で釣行。日本海も好天高温が続いており、潮流動かず海水は澄み通る。当然鯛も警

戒心強く喰い悪し。７月後半に再度挑戦。 

○６月３０日 閖上港大型漁礁⇒参加者少数のため催行中止 
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○７月１５日（水） 閖上港大型漁礁 

 ９・１０・１１号のトリプル台風の影響が心配されたものの、少々の波をものともせず釣り船

「蔵王丸」は早朝５時に出港。曇りの予報に反し真夏の太陽が燦燦、朝から超暑い。救命ベスト

と日焼け防止のため長袖のシャツを着込んでいるため汗がとめどなく流れ出るのをものともせ

ず夢中で竿を上げ下げ。期待通りに大型のカレイが次々と竿を絞り込む。右ガレイが多く混じる

のはやや興醒めのものの、これもこの時節柄止む無しか。お持ち帰りはクーラー満杯。ご近所へ

のお裾分けや冷凍庫への保管で落着。 

 ＜参加者（敬称略）＞ 

槻山智雄、引地 修、佐藤和彦、田島正義、鈴木 剛  計５名 

 

＜今後の釣行予定＞  

 ８月・９月は残暑と潮況を考慮し釣行は小休止 

 ９月 ３日（木） 暑気払いカメラクラブと合同昼食会 

１０月２０日（火） 「秋の松島湾ハゼ釣り」参加者大募集！初心者大歓迎！！ 

（鈴木剛 記） 

 

◇ カ ラ オ ケ 会     申し込みは、懇話会開催当日  阿部善幸理事へ 

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８日（土）の参加者（敬称略・順不同）は次の皆様です。（合計９名） 

伊東功夫、若生勝芳、佐藤茂雄、髙橋 翕、長谷川健二、齊藤 修、若林秀敏、 

高柳新一、阿部善幸 

 

◇ 麻 雀 愛 好 会     申し込みは、０２２－２６２－８８０１(B) 高柳新一理事へ 

◆月例会の報告 

☆仙台中央地区：毎月、第 4 水曜日 10:00 より雀荘「万里」(022－264－0249)にて開催 

  ６月２４日（水） （中止） 

  ７月２２日（水）参加者（敬称略）：高橋 博、菱田貞一、若生勝芳、齊藤 修 

☆仙台泉地区 ：毎月１回 不定期開催 

６月０１日（月）参加者（敬称略）：鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

７月０２日（木）参加者（敬称略）：鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

 

◆２０１５年夏季大会の報告 

・日 時：２０１５年８月１０日（月） ・場 所：雀荘クラブ「万里」 

・参加者（敬称略・あいうえお順）：２０名 

石黒英雄、伊東功夫、扇 要治、小幡紀男、木村 毅、齊藤 修、作間清成、清水義春、 

庄司 良、鈴木郁也、高橋 翕、高橋 博、高柳新一、南洞 稔、新田創造、菱田貞一、 

若林秀敏、若生勝芳、渡辺武郎、渡辺仁美 

・成績 

優 勝 ：菱田 貞一さん  準優勝：庄司 良さん  ３位：齊藤 修さん 

 

◆次回大会予定  「新春大会」２０１６年２月４日（木） 会場：雀荘クラブ「万里」 
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◇ 囲 碁 同 好 会   申し込みは、０７０－５４７２―３３９７ 菱田貞一会員へ 

○ 毎月第３木曜日、１３時からＢＯＢサロンで開催しております。 

 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１８日（木） 

参加者（敬称略）  今井省吾、佐藤正司 

★ 実施日 ７月１７日（金） 

参加者（敬称略）  今井省吾、佐藤正司、菱田貞一 

 

◇ けやき会（俳句会）   申し込みは、０２２－２４４－５９４３Ｆ 代表の小山会長 

または ０２２－３７６－４０６０Ｆ 幹事の石黒会員へ 

 

第 93回 6月 11日(木)の句会から 

・やんはりと獅子に咬まるる朧かな  小山 昭雄 季語=朧=春・(おぼろ) 

・駅を出て生家の遠し草いきれ    新田 創造 季語=草いきれ=夏 

・合奏のギター溶け込む夏夕     市川  隆 季語=夏夕=夏・(なつゆうべ) 

・錫杖の過ぎてしまらく蟬時雨    石黒 秀策 季語=蟬時雨=夏・(せみしぐれ) 

第 94回 7月 21日(火)の句会から 

・スパイクを納むる社夏燕      小山 昭雄 季語=夏燕=夏 

・書棚の書並べ替へたり夏の月    新田 創造 季語=夏の月=夏 

・白神山の森の静寂や晩夏光     市川  隆 季語=晩夏光=夏 

※白神山=しらかみ・静寂=しじま 

・梅雨晴の波のまぶしき荒磯かな   石黒 秀策 季語=梅雨晴=夏 

自由投句  

・走り蕎麦齢数へて地酒酌む     矢口 愛水 季語=走り蕎麦=秋 

※ 齢=よわい 

  

「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） 
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地 域 部 会 だ よ り  

◇ 青森「あすなろ会」  

  （６/２１）「青森再発見春コース」 

６月２１日の日曜日、当会は青森再発見春のコースとして、新郷村･三戸町･南部町の県南３町

村を巡りました。朝７時４０分頃青森駅を出発、途中各々の近くのバス停等から乗車頂き一路最

初の休憩地道の駅十和田へ｡次の場所で合流予定の八戸班より連絡あり、こちらへ向かっている

との事、急遽予定を変更し待機。この時間で、もう暑い。真夏日？の中、八戸班の先導の下いざ

新郷村へ。小１時間位走って昭和 10 年に発見された新郷村キリストの墓へ。大分整地され綺麗

になっています。園内をいろいろ管理？している方から話しを聞きながら伝説等を確認。次は山

道を走り三戸町城山公園へ。桜の名所ですのでこの時期は大変静かです。早速日陰を探し昼食に、

各々持参したお弁当飲み物を広げしばし歓談。話題はやはり健康の事、家族の事、そしてプレミ

アム商品券？の事等･･･一息ついて公園内を散策。南部藩の歴史を感じながら公園を後に途中､

700 年前北条時頼が奥州行脚の際、名久井岳の山容に魅せられ開基した日本一の三重の塔承陽塔

を持つ法光寺、樹齢 1000 年樹高 35m 幹囲 8m の巨木爺杉を見学し、今が旬のさくらんぼ園へ｡

さくらんぼ祭りが始まった事もありたくさんの車でどこも混んでいます。各々試食したりお土産

に買ったりと過ごし････次回暑気払い in 十和田湖（８月）を確認し、各々帰路に着きました｡ 

                （記：宮本）                       

＜参加者＞（順不同、敬称略）：８名 

奈良岡誠一、太田敏雄、石澤 隆、大坂勝弘、山田隆喜、三浦豊光、田名部二三夫、宮本壽郎 

   
（新郷村キリストの墓前にて）         （三戸町城山公園での昼食風景） 

 

◇ 岩手「やまびこ会」（情報提供）    

「やまびこ会」の活動が BOB新聞第３号（７月１日発行）に掲載されました。 

 昨年から発行しております BOB新聞第３号に、活発な地域部会として「やまびこ会」の活動が

紹介されました。やまびこ会は「ふる里再発見」シリーズとして楽々歩こう会、温泉宿泊親睦旅

行や仙台歩こう会との共同企画等活発な活動が東北支部たよりに掲載されていましたが、これが

BOB 本部の目に留まってこの度の掲載に繋がったものです。BOB 新聞第３号は今回のたより８月

号に同封しておりますので是非ご覧下さい。               （支部広報担当） 
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＜お知らせ＞   ＝会員訃報への対応方について＝ 
 

ＢＯＢ会東北支部の運営につきましては、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

今後の会員の訃報につきましては、一部役員の改選及び担務変更に伴い、次のとおり対応

することになりましたのでお知らせいたします。  

ご一読のうえご確認いただきますようお願いいたします。 

 

◎ 訃報のご連絡は、各地域の役員までお願いいたします。 

 地区名    役員（理事）氏名 連絡先（電話番号） 

青 森 宮本 壽郎 理事 ０１７－７４４－２６３３ 

岩 手 鈴木  剛 理事 ０１９１－２１－５４５５ 

秋 田 石黒  茂 理事 ０１８－８８８－９２６２ 

山 形 堀  時男 理事 ０２３－６２３－７７８５ 

福 島 蒲倉  博 理事 ０２４－５５４－４２５０ 

宮 城 渡辺 仁美 理事 

（支部総括も兼ねる） 

０２２－２１８－４３９８ 

(携帯)   090－7937－2298 

〃 畠山  廣 理事 ０２２－３７９－０２１０ 

事務局幹事 ＪＴＢ東北総務課長 ０２２－２１２－５５５０ 

 

◎ （ご家族から役員へ）ご連絡の際、次の事項をお伝えして下さい。 

① ご逝去の日時 

② 通夜・告別式の日時と会場名、及び会場の住所・電話番号 

③ 喪主の方のお名前、及び続柄 

④ ＢＯＢ会東北支部の会員（全員）に、訃報の連絡をしても宜しいかどうか 

 

◎ ＢＯＢ会東北支部の弔意の表意方は、次のとおりです。 

① 弔慰金（ＢＯＢ会東北支部長名） 

② 弔 花 ２基（ＢＯＢ会東北支部長名、㈱ジェーティービー社長名） 

③ 弔 電 ２通（ＢＯＢ会東北支部長名、㈱ジェーティービー社長名） 

 

◎ その他 

  通夜・告別式の受付応援体制につきましては、東北支部総務担当がご遺族にご意向を

お伺いし、要請があった場合には、各役員にお願いすることとします。 

 

編集後記 

＊今号は「通常総会特集」です。ご来賓の方々も含め例年通りの出席者数でしたが、

役員改選期でもあり盛り沢山の議題で、審議時間が超過するなど大変盛り上がった

総会でした。是非、来年は新入会員の方々も含め大勢の参加をお待ちしています。 

＊役員新体制の中で、たよりの充実に向けて新たな取組みを展開してまいります。そ

の一環として、今号から JTB 東北の営業状況を寄稿いただき掲載いたしました。次

号以降も継続しますので楽しみにして下さい。なお、たより編集担当は、渡辺・畠

山に、新たに前田理事を加え３名体制で担当いたします。ご愛読のうえご意見等ご

ざいましたら事務局あてご連絡下さいますよう宜しくお願いいたします。 

＊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、６００字

程度にまとめ、下記あて FAX 又はメールでお送りください。手紙又はハガキの場合

は事務局まで送付ください。 

  （畠山自宅 FAX：022-379-0210 メール：h.hatakeyama0410@gmail.com ）  

mailto:h.hatakeyama0410@gmail.com
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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 

 

        
 

 

 

   

 

 

－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 

 

       
 

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 
 

 

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 


