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２０１６年度「ＢＯＢ会東北支部通常総会・講演会・懇親会」（写真特集） 

 

通常総会審議風景（会場：ホテルＪＡＬシティ仙台） 

   
若林支部長あいさつ     ＪＴＢ東北森社長様    講演：鎌田由香准教授様 

 

お客様紹介運動表彰式（小関孝雄さん）  鎌田講師の「健康長寿」の話に熱心に耳を傾ける           
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（懇親会挨拶）若林支部長   ＪＴＢ東北吉田総務部長様  （乾杯）吾妻仙台支店長様 

  

    ご来賓の皆様懇談風景            （司会）磯貝・阿部両理事 

   

    

（中締め）石黒秀雄さん    （懇親会風景）総会も終了し和気あいあいの会員の皆様 
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２０１６年度「第４６回東北支部通常総会」開催 

 ２０１６年度東北支部通常総会は、７月８日（金）午前１０時よりホテル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４２名が出席するとともに、ＪＴＢ東北よ

りご来賓をお迎えいたしました。 

 総会は高圓幹事（ＪＴＢ東北総務担当課長）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、若林支部長の挨拶、ご来賓の森吉弘（株）ＪＴＢ東北代表取締役社長のご挨

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４名には森吉弘代表取締役社長よ

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、支部会則に則り若林支

部長が議長となり、議事に入りました。 

 渡辺仁美理事より２０１５年度活動報告、長谷川健二理事より収支決算報告、高橋翕監事より

監査報告、さらに２０１６年度活動方針（案）・収支予算（案）が同理事より提案され、いずれ

も原案通り可決承認され総会を無事終了しました。 

 引続き同会場にて、講師に鎌田由香准教授（宮城学院女子大学）をお迎えし「健康長寿へのワ

ンポイントアドバイス」を演題に講演会が開催されました。皆さん大変興味を持って聞き入って

おられました。 

 その後、同会場にてＪＴＢ東北及びＪＴＢグループ各社のご来賓１０名、会員３７名の出席の

もと懇親会を開催しました。若林支部長の挨拶に続き、ご来賓を代表して吉田裕幸（株）ＪＴＢ

東北執行役員総務部長よりご挨拶をいただき、吾妻秀俊ＪＴＢ東北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石黒秀雄さん（喜寿）よ

り中締めをいただき、すべての予定を終了いたしました。            

 

若林支部長あいさつ（要旨） 

本日の総会にご出席いただき厚く御礼申し上げます。 

また、ＪＴＢ東北より森社長様、吉田執行役員総務部長様にご臨席いただきました。本当にあり

がとうございます。 

初めに皆様にお願いがございます。４月に発生いたしました「熊本地震」では、OBの方々に家

屋倒壊を含め大きな被害が出ました。６月のたよりに掲載しましたが、本部新倉会長より災害義

援金ご協力のお願いがあり、会員の皆様にお声掛けをさせていただきました。東日本大震災の時

に、全国から２９５万円の義援金をいただきました。東北支部としても積極的に支援してまいり

たいと思っております。６月の理事会で東北支部としての義援金金額を２０万円とすることを確

認しました。本日皆様からご協力いただきました義援金との差額を支部より支出し、本部に送金

したいと思っております。総会受付のところに義援金の箱を用意しております。是非皆様のご協

力をお願い申し上げます。 

さて、本日は２０１５年度の総括と２０１６年度の取組を確認する場となっておりますが、少

し時間をいただいて皆様にご報告とお願いをさせていただきたいと思います。当支部の運営は、

皆様方からいただきました会費で運営されております。しかし、残念ながら、ここ数年収入より

経費支出が多い年が続き、不足分は繰越金を取崩して補てんしてまいりました。２０１６年度も

１６万円を繰越金から取崩す予算となっております。 

このような収支逆ザヤを解消するためには、２つのポイントがございます。一つは会費を納め

ていただく会員を増やすことです。二つ目は、お客様紹介を増やして JTB東北から頂く事務手数

料を増やしていくことです。一つ目の新入会員につきましては「会員増強委員会」の活動の成果

もあり、順調に増えております。しかし二つ目のお客様紹介運動につきましては苦戦しておりま

す。理事会としても、本日ご臨席いただいております森社長様や吉田部長様に事務手数料の見直

しにつきましてお願いをさせていただきたいと思っております。森社長様どうかよろしくお願い

いたします。しかし一番のポイントは更なるお客様紹介の拡大でございます。毎回たよりに「お

客様ご紹介シート」を同封しておりますが、是非会員の皆様にご活用いただき、更なるご支援と
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ご協力をお願い申し上げます。 

一方、中長期にわたってより多くの会員の皆様が様々な愛好会や同好会に積極的にご参加いた

だけますように、昨年度「改革プロジェクト委員会」を設置し、答申内容を皆様にご報告させて

いただきました。既に答申に基づき活発に取組んでおりますが、２０１６年度は理事会の中に「財

政検討委員会」を設置したいと考えております。原則「収入の範囲内での経費支出」を前提とし

つつ支部活動を財政面でどのように支えていくか、東北支部の財務の全項目にわたり議論をした

いと思っております。検討委員会での議論経過は理事会での確認を踏まえ、皆様に報告させてい

ただきます。 

最後になりますが、４年後の２０２０年度が東北支部創立５０周年の節目の年度を迎えます。

そのために５０周年記念行事を目的に周年事業積立金を２０１６年度に予算化したいと考えて

おります。その金額は去る２０１３年度に本部から活動助成金として配布された５０８，０００

円で、過去３年間繰越金として計上してまいりましたが、記念行事のために、一般会計とは別枠

に予算化したいと思いますので会員皆様方のご理解をお願いする次第です。 

今日は「総会・講演会・懇親会」と盛りだくさんですが、最後までよろしくお願いいたします。 

 

総会・懇親会出席者  

☆ご来賓  

 ㈱ＪＴＢ東北 代表取締役社長              森   吉弘 様 

 ㈱ＪＴＢ東北 執行役員総務部長             吉田 裕幸 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       高橋 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デザイン 東北営業局長    本郷  大 様 

 ㈱ＪＴＢ東北 総務担当課長（ＢＯＢ東北支部 幹事）   高圓 憲一 様 

 

☆講演会講師 

 宮城学院女子大学 生活科学部 食品栄養学科 准教授    鎌田 由香 様 

 

☆会 員（敬称略、五十音順、アンダーラインは総会のみ出席） 

 安倍光一、阿部善幸、壱岐ひろみ、石黒 茂、石黒秀雄、磯貝辰男、板橋 博、伊東功夫、 

 伊藤雄一郎、今井省吾、江刺俊光、蒲倉 博、紙谷義和、国友研一、小関孝雄、齊藤 修、 

 桜井勝男、佐藤茂雄、佐藤正司、佐藤 孝、佐藤勇一、清水義春、杉本矩雄、 

鈴木 剛（一関）、鈴木正昭、鈴木喜雄、髙橋 翕、高橋淳悦、中鉢孝男、槻山智雄、 

長谷川健二、畠山 廣、樋口富子、菱田貞一、堀 時男、前田健二、増子邦夫、三浦源幸、 

宮本壽郎、若林秀敏、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メディアリティーリング東北支店、 

 ㈱ＪＴＢ商事東北事業部、㈱ＪＴＢコミュニケーションデザイン東北営業局、 

㈱ＪＴＢライフネット仙台営業所、 
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お知らせ（熊本地震義援金関連） 

２０１６年７月２１日 

ＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会 会員の皆様へ 

                      ＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会会長 新倉 武一  

平成２８年熊本地震 災害義援金のお礼とご報告 

このたびの熊本地震により被災されました会員の皆様や、そのご家族、関係者の方々には、心

からお見舞い申し上げます。 

当会では、熊本地震により被害を受けられた方々を支援するため、各支部を通して全国の会員

の皆さんに義援金のお願いをいたしました。その結果、短期間にも係らず皆さんからお預かりし

た義援金が１５９万円余りにのぼりました。たくさんのご支援ご協力、本当にありがとうござい

ました。なお、お預かりした義援金は７月１５日に九州支部総会の席上で支部にお渡ししたこと

をご報告します。 

被災地の一日も早い復興をこれからも応援していきましょう。            

以上 
 

＊通常総会でお約束しましたとおり、東北支部としての義援金２０万円は本部に送金しました。

支部内の募金活動では、各地域のご協力を含めて総額１９３，０００円となりました。 

会員の皆様のご協力に感謝いたします。大変ありがとうございました。 

ＪＴＢグループ紹介コーナー 

今回のＪＴＢグループ紹介では、今ＪＴＢの店頭でキャンペーンを展開している『旅プリカ』

について本社高圓総務担当課長にお聞きしました。同封しました「ローソンチャージキャンペー

ン」チラシも併せてご覧下さい。 

＝ 『旅プリカ』を利用（貯めて）してお得に・便利に・安心して次の旅へ ＝ 

◎旅プリカとは？ 

JTB のトラベルポイントカードにプリペイドカード機能が付いてパワーアップ、プリペイドにチ

ャージをするとポイントがたまり、たまったトラベルポイントで次の旅行へ利用できる『お客様

のライフスタイル、利便性を考え、新たな価値を高める JTB の販売方法』です。 

◎クレジットカードとの違いは？ 

クレジットカードは後払いですが、旅プリカは予めチャージされた金額の範囲での支払いで利用

できるカードですので、残高を超えて利用はいただくことはできませんが使いすぎない安心と現

金にはないメリットがあります。 

◎ポイントは？ 

・旅行や日常のシーンでポイントが貯まりお得です。 

・現金を持ち歩かなくてすみます。 

・プリペイドで限度額があるので安心して利用できます。 

・チャージしてポイント、JTB ホームページインターネット予約または JTB グループ販売店で使

ってさらにポイントが増えます。 

 

○お近くのローソンでチャージできるキャンペーンを９月３０日まで行っております。 

※詳しくは、同封しましたローソンチャージキャンペーンチラシを参照して下さい。 

○ＭＹ ＪＴＢ利用登録をしてからとなりますので未登録・ご不明の場合は、お近くのＪＴＢの

販売店スタッフにお問い合わせ下さい。 

○ＢＯＢ会員の皆様には、ご家族様のご旅行やお仲間とのご旅行に予めチャージしておくことを

お勧めいたします。尚、ご旅行の際には「お客様紹介シート」を忘れずに販売店担当者にお渡し

下さい。 
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元気な会員紹介コーナー（第６回） 

今回は、秋田地区担当石黒理事からの推薦で、秋田市在住の佐藤忠次会員を紹介いたします。現

在は自家農園での野菜作りと檀家の方々の旅行実施などお客様紹介にも協力いただいています。 

＝私の健康法・元気の秘訣＝ 秋田市 佐藤忠次会員（７２歳） 

◎現在どのような生活をされていますか？ 

妻と二人の慎ましく、穏やかな年金

生活をしております。週間予定は、日

曜日は妻と１週間分の買い物です。そ

の他好天のとき、３～４日は自宅より

20 分の所にある畑へ行き土と戯れたり、

雑草と格闘したり、と土まみれ、汗ま

みれになって１７種類の野菜と蕎麦作

りに励んでおり、優雅な晴耕雨読の生

活を行っています。 

月単位では第三水曜日はＯＢ５～６

名が集まる親睦麻雀に参加しています。

第四土曜日は当福寺土曜会（注１）に

参加し、日中は麻雀、夕方よりお寺で

お経を唱え、ご住職の説教を頂戴し、

夕食会での雑談会では旅行の相談等を行っています。これが、私の一ヵ月の予定です。 

 注１「当福寺土曜会」 

平成４年、浄土宗大本山「知恩院」にて、山門の落慶法要が行われ檀家の方々を対象に４

５名の参詣団で行ってまいりました。帰着後反省会があり、参加者の中で有志（35名）が

集まり、お寺の旅行会として発足したものです。私は特別顧問として登録され、現在まで

の２４年間にわたり、浄土宗七大大本山を始め浄土宗関連の地への旅行を行って来ました。 

 

◎健康法・元気の秘訣は何ですか？ 

起床前、布団の中（上）で、40～60 分関

節を主に柔軟体操をしてから起床をこ

ころがけています。 

食事は妻が低カロリーを考え無農薬で

作った野菜を利用して体によい料理を

作ってくれます。 

又、趣味の野菜作りは適度な運動と自然

の綺麗な空気が体に栄養を与えてくれ

ます。 

 

  

◎これからの夢・希望・目標等を教えて下さい。 

来年で結婚五十周年（金婚式）になります。妻と二人で元気に迎えられる事と、娘夫婦との記 

念旅行（京都）を計画しております。お互いに体に注意してこれからの人生を過ごしたいと思っ

ています。 

 写真（右上）・・・かたくりの里（西木村）にて 

 写真（左下）・・・私の野菜・蕎麦の畑（約１００坪） 
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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。 

＝ 佐藤 勇一さん（２０１６年４月入会）宮城県仙台市在住 ＝ 

JTB 入社年：１９７０年４月  現勤務個所：一般社団法人石巻観光協会 

◎現在の生活（仕事・趣味・家族等）は？ 

（仕事）自分の仕事のまとめとして JTB で得たノウハウと人脈を生かして

故郷である石巻市の観光事業に貢献したいと思い 2015年 3月協会に就職

いたしました。本年石巻市より「石巻市産業復興支援員(観光)」の委嘱

を受け市の仕事にも参画しています。 

（趣味）食べ歩き(酒飲み含む)、映画鑑賞(邦画)、読書(マンガ) 

（家族）石巻市に単身赴任中、妻は仙台の自宅、息子・娘は婚活中。孫無 

◎在職中に一番強く印象に残っていることは？ 

転勤 13 回うち社外出向 4 回、JTB では営業店、営業本部(海外旅行課)、本社(団体顧客部営業

2部)、提携販売、ASK、GMTに勤務、社外出向はえさし藤原の郷(開設)、仙台商工会議所(国際会

議事務局次長)、天元台(常務取締役・その後米沢市へ無償譲渡)、東北経済連合会(地域政策担当

部長・東北広域観光推進協議会設立)など多種多彩な仕事をさせていただき JTB 社内に係わらず

社外にも多くの人たちとの関わりが出来た。この人たちとの交流は自分の人生での一生の宝物だ

と感謝している。 

  

＝ 中村 厚夫さん（２０１６年５月入会）岩手県盛岡市在住 ＝ 

JTB 入社年：１９７２年４月   現勤務個所：岩手県商工会議所連合会 

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

（仕事）現在は、岩手県商工会議所連合会で、「いわて観光キャンペーン観光コーディネーター」

として、盛岡商工会議所を拠点に岩手県の観光振興に携わっています。ＪＴＢグループからは

完全に離れ、初めての全くの異業種で仕事に従事しています。毎日が、チャレンジの連続です。 

（趣味）１年に 1～2回渓流釣りに行くだけが趣味といえば趣味です。 

（家族）今年４月に下の子供が就業しました。自宅で妻と二人の生活になりました。 

◎在職中に一番強く印象に残っていることは？ 

初めての海外旅行で香港に行ったとき、本当に日本以外の地に人が住んでいる国があることを、

自らの目で確かめ、感動したことです。  

 

理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所  ８月６日(土)１１時００分から「菜時季大原」 

２ 議   題 

（１）報告事項 

①通常総会＆懇親会の収支報告 

     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） 

④熊本地震義援金について（前記「お知らせ」を参照）  

（２）協議事項 

①新春懇親会の計画について （詳細は、１０月の理事会で決定のうえご連絡します） 

 開催日：２０１７年２月１３日（月） 

会 場：仙台市 ＴＰＫガーデンシティ仙台（仙台駅前アエル３０階）  
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     ②通常総会＆懇親会の総括について 

     ③財政検討委員会について  

      お客様紹介事務手数料の改定（増額）についてＪＴＢ東北に要望書を提出します。 

④全国ゴルフ大会について 

⑤その他 

ＢＯＢ会本部主催行事募集のお知らせ 

第３回全国ゴルフ大会の募集について 

◎開催日：２０１６年１０月１３日（木） 

◎開催地：ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場（中部国際空港から車で約６０分） 

※詳細は支部担当高橋監事（携帯 080-1811-9179）へ問い合わせ下さい。 

第３回フォトコンテスト作品募集について 

 ◎応募テーマ： （Ａ）「旅」部門   （Ｂ）自由テーマ部門 

 ◎応募期間： ２０１６年９月１日（木）～１０月３１日（月）２か月間 

 ◎応募形態： デジタル又はプリント（Ａ４又は２Ｌサイズ）で一人３点まで応募可  

 ◎応募方法： 「ＢＯＢ会本部事務局フォトコンテスト」係へメール又は郵送で 

  ※詳細は、本部ＨＰ:jtbob.com 又は支部担当畠山（携帯 080-5578-5920）へ 

  

委員会活動報告 

女性部会設立準備委員会：女性会員との懇談会の報告について 

 ５月１８日（水）仙台市内にて、在仙女性会員４名と渡辺理事が懇談会を開催しました。 

ＢＯＢ会の支部活動に女性会員が参加し易くするための様々な意見を集約する事が目的です。併

せて女性会員の加入促進策についても意見を伺いました。 

 女性会員からは、「現在の活動では“歩こう会”が参加し易い」「季節毎に旬の食事を企画に

入れて欲しい」「一人では参加し難いので、同伴者（家族や友人）も可能にして欲しい」「会員

以外も可能ならば“たより”で広報して欲しい」等の意見が出されました。 

 これらの意見をもとに、６月の理事会で今後募集する活動では、会員以外の参加費（実費）を

明示して広く参加者を募ることを確認しました。 

 また、女性会員の加入促進策では、「入会した場合のメリット等を一枚の紙に纏めて貰えれば

協力できる」との意見がありましたので、会員増強委員会で対応してまいります。 

今後も、女性会員及び未加入ＯＧのご意見を伺っていきます。   【女性部会設立準備委員会】 

 

会 員 の 動 向    

◇ 新 入 会 員 

   後藤太久雄さん（福島しゃくなげ会：須賀川市） ７月入会   

◇ 会 員 状 況： （２０１６年７月３１日現在） 

正 会 員   ２５６名 （男性２１８名、女性３８名） 

名誉会員      ３名 （男性   ３名、女性  ０名）  

合  計   ２５９名 （男性２２１名、女性３８名） 

支 部 活 動 の 動 向  

◇ ６月１５日（水） たより及び関係資料発送 

斎藤副支部長、長谷川・磯貝・渡辺・阿部・前田・畠山各理事 

◇ ６月２７日（月） 通常総会参加者集計作業 斎藤副支部長、磯貝・渡辺・畠山各理事 
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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。国内・海外旅行の紹介は前年実績を上回ってきましたが、ナイスギフトが前年実績に届いており

ません。旅行・ギフトの購入予定がありましたら最寄りの店舗に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（６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 13 95 2,414  2 4 1,441 15 99 3,855 202.5 

7 月分 13 72 3,001 0 0 0 13 72 3,001 343.5    

年度計 37 224 8,614 3 5 1,506 40 229 10,120 131.2 

６月・７月分のご紹介者は、安倍光一、石黒 茂（４件）、小野寺栄子（２件）、 

狐崎忠介、小関孝雄、佐藤勇一（３件）、庄司眞理子、鈴木正昭、南洞 稔、 

根本隆（５件）、古川秀一、堀野秀子（２件）、吉田正巳、若林秀敏、渡辺仁美、 

ＢＯＢ会 の皆様です。 

◇ ナイスギフト取扱実績  

６月分取扱 ５件  １５３，０００円  ７月分取扱  ６件 ２７５，０００円  

年度計（４月～７月） 取扱件数 ２１件  ６８３，０００円（前年比  64.1%） 

   ６月・７月分のご紹介者は、蒲倉 博、狐崎忠介、佐藤重春、須藤義男、清野幸男、 

長谷川健二（３件）、渡辺仁美、ＢＯＢ会（３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。 

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） 

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

◇ ８月６日（土）懇話会（暑気払い）会場：菜時季大原 

今回は、寿齢対象の方を優待しての開催となりました。参加者は次の方々です。 

＜参加者＞ ： ２６名 （アンダーラインは、寿齢対象の皆様です） 

佐藤正司、杉本矩雄、早坂信克、伊東功夫、田島正義、菱田貞一、若生勝芳、櫻井勝男、 

佐藤 充、佐藤茂雄、佐藤勇一、板橋 博、堀 時男、髙橋 翕、樋口富子、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 

◇ 次回「懇話会」は、１０月８日（土）仙台国際ホテルＢ１「カッチーヌ」にて 

１２:３０～１４：３０の開催です。 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。皆様お誘い合わせのうえ多数のご

参加をお待ちしております。尚、年間申し込みをされている会員は欠席の場合のみ連絡下さい。 

ク ラ ブ 活 動  

◇ 歩 こ う 会    申し込みは、ＴＥＬ ０８０-２８１７-１４４４ 磯貝理事へ                            

（６/７） 山菜の王様「西和賀ワラビ狩り」（カメラクラブ・やまびこ会共同企画）            

８：００発の一関行き高速バスに勇んで乗り込みました。合同庁舎前で下車、一関組（南洞さ

ん・鈴木剛さん・扇さん）と合流し、ご用意いただいた乗用車３台に分乗し湯本温泉対滝閣に向

け出発です。天気も暑すぎず上々の中、係りの女性による説明を聞き皆さん一斉に「わらび園」

に出陣しました。約１時間「良質のワラビ」を求め一心不乱にワラビ狩りを堪能し、それぞれが
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検量の結果「１～1.5 ㎏の良質ワラビ」を確保できました。対滝閣に凱旋し新設の大浴場で汗を

流し、ワラビをメインに山菜料理・冷えたビールで乾杯！！気分は最高です。お世話頂きました

「やまびこ会」の皆様に、感謝・感謝の１日でした。     

※尚、写真は１３ページ「やまびこ会」活動報告に掲載しました。    （磯貝 記） 

＜参加者＞ 鈴木 剛、扇 要治、南洞 稔、古舘裕治（夫妻）＝やまびこ会 

佐藤茂雄、斎藤 修、若林秀敏、三浦裕栄、渡辺仁美、磯貝辰男   １１名 

（７/３０）歩こう会「キリンビール仙台工場見学とキリン一番搾り試飲」 

梅雨明け本番の暑さの中、JR 多賀城駅に１３名様が集合、早速夏休みで満員の送迎バスでキ

リンビール仙台工場へ。案内役のミスキリ

ンビール嬢より「キリンビール仙台工場見

学ポイント」の説明を受け出発。冷房が効

いた館内を「麦芽の試食・ホップの香り体

験」・「キリン一番搾り麦汁と二番搾り麦

汁の味わい比べ」「缶ビールの蓋を閉じる

器具の体験」等構内を約５０分にわたり熱

心に見学。喉も渇き待望の試飲コーナーで

出来立てのキリン一番搾りで乾杯。中ジョ

ッキ３杯をアット云う間に飲み干しました。

その後ビアレストランに席を移し２時間の

飲み放題は、ビール・ワイン・お酒・焼酎

と宮城の地産地消食材の料理と充実の内容

で、大満足の一日でした。 

来年も企画したら！と要望の声が・・。ホロ酔い気分での解散となりました。（磯貝 記） 

＜参加者＞ 若生勝芳、髙橋 翕、樋口富子、高橋健治、長谷川健二、櫻井勝男、齊藤 修、 

若林秀敏、三浦裕栄、前田健二、高柳新一、白鳥きゑ子、磯貝辰男  １３名 

◎９月１５日（木）歩こう会「利府梨狩り・豚汁・座禅体験」カメラクラブ合同企画 

利府駅前 9:30……梨の古木……郷土資料館……臨済宗妙心寺派・天祥寺（座禅体験） 

……観光協会直営梨園（梨もぎ・芋煮会）……利府駅 14:30 

参加費：会員２，３００円（会員以外の同伴者 ２，８００円） 

≪梨狩り・座禅体験・豚汁炊き込みご飯・飲み物代を含む、ＪＲ代は個人負担≫ 

◎歩こう会「紅葉真っ盛り岩手県の秘湯夏油温泉を訪ねて」 

10月 20日（木）～21 日（金）１泊２日（カメラクラブ・やまびこ会合同企画）！！ 

 10/20 仙台駅東口 73 番 13：00＝＝宮城 IC＝＝「高速バス」＝＝北上駅 15：00＝＝ 

（旅館送迎車）＝＝＝夏油温泉観光ホテル着 16：00  

10/21 夏油温泉 10：00＝＝（旅館送迎車）＝＝北上駅 11：00（北上市立公園展勝地散策 

・昼食）北上駅 14：49＝＝「高速バス」＝＝仙台駅東口 16：50 

参加費：会員１２，８００円（会員以外の同伴者 １３，８００円） 

（内訳）宿泊費（10,800 円・飲物代 2,000 円）高速バス代 4,500 円及び昼食代は各自負担 

※申込先：磯貝理事（携帯）０８０－２８１７－１４４４ 

◇ 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。 

☆ ゴルフコンペの成績 月例会・その他（参加者） 

６月２１日（火） 月例会  グレート仙台 CC 参加者：１１名 

 優 勝 中鉢孝男（G90、H20、N70） 準優勝 鈴木郁也  ３位 髙橋 翕 

 他参加者：市川博康、小幡紀男、三浦源幸、清水義春、磯貝辰男、小山昭雄、佐藤茂雄、 

      佐藤 孝 



 11 

７月 ４日（月） 月例会  グレート仙台 CC 参加者： ７名 

  優 勝 鈴木郁也（G103、H29、N74） 準優勝（Ｍサークル）３位 髙橋 翕 

他参加者：市川博康、小幡紀男、伊東功夫、三浦源幸、中鉢孝男 

７月１９日（火） 夏季大会  グレート仙台 CC 参加者：１１名 

  優 勝 若生勝芳（G79、H7、N72） 準優勝 髙橋 翕  ３位 磯貝辰男 

他参加者：伊東功夫、小幡紀男、清水義春、小山昭雄、市川博康、佐藤 孝、三浦源幸、 

鈴木郁也 

８月 １日（月） 月例会  グレート仙台 CC 参加者： ８名 

優 勝 三浦源幸（G83、H10.8、N72.2） 準優勝（Ｍサークル）３位 小幡紀男 

他参加者：髙橋 翕、市川博康、鈴木郁也、中鉢孝男、伊東功夫、磯貝辰男 

＜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） 

⑫ ８月２３日（火） 秋季大会    ⑬ ９月２０日（火） 月例会  

 

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

＜釣りたより＞ 

○６／１６（木）～１７日（金）女川・出島民宿１泊釣行（マコガレイ・アイナメ） 

 ＜参加者＞： 槻山智雄、引地 修、佐藤和彦、鈴木 剛、齊藤 修 ５名 

○７／１６（土）～１７日（日）秋田・道川沖 日本海真鯛１泊釣行  

 ＜参加者＞： 引地 修、佐藤和彦、齊藤 修  ３名   

＜今後の予定＞ 

９月 ６日（火） 暑気払い昼食会１２：００～（場所：後日） 

９月２７日（火） 志津川湾日帰り マルカノー乗合船（ヒラメ釣り） 

◇ 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 

○７月８日（金）＜参加者＞伊東功夫、髙橋 翕、樋口富子、三浦源幸、安倍光一、佐藤茂雄、 

長谷川健二、磯貝辰男、若林秀敏、渡辺仁美、中鉢孝男、高柳新一、阿部善幸 １３名 

○８月６日（土）＜参加者＞田島正義、若生勝芳、髙橋 翕、長谷川健二、佐藤茂雄、齊藤 修、 

   佐藤 充、渡辺仁美、若林秀敏、板橋 博、佐藤勇一、高柳新一、阿部善幸 １３名 

☆次回愛唱会開催日 ９／２（金）14：00～仙台駅前カラオケ会館にて 申込先/伊東功夫会員 

         

◇ 麻 雀 愛 好 会    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。 

   ６月１１日（土）＜参加者＞ 菱田貞一、齊藤 修、若林秀敏、高柳新一 

７月０９日（土）＜参加者＞ 菱田貞一、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 

６月０１日（水）＜参加者＞ 鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

７月２２日（金）＜参加者＞ 鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

◆２０１６年夏季麻雀大会の報告 

 ☆日 時  ２０１６年８月９日（火） ☆場 所  麻雀クラブ「万里」 

 ＜参加者＞磯貝辰男、伊東功夫、扇 要治、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、鈴木 剛、髙橋 翕、南洞 稔、 

      菱田貞一、若林秀敏、若生勝芳、渡辺武郎、渡辺仁美、高柳新一 ２０名 

 ＜成 績＞ 優勝 高柳新一  準優勝 若林秀敏  ３位 木村 良 
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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１６日（木） ＜参加者＞ 今井省吾、佐藤正司、菱田貞一、 

★実施日  ７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 105回 6月 13日(月)の句会から 

・追分に水の集まる芒種かな     小山あきお  季語=芒種=夏 

・大岩に波砕け散る薄暑かな     新田 創造  季語=薄暑=夏 

・朽舟や川の澱みの糸蜻蛉      市川  隆  季語=糸蜻蛉=夏 

・薫風に立つる岬の白毛かな     石黒 秀策  季語=薫風=夏 

第 106回 7月 11日(月)の句会から 

・生ハムとシャブリワインと巴里祭  小山あきお  季語=巴里祭=夏（パリーさい） 

・離陸機の轟音梅雨の明けにけり   新田 創造  季語=梅雨=夏 

・川端の夕暮はやし青葉木莵     市川  隆  季語=青葉木莵=夏 

・深山晴分水嶺の緑かな       石黒 秀策  季語=緑=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 

（７／３）青森再発見春「階上町」コースを実施 

今回は、県最東南端階上町を巡るコースです。天気予報では傘マークの雨でしたが少しずつ

青空が見え、階上到着の頃は快晴、そして夏日です。青森駅で弘前から参加の３名、青森参加

の３名が合流し、八戸参加の３名との合流場所「八戸キャニオン（八戸鉱山）」へ向け出発。

途中小川原湖道の駅で休憩。車内では久し振りの再会に色々な話題が、そして微かにお酒の匂

いも？「八戸キャニオン」は石灰の露天掘で全国唯一の鉱山です。海面下１７０m まで巨大

な穴が掘られ、その雄大な景観には圧倒されます。そして採掘された石灰石は地下トンネルに

依り八戸市街の地中を通り、１０K

先の八戸港まで運ばれているとの

事。武士沢さんがバンフレットと案

内テープを用意してくれていまし

た。ありがとうございました。 

階上町は「巨木の郷」と言われ町

内には２４本の巨木があるそうで

す。その中から推定樹齢８５０年の

「茨島のトチノキ」推定樹齢１００

０年幹周り１３ｍの「銀杏木窪の大

銀杏」を見学。自然の力？を感じま

す。その間に鎌倉時代に高僧行基が

開山した「寺下観音堂」を参拝。江戸時代に作られた梵鐘が現存しています。県で一番早く朝

日が昇る「小舟渡(こみなと)海岸」へ移動。有名な「いちご煮祭り」もここで開催されます。

天気も快晴、気温も３０度近く迄上がっているようですが、太平洋からの海風のおかげで爽や
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かな日差しに感じられます。白い灯台と数羽のカモメを間近に見ながら緑の芝にシートを敷き

車座で昼食。何年振り、あるいは何十年振りの再会する方もあって、当時の出来事など様々な

話題に大声で笑ったり、楽しく有意義な時間を過ごしました。 

名残惜しい中、八戸のメンバーとは次の再会を期待しここで別れ、次の「三沢航空科学館」

へ。十和田湖から発見され、展示されている旧陸軍の練習機が前日、日本航空協会から「重要

航空遺産」に認定された事もあり、注目を集めています。ゆっくり見学出来ませんでしたが、

展示物や施設の大きさに暫し感嘆しました。予定の日程を終え無事青森駅で解散、今日の天気

で皆さんだいぶ日焼けしました ｡（記 宮本） 

＜参加者＞： 村上隆敏、武士沢俊一、三浦豊光、一戸 晃、奈良岡誠一、八木橋憲明、 

       大坂勝弘、山田隆喜、宮本壽郎  ９名 

 

◇ 岩手「やまびこ会」 活動報告 

（６／７）西和賀わらび狩り （歩こう会との共同企画） 

やまびこ会としては、３年目となる西和賀のブランド品「西わらび」狩りを、今回は仙台の

「歩こう会」の皆さんとの共同実施となりました。高速バスで一関まで来ていただき、マイカ

ーに分乗し和賀湯本温泉ホテル対滝閣へ。そこで花巻の古舘夫妻とも合流しました。 

つきざわワラビ園では、カゴ

を腰に巻き２㎏まで採り放題へ

挑戦！とは言え肝心のわらびは

多少時期が過ぎ「ホダ」林状態

で、それをかき分け手頃のわら

びを探すのに一苦労でした。計

ってみると１㎏超えは２～３人、

後はせいぜい５００～６００ｇ

程度でした。おひたし、山菜汁

をいただき「西わらび」の感触

を味わい記念写真をパチリ。 

ホテルに戻り、お風呂で汗を

流してから昼食です。風呂上がりのビールが旨いこと（ただし飲めるのは仙台の人だけ）。こ

この温泉は入浴すると性格がよくなるそうですが、今更効き目の無い方がいいそうですね？ 

対滝閣様には飲物を提供いただき本当に有難うございました。（南洞 記） 

＜参加者＞： １１名 

（やまびこ会）扇 要治、鈴木 剛、古舘裕治夫妻、南洞 稔 

 （歩こう会） 佐藤茂雄、斎藤 修、若林秀敏、渡辺仁美、三浦裕栄、磯貝辰男 

 

◇ 福島「しゃくなげ会」 行事予定 

◎福島しゃくなげ会親睦旅行（地区懇話会）を募集中 

日時：平成２８年１０月１３日（木）～１４日（金） 

集合：ＪＲいわき駅前（ミスタドーナツ前）１０時２０分 

日程：①いわき駅～あかい菜園（特別視察＆トマト土産付き）～和風れすとらんしば田（ランチ） 

    ～潮騒エリア（豊間、三崎公園、いわき・ら・ら・ミュウ）～ホテル美里（宿泊） 

   ②ホテル美里～ＪＲいわき駅 ※オプション：サラブレットカントリークラブ 

会費：会員１８，０００円 会員外１９，０００円 

申込：８月３１日まで各地区幹事さんへ出欠の有無を連絡下さい。 
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ＢＯＢサロン趣味・特技コーナーの作品紹介  

６月１１日（土）仙台国際ホテル１階コーヒーハウス内で開催しました、「ＢＯＢサロン」趣

味・特技コーナーに出展されました会員の皆様の作品とコメントを紹介させていただきます。 

 

【俳句けやき会】小山昭雄さん、新田創造さん、石黒秀雄さん、市川隆さんの４名には、俳句短

冊一人２点計８点の出品をいただきました。当日は、小山会長と新田さんが参加されました。 

（小山会長のコメント）俳句「けやき会」は、４名で長町の喫茶店を会場に毎月１回例会を開い

ています。昨年は、山形べにばな会の遠藤敏雄さんの案内で、

最上川、尾花沢、屶切り峠など芭蕉の足跡を訪ねる吟行を行

ってきました。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【清水義春さん】 

植物画（ボタニカルアート）４点 

（コメント）植物画だけを２０年以上も描いています。花や果物などを、実寸大で忠実に描いて

いきます。今日は４点だけですが、自宅には４００点以上もあって、これからどう処分したらい

いか悩んでいます。 

                      （玉ねぎとぶどう） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【伊東功夫さん】 絵画 ２点   

（コメント）昔から油絵をやっていた事もあり、現在の水彩画でも絵の具を塗りつける癖が出

て困っています。私の作品は殆どが未完成で、暇な時には引っ張り出してきて手を加えるのを

楽しみにしています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                 （赤ちゃん抱っこ） 
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【菱田貞一さん】 世界のフクロウ ４０点 

（コメント）フクロウの置物を集め始めて、気が付いたら４００点以上になっていました。一番

大きいのが、今日持ってきたルーブル美術館で買ったもの（？万円）です。特技の手品は３０年

前に始めました。「長寿マジック」で、師匠から芸名ヒシダ天幸（てんこう）を頂きました。 

（鮮やかなマジックに会場から大拍手）            （世界のふくろう） 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【古川秀一さん】   

お城の写真・切り絵 ４点 

（コメント）お城を見るのが好きで、出かけては写真を撮ってきました。現在は、切り絵の指導

を受けて勉強中です。白河小峰城のこの切り絵は約４時間でできます。比較的簡単ですので皆さ

んもやってみたらいいと思います。 

    （切り絵 白河小峰城） 

 

 

 

 

 

 

会員たより 

通常総会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） 

 

五十嵐伸一さん  NEXCO の子会社で働いています。あと 1年頑張るつもりです。 

壱岐ひろみさん 初めて参加させて頂きます。宜しくお願い致します。 

石黒秀雄さん  相変わらず園芸を楽しんでおります。 

市川博康さん 仲間に支えられゴルフを楽しんでいます。 

伊東功夫さん ご苦労様です。元気です。 

井上昌則さん 晴耕雨読の毎日です。 

今井省吾さん お陰様で元気で毎回クラブ活動に参加しております。 

江刺俊光さん 母の看護、地域の事で頑張っています。 

海老名清美さん 毎日が元気に頑張っております。総会の盛大なる事を祈っております。 
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遠藤敏男さん いわて国体、配宿センターで汗を搔いています。 

遠藤弘志さん 会の盛況を祈ります。 

扇 要治さん 元気にくらしております。 

太田和子さん 9/3 発仙台発クロアチアチャーターに参加予定。ますます元気です。盛会で

ありますように。 

岡本吉正さん 10 キロのダイエットに成功！！元気です。 

片平安之さん 変わらず koboスタへ楽天応援。再び頂点への夢を見て。65歳になりました。 

加藤彰祄さん   老躯をいたわりつつ「日々是好日」に過ごしています。総会の盛会をお祈り

します。 

金子和子さん 今春 50数年前訪れた日南へ行ってきました。 

金子和弘さん チョット元気がない生活です。 

金子美智子さん 楽しい仲間といろんな事に参加し充実した日々を過ごしています。 

蒲倉 博さん 左足（親指）にバイ菌が入り整形外科に通院しています。 

紙谷義和さん 「せんだい豊齢学園第 2学年ふるさと文化コース」で学んでおります。 

川上秀弘さん 元気に過ごしています。 

川村 寿さん 世界を相手に頑張っています。PS，若林さん今度飲み行きましょう～暑い！ 

菊池 宏さん 元気でおります。皆様に宜しくお伝え下さい。遅くなりました。 

木村 毅さん 健康に気を配りながら、のんびり過ごしています。盛会を祈念申し上げます。 

木村 良さん 元気に「サンデー毎日」ですが最近は消防設備士の資格を活かし、ボランテ

ィアで熊本県の「防災計画」を手伝っています。 

工藤弘美さん 「るるぶ」体験を楽しんでいます。 

窪田陽子さん 地区の仕事や野菜・花づくり等を楽しんでおります。孫支援の日々です。あ

っという間の一日に感謝でおります。 

郷古康治さん 色々な野菜づくりで平々凡々毎日をすごしています。 

狐﨑忠介さん 毎年開催されている中央研修所の同期会が、富山県宇奈月温泉で開催され、

東北の仲間と夫婦同伴で参加してきました。 

小関孝雄さん 磐梯熱海温泉観光協会でお手伝いしています。イベント準備で欠席します。 

後藤真由美さん 元気にしております。 

小幡紀男さん 相変わらず元気に暮らしています。 

小林金造さん 元気でやっています。 

小林孝雄さん 喜多方市グリーン・ツーリズムサポートセンター勤務 2年目です。元気で仕

事ができることに感謝です。 

小山昭雄さん 日々穏やかに過ごしております。 

金野喜平さん ご盛会をお祈りいたします。 

紺野文雄さん 健康とは言えませんが、毎日を暮らしております。 

作間清成さん 毎日体を動かしながら健康になりましょうと頑張っています。 

櫻井勝男さん 土曜の午後と日曜日以外は毎日忙しい日々を送っています。これが健康の秘

訣ですね！ 

佐々木和保さん 御世話になります。御身体大切に御自愛下さい。 

佐藤和彦さん 元気です。あいかわらず釣りに出掛けています。 

佐藤茂雄さん 元気でクラブ活動等に参加しています。 

佐藤正和さん 非常勤職員も 6年目。元気です。 

佐藤眞孝さん 体調不良のため欠席します。ご盛会を祈ります。 

佐藤利喜弥さん 現在、山形県観光物産協会にて仕事をしております（平成 28年 4月より）。 

庄司眞理子さん 7月 20日より宮城県美術館にて作品展開催。 

菅原 博さん   毎日パークゴルフを楽しんでいます。 

鈴木郁也さん 相も変わらず、元気で過ごしています。 

鈴木英夫さん 訪問看護師の来宅日の為欠席します。症状は一進一退、目下歩行訓練中です。 
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鈴木喜雄さん 元気で働いております。 

須藤義男さん 5/15～17町内会親睦旅行で北海道新幹線利用の企画・添乗？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 いたって元気で過ごしております。 

高橋喜久男さん 元気です！ 

高橋正行さん 相変わらず福祉の仕事をしています。 

高橋 孝さん 皆様のご活躍お祈りします。 

高橋 信さん 貧乏暇無し、体だけは丈夫で元気に過ごしております。 

高山良雄さん 体力は下り坂、まさか自治会、菩提寺の世話人をやろうとは、もはや上り坂

は限界です。 

武田守弘さん 磐梯熱海温泉を元気にしようと頑張っています。 

中鉢孝男さん 4/17 に右肘を痛め BOB会ゴルフを 2ヶ月休みました。6/21 再出場しました。 

槻山智雄さん 釣りも行けるし、酒も飲めるし、元気でおります。 

寺崎 優さん 13 年前から月 1回、バスツアーでのウォーキングを楽しんでいます。7月は

１泊で月山・飛島を歩きます。日程が重なり、総会は欠席します。 

冨樫眞啓さん 変わりなく暮らしています。 

永澤 清さん 身体の元気が無くなってきました。 

長澤憲助さん 最近、調子が悪くて、寝たり、おきたりの毎日です。 

奈良岡誠一さん 元気にしています。 

南洞 稔さん 毎日が午前中はスポーツ各種に、午後は買い物アッシー君、変化が欲しいよ。 

沼田真樹さん 穏やかに過ごしております。 

根本 隆さん 諸国漫遊交流の旅は、継続実施中。支部総会当日は、将軍様首脳会議があり、

残念ですが欠席します。 

野川由紀子さん 元気に過ごしています。総会のご盛況をお祈りします。 

野呂昭光さん 体力と相談しながらガンバッテおります。 

畠山 廣さん 鮎釣り・カレイ釣りと、そば屋で頑張っています。 

引地 修さん 今年の夏も相変わらず、名取川で鮎釣りを楽しんでいます。 

菱田貞一さん 昨年は体調を崩しましたが 本年は快調に過ごしております。 

平岡 昇さん 元気で過ごしています。 

藤澤道男さん 毎日、元気で過ごしています。 

古舘裕治さん 少し元気に不足して参りました。 

堀 時男さん 元気しております。 

本郷勝好さん 草刈りと芝刈り（ゴルフ）をしております。 

松岡宏二さん 盛会をお祈り致します。 

三浦 糾さん 元気です。 

三浦豊光さん 生存。 

三浦 均さん 6月 7月は、学校訪問やキャラバンでバタバタしておりました。 

宮 正雄さん 高齢になり、野菜を多く食べるようにして健康維持に努めています。 

山田隆喜さん 昨今は病気もせず土いじりを楽しんでおります。 

若松昭美さん 盛会を祈念します。 

若生勝芳さん 総会の盛会をお祈り申し上げます。私的都合により欠席になりますが日々元

気で過ごしております。 

以上 
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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   ３回目（最終回） 

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。 

最終回は、「肺がん」検査についてお話ししていきましょう。 

■肺がん～レントゲンでの発見率は 25％、ヘリカル CTでの検査を 

 最後に、肺がんです。罹患数は男性でみた場合は 3位ですが、死亡数は 1位です。ここまで紹

介してきた「胃」「大腸」のがんと比較すると、ステージ１で発見された場合の「5年後（相対）

生存率」が 80％と低いのも特徴です。検査方法には、胸部の「X線検査（レントゲン）」「喀痰

検査」「ヘリカル CT」などがあります。 

 一般的な肺がん検診ではレントゲンと、喫煙歴や年齢に応じて喀痰検査を加えるのが主流です。

ですが、これらの検査は、超早期段階における発見が難しいため、発見できたとしても、胃がん

や大腸がんと比べて予後の改善につながりにくいとの難題を抱えていました。そこで、「より早

く、もっと初期にがんを発見できないか」という目的で誕生したのが、私が開発に携わったヘリ

カル CT なのです。 

 もちろん、肺がんを見つけるための X線検査（レントゲン）は、現代のがん検査でも有効性を

認められているものです。ですが、レントゲンで確認できるがん細胞は 20mm 以上であることが

多く、発見された時点までに進行していると、そこから急速に病状が進む傾向が強い。しかも、

発見できるのは、早期がんを含めた肺がん全体の 25％程度だとされています。肺の中の場所によ

っては、胸郭や背骨、心臓などがレントゲンに映り込むために、画像で特定するのはとても困難

なことも多いのです。 

 こうした背景からも、昨今ではヘリカル CT による肺がん検査が広く行われるようになってき

ました。呼吸をおよそ 10 秒止めてもらう間に、肺全体を精緻に撮影することができるものです。

ヘリカル CT が登場した当初は 10mm 前後のがんでも発見できましたが、昨今ではさらに精度が上

がり、２～３mm の間隔で体内を撮影することが可能になり、肺がんの早期発見に貢献しています。

ヘリカル CT による検診で早期に発見できた場合は、今では「５年後（相対）生存率」が 90％以

上にもなりました。 

 現在の死亡数１位である現状から考えると、ヘリカル CTでの肺がん検診は、誰もができれば

毎年受けるべき検査だと私は考えています。なかには検査による放射線の被曝を気にする人もい

るようですが、３年ほど前に被曝線量を極端に下げられる技術が開発されています。 

■がん検診を受け始めたら、毎年続けること 

 いかがでしょうか。１つの部位のがんを検査するには、多層的に検査方法を組み合わせること

で、より発見率が高められることが、お分かりいただけたのではないかと思います。 

 ご参考までに、がん検診で何かと取り上げられることが多い PET 検査についても述べたいと思

います。胃がんに対する PETの診断能は高いものではなく、また大腸がんに関しても胃がんより

は診断能は高いが、内視鏡検査と比べると診断能は十分といえません。肺がんについては、現在

の PET はほとんどが PET-CTとなっているため、PET-CTによる検査であれば早期発見のためには

十分だといえます。 
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 最後に、がん検診を受診して「異常なし」だったからといって安心してはいけません。検査を

受けた翌日に、がん細胞があなたの体のどこかにできてしまうこともあるのです。あるいは検査

を受けた時点では超早期だったために、不幸にも見落とされてしまう可能性も否定できません。

40代、50代、60代と年齢が上がるにつれて「がんの発症リスクが高まる」という現実を認識す

ることが大切なのだと思います。 

 とにかく、がん検診を受け始めたら、毎年続けること。検査費用の負担があるならば、自治体

での検診を上手に組み合わせながら、２～３年の周期で重点的に調べる年を設けることもお薦め

です。（連載は今回で終了です） 

Profile 森山紀之（もりやま のりゆき） 

東京ミッドタウンクリニック健診センター長、常務理事 

東京ミッドタウン先端医療研究所あきらめないがん治療外来医 

1947 年、和歌山県生まれ。千葉大学医学部卒。76年に国立がんセンター放射線診断部に入局。

同センターのがん予防・検診研究センター長を経て、現職。ヘリカルスキャン X線 CT装置の開

発に携わり、早期がんの発見に貢献。2005 年に高松宮妃癌研究基金学術賞、07年に朝日がん大

賞を受賞。主な著書に「がんはどこまで治せるのか」（徳間書店）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

＊「熊本地震被災者」への募金を皆様にお願いしたところ、支部合計では１９３，０００

円の募金が集まりました。募金を基に支部からは２０万円の義援金を、本部を通して九

州支部にお渡しすることが出来ました。会員の皆様のご協力に感謝いたします。 

＊６月に新企画として仙台国際ホテル１階で開催しました、「ＢＯＢサロン趣味・特技コ

ーナー」に出品いただきました会員の作品とコメントを今号に掲載しました。皆様素晴

らしい趣味・特技をお持ちでした。今後も開催をしていきますので、是非作品の提供を

よろしくお願いします。 

＊本号では通常総会の内容を特集しましたが、講演会で鎌田講師がお話になった「健康長

寿へのワンポイントアドバイス」は、紙面の関係で掲載できませんでしたので、次号 

（１０月号）に掲載します。大変参考になる内容だったとお褒めの言葉を多数いただい

ております。是非ご期待下さい。 

＊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  ＧＲＯＵＰ－ 

 
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 

 

      
 

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 
 


