
 1 

第１５４号                        ２０１７年６月１４日（水） 

ＪＴＢグループ  

ＯＢ・ＯＧ会 

東北支部ニュース 

 

たより 
発 行 所 ＢＯＢ会東北支部 
〒９８０－８５２０  

仙台市青葉区一番町３-７-２３ 

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 

２０１７年度「ＢＯＢ会東北支部通常総会」のお知らせ 

２０１７年度「ＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会東北支部通常総会」を下記のとおり開催いたします。 

総会の席上、お客様紹介運動の実績顕彰を行い、取扱額の多い方々に若干の謝礼を進呈いたしま

す。万障お繰り合わせのうえご出席下さいますようご案内申し上げます。 

☆総 会  日 時 ７月６日（木） １０時００分から 

場 所 ホテルＪＡＬシティ仙台 ２階「ローズの間」 ℡022-221-2580     

☆講演会 （総会後）１１時１５分～１２時００分 ２階「ローズの間」 

      講師：ＪＴＢメディアリテーリング 企画担当部長 高橋良司様 

      演題：「世界遺産マイスターによる『世界遺産の基礎知識とその魅力』」 

☆懇親会 （講演会後）１２時３０分～１４時３０分  ２階「ローズの間」 

会 費 ６，０００円（当日、受付にてお支払い願います） 

※同封しました「出欠通知ハガキ（表決権行使書）」は、６月２４日必着で投函下さい。 

また、総会資料は当日忘れずにご持参下さい。 

２０１６年度「お客様紹介運動」実績顕彰対象者 

 鈴木正昭さん、富永幹男さん、堀野秀子さん、樋口富子さん、高橋 信さん、須藤義男さん、

畠山 廣さん、若林秀敏さん、武田守弘さん、小野寺栄子さん、庄司真理子さん、 

佐藤勇一さん、太田和子さん、新木幸枝さん、石黒 茂さん、狐崎忠介さん、佐藤 孝さん、 

高橋喜孝さん、槻山智雄さん  以上１９名の皆様です。 

 

ＢＯＢ会 本部主催イベント募集のお知らせ 

第４回「フォトコンテスト」作品募集について 

１．応募テーマ： （Ａ）「旅」部門   （Ｂ）自由テーマ部門 

２．応募期間： ２０１７年７月１日（土）～９月３０日（土）３か月間 

３．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          

４．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 を参照下さい。又は支部担当畠山（携帯 080-5578-5920）へ 

第１回「全国俳句大会」作品募集について 

１．兼  題： 「西瓜（スイカ）」または「兜虫（かぶと虫）」または「昼寝」 

２．応募期間： ２０１７年７月１日（土）～８月３１日（木）２か月間 

３．応募形態： 会員１名につき二句（上記兼題よりいずれか一句、及び自由題一句とします） 

４．投句方法： 「ＢＯＢ会本部事務局」へメール又は FAX、又は葉書にて郵送して下さい。 

       ※投句記載内容は、①作品二句（フリガナ共）②氏名 ③所属支部名         

  ※詳細は、本部ＨＰ:jtbob.com を参照して下さい。又は支部担当の石黒秀雄会員へ

（022-376-4060 FAX 兼用・携帯 090-2270-0963）お問い合わせください。 

第４回全国ゴルフ大会の参加者募集について（当支部が開催地です。多数の参加お待ちします。） 

１．開催日：２０１７年１０月１１日（水） ２．開催地：松島チサンＣＣ松島コース  

３．参加費：一人 ２，０００円      ４．プレー費：６，９００円～５，８５０円 

５．宿泊・前夜祭：10/10 ホテル松島大観荘 宿泊費・前夜祭込 12,000 円、前夜祭のみ 5,000 円 

６．申込・締切り： 8 月 31 日まで担当磯貝理事（携帯 080-2817-1444）へ申込下さい。  
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ＪＴＢグループ紹介コーナー  

今回は、ＪＴＢライフネットを訪問し、４月より新たに就任されました丹治仙台支店長にお話

を伺いました。実父は、かつて福島支店長をお勤めになられました丹治勇様です。 

 

＝「福利厚生」の充実を目指して＝ ＪＴＢライフネット仙台支店 丹治支店長 

◎ＪＴＢライフネット仙台支店の事業概要を教えて下さい。 

 今年で創立２５周年を迎えましたＪＴＢライフネットは、ＪＴＢグループ社員の皆様方の福利

厚生の充実をめざし営業してまいりました。ＯＢの皆様方におかれましても、保険のご案内を現

役時代から継続して行っております。保険事業も旅行業と同様にネット販売による浸食などもご

ざいますが、リアルタイムで対応が可能なコンサル

ティング力強化を目指し、皆様のお役にたてるよう

体制強化に務めてまいります。 

スタッフは、今年２月より着任いたしました丹治と

１０年来皆様にお世話になっております鞠子の２名

でございますが、６月１日よりこれまでの仙台営業

所から、仙台支店へと名称を変更した事もあり、気

持ちも新たに皆様のご満足に取り組んで参ります。 

 ＯＢ会の皆様におかれましては、自動車保険・火

災保険・傷害保険・医療保険など多岐にわたってご

利用いただいております。しかしながら、年々ご利

用いただく件数が減ってきているのも事実です。引き続きのご利用、新規ご検討者のご紹介など

お助けいただければ幸甚と存じます。       （写真：左側鞠子さん、右側丹治支店長）  

◎特にＢＯＢ会員にお勧めの募集商品をお聞かせ下さい。  

①「火災保険(建物)・家財保険・地震保険」 住宅ローン完済後に保険の点検はお済みですか？ 

 ＊住宅ローンを組まれる際に保険加入されていたかと思いますが、ローン期間中のみで、その

後未加入になっていませんか？ 

 ②「自動車保険」 ＢＯＢ会の皆様向けに割引適用とな

ります。新規でお見積のご依頼をいただいた場合、

現在キャンペーンを実施しております。（別紙参照） 

 ③「アクティブ総合保険」 日常生活の幅広い補償をカ 

  バーします。転んで骨折したなどケガによる通院・ 

 入院をカバーする保険となっております。（一般的 

な生命保険・医療保険では通院までカバーするものは多くありません。）   

◎契約手続きで注意したい点がありましたらお聞かせ下さい。 

 万が一事故に遭われた際は、保険会社の事故サポートデスク又はライフネットへご一報下さい。

保険会社の事故サポートデスクで不明な点や対応にご満足いただけない場合は、お気軽にライフ

ネットへお問い合わせ下さい。その後は、都度適切な対応をご案内しスムーズな保険金の支払い

等を行って参ります。又、契約の更改や変更につきましては、全て弊社にて対応してまいります。  

 尚、保険を利用された場合、次年度の割引等級が下がり保険料が上がることがございます。皆

様のトータルでのメリット・デメリットもご案内いたしますので、お気軽にご相談下さい。 

【お問合せ先：℡０２２－２６２－８８０１ ＦＡＸ０２２－２６２－８８０３】 

 

仙台支店長 丹治信彦（たんじのぶひこ）さんプロフィール 

１９８４年４月 ＪＴＢ入社 東京虎ノ門支店配属、【主な職歴】酒田支店営業課長、 

ジェイネット盛岡手配担当課長、提携販売事業部企画課長・事業部長、  

【趣味】バイクでの単独ツーリング、バラ等のガーデニング【愛読書】ＢＬＵＥ ＧＩＡＮＴ  
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回想録（第５回） 

今回は、本年傘寿を迎えられます山形市在住の寺崎優会員から寄稿をいただきました。現在は、

退職後に還暦で立ち上げた印刷会社「寺崎企画」を２０年に亘って経営をされておられます。 

＝良き上司との出会いに感謝＝ 寺崎 優会員（山形市在住） 

ＪＴＢ人生４２年の間に、ご指導・手を差し伸べて下さった数多くの方々から、特にご縁の深

かった方を書かせていただきます。勤務の約３分の２が旅行店で、

後は初めての経験で戸惑いながらも、旅行を基軸とした関連会社で

恙なく働かせて頂いた。 

昭和３１年に山形案内所に入社した。所長の長岡さんには「業務

は深く、数字には強く」と初年兵時代の基盤をしっかりと鍛えて貰

った。１３年間の山形勤務から初めての転勤が秋田支店。支店長は

ここでも長岡さん。担当は総合旅行でしたが、大型団体でハワイや

台湾にも添乗をさせて貰った。気心の知れた支店長の下で６年間、

楽しく働かせて頂いた。酒処の秋田で腕も上げたが詳細は割愛しま

す。古巣の山形支店に戻り、業務課長、営業課長を経て、昭和５５

年、福島駅旅行センターに異動。他に福島支店があって市場の棲み

分けはきちんと出来ていた。福島支店長は丹治勇さん。山形時代の

団体の上司で、秋田でもご一緒した。福島でも店は別でもご一緒。

上記の長岡さんと同じ三度の巡り合わせに深いご縁を感じた。着任早々に丹治支店長が福島駅長

と一席を設けて下さった。このお陰もあって、駅長はじめ助役・職員の方々の目も温かく、当初

抱いた軋轢などなく楽しい思い出だけが残った。その丹治支店長が支店長会議の席上で私の隣で

倒れ、会津若松支店長と福島のご自宅へお送りしたが、数日後に帰らぬ人となった。 

旅行店最後の福島駅旅行センター勤務が４年になり、そろそろ異動かと思っていたところに、

㈱天元台への異動の内示を受けた。これ自体は別に驚かなかっ

たが、社長が長岡弘さんでしたので、びっくり。長岡さんと三

度目の職場となった天元台は、ＪＴＢと地元山形交通との合弁

会社。昭和３８年に硫黄鉱山跡に開業したスキー場で出資・役

員派遣も対等に。地元の会合等で、雪山でのオープンに苦労さ

れた本社関係者の名前が懐かし気に出てくる事があり、語り草

になっていた。私の担当はホテル・ロッジの宿泊部門と営業。

火事と食中毒には特に気を付けた。社長の鞄持ちで夫々の親会

社に出張する。丸の内の本社や渋谷の東京営本へは通い慣れた

道となる。株主総会開催時には緊張が走る。元社長の西尾壽男

氏のご臨席にあたっては、会長の山形交通の社長も気を遣われ、

陛下をお迎えするような物々しい雰囲気であった。風でロープ

ウェイが運休すれば、雪の山路を歩いて登らざるを得ない。お

陰で足腰が鍛えられ腰痛には無縁、歩きには自信がある。 

天元台・米沢の雪とも別れ４年後に山形に戻る。最後のコー

ス、ＴＬの旅ホ商事では本社・事業部の専門スタッフの方々に

お世話になった。ここでは天元台時代の経験が大いに役立った。

最後の一般商事では庄内を含め全県の支店からご支援をいただいた。 

ここまで歩いてきた道筋でご指導、ご支援を頂いた方は数え切れない。厚く御礼を申し上げて

筆を置きます。 

平成２９年５月２５日 寺崎 優 ７９歳 

※写真右上：日本交通公社社員証（昭和３１年発行、山形案内所配属時）  

写真左下：退職後に還暦で立ち上げた印刷会社「寺崎企画」の玄関前で撮影 
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元気な会員紹介コーナー（第１１回） 

今回は、山形べにばな会堀理事の推薦をいただき、酒田市在住の髙山良雄会員をご紹介します。

退職後は庄内観光コンベンション協会に１４年間の長きに亘って在職され、庄内地域への観光客

誘致に多大の貢献をされました。現在は、パソコン教室に通って「自治会だより」の発行を行う

など地域の為の活動を行っています。この原稿も髙山さんが自ら作成されたものを使用しました。 

＝私の健康法・元気の秘訣＝ 酒田市 髙山良雄会員（７２歳） 

１．現在どのような生活をされていますか？ 

それは４年前の真冬の吹雪の日から始まった。小生にとっては全く無縁のことと思っていた突

然の出来事である。町の長老たち（前自治会長・元校長・元市民部長）の訪問で次期自治会長の

要請であった。本人の意志には関係なく既に外堀は完全に埋められ逃げるすべはなかった。６９

歳の現役まで自治会のことは家内任せで、町の回覧物ひとつ見たことがなかったが、前会長が心

臓病の持ち主で人道的見地から、とりあえず１

期（２年）受けたが、高齢化で後任見当たらず

２期目（昨年）受けるにあたり、かなりの抵抗

もあったが、機能してない部は廃止するなど８

専門部を５専門部に整理統合しスリム化を諮

り、ヒモ付き（補助金、交付金）の行政の下請

け事業はばっさり市に移管するなど、抜本的な

改革を実施しました。今年も美化サポーターを

募ってサルビアロードに１４００鉢のサルビ

アを植花しました。また、昨年から学区（自連

協）の役員（副会長・会計兼務）もやらせられ

週１回は会議や研修等で奔走しておりますが、

４年目ともなると心身ともに文字どおり爺会長そのものです。 （秋まで和むサルビアの苗） 

２．健康法・元気の秘訣はなんですか？ 

７０歳を期に大好きなタバコをやめた途端、生活リズムが狂ったせいか、加齢からくるのか耳

が遠くなり、厠は超近くなるばかりで一時期は夜間頻尿（５～６回）で泌尿器科にお世話になる

こと２年。メタボリスクもあったのでウォーキングを始めたら徐々に効果がでて、今ではやっと

１～２回の回数で済むようになったが、一度出たタイコ腹は元に戻らぬのが悩みの種。５千歩か

ら７千歩と伸ばし毎日小一時間のウォーキングが小生の唯一の健康法？かも知れません。その効

果の程は思わぬところで現れる。昨年「豊かな海づくり全国大会」に生前退位表明後、ほどなく

して天皇皇后両陛下が来庄された際、「お召列車」見たさに、いつもの散策コースをひとっ走り、

なんとタイミングよく新井田川の浜田橋梁の手前で、ゆっ

くりと渡る３両目の「菊の御紋」のところで天皇陛下が小

生に向かって手を振ってくれたではありませんか。感激の

あまり万歳三唱してしまいました。小生にとって平成の冥

土の土産と共に最大の元気の源になりました。 

３．これからの夢・希望・目標を教えて下さい。 

小生は典型的なアナログ人間で現場にいたころはほと

んど手書き文書で済ましていましたが、毎月の「自治会だ

より」の作成に、一念発起して「７０の手習い」とばかり

ＰＣ教室に足を運び、なんとか今回のような写真入りの文

書まで出来ました。今では東京・横浜にいる孫たちと

skype で遊んでいますが、2020年の東京オリンピックでは

同じステージで一緒に感動を味わいたいものです。     （７０の手習い・ＰＣ教室にて） 
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「新入会員」紹介コーナー 

＝ 佐藤 敏彦さん（２０１７年４月入会）山形県西川町在住 ＝ 

JTB 入社年：１９７１年４月  現在勤務個所：ＪＴＢ東北 法人営業山形支店 

◎現在どのような生活をされていますか？ 

定年後法人営業山形支店にお世話になっております。業務課に在籍し

会計業務や労務管理並びにＪＴＢ旅ホ連山形支部の事務局を担当して

います。旅ホ連の事業が非常に多く、年間で誘致キャラバン５回、社員

受入研修５回、その他講習会や会議と日々忙しく動き回っております。

その中でも受入研修で若い社員達と触れ合うことが最大の楽しみです。

６５歳まで残すところ９か月となりましたが健康に気を付けながら精

一杯頑張りたいと思います。 

◎在職中に一番強く思い出に残っていることは？ 

３０歳の頃、大手会社の組合を担当しておりました。周年事業で小笠

原への「にっぽん丸」チャーターを獲得しましたが、小笠原の事やクル

ーズの事には何のノウハウもなく、商船三井の担当者に何度も同行をお

願いし助けて頂いた事を思い出します。出発の半年前に下見に行った時

のこと、天候不良で往復とも揺れが酷く、全員（４人）が船酔いで到着当日は宿で寝込んでしま

い打合せが出来ませんでした。帰りの船中で主催者から中止にしようかとの話が出て、前払金が

返金されないこと等説得するのに大変苦労しました。クルーズは予定通り５００名で催行され無

事終えることが出来ました。終わった時の達成感、感謝状を戴いた時の感動は今でも忘れられま

せん。振り返ってみるとあの頃が一番輝いていたのかなと思います。 

 

理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所  ６月１０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・本部通常総会報告 

② ＪＴＢ東北２０１６年度営業成績について（須藤総務課長より） 

③ お客様紹介運動実績（別記） 

④ 会員動向について（別記） 

⑤ ２０１７年度会費の納入状況について 

⑥ 支部役員改選について 

⑦ 第１回「全国俳句大会」・第４回「フォトコンテスト」の応募について（別記） 

（２）協議事項 

① 支部総会議題について 

 ・2016 年度活動報告、収支決算報告書及び監査報告 

 ・2017 年度活動計画（案）、収支予算（案） 

 ・支部会則の一部改正について 

② 2017 年度支部総会準備作業について 

お 知 ら せ  

㈱ＪＴＢ東北 人事異動について（６月１日付）※抜粋 

  ㈱JTB ライフネット 出向      丹治 信彦  ㈱JTB ライフネット 出向 

  仙台支店長                   仙台営業所 調査役   
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会 員 の 動 向   

◆ 訃  報   髙橋 卓さんにおかれましては、５月８日（月）ご逝去されました。 

         鈴木英夫さんにおかれましては、６月５日（月）ご逝去されました。 

         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： （２０１７年 ６月 １０日現在） 

正 会 員   ２５１名 （男性２１４名、女性３７名） 

名誉会員      ２名 （男性   ２名、女性  ０名）  

合  計   ２５３名 （男性２１６名、女性３７名） 

支 部 活 動 の 動 向  

◇ ４月２６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・前田各理事 

◇ ４月２６日（水） 会計監査（ＢＯＢサロン）：長谷川理事・髙橋監事 

◇ ５月 ９日（火） 役員選考委員会：佐藤茂雄、石黒秀雄、若生勝芳、齊藤副支部長 

◇ ５月２６日（金） JTB ライフネット取材訪問：畠山理事 

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、スタートの４・５月ともに多数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。引き続きご協力によろしくお願いいたします。 

◇ お客様紹介運動実績（４月～５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 ％ 

4 月分 17 62 1,571  1 2 102 18 64 1,672 624.7 

5 月分 5 38 2,950 2 3 665 7 41 3,615 120.7 

年度計 22 100 4,521 3 5 767 25 105 5,287 162.0 

４月・５月分のご紹介者は、安倍光一、阿部善幸、奥山美奈子、小関孝雄、佐藤敏彦(2 件)、

鈴木正昭(3件)、須藤義男、高橋淳悦、田島正義、富永幹男(2件)、野川由紀子、長谷川健二、

古川秀一、堀野秀子(4件)、吉田正巳、若林秀敏、渡辺仁美(2件) の皆様です。 

◇ ナイスギフト取扱実績  

４月分取扱  ６件 ２３６，０００円  ５月分取扱  ２件 ６６，０００円  

年度計（４月～５月） 取扱件数 件３０２，０００円（前年比 118.4%） 

４月・５月分のご紹介者は、 阿部善幸、小幡紀男、竹野信一、富永幹男、長谷川健二（2件）、 

ＢＯＢ会（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。 

懇 話 会 の 開 催  

◇ 次回「懇話会・暑気払い」は、８月５日（土）「菜時季大原」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。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。 

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 

◇６月１０日（土）「懇話会」を開催 

中国北京料理「飛天」を会場に「寿齢を祝う会」を兼ねた「懇話会」を開催しました。寿齢対

象者５名の皆様にご参加をいただき、若林支部長からのご挨拶と対象者の皆様のご紹介がありま
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した。寿齢者を代表して加藤さんの乾杯の発

声で懇親会が始まりました。会場はお祝いム

ードで大変和やかな懇話会となりました。 

寿齢対象者の皆様の今後益々のご健勝を

心よりお祈りいたします。 

＜参加者＞ ： ◎加藤彰祄、◎杉本矩雄、 

◎寺崎 優、◎若生勝芳、◎菊池健三、 

伊東功夫、早坂信克、田島正義、佐藤和彦、 

櫻井勝男、佐藤茂雄、樋口富子、長谷川健二、

堀 時男、髙橋 翕、江刺俊光、齊藤 修、 

磯貝辰男、渡辺仁美、若林秀敏、蒲倉 博、 

阿部善幸、前田健二、高柳新一、畠山 廣    

（ ２５名） ◎印は寿齢祝い対象者       写真：寿齢祝いの５名の皆様 

ク ラ ブ 活 動 

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

５月９日（火）歩こう会「利府竹の子堀と筍料理三昧」（カメラクラブ合同企画） 

過去最高の参加者１８名の皆さんと、好天の中心踊らせ一路利府駅に到着。企画担当兼ガイド

の櫻井勝男会員の出迎えをいただき観光協会待合室に。入りきれない？大人数に観光協会の皆さ

んもビックリ！！７名の初参加者と和気あいあいの中出発。４５分程歩いて日本蜜蜂生産者宅へ

「紛れの無い純度 99.4％の蜂蜜」試食と生態系のお話を伺い、途中樹齢 300 年以上の藤田夫婦桜

を見学、総時

間９０分程

爽やかな歩

きを堪能し

目的地「岡崎

邸」に到着。

早速竹林に

入って「竹の

子堀体験」。

今年は裏年

でしたが、櫻

井さんの特

別のご配慮

で竹林上部

に確保済み

の「BOB 会

地域？」に案

内いただき、“頭を覗かせた筍”を鍬で掘起しました。立派な筍をお土産にそれぞれゲットし、

筍料理を全員で手際良く配膳いただき、初参加の太田和子さんの“乾杯”の掛け声の中笑顔が弾

け、大宴会が始まりました。これぞ「筍三昧」どれもこれも本当に美味、恒例の遠藤議員の差し

入れ「大吟醸」をいただき大満足の宴席でした。岡崎邸奥様よりは「せり・クレソン」のお土産

もいただき、満腹！！お土産一杯！！感謝・感謝の一日でした。  （磯貝 記） 

＜参加者＞ 佐藤正司、早坂信克、〇石黒秀雄、若生勝芳、櫻井勝男、〇清水義春、長谷川健二、

髙橋 翕、佐藤茂雄、斎藤修、〇新木幸枝、渡辺仁美、〇太田和子、〇阿部善幸、〇前田健二、 

〇板橋 博、高柳新一、磯貝辰男   以上１８名 〇印初参加             
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歩こう会【キリンビール仙台工場見学・一番搾り試飲と多賀城居酒屋】募集中！！ 

７月２９日（土）★集合場所：ＪＲ多賀城駅 ９時２５分 

（あおば通り駅 9:00 発・仙台駅 9：01 発）列車にご乗車願います。 

多賀城駅前 9:35＝＝送迎バス＝＝キリンビール仙台工場・工場見学（70 分）「造りたての 

一番搾り中ジョッキ 3 杯試飲」＝＝送迎バス＝＝多賀城駅・板橋さん推薦居酒屋（昼食） 

多賀城駅＝＝ＪＲ＝＝仙台駅 15:30 頃着 

☆参加費：４,０００円（昼食及び飲物代）ＪＲ代金は各自払い 

☆申込：先着順１２名様限定（満員次第〆切）★申込先：080-2817-1444（磯貝迄）募集中！ 

◇ 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） 

４月２５日（火） 春季大会  グレート仙台 CC 参加者： １１名 

  優 勝 鈴木郁也（G96、H23、N73） 準優勝 三浦源幸  ３位 清水義春 

他参加者：若生勝芳、佐藤 孝、髙橋 翕、伊東功夫、小幡紀男、磯貝辰男、佐藤茂雄、 

市川博康 

５月１６日（火） 月例会  グレート仙台 CC 参加者： １０名 

  優 勝 磯貝辰男（G98、H22.8、N75.2） 準優勝 清水義春 ３位 鈴木郁也 

他参加者：若生勝芳、三浦源幸、中鉢孝男、髙橋 翕、伊東功夫、小幡紀男、市川博康 

５月２９日（月） 月例会  グレート仙台 CC 参加者： １１名 

  優 勝 佐藤 孝（G96、H26、N70） 準優勝 小幡紀男 ３位 若生勝芳 

他参加者：髙橋 翕、市川博康、小山昭雄、磯貝辰男、伊東功夫、佐藤茂雄、 

三浦源幸、鈴木郁也  

＜今後の予定＞ 

 ６月２７日（火）月例会（グレート仙台） ７月１０日（月）夏季大会（グレート仙台）       

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

＜釣りたより＞ 

○５/２２（月）～２３（火） 「松島１泊と大型漁礁カレイ釣り」 

恒例になりました関東支部との交流釣り大会は、松島温泉小松館好風亭に７名が参集しました。

新鮮な魚介類と手の込んだ繊細な料理に舌鼓を打ちながら盛大な前夜祭となりました。翌朝は小

松館社長等も一緒に、塩釜漁港の「登龍丸」に乗船し出港。釣り場の大型漁礁に到着。真ガレイ

に真子ガレイ混じりで一人３０枚～５０枚。２５～４０ｃｍの良型も多く、クーラーボックスは

一杯に。皆さん好釣果に大満足の様子で、予定よりも１時間早く帰港となりました。  

＜参加者＞ ◎杉本矩雄、◎堀 時男、佐藤茂雄、齋藤 修、〇木村 良、畠山 廣、 

関東支部２名、 計８名（◎印宿泊のみ、〇印釣りのみ） 

＜今後の予定＞     

 ６月２７日（火）尾浦港出島周辺   ７月１１日（火） 閖上港 大型漁礁  

◇ 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 

◎次回開催日：７月６日（木）支部通常総会終了後に開催します。 

○６月１０日（土）＜参加者＞ 伊東功夫、田島正義、佐藤和彦、若生勝芳、菊池健三、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 １３名 

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

   参加者：伊東功夫、若生勝芳、髙橋 翕、阿部善幸  ４名 

※申込は前日まで 伊東功夫会員へ ０９０－７６６２－０８０３ 
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◇ 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。 

   ４月 ８日（土）＜参加者＞ 若生勝芳、磯貝辰男、若林秀敏、高柳新一 

５月１３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 

４月 ６日（木）＜参加者＞ 鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

５月 ８日（月）＜参加者＞ 鈴木郁也、庄司 良、扇 要治、作間清成 

◇ 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  ４月２０日（木） ＜参加者＞ 今井省吾、佐藤正司、菱田貞一、 

      ５月１８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 115回 4月 11日(火)の句会から  

・日の翳る岬の小道落椿         小山あきお  季語=落椿=春 

・船頭の野太い声や菜種梅雨       市川  隆  季語=菜種梅雨=春 

・遠浅の波よ光よ五月来ぬ        石黒 秀策  季語=五月=夏 

・幾世代愛でしが庭の古紅梅       陶山 芳子  季語=紅梅=春 

第 116 回 5月 22日(月)の句会から  

・潮風に島のざわめき竹の秋       小山あきお  季語=竹の秋=春 

・潮風の砲台跡や夏蓬          市川  隆  季語=夏蓬=夏 

・卯の花に風のあつまる朝かな      石黒 秀策  季語=卯の花=夏 

・春の雨出羽の野面の朝かな       陶山 芳子  季語=春の雨=春 

＜自由投句＞ 

・思ひ出づ三春の桜今五分か       矢口 愛水  季語=桜=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） 

◇ パソコン教室   申し込みは、０８０－５５７８―５９２０ 畠山へ 

（５/１６）第３回パソコン教室を開催 

第３回目は、事務局・講師も含め４名での開催と

なりました。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。未だ席に余裕がありますの

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。 

＜参加者＞ 受講者：八木孝典、古川秀一、  

講師：片平安之  

事務局：畠山 廣 

○次回開催予定 ６／２７（火）１１：００～１３：００ ＪＴＢ東北本社８階ＢＯＢサロン 

☆その後の予定 ７／１８（火）１１：００～１３：００     〃 

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

（５/８）会津若松市「会津稽古堂」で移動例会を開催 

今回は、長年蕎麦打ちをされてきた、五十嵐伸一会員の手打ち蕎麦を賞味させていただく事で、

会津若松市内の「会津稽古堂（クッキングスタジオ）」で開催しました。仙台・山形地区の皆さ

んが会場到着時にはすでに用意が出来ており、会津若松・福島地区の皆さんには早くから準備を

していただきました。早速、五十嵐さん自慢の会津風更科蕎麦と、五十嵐さんが当日早朝に自ら

採ってきてくれた季節の山菜（タラの芽、こごみ、こしあぶら等）天ぷらを戴きました。上質な

蕎麦の産地会津で

の手打ちで仕上げ

る香りと味、採りた

て山菜の天ぷらは

格別で、皆さん感激

しながら堪能でき

たようです。また、

佐藤利喜弥会員か

らは１０月開催の

歩こう会、山形べに

ばな会合同企画「歴

史街道・六十里街道

歩きと月山志津温

泉」について案内が

ありました。その後、小林孝雄会員のご協力のもと、喜多方アスパラガス農園での収穫体験を楽

しみました。皆さん、採りたてで新鮮なアスパラガスを沢山お土産にされたようです。地元会津

若松地区の皆さん、そして美味しい蕎麦を打って頂いた五十嵐さんに感謝です。（前田 記） 

＜参加者＞（会津地区）高橋 信、小林孝雄、山浦賢治、五十嵐伸一、菅野淑子、雪野幸子 

（福島地区）鈴木正利、蒲倉 博、壱岐ひろみ、 （山形地区）佐藤利喜弥 

（仙台地区）石黒秀雄、佐藤茂雄、渡辺仁美、前田健二、古川秀一、鹿野美枝子、 

河越和夫    以上１７名 

★次回移動例会 ７月１０日（月） 山形市「庄司屋」で開催予定 

 【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。 

地 域 部 会 だ よ り  

◇ 青森「あすなろ会」 活動報告 

（４/２９）弘前公園「観桜会」 

恒例の観桜会を弘前公園で開催

しました。 

前日からの雨が止まず、屋根付き

の場所も以前から満席で、弘前地

区の一戸さん奈良岡さんが朝早く

から別会場の日帰り温泉施設等を

押さえてくれていました。取り敢

えず予定通り集合しましょうと言

う事で、雨の中公園東門に集まり

ました。少しずつ雨が上がって来
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ているのでこのまま予定通り実施する事に決定。シートを二重に敷き、お花見弁当、飲み物、お

つまみを並べ、宴を始めました。少しずつ雨も上がり徐々に晴れ間も出てきて何か良い方向に？

昼近くには完璧に花見日和になり、凄い人出になってきました。本丸から望む天守閣、岩木山は

最高です。満開の桜の下、近くからはねぷた囃子も聞こえ、花見酒も進み皆さんの近況や健康の

話､ そして会社の事や政治、そして世界情勢？？等多岐の話題で多いに盛り上がりました。皆さ

ん元気そのもので、朝の雨からは想像もつかない最高のお花見になりました。時折花吹雪が舞う

中あっという間に時間が進み､ 準備したお酒も飲みほし一戸さんの中締めの後解散となりまし

た。皆さんお酒と快晴で少し日焼けしたようです。 

 来年は弘前公園観桜会１００年になるそうです。 （宮本 記） 

＜参加者＞： 瀬川忠雄､一戸 晃、石澤 隆、大坂勝弘、奈良岡誠一、伊藤米昭、花田一男、 

   山田隆喜、太田敏雄、宮本壽郎  １０名 

◇ 岩手「やまびこ会」 活動報告 

 （５/２８）西和賀ワラビ狩り「沢内天然ワラビ園」 

例年実施しております西和賀でのワラビ狩り。今年は牧草地だった所を整備し天然ワラビが収

穫出来る「沢内天然ワラビ園」にチャレン

ジしました。今やここ西和賀のブランド品

となった“西わらび”です。一関と盛岡よ

り集合時間定刻通り。さすがは、添乗員経

験者旅程管理にとって時間厳守はお手のも

の。長靴・手袋姿で管理者の説明を聞きい

ざ山の中へ。野ばらのトゲに引っ掛りなが

ら手頃な伸びごろを探し周り収穫の計量、

２ｋｇまで可でしたが皆さん半分がやっと

でした。昼食は近くの古民家を移築した遠

来の方にも人気の「母ちゃん店わがや」に

て父ちゃん定食を戴きました。日曜日でし

たのでお客さんは行列状態でしたが、事前

に予約をしていたので待つこともなく、会

員の皆さんの近況等しばし歓談して、現地

にて解散となりました。  （南洞 記） 

＜参加者＞：狐崎忠介、鈴木 剛、南洞 稔、藤澤道男、遠藤敏男、中村厚夫 （６名） 

◎「やまびこ会」今後の行事予定  

〇「小岩井農場＆ゆったり温泉」 ６月２５日（日）～６月２６日（月） 

〇 ふる里再発見「早池峰神楽鑑賞・宿場町大迫を訪ねて」 ９月１０日（日） 

〇 地区懇話会「愛隣館」  １１月２６日（日）～２７日（月） 

 

編集後記 

＊現在、ＢＯＢ会本部ではホームページの見直しを行っています。もっと会員の皆様の情

報や趣味の写真等を掲載して、広く全国の会員と情報を共有しようとするものです。当

面は、各支部会報・たよりからの転載でスタートしますが、将来的には会員から直接情

報を投稿頂く事になります。是非情報がありましたら下記広報担当にお知らせ下さい。 

＊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 

 

おかげさまで 25周年、これからも皆様のために！ 

株式会社ＪＴＢライフネット仙台支店 
お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。 

支店長 丹治 信彦  鞠子みゆき 
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 
 


