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ＪＴＢグループ紹介コーナー 

今回は、新たに仙台空港に開店しました「JTB 東北仙台国際空港店」をご紹介します。空港会

社より受託した総合観光案内所を併設しての新しい試みの JTB 東北店舗です。新店舗は、訪日

外国人（インバウンド）客の、最初に訪れる案内所としての役割が期待されています。 

 

４／２０（木）仙台空港内に新しい店舗がオープンしました！！ 

                      仙台国際空港店 副店長 渡邉政憲 

この度 JTB 東北では、4/20（木）に新たに「JTB 東北仙台国際空港店（対外呼称：みちのく観

光案内）」がオープンしましたので、BOB 会の皆様にもお知らせします。 

 昨年 7月に民営化した仙台空港は、現在の利用者 324 万人（国内線 307万人、国際線 17万人）

を 2020 年には 410 万人（国内線 362 万人、国際線 48万人）に増やす事を目標としています。そ

の中で、空港内のサービス拡充に向けて、国内外のお客様に対して鉄道・バスの企画切符や着地

型旅行商品の提供、観光情報の発信などの旅行代理店業務と観光案内業務を一体運営する事業を

JTB 東北が受託し、この 4月より新店舗としてオープンする運びとなりました。 

 今までの店舗とは異なり目指すターゲットは訪日外国人となり、仙台空港に到着した外国人の

お客様が最初に訪れる案内所として宮城県のみならず東北 6県の魅力をお伝えする重要な役割を

担っています。昨年の外国人延べ宿泊者は東北 6 県計で約 64 万人（前年 22％増）となり、東日

本大震災前まで回復したものの、まだまだ全国的な伸びには後れを取っています。その中で、2020

年までに東北 6県の外国人延べ宿泊者数を 150万人まで伸ばすという国の方針もあり、官民挙げ

て東北への外国人観光客の誘致・誘客に取組んでいる中でオープンを迎えました。 

 今回オープンする店舗は、観光案内所の役割も担っているため、ハイカウンターを 1つしか設

置していませんが、代わりに東北各地の外国語のパンフレットやポスターを設置する広いスペー

スを持ち、又、旅行者用の PCを設置

し自由に情報検索が出来、タブレッ

トを使って多言語での案内が受けら

れる、という今までの JTB 東北の店

舗とは一味違った形態となっていま

す。 

 当面はどの様な混雑になるのか？

どの様な相談や要望が多いのか？も

しかして日本人のお客様の方が多い

のでは？・・・等々未知数ではあり

ますが、おもてなしや語学力（コミ

ュニケーション能力？）に優れた精

鋭 4 名でスタートしましたので、皆

様も仙台空港にお越しの際は是非お

立ち寄りください！ 

左から 星・渡邉（副店長）・高嶋・濱田の各社員 



 2 

回想録（第４回） 

今回は、本年傘寿を迎えられます仙台市在住の杉本矩雄会員から寄稿をいただきました。お若

い頃は東京勤務が長く、本社営業部や海旅虎ノ門支店等で経験を積まれ、東北では海外旅行の草

分け的な存在となりました。退職後は、当支部理事を永年（1995 年～2004 年まで）務められた

ほか、現在も、懇話会、カメラクラブ等ＢＯＢ会の活動には積極的に参加されておられます。 

＝営業一筋＝   杉本矩雄会員（仙台市青葉区双葉ケ丘在住） 

昭和１２年樺太（サハリン）生まれ、昭和２３年宮城県一迫町(現栗原市)に引き揚げる。昭和

３６年㈶日本交通公社に入社、日本橋江戸橋

営業所（後に日本橋支店）に配属。営業担当。 

時に高度経済成長期であり、また東京オリ

ンピックを控え高速道路、地下鉄、ビル建設

の工事と凄まじい状況であった。当然予算は

半年で達成できたが、連日残業、休日もほと

んど取れない状況が続いた。主に宝酒造、協

和発酵等の酒造メーカーとＫ＆Ｋ国分等の酒

卸問屋をセールス。先輩から自分の好みでセ

ールスしていると揶揄される。 

その後、本社営業部団体渉外本部に転勤し、

組織団体、大口団体セールス、企画、斡旋を

担当する。特に、天理教、日本傷痍軍人会、日教組、大阪万博、集団就職と日夜忙殺される。集

団就職では、那覇港から東京港へ東京丸で４８時間約１，０００名を添乗するが、身分証明書不

携帯者が５名おり、東京入管で始末書を書く。その後も、鹿児島から大阪までの集団就職臨時列

車に添乗したが、各駅での車窓風景は忘れられない思い出となった。 

突然これからは海外旅行の時代だと、上司の広江課長（後の東北営業本部長）におだてられ海

外旅行虎ノ門支店へ転勤するが、業務知識と語学力で苦労する。 

東北へ来て海外旅行仙台支店、海外旅行センターと一貫して海外旅行を担当する。当時現地の

斡旋体制ができてなく、トラブルの連続であった。飛行機が飛ばない、列車が来ない、ホテルが

予約されていない、食中毒、盗難、

病人と添乗員は大変であった。 

東北営業本部販売課長の時、日本

旅行業協会東北支部を設立すると共

に、修学旅行の４社取扱い料金設定

に携わった。支店長在任中の最大の

思い出は、八戸支店にて天理教百年

祭（小南部大教会）で臨時列車１３

本、約８，０００名の斡旋に成功し

た事でした。 

以上は回想の一部ですが、常に偏

見と独断、勝手な行動であたりにご

迷惑を掛けました事は、汗顔の至り

です。 

最後に永年ご指導、ご支援下さいました、みなさんにお礼と感謝を申し上げます。 

八十は老いの序の口冬若葉 （新国劇の島田正吾さん傘寿の句） まだまだ元気です。 

平成２９年４月７日 杉本 矩雄 ７９歳 

※写真右上：沖縄渡航用の身分証明書（昭和 44 年発行、本社営業部で集団就職の添乗で使用）  

写真左下：「手打ちそば処はたけ山」開店披露での杉本さん（武田富男さん撮影） 
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元気な会員紹介コーナー（第１０回） 

今回は、青森あすなろ会地区担当宮本理事からの推薦により、青森市在住の太田敏雄会員を紹

介いたします。各組織の役職と趣味のカラオケと多忙な毎日ですが、元気に楽しくお過ごしです。 

＝私の健康法・元気の秘訣＝ 青森市 太田敏雄会員（７８歳） 

１．現在どのような生活をされていますか？ 

古希を過ぎたと思ったら来年には傘寿を迎える年とな

り人生の駆足の早さを実感しているこの頃です。 

とは言えこれまでにお世話になってきた地域・縁あっ

て交わった方々に少しでも感謝と恩返しをしていこうと

思っております。仕事とは言えないが、当青森県は全国

一の短命県といわれており、少しでもこの状況から脱却

すべく種々行動している。まず、①青森県医療費適正化

計画に係る懇話会委員を県から委嘱される。（３１年迄）

②青森県糖尿病協会理事、③ホームドクターの患者会（爽

風会）会長、④住い地区の八重田いきいきクラブ（老人

クラブ）会長、⑤「一の会」会員、月１回、第３木曜日

に家内共々市内の居酒屋等で気の合った同志で飲み唄う

会、これが結構楽しい。カラオケは脳を活性化して若返

らせると言われている。いつも２５～６人集まる。とき

には二次会まで足を運ぶことも・・。 

２．健康法・元気の秘訣は何ですか？ 

 私なりの健康法は、まず雪のない時季は野内川までのウォーキング毎日 10,000～15,000 歩を

目標としている。５月～１０月までは自宅裏での小さな菜園でミニトマトと青ジソの栽培・・。

私培る人、家内採る人として楽しみながら一石二鳥としてやっている。雪の季節は毎日除雪に取

り組み、これが結構重労働である。糖尿病の運動療法の一環となっている。 

食事面では我が家には、塩と砂糖はストックしていない。高血圧、糖尿病対策。又、青森県な

ので一年中美味しいリンゴを食すること。その他では生姜入りのココアを飲む、コーヒーを一日

２回は楽しむ。因みに、昨年脳と血管の健康度を計ってもらったら、各々６６歳と６７歳と言わ

れた。まあまあか１０歳位は若さを

保っていると自負している。 

３．これからの夢・希望・目標等を

教えて下さい。 

まずは１での任務を全うするこ

と。先日、友人ら三夫婦で浅虫温泉

へ２泊３日の飲みとカラオケを楽

しむ集いをした。その際雑談の中で、

新聞の死亡告知欄への掲載は、各々

男女とも平均寿命を越えていたら

掲載してもらうが、そうでない時は

恥ずかしいから掲載しないなどと

冗談を言い合ったので、このことへ

向けて節制していきたいと思って

いる。 

※写真右上：「爽風会」の日帰り旅行でカラオケを楽しむ 

   〃 右下：愛犬（秋田犬）とくつろぐ太田さん 
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２０１７年度 寿齢のお祝い申し上げます 

当支部では、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） 鈴木 英夫様 

米寿（８８歳） 永沢  清様 加藤 彰祄様 

傘寿（８０歳） 杉本 矩雄様 槻山 智雄様 寺崎  優様 峯岸  博様 長沢 憲助様 

喜寿（７７歳） 長谷 英男様 熊谷 紀夫様 金子 和子様 佐藤 悦久様 新田 創造様 

清野 幸男様 若生 勝芳様 三浦  糾様 菊池 健三様 鈴木 基弘様 

佐藤 克夫様 

古希（７０歳） 長谷部公子様  髙橋 喜孝様  鈴木 正利様  及川 靖夫様  伊藤美代子様 

大橋 哲夫様 

還暦（６０歳） 該当者なし 

※ 尚、寿齢の皆様には、６月１０日（土）開催の「懇話会」に優待価格（半額＠1,500 円）で

ご招待いたします。皆様お誘いあわせのうえご参加をお待ちいたしております。 

 

理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所  ４月８日(土)１１時００分から 中国北京料理飛天 

２ 議   題 

（１）報告事項 

① 拡大理事会報告 

② お客様紹介運動実績（別記） 

③ 会員動向について（別記） 

④ ＪＴＢ人事異動について（別記） 

⑤ 寿齢対象者（別記） 

（２）協議事項 

① ２０１７年度支部通常総会・懇親会の準備について 

 ・開催日：2017 年 7 月 6 日（木）10 時～ 会場：ホテルＪＡＬシティ仙台 

② 支部役員改選と選挙委員４名（内 1 名理事）の委嘱について 

③ ２０１６年度支部活動報告と２０１７年度支部活動計画案について 

④ ２０１６年度支部活動収支決算報告案と２０１７年度支部活動収支計画案 

⑤ ２０１６年度お客様紹介運動個人別実績と顕彰について 

⑥ その他 

 

ＪＴＢグループ経営改革についてのお知らせ 

  理事会の冒頭、須藤総務課長よりＪＴＢグループ経営体制の再編を含む経営改革について説

明がありました。概要は次の通りです。（この内容は 3 月 31 日マスコミに発表されました） 

 【ＪＴＢグループ経営体制再編の概要】これまでの地域事業会社及び仕入・造成会社 15 社を

㈱ジェイティービー（新統合会社）に統合して、国内個人事業・国内法人事業・グローバル事

業の３つのビジネス事業ユニットに再編するものです。この再編により、ＪＴＢ東北の各支店

も、新しいビジネス事業ユニットのいずれかに所属する事になります。新しい経営体制でのス

タートは、2018 年 4 月 1 日の予定です。今後は細部についての協議検討が行われますので、

ＢＯＢ会にも決定の都度お知らせいたします。尚、本日配布しましたＪＴＢグループ新聞 4 月

号に詳細が掲載されておりますのでご覧下さい。 
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お 知 ら せ  

㈱ＪＴＢ東北 人事異動について（４月１日付）※抜粋 

  宮城県 出向            本郷 昌孝  ㈱JTB ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ&ﾄﾗﾍﾞﾙ 出向 

  経済商工観光部参与(観光・ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ担当)      ﾚｼﾞｬｰ事業ﾕﾆｯﾄ 営業担当部長 

  (公社)宮城県観光連盟 事務局長                 東北営業所長兼務 

  仙北市 出向            佐藤 朋紀  法人営業秋田支店 営業第二課長  

観光商工部 国際交流推進室長   

  ㈱JTB ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ 出向     門脇  渉  法人営業山形支店長 業務課長兼務 

  ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業部 ｴﾘｱﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ１局 

  ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 業務課長兼務 

  ㈱JTB ベネフィット 出向      高圓 憲一  総務部 総務担当課長 

  営業本部 第一営業部 マネージャー 

  総務部 総務担当課長       西村 峰子  福島店長    

  営業部 地域交流事業担当部長   鈴木 雅之  地域交流・MICE 事業部長 

  （地域交流事業統括） 

  営業部              三浦  均  宮城県 出向 

                          経済商工観光部参与(観光産業振興担当) 

                          (公社)宮城県観光連盟 事務局長 

  MICE 事業部長          谷地田和成  地域交流・MICE 事業部 営業担当部長 

  法人営業山形支店長 業務課長兼務 斎藤 敏明  ㈱JTB 商事 出向 東北営業部長 

  法人営業盛岡支店 業務課長    前澤さとみ  盛岡店長 

  法人営業秋田支店 営業第二課長  成田 拓也  青森店長 

    青森店長             附田 瑞穂  青森イトーヨーカドー店 副店長 

  盛岡店長             鎌田 友子  ㈱JTB ﾜｰﾙﾄﾞﾊﾞｹｰｼｮﾝｽﾞ出向 東北販売部                   

企画・販促チーム マネージャー 

  仙台駅前店長           庄司あすか  仙台泉アリオ店長 

  仙台泉アリオ店長         渡邊 雅美  イオンモール名取店長 

  イオンタウン仙台大沢店長     小野 裕子  ザ・モール仙台長町店長 

  ザ・モール仙台長町店長      真壁 香織  ララガーデン長町店 副店長 

  イオンモール名取店長       高林 静子  仙台駅前店長 

  福島店長             菅野 奈央  福島イトーヨーカドー店長 

本部主催イベント予告 

２０１７年度の本部主催全国イベントは、次の３件が予定されています。詳細は６月たより

及びＢＯＢ新聞、ＢＯＢ本部ホームページで発表の予定です。 

①第１回全国俳句大会（兼題：「西瓜」「兜虫」、応募期間：７～８月） 担当：石黒秀雄 

②第 4 回フォトコンテスト（テーマ：「旅」「自由」、応募期間：７～９月）担当：畠山 廣 

 ③第４回全国ゴルフ大会（10 月 11 日(水)松島チサンＣＣ松島コース）  担当：髙橋 翕 

 

会 員 の 動 向    

◇ 退 会 会 員   

   髙橋 孝さん  岩手やまびこ会（岩手県奥州市）     １２月退会 

根本 隆さん  福島しゃくなげ会（福島県いわき市）    ３月退会          

◇ 新 入 会 員 

   佐藤敏彦さん  山形べにばな会（山形県西村山郡西川町）  ４月入会  
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◇ 会 員 状 況： （２０１７年 ４月 １０日現在） 

正 会 員   ２５３名 （男性２１６名、女性３７名） 

名誉会員      ２名 （男性   ２名、女性  ０名）  

合  計   ２５５名 （男性２１８名、女性３７名） 

支 部 活 動 の 動 向  

◇ ２月２２日（水） たより及び関係資料発送（ＢＯＢサロン）若林支部長、齊藤副支部長、 

長谷川・磯貝・渡辺・阿部・前田・高柳・畠山各理事 

◇ ３月２２日（水） 経理担当者打合せ（ＢＯＢサロン）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。今年度も、多数の会員の皆様からご紹介をいただき、旅行総額では前年度を大きく上回る実績を

残すことができました。特に 3月の実績はギフト券も含め 24件 10,979千円と、単月としては 8月に次い

で高額の取扱いとなりました。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

◇ お客様紹介運動実績（２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 12 70 1,900  5 14 1,771 17 84 3,671 198.2 

3 月分 18 209 7,331 6 13 3,488 24 222 10,819 140.4    

年度計 140 861 32,582 22 90 25,053 162 951 57,635 144.0 

２月・３月分のご紹介者は、新木幸枝(2 件)、安藤弘志、石黒 茂、市川悦子、太田和子、

奥山美奈子(2件)、紙谷義和(2件)、河越和夫、狐崎忠介、齊藤 修(2件)、佐藤勇一(2件)、

清野幸男、髙橋 翕、高橋 信(4件)、高柳新一、槻山智雄、富永幹男(7件)、堀野秀子(7件)、

八木孝典、吉田正巳、若林秀敏 の皆様です。 

◇ ナイスギフト取扱実績  

２月分取扱  ６件 ２５８，０００円  ３月分取扱  ３件 １６０，０００円  

年度計（４月～３月） 取扱件数 ６４件  ２，４９３，０００円（前年比  95.8%） 

２月・３月分のご紹介者は、 小関孝雄、小幡紀男、蒲倉 博、木村 良、齋藤 修、 

佐藤勇一、鈴木剛（一関）、鈴木正昭、長谷川健二 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。 

 

◇２０１６年度お客様紹介運動取扱実績者（取扱額順、敬称略） 

   鈴木正昭、富永幹男、堀野秀子、樋口富子、高橋 信、須藤義男、根本 隆、畠山 廣、

若林秀敏、武田守弘、小野寺栄子、庄司眞理子、佐藤勇一、太田和子、新木幸枝、石黒 茂、

狐崎忠介、佐藤 孝、高橋喜孝、槻山智雄、蒲倉 博、南洞 稔、安藤弘志、奥山美奈子、

小関孝雄、志賀幸雄、金子善雄、古川秀一、高橋健治、長谷川健二、齊藤 修、 

佐藤忠次、吉田正巳、安倍光一、紙谷義和、清野幸男、佐藤将明、小幡紀男、鈴木正利、

佐藤茂雄、宮本壽郎、鈴木 剛（一関）、石亀 清、加藤彰祄、堀 時男、高橋 翕、 

渡辺仁美、高柳新一、河越和夫、八木孝典、市川悦子、高山良雄、恵本一雄、磯貝辰男、

千葉知己、田口秀喜、前田健二、中鉢孝男、野呂昭光、船生修二、片平安之、伊東功夫、

八木橋憲明、木村 良、BOB会、  

以上６５名の皆様です。ご協力ありがとうございました。 

  ※７月６日（木）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。 
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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 

◇ ４月８日（土）「懇話会」を「中国北京料理飛天」で開催しました。 

４月の「懇話会」は、新しく「中国北京料理飛天」を会場に開催しました。若林支部長・ＪＴ

Ｂ東北須藤総務課長（BOB 会幹事）のご挨拶の後、ＪＴＢお勧め商品ルックスイスチャーター、

エース飛鳥Ⅱ道東クルーズの説明を新任の西村総務担当課長から、仙台青葉祭り協賛会にお勤め

の板橋博会員からは今年の青葉まつりの見どころをお話しいただきました。会場の「飛天」は、

元仙台プラザホテルにおられた料理長・スタッフの方々ですので本格的なホテルの中華料理を堪

能できました。また飲み物もビール・日本酒・紹興酒などの飲み放題で、大満足の懇話会となり

ました。今後も、年３回は「飛天」を会場に開催しますので皆様のご参加をお待ちしております。 

＜参加者＞ ： ２３名  

伊東功夫、早坂信克、田島正義、佐藤和彦、櫻井勝男、若生勝芳、清水義春、佐藤茂雄、 

板橋 博、佐藤勇一、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、前田健二、高柳新一、畠山 廣、 

【ＪＴＢ東北】須藤 直総務課長、西村峰子総務担当課長   

◇ 次回「懇話会」は、６月１０日（土）「中国北京料理飛天」を会場に開催いたします。  

詳しくは、同封の別刷り「懇話会」のご案内をご覧下さい。今年度の寿齢対象者（４ページに

記載）の方々には参加費を優待価格（半額＠1,500 円）にて招待させていただきます。尚、年間

申し込みをされている会員は欠席の場合のみご連絡下さい。 

ク ラ ブ 活 動 

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

【春の「歩こう会」 第Ⅱ弾 締切間近！！】＜歩こう会・カメラクラブ 合同企画＞ 

５月９日（火）「利府竹の子堀り体験と竹の子料理三昧」☆毎年大好評！！ 

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

…岡林邸竹林（旬の竹の子掘り体験と絶品の竹の子料理三昧で懇話会・セリ摘み） 

＝＝＝（タクシー）＝＝＝利府駅 14:00＝＝JR＝＝仙台駅 14:24 

☆竹の子料理三昧（筍刺身・天ぷら・煮物・筍炊き込みご飯・筍汁） 

◎参加費：１，５００円  別途：JR乗車券 

★申込み先： 携帯 ０８０－２８１７－１４４４ 磯貝へ    

              

【「歩こう会」“大ヒット映画の舞台”「殿利息でござる」吉岡宿を訪ねて！！】 

6 月７日（水）★集合場所：仙台駅前（旧仙台ホテル前）8 時５５分 

仙台駅 9:10 発＝＝「路線バス」＝＝9:52 着吉岡営業所…吉岡町本陣観光案内所（ガイドさん 

同行）…穀田屋…菅原屋敷…浅野屋敷…九品寺…龍泉院…吉岡町観光案内所…蕎麦処（昼食） 

吉岡営業所 14:19 発＝＝「路線バス」＝＝14:52 着仙台駅 

☆バス運賃往復（1800 円）・昼食各自払い☆ 飲物代 500 円 

★申込み先： ０８０－２８１７－１４４４（磯貝迄） 先着１０名様限定募集！！ 

 

◇ 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） 

３月２１日（火）練習会及び ３月２７日（月）練習会は（雪の為）中止でした。 
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４月１０日（月） 初打ち会  グレート仙台 CC 参加者： ８名 

  優 勝 若生勝芳（G87、H9、N78） 準優勝（Ｍサークル） ３位 磯貝辰男 

他参加者：鈴木郁也、髙橋 翕、三浦源幸、伊東功夫、小幡紀男、市川博康 

＜年間計画＞ 9月・10月分で記載漏れ・誤記載がありましたので次のとおり訂正いたします。 

⑬ ９月 ４日（月） 月例会      ⑭ ９月１２日（火） 練習日（松島チサンＣＣ）  

⑮ ９月１９日（火） 秋季大会     ⑯１０月 ３日（火） 練習日（松島チサンＣＣ）  

⑰１０月２４日（火） 月例会      ⑱１１月 ７日（火） 月例会   

⑲１１月１３日（月） 納会    

※10/11（水）ＢＯＢ本部主催全国ゴルフ大会（松島チサンＣＣ松島コース）開催します。 

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

＜釣りたより＞ 

○３/ ９（木） 「新春放談会」（カメラクラブ合同）丸特漁業部で開催  ７名参加 

＜参加者＞ 槻山智雄、杉本矩雄、田島正義、引地 修、佐藤和彦、鈴木 剛、齋藤 修 

○４／１１（火）お花見会：榴ヶ岡公園 【歩こう会・カメラクラブ合同】 

 昨年同様に、榴ヶ岡公園を会場に「歩こ

う会」と合同のお花見会を開催しました。

桜は３分咲きでしたが、天気予報は午後か

ら雨の確立 100％。周りにはお花見客が３

組程度と閑散とした状態。それでも全員揃

ったところで元気に乾杯。しかし無情にも

雨がポツリポツリ。幹事さんの手配で皆さ

んカラオケに移動して盛り上がりました。         

＜参加者＞： 槻山智雄、田島正義、 

佐藤和彦、石黒秀雄、鈴木 剛、 

齊藤 修、若生勝芳、髙橋 翕、 

長谷川健二、佐藤茂雄、三浦裕榮、 

若林秀敏、磯貝辰男、渡辺仁美、阿部善幸、前田健二、高柳新一、畠山 廣  １８名 

＜今後の予定＞     

③ ５月１８日（木）閖上港 大型漁礁    ④ ６月 ８日（木）［１泊］尾浦港出島周辺  

◇ カ ラ オ ケ 会   申し込みは、０９０-７３３３-７３９２ 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８日（土）＜参加者＞ 伊東功夫、田島正義、若生勝芳、佐藤和彦、髙橋 翕、 

長谷川健二、佐藤茂雄、磯貝辰男、渡辺仁美、若林秀敏、高柳新一、阿部善幸 １２名 

☆愛唱会参加者 ３月８日（水）中止 

☆次回愛唱会は ５月１７日（水）13：00～仙台駅前カラオケ館名掛丁店 022-212-6566 

     ※申込は前日まで 伊東功夫会員へ ０９０－７６６２－０８０３ 

◇ 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。 

   ２月２２日（水）＜参加者＞ 若生勝芳、齊藤 修、若林秀敏、高柳新一 

３月１８日（土）＜参加者＞ 菱田貞一、若生勝芳、若林秀敏、高柳新一 

☆仙台泉地区 ：毎月１回 不定期開催 

２月 ６日（月）＜参加者＞ 鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

３月 ９日（木）＜参加者＞ 鈴木郁也、庄司 良、扇 要治、作間清成 
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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。 

★実施日  ２月１６日（木） ＜参加者＞ 今井省吾、佐藤正司、菱田貞一、 

      ３月１６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 113回 2月 20日(月)の句会から 

・酒蔵の陰に石臼薄氷          小山あきお  季語=薄氷=春 

・草庵の朝の静寂や椿落つ        市川  隆  季語=椿=春 

・白鳥の窈窕と来て湖わたる       石黒 秀策  季語=白鳥=冬 

第 114回 3月 21日(火)の句会から 

・桜東風胸を離るる乙矢かな       小山あきお  季語=桜東風=春 

・荘内の棚曇して春社かな        市川  隆  季語=春社=春 

・はたはたと壺焼き煽ぐ鰥夫かな     石黒 秀策  季語=壺焼=春 

＜自由投句＞ 

・春浅き君去りし日の訃報かな      矢口 愛水  季語=春浅き=春 

・あの魔雪庭木の上にちと残り      金子よしお  季語=雪残り=春 

・薄氷の盥神事の豆腐浮く        陶山 芳子  季語=薄氷=春  

・足湯して四方の山容木の芽風       陶山 芳子  季語=木の芽風=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） 

◇ 蕎 麦 愛 好 会   申し込みは、０８０－５５７８―５９２０ 畠山へ 

（３/１３）移動例会を山形市「そば処三津屋本店」で開催 

今回は、山形市内の老舗「そば処三津屋本店」で開催しました。当日は、福島地区からは自家

用車で、仙台地区からは高速バスを利

用して、三津屋本店にて合流しました。

まずお座敷にて30分ほど例会を開催し、

全員で自己紹介、５月開催の会津地区

での移動例会の内容について検討を行

いました。その後、各人好みの蕎麦を

注文し、運ばれてきた方から順次老舗

のお蕎麦を堪能しました。地元佐藤利

喜弥さんから米沢の地酒の差し入れも

あり、蕎麦談義に花が咲き大変和やか

な例会となりました。地元べにばな会

の皆様には大変お世話になりました。  

＜参加者＞： １３名 

（福島地区）鈴木正利、五十嵐伸一 

（山形地区）堀 時男、堀野秀子、佐藤利喜弥、鈴木正昭、佐藤敏彦 

（仙台地区）石黒秀雄、佐藤茂雄、若林秀敏、前田健二、古川秀一、畠山 廣  

★次回移動例会 ５月８日（月） 会津若松稽古堂にて「五十嵐伸一さんの手打ち蕎麦賞味会」

を開催します。会津の蕎麦と、旬の山菜の天ぷら、お帰りには小林孝雄さんの農園でアスパラ収

穫体験（お土産付き）をお楽しみ下さい！  【只今募集中！】連絡は畠山へ 

 ※仙台からは高速バスを利用予定です。詳細は参加者に直接連絡いたします。 
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◇ パソコン教室   申し込みは、０８０－５５７８―５９２０ 畠山へ 

（３/２１）第１回パソコン教室を開催（ＢＯＢサロン：１３：００～１５：００） 

皆さんの自宅にはパソコンがあっても、 

活用しないで放置されたままになってい 

ませんか。この度、ＢＯＢサロンを会場 

に片平安之講師（会員）のご協力をいた 

だいて、操作の基礎から簡単な文章や会 

計帳簿等の作成までを学べる「パソコン 

教室」を開講いたしました。 

第１回目の３月２１日（火）の教室は、 

事務局・講師も含め５名での開催となり 

ました。前田理事からの挨拶と参加受講 

者・講師紹介のあと、片平講師がプロジ 

ェクターの映像を使っての操作説明を行 

い、各自パソコンの操作に真剣に取り組んでいました。今後毎月 1 回開催をしますので、パソコ 

ンをお持ちの方は受講してみませんか。パソコンをお持ちでない方もご相談下さい。 

【受講者の声】初めてではないが、初めてのレベル。立ち上げ、終了から習いたい。（三浦糾） 

    一般的な操作方法と最終的にはネットを使って色々な情報を入手したい。（八木孝典） 

＜参加者＞ 受講者：三浦 糾、八木孝典   講師：片平安之    

      事務局（広報担当）：前田健二、畠山 廣、  以上５名 

○４／１８（火）ＢＯＢサロン：１１：００～１３：００ ４名で開催予定 

☆次回開催予定 ５／１６（火） 11：00～13：00 ＪＴＢ東北本社８階ＢＯＢサロン 

【募集中！】パソコン操作でお悩みの方、片平講師が基礎編から指導します。連絡下さい。 

 

地 域 部 会 だ よ り  

◇ 青森「あすなろ会」 活動報告 

（２/１８）新年会（長寿祝い）を開催 

新年会を２月１８日に開催しました。前日迄の雪のない好天気とはうって変わって雪、風のひ

どい天気になりましたが皆さ

ん余裕を持って集まってくれ

ましたので予定通り開催出来

ました。今回からは長寿祝いを

同時に行う事にしました。今年

は一戸さんが傘寿、村上さんと

大坂さんが喜寿、そして三浦さ

んが古稀を迎える事になりま

した。村上さん、三浦さんは残

念ながら欠席となりましたが、

冒頭に会から一戸さん大坂さ

んに記念品をお渡しし全員で

お祝いしました。 

お二方から歳祝いを迎えに当たって近況等の話しがあり、一戸さんの音頭で乾杯の後､歓談しま
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した。それぞれの現役時代の思い出話しや一緒に働いた同僚の話し、子供や孫の話､  趣味の話

しにお酒も進み和やかに楽しい一時を過ごす事が出来ました。皆さんそれぞれ年齢を自覚する機

会が多くなってきた話をしていましたが、それ以上に健康に気を付けているようですから益々元

気に過ごす事が出来る１年になると思います。 

 次回は冬を越えて待ちに待った観桜会です。（宮本 記） 

＜参加者＞：一戸 晃、太田敏雄、大坂勝弘、瀬川忠雄、山田隆喜、宮本壽郎 （６名） 

◇ 秋田「こまち会」 活動報告 

（２/１５）地区懇話会を開催（秋田市内「焼酎坊うお座」） 

昨年末予定していた懇話会や麻雀大会が諸般の事情により中止した為、しばらくぶりの懇話会

の開催となりました。今年の秋田は例年になく雪が多く、先週末に降った大雪で道路の路肩には

未だ多くの雪が積み重ねられたままで、

車線が狭くなり車の運転にも注意が必

要です。家のまわりの雪かきで疲れが

なかなか取れず、歳を重ねるにつれ体

力の衰えを感じる今日この頃です。２

月１５日は麻雀定例会と懇話会の同日

開催で、麻雀メンバーは朝から晩まで

の出ずっぱりです。今回の懇話会には

２月人事異動で着任された増子支店長

にも出席いただき、総勢１０名での懇

話会です。こまち会会長の佐藤忠次さ

んからお客様紹介運動への協力推進や

欠席会員の近況報告があり、酒が進む

につれ話は何時もの事ながら健康問題

に花が咲きました。 （大橋 記） 

＜参加者＞：（ＪＴＢ東北）増子支店長、若松昭美、佐藤忠次、石黒 茂、佐々木慶一、 

高橋喜孝、大橋哲夫、小林 誠、相場堅一、伊藤芳秋、 （１０名） 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

＊ＢＯＢ会の事務局（サロン）は、ＪＴＢ東北本社ビル８階にありますが、４月１日にリ

ニューアルをして頂きました。ＪＴＢ東北の会議室と共用になったもので、本格的な会

議用テーブルと椅子に衣替えをして頂いたものです。いままで通りＢＯＢ会の会議及び

クラブ活動（囲碁クラブ、蕎麦愛好会、パソコン教室等）は優先的に使用できますが、

上記以外のクラブ・愛好会でサロンを利用される場合は、事前の予約・確認が必要とな

りますので、下記広報担当又は担当役員にお知らせ下さい。 

＊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

で送付下さい。（広報担当：畠山電話・FAX 兼用 022-379-0210、携帯 080-5578-5920 

又はメールアドレス：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 
 


