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「２０１６年東北支部新春懇親会」（写真特集） 

 

        会場：宮城県鳴子温泉「鳴子観光ホテル」にて 

   

若林支部長新年の挨拶     ＪＴＢ東北吉田執行役員総務部長ご挨拶 



 2 

      
乾杯：ＪＴＢ国内旅行企画菅原事業部長様 歓迎挨拶：鳴子観光ホテル大沼社長様と大沼常務様 

    

           元気よく乾杯！              司会：磯貝理事 

  
 

  
     久々の出会いに話も弾み、和やかな会食・懇談風景となった 
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「２０１6 年東北支部新春懇親会」 

本年の「東北支部新春懇親会」は、１月８日（金）昨年開催された岩手県花巻温泉から宮城県

鳴子温泉「鳴子観光ホテル」に移し、会員３２名参加のもと開催されました。 

当日は、仙台駅東口で山形べにばな会（１名）・福島しゃくなげ会（３名）も合流して大型バ

スに乗車し一路鳴子温泉を目指しました。途中三本木 PA と岩出山道の駅で小休止をとりながら

車中は賑やかな雰囲気のなか鳴子温泉に定刻に到着しました。ホテルの皆さんから出迎えを受け、

青森あすなろ会（３名）・岩手やまびこ会（３名）・地元鳴子の中鉢会員と合流しました。 

 お部屋でしばらく休憩の後、鳴子の源泉豊かな温泉を満喫してから懇親会場に移りました。会

場では集合写真（１ページ参照）撮影を行ない、その後ご来賓の皆様を含めて総勢３６名で磯貝

理事・阿部理事の進行により懇親会を開会。若林支部長から新年の挨拶、続いてご来賓の㈱ＪＴ

Ｂ東北吉田執行役員総務部長様より日頃の御礼とＪＴＢ東北の現況、次期３ヶ年計画等の話をい

ただきながらご挨拶を賜り、その後（株）ＪＴＢ国内旅行企画 菅原東北事業部長様の乾杯発声

で宴会が始まりました。鳴子観光ホテルの大沼社長様から歓迎のご挨拶もいただき、旬の素材を

活かした贅沢な宴席料理と地酒を堪能。美味しさは心も会話も弾ませ多いに懇親を深めました。

最後に遠路ご参加をいただきました青森あすなろ会を代表して、大坂勝弘会員の中締めでお開き

となりました。引き続き二次会場に移動し、恒例のカラオケ組と意見交換組に分かれ、それぞれ

自慢の唄を披露したり、さらに懇親を深めたりと皆様夜遅くまで歓談されておりました。 

翌日は、朝食会場で各自食事を取った後、薄っすらと雪化粧した温泉郷を後に名残り惜しそう

にそれぞれ帰路となりました。尚、今回の新春懇親会には、㈱ＪＴＢ東北及びＪＴＢグループ各

社、ＪＴＢ東北労働組合、国際観光バス、並びに鳴子観光ホテル様から多大なるご支援とご協力

を賜りました。厚く御礼申し上げご報告といたします。      

 次年度の新春懇親会の詳細は後日発表いたしますが、皆様奮ってご参加いただきますようお願

いいたします。 

（前田 記） 

新春懇親会ご出席の皆様 

１ ご来賓 

（株）ＪＴＢ東北                         執行役員総務部長  吉田 裕幸様 

（株）ＪＴＢ国内旅行企画                  東北事業部長  菅原  実様 

（株）ＪＴＢ東北                      総務担当課長  高園 憲一様 

（株）ＪＴＢライフネット 仙台営業所         所長（会員） 高柳 新一様 

    ＪＴＢ東北労働組合              執行書記長  八幡  譲様 

 ２ 会 員（敬称略・あいうえお順）・・・合計３２名 

阿部善幸、磯貝辰男、伊東功夫、江刺俊光、大坂勝弘、蒲倉 博、斎藤 修、櫻井勝男、

佐藤和彦、佐藤茂雄、杉本矩雄、鈴木 剛（一関）、清野幸男、高橋 翕、髙橋健治、 

高橋 信、高柳新一、中鉢孝男、槻山智雄、南洞 稔、長谷川健二、畠山 廣、引地 修、

藤澤道男、堀 時男、前田健二、三浦豊光、三浦裕榮、宮本壽郎、若林秀敏、若生勝芳、

渡辺仁美 

 

お 知 ら せ  

☆２０１６年度分年会費は、４月１１日（月）自動引落し（口座振替）予定です。 

 年会費は、５，０００円（名誉会員は会費免除）です。例年、預金残高不足の為引落しが出

来ない事例がありますので、あらかじめ残高確認をお願いいたします。尚、口座変更をされる

方は、本部事務局へ２月末までに手続きをお済ませ下さい。 
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ＪＴＢグループ紹介コーナー 

今回は、ＪＴＢ東北代表取締役社長千葉幸洋様に社の現況等について広報担当がお聞きしました。 

＝JTB 東北では「個所ミッション」を策定し評価をしていく＝ 

◎２０１５年度のＪＴＢ東北の業績は如何でしょうか？ 

 円安基調の継続や情勢不安、国際航空路線の撤退、減便等によって海

外旅行の不振が続いています。国内旅行においても、主力である東京方

面の苦戦が続き、また、地方創生事業交付金による「ふるさと旅行券」

も店頭にとっては追い風とはなっていません。法人営業では、積年の課

題である「効率性と収益性の向上」を図るべく、「集中と選択」を重点

テーマとして強い意思で「法人営業改革」を推進していますが、効果が

実感できるまでにはあと少し時間が必要です。営業収入の伸びが鈍く苦

しい状況が続いていますが、３月に向けて全社一丸となって利益の積み

上げを図ってまいります。  

◎２０１６年度以降のＪＴＢ東北の取組事項をお聞かせ下さい。 

東北は、全国一のスピードで少子高齢化が進みます。また 2020 年東京オリンピック・パラリ

ンピックの開催に向けてはヒト・モノ・カネの首都圏集中が想定されるなど、東北にとっては厳

しい環境予測があります。さらに全国的な訪日外国人の増加に伴い、宿泊をはじめとする旅行素

材の仕入環境の急激な悪化がすでに顕在化しています。このように環境が劇的に変化していく中

において、ＪＴＢ東北が企業価値を高め、安定的な経営を継続するためには幹となる事業の収益

力を高めながら、地域への貢献を通じて社会的責任を果たしていくことが重要です。そのために

は、本業で戦うべきエリア、成長・拡大を図る事業およびマーケットを選択し、経営資源を集中

させることが必要です。 

ＪＴＢグループでは、２０１６年からの３ヶ年計画に「ミッション経営」の進化を掲げました。

ＪＴＢ東北においても、この考え方に呼応して「個所ミッション」を策定して、ＪＴＢグループ

とＪＴＢ東北の会社全体への支店・お店の「期待する役割・使命」を与えて評価してまいりたい

と考えています。また、ＪＴＢ東北の次期経営計画（2016 年～2018 年）においては、東北にお

ける「Ｔｅａｍ ＪＴＢ」としてグループ各社との連携を更に緊密にしつつ、東北地域における

ＪＴＢグループのプレゼンスを最大限に発揮して、他社が追随できないぐらいのポジョンを確立

したいと考えています。 

「ＪＴＢ東北」に示達されたミッション（期待される役割・使命）は次の４項目です。 

① 東北地域におけるＪＴＢグループプレゼンス［存在感］の発揮  

② 中核事業（店頭・法人）における「選択と集中」による効率性と収益性の向上  

③ グループにおける製販一体となった個人／法人バリューチェーン全体の収益最大化への貢献  

④ 徹底した地域密着による新たなビジネスモデルの創出 

 

◎インバウンドマーケットへの東北での状況は如何でしょうか？ 

東北地域における「インバウンドの拡大」は、経済界にとっても最重要課題として、社に寄せ

られる期待は相当大きなものになっています。 国（観光庁）も「地方分散なくして今後の伸び

は実現できない」と唱え、全国で 7つの新たな広域観光周遊ルート策定に向けて動き出しました。

東北では東北観光推進機構が構想している「日本の奥の院・東北探訪ルート」が採択され、JTB

東北が事業を受託し、魅力ある定番ゴールデンルートの磨き上げを行っています。 

今日では訪日外国人も個人型旅行が主流になりつつあり、快適に旅行が出来る多言語案内、Ｗ

ｉ-Ｆｉ環境、二次交通等の拡充による受入態勢の整備は急務です。また、海外へのプロモーシ

ョンや情報発信においても、単県や単独の地域を超えた「東北一丸となった広域連携」が必要で、

広域連携をしなければ、東北は地盤沈下してしまうという危機感を持って臨みたいと思います。 
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◎ＯＢ会会員に対してメッセージをお願いします。 

日頃よりＪＴＢ東北に対して力強いご支援・ご指導、そして暖かい励ましを賜り、厚く御礼申

し上げます。特に「お客様紹介運動」においては、今年度も多大なるお力添えをいただき重ねて

感謝を述べさせていただく次第です。ＢＯＢ・ＯＧ会により多くの会員が集い、東北支部におい

ても益々活発な活動が繰り広げられますよう、社として出来うる限りのご協力をさせていただき

ます。東北支部の皆様と私どもＪＴＢ東北がより密接につながることによってそれぞれの発展に

繋がっていくことを願ってやみません。どうぞお近くにお越しの際は、お気軽にお立ち寄りきた

だき、お声をかけていただければと思います。 

 

【千葉社長 プロフィール】 

♡ 入社年月  １９８０年４月 ㈱日本交通公社入社 弘前支店配属 

♡ 主な職歴  ㈱ＪＴＢ東北執行役員仙台支店長、同取締役総務部長・営業部長兼務、 

同常務取締役総務部長・営業部長兼務、２０１３年～代表取締役社長 

♡ 趣味・特技 トレッキング、ゴルフ、スキー、園芸 

♡ 座右の銘  「誠実と公正」「できない理由を探さない」 

♡ 愛読書   歴史人物書（特に、上杉鷹山・直江謙続が好きです） 

  ♡ ご家族等  妻、息子２人 

 

「元気な会員」紹介コーナー（第３回） 

＝私の健康法・元気の秘訣＝ 弘前市 一戸 晃会員（７７歳） 

◎現在どのような生活をされていますか？ 

毎朝４時起床、５時～６時まで「朝起き会」でお勉強？をし、朝食

は６時３０分です。毎日ではないのですが市営プールには週３回

（月・水・金の１５時３０分～１７時３０分）、川柳の例会には月２

回、そしてパソコン教室には毎週木曜日に通っています。また、月

１回ですが弘前市主催のメタボクラブに顔を出し、合間には図書館

に足を運び、そして投句（川柳）の為の作句もします。町内会では

副町内会長・総務部長（親睦旅行や運動会のお世話等）を、それに

神社の責任役員等々あたふたと忙しい日々を過ごしております。 

◎健康法・元気の秘訣は何ですか？ 

６年前（平成２１年１０月）腰部椎間板ヘルニアの手術をしてから、

医者には運動不足解消にウォーキングを勧められていましたが歩く

のが辛く、主治医と相談のうえ水中歩行なら良かろうと始めました。

最初は水中歩行だけで 1,500m そこそこでしたが、今では 2,500ｍ

（歩行 1,500ｍ、クロールでの泳ぎが 1,000ｍ）まで出来るようにな

りました。食事は薬の服用の為出来るだけ朝食は 6 時 30 分、昼食は

12 時、夕食は 6 時と決めています。酒休日を 1 日だけですが火曜日と決めています。幾つにな

っても晩酌は止められません。晩酌を楽しみに生きているようなものです。  

◎これからの夢・希望・目標等を教えて下さい。 

歳が明け、傘寿に大手を掛けた訳ですが、年の事は気にせず、忘れっぽい事も気にせず（いつか

テレビで田中邦衛と香川京子の会話で「嫌なことも全部忘れなさい。忘れることは歳を取ったご

褒美ですよ。」と言っていたのにひどく共感をしたものです）、出来る事はする、出来ないことは

無理をしない。柳に風とまではいかなくとも、飄々と人生を送りたいものと最近思っています。 

出来得るならば妻と世界一周とまでは行かなくとも、船旅をしたいと思っています。それが私の

夢であり、目標でもあります。 
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「新入会員」紹介コーナー 

今年度４月以降に新しく入会された会員を紹介しています。 

 ＝ 壱岐ひろみさん（２０１５年６月入会）福島県福島市在住 ＝ 

JTB 入社年：１９７０年４月   最終勤務個所：福島駅旅行センター 

◎現在の生活（仕事・趣味等）は？ 

家業の自動車販売会社の清算業務を行いながら、大好

きな水泳に関わっています。現在は、福島水泳連盟と

東北水泳連盟の会長を務めています。可愛い選手の笑

顔に囲まれ、全国北から南まで楽しく飛び回っていま

す。６４歳の今が最高に幸せ！ 

※写真は、昨年の国体で入賞した選手達と（中央右が壱岐さん） 

◎在職中に一番強く印象に残っていることは？ 

福島駅旅行センター設立時に福島支店から異動とな

り、「店頭で海外旅行も担当します」と宣言しました。

自分でルック集客の目標を立て、（一応表も自分で作り！）「達成したら、海のある海外旅行に

連れって行って下さい」と東北営業本部にお願いし（図々しいかったですね）、何と「グアム・

サイパン・パラオ」の研修旅行に参加させて貰いました。今でもその時のメンバーと仲良くお付

き合いしています。素敵なお客様と仲間に恵まれ楽しく仕事をさせて頂きました。 

 

 

 ＝ 高野明彦さん（２０１５年７月入会）福島県福島市在住 ＝ 

 JTB 入社年：１９９２年４月    現在勤務個所：福島市穴原温泉匠のこころ吉川屋 

◎現在の生活（仕事等）は？ 

2005 年 9月、リゾートエステティック会社に入社し、札幌市に約 6年住ん

でいました。エステ部門には 9年間おり、その後異動により本社（渋谷区）

でインハウス・エージェント（旅行部門の責任者）に 1年間勤務しました。

2015 年 3月より福島市の穴原温泉・吉川屋で営業部長として、最後の「宮

仕え」をしております。吉川屋は、創業 175年の老舗旅館です。客室数 128

室、収容人数 650名の温泉和風リゾートの宿です。昨年 10月には、宮家・

高円宮久子様にお泊まり頂きました。天皇陛下も過去 2回（平成 7年・平

成 25 年）ご宿泊頂いております。旅行新聞社の「第 41回プロが選ぶ日本

のホテル・旅館 100 選」では総合 16 位、お料理部門では 4 位に入賞いた

しました。是非ＯＢ会の皆様にもお越し頂きたいと思います。「美味しい

お料理」と「自家源泉の温泉」で、皆様をお待ちいたしております。 

※この似顔絵は、当館の七代目若旦那（畠正樹常務）に描いてもらいました。 

◎在職中に一番強く印象に残っていることは？ 

いわき支店時代に、暮れの押し迫った 12 月下旬、平工業高校ラグビー部の花園とサッカー部の全国

大会とダブル出場、それに 1月上旬には磐城第一高校の春高バレー出場が続き、支店長はじめ営業マ

ン総出の協力体制で添乗・斡旋を乗り切ったのが、楽しい懐かしい思い出です。（支店の営業成績に

も大きく寄与しました。） 
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＝ 横山せん さん（２０１５年１０月入会）山形県鶴岡市在住 ＝ 

 JTB 入社年：１９７３年４月    現在勤務個所：庄内支店 

◎現在の生活（仕事等）は？ 

ＪＴＢのスタートは東京新宿支店です。わずか２ヶ月で渋谷支店に異動となり、

２０代前半は若者の街、渋谷で過ごしました。鶴岡支店に勤務したのは通算する

と２７年になります。現在は退職後も継続して庄内支店で働いておりますが、４

月からはイオン三川店への移転が予定されています。自宅から庄内支店までは徒

歩で２００歩というありがたい環境であったことで、長く働き続けられたと思っ

ております。 

◎在職中に一番強く印象に残っていることは？ 

今から１０数年前、当時ＪＴＢ代表取締役社長の舩山龍二相談役がお一人で庄内を訪問されたことが

ありました。山形出身の方であることは存じていましたが、実際に生の社長にお会いできただけでな

く、社員ひとりひとりに直筆でコメントを書き込んだ社長の名刺をいただけたことです。また会食の

時はとても緊張しましたが、フレンドリーに会話していただきました。舩山社長の下で働けることが

とても誇らしく思ったことは忘れられない思い出です。 

 

 

臨時理事会の開催  

１ 日時・場所   １月２５日(月)１５時３０分から 「ＪＴＢ東北８Ｆ会議室」 

２ 議   題  「改革プロジェクト委員会答申書」について 

  在仙の理事１２名で、改革プロジェクト委員会から提案のあった答申書に基づいて全項目

を審議いたしました。最終的には、２月２０日開催の全理事参加の定例理事会で最終決定

をし、「会員の皆様へ」の説明書面を２月号たよりに同封する事を確認しました。 

 

理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所  ２月２０日(土)１０時３０分から 「菜時季・大原」 

２ 議   題 

（１）報告事項 

①新春懇親会収支報告 

  おおさき鳴子温泉郷宿泊券（半額クーポン）を購入した事により、参加費を＠

1,000 円減額する事が出来ました。収支は、ほぼ予算通りの結果となりました。 

②２０１５年度支部活動収支決算見込み 

  経理担当より、収支は予算内で順調に推移しており、繰越金は前年を上回る見込

みとの報告がありました。 

     ③お客様紹介運動、及びナイスギフトの実績について（別記） 

④会員動向について（別記） 

⑤JTB 東北 ２月１日付人事異動について（別記） 

⑥その他 

   

（２）協議事項 

①改革プロジェクト委員会答申内容について 

  臨時理事会に引き続き、プロジェクト委員会から提案のあった答申事項を協議し

ました。決定した内容を「会員の皆様へ」に取り纏め、たより別冊として全会員
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に配布しましたのでご覧下さい。尚、新たに設置された「会員増強委員会」・「女

性部会準備委員会」兼務には、渡辺（委員長）・前田・畠山の各理事が選任され

ました。 

②２０１６年度支部通常総会・懇親会について 

  支部総会は、７月８日（金）「ホテル JAL シティ仙台」で開催予定です。 

 尚、詳細は４月号たよりにて発表いたします。 

     ③２０１６年度活動計画について 

懇話会、サロン、暑気払い、忘年会、新春懇懇親会等については、内容を一新し

て開催いたします。概要は「２０１６年度年間活動計画（保存版）」を同封しま

したので活用して下さい。 

     ④各地域部会の昨年度活動報告及び来年度活動計画作成 

 各地域担当理事より、活動報告と次年度活動計画の発表がありました。各地区次

年度活動計画については、４月号たよりに掲載いたします。 

⑤その他 

お 知 ら せ  

㈱ＪＴＢ東北 人事異動について（２月１日付） 

㈱ＪＴＢコーポレートセールス    今成光一朗  法人営業山形支店長 業務課長兼務 

ＣＳＲ推進室 エグゼクティブ 

㈱ＪＴＢ国内旅行企画 西日本事業部 千田まゆみ  古川支店長 業務課長兼務 

業務管理部 業務管理担当部長 

㈱ＪＴＢ首都圏 クルーズ事業部   佐藤 和哉  山形店長 

企画販売担当課長 

法人営業山形支店長 業務課長兼務  門脇  渉  法人営業福島支店長 業務課長兼務 

法人営業福島支店長 業務課長兼務   邊見 哲郎  法人営業横浜支店 業務課長 

  古川支店長 業務課長兼務      小泉 俊夫  国内旅行企画 仕入販売部長 

   弘前ＩＹ店 店長          阿部 陽子  弘前ＩＹ店販売担当マネージャー 

   弘前さくら野店 店長        築館 浅子  弘前ＩＹ店 店長 

   山形店 店長            阪口 陽子  山形店 販売担当マネージャー 

 

会 員 の 動 向  

◆ 訃  報    

   今野成雄さんにおかれましては、１１月２６日（木）ご逝去されました。 

尚、ご家族様のご意向で会員の皆様へのご連絡はいたしませんでした。 

宮腰文子さんにおかれましては、１月２１日（木）ご逝去されました。 

菊地俊一さんにおかれましては、２月１０日（水）ご逝去されました。 

  尚、ご家族様のご意向で会員の皆様へのご連絡はいたしませんでした。 

     ここに、ご冥福をお祈りし、謹んでお知らせいたします。       合掌 

 

◇ 会 員 状 況： （２０１６年２月２３日現在) 

正 会 員   ２４６名  (男性２１０名、女性３６名） 

名誉会員      ３名 (男性   ３名、女性  ０名)  

合  計   ２４９名 （男性２１３名、女性３６名) 
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支 部 活 動 の 動 向  

◇ １２月 ９日（水） たより及び関係資料発送 

若林支部長、斎藤副支部長、高橋監事、長谷川・江刺・磯貝・渡辺・前田・

阿部・畠山各理事 

◇ １２月２１日（月） 第３回改革プロジェクト委員会 

         斎藤副支部長、磯貝・前田・畠山各理事 

◇ １月２５日（月） 臨時理事会（在仙理事のみ） 

         若林支部長、斎藤副支部長、高橋監事、樋口・長谷川・江刺・磯貝・渡辺・

阿部・前田・高柳・畠山各理事、 

◇ ２月２日（火） ＪＴＢ東北千葉代表取締役社長インタビュー（たより２月号取材） 

         前田・畠山各理事 

Ｊ Ｔ Ｂ と の 連 携  

旅行商品・ナイスギフトの購入・紹介時は、今回配布しました「お客様紹介シート」用紙に記入して販

売店にお渡し下さい。持参し忘れた場合は、各店舗（ＷＥＢ）にも用意がありますので、その旨お伝え下

さい。昨年に比べ、紹介実績が大きく下回っています。１件でも多くのご協力を宜しくお願いいたします。 

◇ お客様紹介運動実績（４月～１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 ％ 

12月分 20 60 1,439 1 6 2,513 21 66 3,952 79.2 

1 月分 11 23 1,905 1 2 502 12 25 2,407 88.2 

年度計 96 449 16,943 9 36 13,518 105 485 30,461 43.2 

１２月・1月分のご紹介者は、石黒 茂（２件）、伊東功夫、木村 良、後藤真由美、 

佐藤茂雄、佐藤 充、清野幸男（３件）、髙橋 翕、行川良人、根本 隆（７件）、 

樋口富子（８件）、堀 時男、堀野秀子、増子邦夫、若林秀敏、渡辺仁美、 

畠山 廣 の皆様です。 

◇ ナイスギフト取扱実績  

１２月分取扱 ７件 １７３，０００円  １月分取扱 ２件   ７０，０００円  

年度計（４月～１月） 取扱件数 ４８件  ２，４９８，０００円（前年比  90.6%） 

  １２月・１月分のご紹介者は、伊東功夫、蒲倉 博（２件）、佐藤重春、鈴木 剛（一関）、 

    長谷川健二（３件）、渡辺仁美 の皆様です。 

※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となります。 

 

懇 話 会 の 開 催  

申し込みは、FAX専用０２２-７１１－８８９０（BOB会東北支部事務局） 

尚、電話での申し込みは、℡022-218-4398又は携帯 090-7937-2298  渡辺仁美理事へ 

◇ 次回は、４月９日(土) 「仙台国際ホテル B1 カッチーヌ」１２:３０から 会費３,０００円 

詳しくは、同封の別刷り「懇話会」のご案内をご覧下さい。各担当から行事案内や JTB 東北か

らのお勧め旅行商品案内等もあります。皆様お誘い合わせの上ご参加をお待ちしております。 

 

◇ ２月２０日(土) 懇話会の参加者は、次の皆様です。 

佐藤正司、伊東功夫、早坂信克、櫻井勝男、若生勝芳、杉本矩雄、槻山智雄、佐藤茂雄、 

堀 時男、髙橋 翕、樋口富子、長谷川健二、石黒 茂、齊藤 修、磯貝辰男、渡辺仁美、

若林秀敏、阿部善幸、蒲倉 博、前田健二、宮本壽郎、高柳新一、畠山 廣（合計２３名） 
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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 

＜年間計画＞ 

① ４月１３日（水） 榴ヶ岡公園 お花見会    【カメラクラブ・釣友会合同企画】 

② ５月１１日（水） 利府竹の子掘りと筍料理三昧 

③ ６月上旬     西和賀ワラビ狩り    【やまびこ会・カメラクラブ合同企画】 

④ ７月３０日（土） キリンビール工場見学・一番搾り試飲 【カメラクラブ合同企画】 

⑤ ９月１５日（木） 利府梨狩り・芋煮鍋         【カメラクラブ合同企画】 

⑥１０月２０日（木） 紅葉の秘湯夏油温泉 湯めぐり（１泊２日） 

～２１日（金）             【やまびこ会・カメラクラブ合同企画】 

＜秘湯を訪ねて＞ 

２０１７年 １～２月予定 「冬の秘湯と雪見酒」（後日発表） 

 

春の「歩こう会」第１弾 募集中！！ 

      ＜釣友会・カメラクラブ・歩こう会 合同企画＞ 

４月１３日（水） 榴ヶ岡公園 観桜会 大募集！！ 

  集合時間・場所：１２：００ 榴ヶ岡公園  会費３，０００円 

★ 申込みは「歩こう会」の磯貝迄 携帯０８０－２８１７－１４４４ 

 

 続いて第２弾も募集開始します。 

 

５月１１日（水）「利府竹の子掘り体験と竹の子料理三昧」☆毎年大好評！！募集中   

仙台駅 9:04 発（列車内集合）＝＝JR＝＝9:28 利府駅・・・日本蜜蜂見学と蜂蜜試食 

・・・岡林邸竹林（竹の子掘り体験と絶品の竹の子料理三昧で懇話会）＝＝タクシー 

＝＝利府駅 14:00＝＝JR＝＝仙台駅 14:24 

※竹の子料理三昧（竹の子刺身・天ぷら・煮物・炊き込みご飯・竹の子汁） 

◎参加費：1,500 円（竹の子料理）別途 JR 乗車券・タクシー代（１台 1,000 円） 

★申込み先：０８０－２８１７－１４４４ 磯貝へ 

 

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

ゴルフを愛する皆さん、健康維持・増進と親睦を図る為にも新規の参加者を大歓迎します。 

＜年間計画＞ ゴルフ場：「グレート仙台カントリークラブ」（022-392-3505） 

① ３月２２日（火） 練習会      ② ３月２８日（月） 練習会  

③ ４月 ５日（火） 初打ち会     ④ ４月１８日（月） 春季大会  

⑤ ５月 ９日（月） 月例会      ⑥ ５月２４日（火） 月例会   

⑦ ６月 ６日（月） 月例会      ⑧ ６月２１日（火）  月例会   

⑨ ７月 ４日（月） 月例会      ⑩ ７月１９日（火） 夏季大会   

⑪ ８月 １日（月） 月例会      ⑫ ８月２３日（火） 月例会   

⑬ ９月 ５日（月） 秋季大会     ⑭ ９月２０日（火） 月例会   

⑮１０月 ３日（月） 月例会      ⑯１０月１８日（火） 愛好会杯   

⑰１１月 １日（火） 月例会      ⑱１１月１４日（月） 納会    
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◇ 釣 友 会     申し込みは、０２２-２７９-０７３１ 鈴木（剛）会員へ 

＜２０１６年度年間計画＞ 

① ３月 ８日（火） 新春放談会（かに正宗本町店 11：40）【カメラクラブ合同】 

① ４月１３日（水） お花見会（榴ヶ岡公園 12：00） 【カメラクラブ合同】 

② ５月１７日（火） 閖上港 大型漁礁       （赤地ガレイ） 

④ ５月２４日（火） 尾浦港出島周辺又は志津川日帰り（アイナメ、ナメタ） 

⑤ ６月１６日（木）［１泊２日］尾浦港出島周辺民宿泊（カレイ、アイナメ） 

⑥ ６月２８日（火） 尾浦港出島周辺又は志津川日帰り（アイナメ、ナメタ） 

⑦ ７月上旬～   ［１泊２日］数回予定 秋田道川沖 日本海真鯛釣り 

⑧ ７月１２日（火） 閖上港 大型漁礁 （マコ、赤地ガレイ） 

⑨ ９月 ６日（火） 暑気払い昼食会（場所後日 12：00） 

⑩ ９月２７日（火） 志津川湾日帰り ヒラメ船 （ヒラメ、イナダ、ソイ） 

⑪１０月２７日（木）［１泊２日］尾浦港出島周辺民宿泊（カレイ、アイナメ） 

⑫１１月 １日（火） 秋の松島湾ハゼ釣り 

⑬１１月２１日（月）［１泊２日］納竿会 志津川湾 『南三陸ホテル観洋』 

⑭１２月 ６日（水） 閖上港 大型漁礁 竿納め （赤地ガレイ） 

⑮１２月１３日（火） 忘年会：仙台市内      【カメラクラブ合同】 

⑯ ２月１３日（月） 仙台市内新年会：       【支部新春懇親会参加】 

⑰ ３月 ７日（火） 新春放談会（場所後日 12：00）【カメラクラブ合同】 

 

◇ 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 

☆ ２月２０日（土）＜参加者＞ ： １１名 

若生勝芳、伊東功夫、槻山智雄、佐藤茂雄、髙橋 翕、長谷川健二、齊藤 修、渡辺仁美、

若林秀敏、高柳新一、阿部善幸 

☆ 次回の愛唱会は、３月４日（火）１４：００～カラオケ館名掛丁店（℡022-212-6566）で開

催します。 ※申し込みは、担当伊東功夫会員 ℡０２２－２４５－０６１４F へ 

 

◇ 麻 雀 ク ラ ブ    申し込みは、０８０－６００４－２９１６ 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)でしたが、 

３月より、第 2 土曜日（奇数月 10：30～、偶数月 17：00）に変更して開催します。 

  １２月１６日（水）＜参加者＞ 若生勝芳、髙橋 翕、齊藤 修、磯貝辰男 

   １月２７日（水）＜中 止＞  

☆仙台泉地区 ：毎月１回 不定期開催 

１２月０１日（火）＜参加者＞ 鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

１月１２日（火）＜参加者＞ 鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

 ★新春麻雀大会 ２０名の参加で盛大に開催しました。 

  〇日 時：２月４日（木）  〇場 所 ：麻雀クラブ「万里」仙台駅前 

 ＜参加者＞：２０名（あいうえお順） 

石黒秀雄、磯貝辰男、伊東功夫、小幡紀男、木村 毅、木村 良、齊藤 修、作間清成、

清水義春、庄司 良、鈴木郁也、髙橋 翕、高橋 博、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 

〇成 績 ：優勝 渡辺武郎さん、準優勝 高橋 博さん、第３位 若林秀敏さん 
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＜２０１６年度年間計画＞ 

  夏季大会  ８月 ９日（火） 会場：雀荘「万里」 

  新春大会  １月２４日（火） 会場：雀荘「万里」 

 ※月例会：毎月第 2 土曜日（奇数月 10：30～偶数月 17：00～）雀荘「万里」で開催します。  

 

◇ 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 １２月１０日（木） ＜参加者＞ 今井省吾、佐藤正司、菱田貞一、 

★実施日  １月２１日（木） ＜参加者＞ 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 99回 12月 18日(金)の句会から 

・搦手の濠の翳りや枯蓮        小山 昭雄   季語=枯蓮=冬 

・数へ日や余白の多き日記帳     新田  創造   季語=数へ日=冬 

・包丁の刃毀れ残る師走かな      市川  隆   季語=師走=冬 

・紙縒よることも仕事や神迎      石黒  秀策  季語=神迎=冬 

第 100回 1月 29日(金)の句会から 

・氏神へ初松籟の一の坂       小山 昭雄  季語=初松籟=新年 

・菩提寺の梵鐘鳴らす小正月      新田 創造   季語=小正月=新年 

・山の湯の辛き地酒や去年今年     市川  隆   季語=去年今年=新年 

・せせらぎのひかりあつめて猫柳    石黒  秀策    季語=猫柳=春 

≪自由投句≫ 

・湯の街に薄雪つもる目覚かな    清野 馬子  季語=薄雪=冬 

・踏み入れる八十路の旅や初鏡    菊池ひろし  季語=初鏡=新年 

・冬草や語りつくせぬ夜を惜しみ   矢口 愛水  季語=冬草=冬 

 

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

みをお願いいたします。                          （石黒 記） 

 

◇ 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 

＜年間計画＞ 

① ４月１３日（水） 榴ヶ岡公園 お花見会       【歩こう会・釣友会合同企画】 

② ６月上旬     西和賀ワラビ狩り       【歩こう会・やまびこ会合同企画】 

④ ７月３０日（土） キリンビール工場見学・一番搾り試飲    【歩こう会合同企画】 

⑤ ９月１５日（木） 利府梨狩り・芋煮鍋            【歩こう会合同企画】 

⑥１０月２０日（木） 紅葉の秘湯夏油温泉 湯めぐり（１泊２日） 

～２１日（金）                【歩こう会・やまびこ会合同企画】 
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地 域 部 会 だ よ り  

◇ 青森「あすなろ会」 活動報告 

（１／２２）八戸支店勤務経験の会員が「ＪＴＢ東北八戸支店」を訪問し激励 

八戸支店勤務経験のあるＢＯＢ会員が東北各地から八戸に集結し、2 月末で閉店するＪＴＢ東

北八戸支店を訪れ激励をいたしました。八戸支店に集合した１０名の会員は、赤江支店長はじめ

社員の皆さんの永年の労苦を労い、支店の前で思い出

の記念撮影。その後は懇親会までの間を利用して、開

業５周年を迎えた八戸ポータルミュージアム「はっ

ち」まで徒歩で行き、思い思いに施設を見学しました。

懇親会では、それぞれの近況を報告し合い、八戸時代

の思い出に大いに盛り上がりました。最後に八戸沼館

ＩＹ店を応援することを確認して解散となりました。

忙しい中対応していただいた八戸支店の皆さんに感

謝申し上げます。ありがとうございました。 

（齊藤 記） 

＜参加者＞ ：１０名 （福島）清野幸男、高橋 信、 

（山形）堀 時男、（宮城）杉本矩雄、齊藤 修、 

（岩手）藤沢道男、（青森）武士沢俊一、出町 眞、 

村上隆敏、三浦豊光、（ＪＴＢ東北）赤江八戸支店長         

◇ 秋田「こまち会」 活動報告 

（１１／１３）「移動懇話会」を秋田市内川反「焼酎坊うお座」で開催   

今年の移動懇話会は、昨年同様に一泊二日で計画しておりましたが、予算と折り合わずやむな

く秋田市内での開催となりました。当日は麻雀同好会の月例会も設定されており、麻雀メンバー

は午前中から詰め切りです。移動懇話会には東北支部から前田健二理事が出席されました。前田

理事は昔一緒に仕事をした仲間であり、お酒が入ると話はますます盛り上がりました。話題はい

つもの事ながら健康問題が一番です。各人が身体に何らかの不調をかかえている故話しは尽きま

せんでした。宴は酒が進むにつけ盛り上がりましたが、来春 2月の懇話会での再会を約束して散

会しました。                               （大橋 記） 

＜参加者＞ ：１３名  鈴木基弘、佐藤忠次、石黒 茂、佐々木慶一、高橋喜孝、富山政一、 

小林 誠、相場堅一、古田重善、伊藤芳秋、大橋哲夫、【東北支部】前田健二 

【ＪＴＢ東北】法人営業秋田支店小林支店長           

 

編集後記 

これまで、「たより」は事務局の複写機で印刷しておりましたが、老朽化に伴って紙詰

まり等の不具合が多く発生したり、写真が奇麗に複写できない等により、折角皆様から

原稿や写真を提供いただいても大変申し訳なく思っておりました。次号から印刷会社へ

の外注（委託）により、より鮮明な画像でお届け出来ると思います。期待して下さい。 

＊＊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  TEL022‐３９８－２３１

１ 

FAX022‐３９８－２２４２  FAX022‐３９８－２１４

４ 

 

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 

 

       
 

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 
 


