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ＪＴＢグループ紹介コーナー 

＝JTB 東北代表取締役社長 森 吉弘様 就任ごあいさつ＝ 

ＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会東北支部会員の皆様、この度、千葉前社長

からバトンを受け継ぎ、ＪＴＢ東北の社長に就任した 森 吉弘（もり よ

しひろ）と申します。東北は私にとって初めての土地であり、着任以来毎

日が新鮮な驚きと感動に溢れております。日々新たな出会いに感謝しなが

ら、社業の成長と地域の発展のために力を尽くして参りたいと決意を強く

しているところです。会員の皆様におかれましては、どうかご指導ご鞭撻

の程よろしくお願い致します。 

改めまして、平素は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。 私は、多くの諸先輩方が長い歴史の中で築きあげてきた「地域とお客様

からの信頼と期待」を守り、次の世代にしっかりと継承していくことが、自身に課せられた最大

の使命だと考えております。 その覚悟をもってＪＴＢ東北の先頭にたち、地域の皆さまに愛さ

れ、社員が夢と希望をもって働き続けられる会社づくりを進めてまいる所存です。そのためには

とにかく「東北を好きになること」、その一念を大切に日々精進してまいります。  

２０１５年度は、海外旅行の不振が長期化した他、訪日外国人の急増によって大都市圏の宿泊

在庫が不足するなどの環境変化があり、旅行マインド全体が低下し、ＪＴＢグループの事業全体

に影響を及ぼしました。 東北においては、その傾向がより顕著に表れ、苦しい戦いを余儀なく

されました。今後、私たちの事業環境はますます多様化・複雑化・高度化が進み、競争も激しさ

を増していきます。私は、そのような中にあっても常に「お客様に寄り添う気持ち」を忘れるこ

となく、新たな価値づくりとその磨き上げに邁進してまいりたいと考えております。しかしなが

ら、私達社員だけの力には限界があります。成長を続けるためには、諸先輩方からの叱咤激励、

忌憚のないご意見が必要です。どうかよろしくお願い致します。 

着任後、約１ヶ月が経ちましたが、私が感じる東北の魅力については、美しい自然や固有の風

土、山海の幸は勿論のこと、一番の魅力は、実直で温もり溢れる「人柄」だということを強く感

じております。 会員の皆様方と一日も早く懇親を深め、各地を訪ねながら一つでも多くの魅力

に触れてみたいと強く願っております。また逆に、お近くにお越しの際は、是非お気軽に本社を

訪ねて頂けたらと思います。 7 月の総会時、多くの皆様と交流ができますことを今から心待ちに

しております。 

 

【 森 吉弘社長 プロフィール】 

  ♢ 生年月日  １９６０年２月１２日（５６歳） 名古屋市生まれ 

♢ 入社年月  １９８２年４月  ㈱日本交通公社入社  

♢ 主な職歴  中部営業本部総務課長、豊田支店長、ＪＴＢ中部 執行役員提携販売事業部長、

ワールドバケーションズ取締役中部販売本部長、ＪＴＢ東海代表取締役社長 

♢ 趣味     魚釣りを始めたいと考えています。ご指南いただきたいと思います。 

♢ 愛読書    様々なジャンルの本を読みますが、司馬遼太郎が好きです。 

♢ モットー    有言実行 
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元気な会員紹介コーナー（第４回） 
元気な会員紹介コーナー第４回目は、蒲倉福島地区担当理事からの推薦で、郡山市在住の国分利

恵会員を紹介いたします。JTB での添乗経験を活かして町内のボランティアで活躍されています。 

＝私の健康法・元気の秘訣＝ 郡山市 国分利恵会員（７１歳） 

◎現在どのような生活をされていますか？ 
一人娘が結婚をして近くにいますので、高校１年の孫（双子）の顔を見ながら娘のところに行く

のを楽しみにしています。ボランティアでは、色々なお手伝いをしてきました。一番長く務めた

のが大島交通安全母の会で、会長は２年間でしたが通算すると役員を２０年近く勤めました。地

域の交通安全に少しでも貢献できたのではないかと思っています。今年か

らは顧問になりましたので、少しは忙しさから解放されるかもしれません。 
もう一つは、国勢調査や労働力調査等の国の調査をする仕事です。平成２

７年度統計功労者受賞式・祝賀会が２月５日郡山ビューホテルアネックス

で開催され、福島県統計協会名誉会長賞をいただいてきました。他にも、

郡山地区社会福祉協議会大島支部では、在宅福祉サービス部長を務めてい

まして、一人暮らしのお年寄り８０人が参加する食事会の企画運営（年４

回開催）を行っています。これには JTB での添乗経験が役立っています。

百歳まで生きる運動講座や、お年寄りの為の交通安全教室、おやじバンド

やお琴の演奏等考えつくアトラクションを何でも実行して一緒に楽しんで

います。 
◎健康法・元気の秘訣は何ですか？ 
１０年前に病気をしてからは、それまでの肉や魚中心の食事から、野菜や海藻類を多めに摂る食

事に変えました。それが良かったのか至って健康です。運動は、特に決まった事をしている訳で

はありませんが、町内会のいきいき百歳体操やラジオ体操を私が中心で行っていますので、結構

な運動になっているのかもしれません。それから、興味のある事には何でも参加してみる事にし

ています。公民館でのアンチエイジングスクールや講演会や催しがあれば何でも聴きに行きます。

それに、季節ごとに梅や桜の花が咲けばどこへでも出かけて行きます。最近は、様々な懸賞に応

募して楽しいでいます。  
◎これからの夢・希望・目標等を教えて下さい。 
私が、日本交通公社に入社したのが昭和３９年で、東京オリンピックの年でした。新入社員の私

は、仕事を覚えるのが先でオリンピックを見る余裕などありませんでしたし、チケットがどこで

売っていたかも分かりませんでした。２０２０年の東京オリンピックでは、開会式は勿論ですが

日本の選手が活躍する競技は何でも観てこようと思っています。

特に、女子サッカーは最近テレビで応援していますので、是非

生の試合を観戦してこようと思っています。その為にも後４年

健康でいなければ・・・。                   
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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。 

 ＝ 三浦 均さん（２０１６年４月入会）宮城県仙台市青葉区在住 ＝ 

JTB 入社年：１９７４年４月   現勤務個所：JTB 東北本社（宮城県経済商工観光部出向） 

◎ 現在の生活（仕事・趣味・家族等）は？                          

（仕事）観光課と観光連盟協働事業の推進（仙台・宮城観光 CP・国内教育旅行 

  誘致・訪日外国人ｲﾝｾﾝﾃｲﾌﾞツアー誘致・教育旅行誘致など） 

（趣味）旅行・ドライブ・楽器演奏 
（家族）妻と二人暮らし 

◎在職中に一番強く印象に残っていることは？ 
郡山支店在任当時、会津の高校から、【会津人の足跡を訪ねる】をテーマで

修学旅行のコンペがありました。JTB ならではの企画は何か？と考えた末、在来線特急車両４８

５系国鉄色の車両を貸し切り、校章をヘッドマークにして走らせる企画を提案しました。実施に

当たっては、むつ市や会津斗南会と綿密な連携をとり、市長や斗南会長、市民の皆さんから大歓

迎を受けました。旧会津藩士の墓前で、剣舞隊（生徒）が、二年生全員と地元斗南会の人々が見

守るなか舞を奉納し、多くのむつ市民にも感銘を与えました。その時に古老の流した一筋の涙が

今でも忘れられません。 

 

 

２０１６年度 寿齢のお祝い申し上げます 

東北支部では、当年度年祝いにあたる会員の皆様のお名前を「たより」に掲載し、敬意と祝意を

表しています。会員一同、心から寿齢のお祝いを申し上げます。心身ともに健康で、ますますの

ご活躍を祈念いたします。 

寿齢の方々は、次のとおりです。 

卒寿（９０歳） 本田利信様 
米寿（８８歳） 鈴木 勲様 
傘寿（８０歳） 大森正治様、高橋 博様、金子善雄様、菊池 宏様、湊 士朗様、 

鈴木郁也様 
喜寿（７７歳） 石黒秀雄様、田島正義様、宮 正雄様、太田敏雄様、引地 修様、 

菱田貞一様、佐藤和彦様、六澤正利様、川上秀弘様、高橋俊宜様、 
藤沢一男様、小山昭雄様 

古希（７０歳） 齊藤 修様、佐藤利喜弥様、須藤義男様、宗形道弘様、高橋喜久男様、 
   佐々木慶一様、山田隆喜様、惠本一雄様、原田昇養様、藤沢道男様、 
   奥山美奈子様、石黒 茂様、南洞 稔様、高橋 信様 

還暦（６０歳） 該当者なし 

 

理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所  ４月９日(土)１１時００分から「仙台国際ホテルＢ１カッチーヌ」 
２ 議   題 

（１）報告事項 
①拡大理事会の報告 

     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） 
④JTB 東北 ４月１日付人事異動について（別記） 
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⑤２０１６年度寿齢対象者（別記） 
⑥会員増強委員会の活動経過報告について 
⑦２０１５年度お客様紹介運動個人別実績と顕彰について 
⑧その他 

（２）協議事項 
①２０１５年度支部活動報告（案）及び２０１６年度支部活動計画（案）について   
②２０１５年度活動収支決算報告（案）・２０１６年度活動収支予算（案）について   

     ③本日の「懇話会」の進行及び６月開催の「サロン」の開催内容について 
     ④本部ホームページへの「たより」掲載料について  

⑤その他 
 

お 知 ら せ  

㈱ＪＴＢ東北 人事異動について（４月１日付） 

【役員人事 2/26 発令】  正式には株主総会、取締役会等にて決定の運びとなります。 
㈱ＪＴＢ東北 代表取締役社長     森  吉弘  ㈱ＪＴＢ東海 代表取締役社長 
ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟 専務理事  千葉 幸洋  ㈱ＪＴＢ東北 代表取締役社長 

  【交流人事・本社発令 3/18 内命分】 

㈱ＪＴＢ東北            本郷  誠  ㈱ジェイティービー出向  
総務部 経営財務課長                総務部 総務担当マネージャー 

石巻あけぼの IY店長         鈴木 嘉奈  イオンモール天童店 副店長 

イオン山形北店長           山口 恵美  イオン山形北店 副店長 

イオンモール天童店長        鎌田 千恵  イオン山形北店長 

イオンモール三川店長        渥美 孝夫  営業部 調査役 

 

会 員 の 動 向  
◇ 新 入 会 員 

   陶山芳子 さん（山形べにばな会・鶴岡市  ４月入会） 

   鈴木正昭 さん（山形べにばな会・山形市  ４月入会） 

   三浦 均 さん（宮城県仙台市       ４月入会） 

   木幡信清 さん（宮城県仙台市       ４月入会）   

   佐藤勇一 さん（宮城県仙台市       ４月入会）※入会手続き中 

 

◇ 会 員 状 況： （２０１６年４月２０日現在） 
正 会 員   ２５１名 （男性２１４名、女性３７名） 
名誉会員      ３名 （男性   ３名、女性  ０名）  
合  計   ２５４名 （男性２１７名、女性３７名） 

 

支 部 活 動 の 動 向  

◇ ２月２４日（水） たより及び関係資料発送 
若林支部長、斎藤副支部長、長谷川・渡辺・前田・畠山各理事 

◇ ３月 １日（火） 第１回会員増強委員会＆女性部会設立準備委員会 
         渡辺・前田・畠山各理事 
◇ ３月 ９日（水） 第２回会員増強委員会＆女性部会設立準備委員会 
         渡辺・前田・畠山各理事 
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◇ ３月１６日（水） 今年度収支決算及び次年度予算打合せ 
         長谷川・渡辺各理事 
Ｊ Ｔ Ｂ と の 連 携  

旅行商品・ナイスギフトの購入・紹介時は、今月配布しました「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。昨年の紹介実績が大きく前年割れとなりました。今年度は１件でも多く紹介をお願いいたします。 

◇ お客様紹介運動実績（４月～３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 ％ 
2 月分 8 37 1,852  0 0 0 8 37 1,852 142.3 
3 月分 15 77 1,729 2 21 5,979 17 98 7,708 317.7 
年度計 119 563 20,524 9 36 19,497 130 620 40,021 53.9 

２月・３月分のご紹介者は、石黒 茂（２件）、遠藤敏男、大浪健一、小野寺栄子、木村 良、

清水義春、須藤義男、清野幸男、根本 隆（５件）、樋口富子（４件）、藤澤道男、 

堀 時男、堀野秀子（２件）、八木孝典、若松昭美、ＢＯＢ会、 の皆様です。 

◇ ナイスギフト取扱実績  

２月分取扱 ７件  ９５，０００円  ３月分取扱 １件  １０，０００円  

年度計（４月～３月） 取扱件数 ５６件  ２，６０３，０００円（前年比  93.6%） 

   ２月・３月分のご紹介者は、浅利 保、石黒 茂、磯貝辰男、佐藤重春（２件）、高柳新一、 

長谷川健二（２件） 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。 

◇２０１５年度お客様紹介運動取扱実績者（取扱額順、敬称略） 

   小関孝雄、遠藤敏男、須藤義男、根本 隆、武田守弘、畠山 廣、清野幸男、堀野秀子、

若林秀敏、清水義春、高橋 信、石黒 茂、長谷川健二、樋口富子、八木橋憲明、 

渡辺仁美、平塚正隆、鈴木 剛（一関）、高橋淑子、木村 良、阿部力尾、佐藤重春、 

八木孝典、市川悦子、安倍光一、庄司眞理子、高橋健治、藤沢道男、吉田正巳、川上秀弘、

蒲倉 博、南洞 稔、佐藤 充、片平安之、大浪健一、佐藤茂雄、行川良人、鈴木正利、

小幡紀男、磯貝辰雄、小野寺栄子、大橋哲夫、堀 時男、伊東功夫、後藤真由美、 

増子邦夫、高柳新一、高橋 翕、槻山智雄、高山良雄、中鉢孝男、菊池 宏、若松昭美、 

早坂信克、櫻井勝男、浅利 保、金子和弘、BOB 会、    

以上５８名です。ご協力ありがとうございました。 

  ※７月８日（金）の支部総会席上、取扱額の多い方々に若干の謝礼が贈呈されます。 

 

懇 話 会 の 開 催  

 申し込みは、FAX 専用０２２-２１２－５５８４（BOB 会東北支部事務局） 

尚、電話での申し込みは、  渡辺仁美理事（携帯 090-7937-2298）へ 

◇ ４月９日（土）「懇話会」会場：仙台国際ホテルＢ１カッチーヌ（１２：３０～１４：３０） 
 ４月の「懇話会」は、仙台国際ホテルの地下１階カッチーヌ（イタリアンレストラン）を会場

に、過去５～６年の中では最も多い３０名の参加をいただき開催しました。若林支部長の挨拶で

始まり、高圓総務担当課長（BOB 会幹事）からは JTB 東北の概況報告、そして櫻井勝男会員の

乾杯発声で会食となりました。その後、４月入会の新入会員３名の紹介、懇話会初参加の５名の

近況報告、JTB 東北営業部中村緑エリアマネージャーからは欧州クロアチア・スロベニアチャー

ター（９月３日出発）、知床・道東クルーズ（７月２６日出発）など JTB お勧め旅行商品の説

明がありました。最後に、親睦・広報・総務各担当理事より、活動報告と諸行事等の募集案内が

あり、佐藤茂雄顧問の中締めでお開きとなりました。今回は、ワインとイタリアン料理と言うこ
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れまでと違う雰囲気の中、飲み物もお話も

弾み、新しい会員も含め会員相互の交流も

深まったのではないかと思います。 
 また、懇話会に先立ち１１時３０分から

「新入会員向けセミナー」が開催されまし

た。３名の新入会員には、前田理事より支

部組織体制や年間活動計画などについての

説明がありました。新入会員の皆様には、

今後も様々な行事に積極的に参加して頂く

よう期待をしております。 
＜参加者＞ ： ３０名  
伊東功夫、早坂信克、田島正義、櫻井勝男、若生勝芳、

佐藤茂雄、佐藤 充、岡部修二、高橋健治、高橋正行、

板橋 博、小原 孝、堀 時男、髙橋 翕、長谷川健二、

江刺俊光、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、高柳新一、畠山 廣、

（新入会員）鈴木正昭、佐藤勇一、三浦 均、 
（ＪＴＢ東北）高圓総務担当課長、中村緑営業部エリア

マネージャー   

 

◇ 次回は、「ＢＯＢ会サロン」として、６月１１日(土)「仙台国際ホテル１階コーヒーハウス」

にて１４:００～１６：００の開催です。 会費：５００円（コーヒー＆ケーキ付） 
詳しくは、同封の別刷り「ＢＯＢ会サロン」のご案内をご覧下さい。尚、趣味・特技の作品展

示コーナーを設置します。出展をご希望の会員も、上記担当者に申し付け下さい。皆様お誘い合

わせのうえ多数の会員のご参加をお待ちしております。 
 
ク ラ ブ 活 動  

◇  申し込みは、ＴＥＬ ０８０-２８１７-１４４４ 磯貝理事へ 

【歩こう会・カメラクラブ合同企画】                               
◎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） 

 
【歩こう会・カメラクラブ・岩手やまびこ会合同企画】 

◎６月７日（火）西和賀“つきさわワラビ園”わらび狩り！！と温泉入浴 
＜行程＞ ★やまびこ会お勧めの「西わらび」この時期のワラビは最高の味です！！ 

仙台さくらの前（7:45 集合）8:00 発＝＝高速バス＝＝一関合同庁舎 9:14 着 
＝「やまびこ会会員乗用車に分乗」＝＝和賀湯本対滝閣 11 時着“つきさわワラビ園・ 
ワラビ狩り＝＝対滝閣（入浴・昼食）＝＝乗用車分乗＝＝一関合同庁舎＝＝高速バス＝＝ 
仙台さくらの前 16:30~17:00 頃 
参加費：5,000 円（ワラビ園入場料・昼食入浴・乗用車分乗経費）別途高速バス往復 2,700 円 
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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。 

☆ ゴルフコンペの成績 月例会・その他（参加者） 

３月２２日（火） 練習会  グレート仙台 CC 参加者：７名 
 優 勝 三浦源幸（G91、H15、N76） 準優勝 髙橋 翕  ３位 前田健二 
 他参加者：磯貝辰男、鈴木郁也、伊東功夫、市川博康、 
３月２８日（月） 練習会  グレート仙台 CC 参加者：９名 

  優 勝 小幡紀男（G89、H22、N67） 準優勝 髙橋 翕  ３位 鈴木郁也 
他参加者：三浦源幸、清水義春、前田健二、若生勝芳、市川博康、中鉢孝男、 

４月 ５日（火） 初打ち会  グレート仙台 CC 参加者：８名 
  優 勝 小幡紀男（G92、H22、N70） 準優勝 伊東功夫  ３位 髙橋 翕 

他参加者：佐藤茂雄、若生勝芳、三浦源幸、鈴木郁也、市川博康、 
４月１８日（月） 春季大会  グレート仙台 CC 参加者：１０名 

  優 勝 清水義春（G89、H16、N73） 準優勝 小幡紀男  ３位 若生勝芳 
他参加者：三浦源幸、髙橋 翕、市川博康、磯貝辰男、中鉢孝男、伊東功夫、鈴木郁也 

＜今後の予定＞ ゴルフ場：「グレート仙台カントリークラブ」（022-392-3505） 

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  
 

◇     申し込みは、０２２-２７９-０７３１ 鈴木（剛）会員へ 

＜釣りたより＞ 

○４／１３（水）お花見会：榴ヶ岡公園 【歩こう会・カメラクラブ合同】 

 満開の桜の下で、恒例のお花見会を開催し

ました。今年は、カメラクラブ・歩こう会と

の合同開催で、１５名と大変賑やかなお花見

会となりました。例年ですと、仙台榴ヶ岡公

園の桜の満開は１５日過ぎですが、今年は暖

冬の影響か５日頃から咲き始め、既に散り始

めの状態で、桜吹雪がお弁当の上に彩を添え

てくれる情緒溢れる宴会となりました。幹事

の皆さんには絶好の場所取りと温かい敷物の

配慮、そして美味しい弁当を調達して頂き感

謝いたします。        （記 畠山） 

＜参加者＞：１５名  
槻山智雄、田島正義、引地 修、佐藤和彦、鈴木 剛、齊藤 修、若生勝芳、髙橋 翕、

長谷川健二、三浦裕榮、若林秀敏、磯貝辰男、渡辺仁美、前田健二、畠山 廣 

＜今後の予定＞ 

５月２３日（月） 塩釜港（中根・大根漁礁）（アイナメ・マコガレイ等） 

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） 
 

    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 

☆ ４月９日（土）＜参加者＞ ： ９名   若生勝芳、伊東功夫、田島正義、髙橋 翕、 
齊藤 修、若林秀敏、高柳新一、三浦 均、阿部善幸 
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☆ 愛唱会は３月４日（火）カラオケ館名掛丁店（℡022-212-6566）で開催しました。 
＜参加者＞： ３名  伊東功夫、田島正義、髙橋 翕   
次回の愛唱会は、５月２０日（金）カラオケ館名掛丁店（℡022-212-6566）で開催します。 
※申し込みは、伊東功夫会員 ℡022-245-0614F 又は阿部理事 携帯 090-7333-7392 へ 

    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 2 土曜日（奇数月 10：30～、偶数月 17：00） 
雀荘「万里」(022－264－0249)で開催します。 

   ３月１２日（土）＜参加者＞ 若生勝芳、齊藤 修、若林秀敏、高柳新一 
☆仙台泉地区 ：毎月１回 不定期開催 

２月０１日（月）＜参加者＞ 鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 
３月０１日（火）＜参加者＞ 鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

   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  ２月１８日（木） ＜参加者＞ 今井省吾、佐藤正司、菱田貞一、 
★実施日  ３月１７日（木） ＜参加者＞ 今井省吾、佐藤正司、菱田貞一、 

   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 101 回 2 月 25 日(木)の句会から 

・笊に積む生地子こけしや春の雪    小山 昭雄  季語=春の雪=春 
・新聞を束ねて重し七日かな     新田 創造  季語=七日=新年 

・追憶の母の背中や揚雲雀       市川  隆   季語=揚雲雀=春 

・春の水穂高の山の峨峨とあり     石黒 秀策  季語=春の水=春 

第 102 回 3 月 23 日(水)の句会から 

・沈丁や橋の袂の喫茶店       小山 昭雄  季語=沈丁=春 
・新聞を束ねて重き余寒かな     新田 創造  季語=余寒=春 

・瀬戸内に逆巻く潮や雲の峰     市川  隆  季語=雲の峰=夏 

・雨霽れて一塔白し柳の芽      石黒 秀策  季語=柳の芽=春 
≪自由投句≫ 
・追億や三春の桜一分咲き      矢口 愛水  季語=桜=春 
・桃咲くや友厚ゆかり伊達郡     清野 馬子  季語=桃咲く=春 

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  

◇ 

（２／１４）新年会「弘前雪灯籠祭り見学」 

新年会を兼ね津軽一代様参拝と弘前雪灯籠祭り見学を実施しました。当日はこの時季では考え

られない雨模様の天気で、気温も１４度位まで上がる模様との事。朝青森から３名で雨の中スタ

ート。途中弘前市内で一人合流し大鰐大円寺へ行き、津軽一代様で個々に願い事参拝致しました。
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津軽には干支にまつわる神社お寺があって、自

分の生まれた年の干支を守り神とする信仰が有

り、大円寺は申年です。その後弘前公園へ、弘

前城お堀石垣改修の為､  天守曳きや後の最初

の祭りとあって大変賑わっています｡ 生憎の雨

とあって園内見学はパスし、現地集合の会員と

合流し「津軽藩ねぷた村」で昼食に。けの汁・

貝焼き味噌等の地元の懐かしい料理と地酒とが

相まって、昔の仕事話や健康・お身体の話し等

話題が尽きません。支部の活動の話し等どの位

話したでしょうか、お酒も空にして写真を撮り〆。（前回撮り忘れしたので今回は忘れられませ

ん） 雨で足元が悪い事もあり皆さんを自宅まで送り散会。帰りは雨も上がり晴れ間も覘いていま

した。                                   （宮本 記） 

＜参加者＞ ： ５名 太田敏雄、大坂勝弘、一戸 晃、伊藤米昭、宮本壽郎   

 

①  ６月２５日（土） 青森再発見・春コース（階上町、八戸キャニオン、三沢） 

②  ９月２４日（土） 青森再発見・秋コース（下北寒立馬、東通、六ケ所） 

③１１月２５日（金） 地区懇話会（青森市内） 
④ ２月１９日（日） 新年会（青森市内） 

 

① ６月 ７日（火） 西和賀わらび狩り【仙台歩こう会共同企画】 

②１０月２０日（木）～２１日（金）紅葉の秘湯夏油温泉湯めぐり【仙台歩こう会合同】   

③１１月２７日（日）～２８日（月）地区懇話会 

④ ２月１３日（月） 支部新春懇親会（仙台市：TKP ガーデンシティ仙台）へ参加 

◇  

① ５月中旬     第１回懇話会 

② ８月２０日（木） 納涼「暑気払い」懇話会  

③１０月下旬     地区懇話会 

④１２月１９日（土） 忘年「麻雀大会」（現役・ＯＢ） 

⑤ ２月１３日（月） 支部新春懇親会（仙台市：TKP ガーデンシティ仙台）へ参加  

⑥ ２月１９日（木） 新年懇話会 

※ 定例麻雀大会は、毎月第３木曜日に開催。 

 

◇  

①  月    地区懇話会（時期・場所は検討中）

 

◇  

① ４月２２日（金）（福島地区）花見山自由散策 うまか亭乙姫で会食 

② ４月２４日（日）（会津地区）花見会（喜多方道の駅） 

③ ８月      （会津地区）暑気払い 

④ ９月       地区懇話会１泊（いわき担当：場所未定） 

⑤１１月      （会津地区）芋煮会 

⑥１２月      （郡山地区）忘年会 

⑦ １月      （会津地区）新年会 
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会員たより 

“命のビザ”を繋いだもうひとつの物語～ユダヤ人避難を支えた JTB の役割～ を読んで 

     弘前市在住 八木橋真理子さん（八木橋憲明会員の奥様） 

先日、主人から「読んでみて」と渡されたのは１４ページで B６版ほどの小冊子でした。でも、

その中には壮大で胸に熱く染み渡る感動物語が綴られておりました。 

昭和１４年にリトアニアのカウナス日本領事館領事代理として着任した杉原千畝氏が、当時の

国策に背いて命がけのビザを発行し、『命のビザ』と言われたユダヤ人難民、約６千人を救った

話は、現在多くの日本国民に歴史的事実として知られるようになりました。しかし、苦難の末シ

ベリア鉄道でウラジオストクへ辿り着いたユダヤ人たちが、それからどのようにして日本へ上陸

したかについて、知っている人はそう多くはないとことでしょう。 

私もこの冊子を読み、在米ユダヤ人協会から依頼を受け、「人道的見地から引き受けるべきだ」

と決断したのが、戦前の JTB「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」だったと知りました。日本

海の荒波の中、命の危険と向かい合いながら連絡船にユダヤ人たちを乗せ、敦賀へと向かい、そ

こから横浜や神戸に送り届けた日本人たちがいたことに、気持ちが昂るのを抑えられませんでし

た。ユダヤ人の救済に係わった日本人は、ウラジオストク総領事代理の根井三郎氏、連絡船の船

長や船員、敦賀に設置された事務所の駐在員、添乗員などでした。彼らの勇気と強い信念にはた

だただ敬服するばかりです。 

冊子では、ジャパン・ツーリスト・ビューロー職員の大迫辰雄氏にスポットを当てています。

十ヶ月間、週一回の割で乗船し、船酔いに悩まされながら、数百人ものユダヤ人の名前をチェッ

クし、支給金を渡す任務を二十数回、約四千人のユダヤ人を無事敦賀へ避難させた方です。その

過酷な作業はいかばかりかと、情景が浮かぶたび胸が震えました。そして、想像してみました。

もしこの時代に自分がいて、夫がそうした仕事に従事していると知ったら、妻として杉原夫人の

ように後押しできただろうかということです。きっと軟弱な私は時代の空気に呑まれ、「危ない

真似はやめてください」と、泣きながら引き留めたにちがいありません。 

杉原千畝氏は帰国後、この件に一切触れぬまま八十六歳の生涯を閉じられました。大迫氏も、

長い間この出来事を口にすることはなかったそうです。ご子息の思い出話で、杉原氏は「大した

ことをしたわけではない。当然のことをしただけです」と語られ、大迫氏は冊子の中で、「自分

は任務をまっとうしただけ」と話されています。携わったほかの方々も、きっと同じように答え

たことでしょう。すばらしいことを成し遂げたのに、偉ぶらず謙虚で慎ましやかに生きた姿に、

私は日本人として本当に誇らしく思います。 

主人は人生の四十数年を貴社で過ごし、二年前に退職しました。JTB が創設されて百年が経ち、

その長い歴史の中でこのような偉業を成し遂げた JTB の元社員であったことを、主人も誇りに思

うと言っております。できることなら『命のビザ』のバトンを受け取った多くの日本人がいた事

実を、今の若者たちに、もっと知ってもらいたいと願ってやみません。 

平成二十八年三月三十日 記 

 

 

福祉担当からのお知らせ 

がん専門医が薦める 「現実的ながん検診」の選び方   １回目（３回連載予定） 

 その言葉は、ある日不意に言い渡される。「がん」。次の瞬間、多くの人は「死」を初めて実

感し、我が人生を改めて振り返る。今は日本人のおよそ半分が、なんらかのがんにかかる時代。

がんをきっかけに診察室で繰り広げられる人間模様とともに、がん治療の最前線を歩み続ける森

山紀之・東京ミッドタウンクリニック健診センター長がつづる、現代人に贈る生き方の道しるべ。 
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■「できるだけ早くがん検診を受けてください。そして継続を」  

これまでに、がんと診断された患者さんやその家族について、さまざまなエピソードをご紹介してき

ました。手術を経て今も元気に暮らしておられる人がいる一方で、もう少し早くがんを発見できれば、

別の人生もあったかと思える方も少なくありません。がんは予兆もなく発症し、ほとんど自覚症状も

なく進行していく。がん検診で「異常なし」だったとしても、一度受け始めたら、毎年継続して続け

ることが大切。 がん治療の効果を判定するうえでは、診断された後に治療が開始されてから５年後

に生存している人の割合を示す「５年後生存率」を、１つの医学的な指標にしています。現代のがん

治療は、がんだと診断された後の「予後」を統計的に踏まえ、最善の治療を選択していくことになり

ます。 当然ながら「５年後生存率」は、がんが発症した部位、進行の度合い、転移の有無、悪性で

あるか否かなどによって大きく異なります。統計的に見ると、進行がんでステージが進んでいた場合

は、やはり予後も悪くなる傾向があります。反対に言えば、早期に発見してすぐに治療を開始すれば、

良好な予後を期待できます。 長らくがんの専門医として多くの患者さんと接してきた私の考えを申

し上げると、「できるだけ早くがん検診を受けてください。そして検診は継続してください」と読者

のみなさんにお伝えするほかありません。 10 月は、厚生労働省が推し進めている「がん検診受診率

50%達成に向けた集中キャンペーン」の期間でもあります。そこで今回からは、私が考える『現実的

ながん検診の受け方』についてご紹介していこうと思います。私の経験を通じて、みなさんが抱えて

いる「がん検診」を受診するうえでの疑問や悩みを解決する助けになればうれしい限りです。 

■まずは日本人に多い「胃」「肺」「大腸」のがん検診を  
さて、ひと口に「がん検診を受けよう」と推奨しても、実際には「どんな検診を受ければいいのか」

といった悩みを抱えている人は多いに違いありません。 それもそのはずで、市町村などの自治体が

行う検診をはじめ、がん総合検診、さらには健康診断や人間ドックのオプションで部位ごとに受けら

れるものなどがあります。また、検査する方法も様々。X 線検査（レントゲン）、CT（コンピュータ

ー断層撮影装置）検査、MRI（磁気共鳴画像装置）検査、PET（陽電子放射断層撮影装置）検査、内

視鏡検査、超音波検査（エコー）、血液マーカー、喀痰（かくたん）検査、便潜血検査……などなど。

皆さんが、“お手上げ”になるのも致し方ありません。 そこで、私がお薦めしているのが、まずは、

日本人の罹患（りかん）率が高い「胃」「肺」「大腸」を対象としたがん検診を受診することです。

女性ならば、先の３つに「乳がん」「子宮がん」の検診を加えるといいでしょう。女性特有のがんに

ついては、また別の機会にご紹介します。 先に挙げた「胃」「大腸」「肺」の３部位は、「罹患率」

が高い半面、近年の医療の進歩によって「発見率」も飛躍的に上がり、早期治療も進んでいます。例

えばステージ１で発見された場合の「5 年後（相対）生存率」を見ると、胃がん 97.0%、大腸がん 98.7％、

肺がん 80.4％となります（数字は全がん協が発表した「部位別臨床病期別 5 年相対生存率 2001-2003
年症例」）。 こうした数字になじみがない皆さんにとっては、「ステージ１」をひとくくりに見て

しまいがちですが、そこには発症したばかりのがんから、「ステージ２」に近いものまでが含まれて

います。進行するほどに予後が悪くなる傾向があることからも、同じステージ１でも、できるだけ早

期に発見して治療を開始することの有効性がおのずとお分かり頂けるでしょう。 （次号に続きます）  
 

編集後記 
＊九州・熊本で大地震が連続して発生し多数の被害者がでております。被災されました皆

様には心からお見舞いを申し上げます。連日のテレビ報道を見ていますと、改めて防災

の備えが必要なことが分かります。東日本大震災から５年、会員の皆様も再度防災の点

検をされてみては如何でしょうか。 
＊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 ）  
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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 
 


