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 ２０１７年度「ＢＯＢ会東北支部通常総会」写真特集 

若

   若林支部長挨拶     ご来賓ＪＴＢ東北森社長様    ＢＯＢ会本部新倉会長 

                 通常総会審議風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森社長よりお客様紹介感謝状贈呈（富永さん・堀野さん）   講演会風景（講師：髙橋良司様）   
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ＪＴＢ東北伊沢営業部長様  ＪＴＢ国内旅行企画菅原事業部長様 (中締め)奥山美奈子新理事 

 

若林支部長より新役員を紹介          司会の磯貝・阿部両理事    

 

久々の再開に話が尽きない会員の皆様 

 

懇談・樋口前理事ご苦労様でした               中締め風景           
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２０１７年度「第４７回東北支部通常総会」開催 

 ２０１７年度東北支部通常総会は、７月６日（木）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４３名が出席するとともに、ＪＴＢ東北及

びＢＯＢ会本部よりご来賓をお迎えいたしました。 

 総会は須藤幹事（ＪＴＢ東北総務課長）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（要旨別記）、ご来賓の森吉弘（株）ＪＴＢ東北代表取締役社

長及び新倉武一ＢＯＢ会本部会長からご挨拶をいただきました。その後、お客様紹介運動の顕彰

を行い、取扱額上位３名（当日は２名出席）には森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。 

 渡辺理事より２０１６年度活動報告、長谷川理事より収支決算報告、高橋監事より監査報告、

さらに２０１７年度活動方針（案）・収支予算（案）・支部会則の改訂が同理事より、また役員

改選案が佐藤茂雄役員選考委員長より提案され、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、講師に世界遺産マイスターである高橋良司(株)ＪＴＢメディアリテーリン

グ企画担当部長をお迎えし「世界遺産の基礎知識とその魅力」について講演会が開催されました。

世界遺産に関するクイズもあり皆さん力を発揮されて大変盛り上がりました。 

 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４１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、ご来賓を代表して伊沢洋平（株）ＪＴＢ

東北取締役営業部長よりご挨拶をいただき、菅原実(株)ＪＴＢ国内旅行企画東北事業部長による

乾杯のご発声で宴が始まりました。賑々しく親睦を深めた後、新任役員を代表して奥山理事より

中締めをいただき、すべての予定を終了いたしました。  

  

 ２０１７年度改選 役員（担務） 

 支 部 長  若林秀敏(総括) 

 副支部長 ＊渡辺仁美(支部長補佐・総務)       

 理  事 ＊奥山美奈子(◎福祉・総務)        磯貝辰男(◎親睦) 

      ＊佐藤 充(◎経理)            阿部善幸(親睦・経理・青森地区担当) 

       畠山 廣(◎広報・総務・親睦)     前田健二(◎総務・秋田地区担当) 

      ＊佐藤勇一(親睦・岩手地区担当)    ＊河越和夫(広報・親睦・福祉) 

        宮本壽郎(青森あすなろ会)      ＊南洞 稔(岩手やまびこ会) 

＊小林 誠(秋田こまち会)       ＊佐藤利喜弥(山形べにばな会) 

蒲倉 博(福島しゃくなげ会)      （◎印はチーフ）  

 監    事 ＊長谷川健二  

 顧    問   森 吉弘（㈱ＪＴＢ東北代表取締役社長）  佐藤茂雄 

 幹    事  須藤 直（㈱ＪＴＢ東北総務課長）      

 編集委員 ＊後藤真由美（総務・広報）      （＊印は新任） 

 今回退任されました役員は、齊藤 修副支部長、樋口富子・堀 時男・江刺俊光・鈴木 剛・   

石黒 茂・高柳新一の各理事及び髙橋 翕監事の方々です。長い間支部活動にご尽力をいた

だき、誠にありがとうございました。      

 

若林支部長あいさつ（要旨） 

本日ご来賓としてご出席いただきました、ＪＴＢ東北森社長様、大久保執行役員総務部長様、

本部の新倉会長様、会員の皆様に厚く御礼申し上げます。 

平成２８年度は「新入会員の増強」と「お客様紹介運動の拡大」「たよりの充実」そして「新

たなクラブの創設」を中心に取り組みを進めてまいりました。各担当理事のご尽力もあり着実に
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成果が表れてきております。引き続きこれらの取り組みを今年度も強化してまいります。 

さて、私からは２点お話しをさせていただきます。 

１点目は、支部収支の件です。２８年度は対予算比では良化しておりますが、残念ながら単年

度収支では６万円ほどの赤字となりました。２９年度は、各クラブ活動や各県地区の皆様には申

し訳ございませんが助成金を減額して、単年度収支をプラス予算で提案をいたしました。また、

お客様紹介運動の取扱い実績も着実に増えておりますし、ＪＴＢ東北様からはお客様紹介手数料

をアップしていただきました。今後、収支が安定的に推移するようでしたら、減額しました助成

金も徐々に増額をしていきたいと考えております。尚、お客様紹介手数料の計上方ですが、これ

までは当年度の実績を次年度の予算に計上しておりました。この計上方法を通常の会計処理に戻

すために、２９年度は２８・２９年度の２ヶ年分を予算に計上しました。東北は独自の会計処理

をしておりましたが、これで全国の支部と同様な方式になりました。 

２点目は、全国ゴルフ大会が、１０月１１日に宮城県松島チサンカントリークラブを会場に開

催されることになりました。全国の支部会員が参加して支部対抗戦となりますので、是非東北の

力を発揮していただきたいと思います。また、三浦源幸様に実行委員会委員長に就任いただき、

ただ今万全の態勢で受入準備を進めております。例年地元支部からは２０名程が参加されると伺

っておりますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

【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 取締役営業部長              伊沢 洋平 様 

 ㈱ＪＴＢ東北 執行役員総務部長             大久保毅彦 様 

 ㈱ＪＴＢ国内旅行企画 東北事業部長           菅原  実  様 

 ㈱ＪＴＢメディアリテーリング 東北支店長        福田 祐子 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商事 東北営業部長               菅原 和彦 様 

 ㈱ＪＴＢライフネット 仙台支店長            丹治 信彦 様 

 ㈱ＪＴＢ東北 総務課長（ＢＯＢ東北支部 幹事）     須藤  直 様 

☆本部 

 ＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会 会長            新倉 武一 様 

☆講演会講師 

 ㈱ＪＴＢメディアリテーリング 企画担当部長       高橋 良司 様 

☆会 員（敬称略、五十音順、アンダーラインは総会のみ出席、（懇）は懇親会のみ出席） 

 阿部善幸、石黒秀雄、磯貝辰男、伊東功夫、伊藤雄一郎、江刺俊光、奥山美奈子、 

蒲倉 博、河越和夫、国友研一、後藤真由美、小林 誠、齊藤 修、佐藤 孝、 

 佐藤茂雄、佐藤 充、佐藤勇一、佐藤利喜弥、杉本矩雄、鈴木 剛（一関）、鈴木喜雄、 

須藤義男、髙橋 翕、髙橋健治、高橋淳悦、高柳新一、中鉢孝男（懇）、槻山智雄、 

富永幹男、南洞 稔、長谷川健二、畠山 廣、早坂信克、樋口富子、菱田貞一、堀 時男、 

堀野秀子、前田健二、増子邦夫、三浦 糾、三浦源幸、宮本壽郎、若林秀敏、渡辺仁美 

☆２０１６年度「お客様紹介運動」実績顕彰対象者（敬称略、実績額順、アンダーライン出席者） 

 鈴木正昭、富永幹男、堀野秀子、樋口富子、髙橋 信、須藤義男、畠山 廣、若林秀敏、 

 武田守弘、小野寺栄子、庄司真理子、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 

 

☆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メディアリテーリング東北支店、 

 ㈱ＪＴＢコミュニケーションデザイン東北営業局、㈱ＪＴＢ商事東北事業部、 

㈱ＪＴＢライフネット仙台支店 
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ＪＴＢグループ（出向者）紹介コーナー  

今回は、ＪＴＢ東北総務部様からのご紹介により、６月２９日付けで秋田内陸縦貫鉄道㈱（本

社：秋田県北秋田市阿仁）に出向されました吉田裕幸社長様をご紹介いたします。 

＝人生二度目の鉄道事業に挑戦＝ 秋田内陸縦貫鉄道㈱代表取締役社長 吉田裕幸様 

６月２９日から内陸線の経営をお預かりすることとなりました。社会人のスタートが国鉄だっ

た私にとって鉄道事業は２度目の挑戦となります。何か運命的なものを感じながら着任しました。

重責ではありますが力を尽くしたいと

思いますので、引き続きましてお力添え

の程よろしくお願い申し上げます。 

秋田内陸線はその名のとおり秋田県

の中央部を縦貫する全長９４.２ｋｍの

第３セクター鉄道です。旧国鉄から転換

された多くの３セク鉄道と同様に、ここ

まで幾度にもわたる存廃論議の俎上に

載り、様々な方法を模索しながら現在ま

で経営を続けてきました。利用者の漸減

など横たわる課題はあまりに重たく「赤

字額 2 億円以内」という経営ミッション

は極めて高い目標です。そのような環境

の中、私に求められる役割は観光利用の

お客様を増やすことです。自助努力はもちろんですが、地域の観光価値を磨いて、沿線の魅力を

高めてゆくことが最大かつ最重要のテーマであると感じています。 

「自然が豊かで可愛い列車が走っている」、「温泉もある、美味しい料理とお酒もあります」で

は、他の地域との競争に打ち勝ち、選ばれることは難しいと考えています。沿線での過ごし方、

楽しみ方に踏み込んで、新たなサービスやしくみを提供し続けることができるよう、６６名の社

員、地域の応援団、地元自治体、秋田県等と一体となって魅力の創造をして行きたいと思います。

ローカル鉄道は、地域社会にとって必要不可欠なインフラであり、誇り、宝、そして象徴です。

私自身が鉄道ファンだからというわけではないのですが、日本が次世代に残さなければならない

宝物をしっかりと磨きつないで行きたいと思います。 

８月、むせ返るような緑の匂いに包まれた

内陸線沿線の里山風景、特に今の時期は森吉

山を囲むようにして存在する名瀑巡りがお

薦めです。特に日本の滝百選第二位の「安（や

す）の滝」は必見です。１０月には是非とも

燃えるような紅葉を訪ねてください。ちなみ

に私は７年前にこの地を訪ね、いくつかの滝

に魅せられました。そして森吉山のゴンドラ

から眺めた（八甲田に引けをとらないスケー

ルの）紅葉に圧倒されました。 

お越しいただく際は、是非、阿仁合（あにあい）の本社にお立ち寄りいただければと思います。

角館駅には無料駐車場も用意していますので、お車を停めて是非内陸線にご乗車ください。（こ

こがかなり重要です）。会員の皆様をより元気にする秋田内陸線、ご来訪をお待ちしております。 

本社連絡先：〒018-4613 秋田県北秋田市阿仁銀山字下新町 41-1 ℡0186-82-3231 

※写真上：前田南駅でプレートオーナー（購入いただいた枕木）を設置する吉田社長（左側）。 

     前田南駅は大ヒットアニメ映画「君の名は」のモデルと言われ多くのファンが訪れています。 

※写真下：沿線４カ所で展開の「田んぼアート」を、“走る展望台”として徐行運転中です。 
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回想録（第６回） 

今回は、仙台市太白区八木山在住の伊藤雄一郎会員に寄稿をいただきました。８２歳の現在も

大変お元気で、東北支部の通常総会には欠かさずご出席をいただいております。 

＝鹿角地区修学旅行集約臨獲得に成功＝ 伊藤雄一郎会員（仙台市在住） 

私は、昭和２９年盛岡支店（当時は案内所）に入社しました。当時の支

店業務は、国鉄券の販売が中心でしたが、翌３０年には周遊券が発売され

るとともに、作業量が急増し連日深夜まで残業が続きました。 

３年目からは、国鉄盛岡鉄道管理局内に駐在し、駅に持ち込まれた団体

旅行をＪＴＢ（当時は財団法人日本交通公社）扱いとするよう依頼する仕

事を担当しました。その頃から、中学校や高校の修学旅行が盛んになり、

Ｔ社やＫ社など有力なライバル社が進出してきて激しいセールス合戦が

展開されるようになりました。そのような状況の中で、秋田県鹿角地区が

他社の入らない空白地帯となっていましたので、雪の残っている時期に単

身でこの地区の中学７校を巡回セールスし、合同で臨時列車による日光・東京４泊５日の修学旅

行を獲得実施する事が出来ました。これには盛鉄局のご支援やＪＴＢの社員各位のご協力もあり

大成功でした。数年後には釜石地区でも同様の試みを行い成功しました。 

昭和３６年東北支社（後の営業本部）へ転勤しました。その後一時労働組合の専従役員を務め

た時期もありましたが、都合１７年間営本勤めを続けました。営本での主な業務は、本社営業部

からの指示や通達を支店向けの文書にして伝達するという極めて事務的な作業でした。そんなこ

ともあってか、アフターファイブでの麻雀を楽しむ日々が続くことになりました。 

昭和５３年、花巻支店長に発令され妻子同伴で赴任しました。１７年ぶりの支店勤務でした。

営業の仕事はやはり修学旅行のセールスが中心でした。そして、店頭では国鉄券の販売が主でし

たが、特急券や寝台券などの需要が多く、朝９時の発売開始と同時に一斉に発券機を操作して、

１枚でも多く獲得する努力が行われてい

ました。また、日曜日は社員に休日出勤

をさせないためにと、私が一人で出勤を

していました。支店業務に馴染んできた

頃、街の有力者にご挨拶するため商工会

の関係者の所に出向きました。快く迎え

られましたが、一部の方から「支店長は

麻雀をやりますか？」と聞かれ「一応は

たしなみます」とお答えすると、数日し

てお誘いの電話がありました。それが、

やがて連日のように誘われるようになり、

帰宅も深夜になる事が多くなりました。

このような不行状からか、やがて営業本

部からの発令は盛岡支店預かりというも

のでした。まさに身から出たサビで、深く反省したところです。あまり思い出したくもない時期

ではありますが、良い時代を過ごさせて頂いたと皆様に感謝しております。 

その後は再度の営業本部勤務と、一関支店長として赴任したあと、ＪＴＢからは二代目となる

観光施設マインランド尾去沢（秋田県鹿角市）に出向を命ぜられました。６年間勤務した５５歳

の時に三菱鉱業からのお誘いもあって移籍を決意いたしました。しかし３年後に福永本部長から

仙台に戻され、ＪＡＴＡ東北支部事務局長として５年間勤務する事になりました。ＪＡＴＡを最

後に長年お世話になりました旅行業界を卒業し、自宅にて家内と平穏な日々を過ごしております。 

平成２９年７月２２日 伊藤雄一郎 ８２歳 

※写真下：昭和３８年同僚と尾瀬ヶ原から燧ヶ岳登山中の伊藤さん（左側手前） 
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元気な会員紹介コーナー（第１２回） 

今回は、秋田こまち会石黒理事の推薦をいただき、秋田市在住の佐々木慶一会員をご紹介しま

す。仙台での勤務が長かった佐々木さんですが、地元秋田に戻られ現在は町内会長として多忙な

毎日を過ごされています。そんな中でも１日２時間の歩き（１５，０００歩）は欠かしません。 

＝私の健康法・元気の秘訣＝ 秋田市 佐々木慶一会員（７０歳） 

退職後、縁あって社会福祉事務所にてパートのオジちゃん（１年半）しておりました。当時か

ら高齢化、介護、虐待など日常業務の中で言葉を聞かない日は有りませんでした。悶々としてい

たある日、お笑いとの出会い『人生亭喜楽駄朗（じんせいていきらくだろう）元県職員：本名が

米谷さん（男鹿市在住）』があり、彼のセミナーに

参加し、学び続けました。 

【長い人生には、つらいこと、惨めなこと、とても

悲しいことが時々起こる、そんな時こそ、冗談をい

う、駄洒落をいう、ふざけて笑う、笑わせる、こん

なことを実行して欲しい。ユーモアとは「にもかか

わらず」笑うことである。】 

これがドイツのユーモアの定義だと教えられた。

もともと私も人を笑わせることが好きで、若い頃か

らふざけていた気がする。この教えを元に、町内会

等でのサロンなどでネタ（パクリ了承済み）を披露

し、明るい町内にしたいと思っている。合わせて、

これと思うセミナーには積極的に参加し、情報伝達

を心がけたい。 

今から４年程前、前町内会長から「お願いしたい

ことがある」と連絡があった。曰く、この町内が「区画整理事業を予定されているのはご存知で

しょう」と、会長宅は転出対象であり、後任をお願いしたいと唐突に切り出した（当時：会計担

当でした）。チョット待って下さい、順序を踏まえてと固辞した。役員会を数回、お願いしたが

先が見えず、しびれを切らし、自分がやると挙手（近隣町内でもなり手がいない）現在に至る。 

平行して、昨年１２月より民生・児童委員の委嘱を受け、手形緑町町内会（１２０軒・ＡＰ２２

軒）の身近な相談役・連携を心がけております。遂行に当たっては家族の応援が必須です（妻・

息子・愛猫８歳♀）。引き受けた以上、自らの健康も注意しろと教えられた。 

みなさんご存知の「一・十・百・千・万」を実行している。 

一：布団から出るまでに今日の目標を決める。  十：声出し１０回笑う。 

百：深呼吸１００回。             千：文字を書く（箸などで）。 

万：一万歩歩く。 

どの地域でも教えられて実行している方はいるというが、毎日とはいかないと云う。小生の自

慢？は「万」でほぼ毎日、東コース・西コース（逆回りで４コース）を２時間１０分で１５，０

００歩を歩いております。コース条件は「地元勝負の神社に願掛け」そして「菩提寺の先祖に詣

でる」である。 

また、毎週月曜日『命の貯蓄体操（気功養成）』で身体を動かしている。「スポーツなどの運

動法は、力を入れて曲げる動作を主として組み立てて筋力を強化した筋力トレーニング」だが、

気血のバランスを調整が目的で丹田呼吸法とともに力を抜いて体重・反動を利用して組み立てて

いる。運動神経よりも自律神経などで免疫力が増強される健康づくり（基本は鼻腔から息を吸い、

丹田（臍の下）まで送り、そこから逆に順序よく口から吐く動作です）。 

古希を過ぎ、あれもこれもしたいが、ある人が言っていた「長生きするなと政府に仕分けさ

れ」・「辞世の文句がなかなかできない」とボヤキに共感している今日この頃です。 
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理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所  ８月５日(土)１１時００分から 菜時季大原 

２ 議   題 

（１）報告事項 

① お客様紹介運動実績（別記） 

② 会員動向について（別記） 

③ 全国イベント（俳句大会・フォトコンテスト・全国ゴルフ）の参加状況 

（２）協議事項 

① 各役員の担当業務について 

② 通常総会（講演・懇親会等を含む）の総括について 

③ ＢＯＢサロンの運営方について（詳細は、同封のご案内を参照下さい） 

④ 新春懇親会の計画について 

⑤ 女性部会準備委員会の取組みについて 

⑥ 新入会員への勧誘について 

⑦ 緊急連絡ネットワークの会員へのお知らせについて 

お 知 ら せ  

㈱ＪＴＢ東北 人事異動について（６月２９日付） 

  秋田内陸縦貫鉄道株式会社 出向   吉田 裕幸   総務部 調査役 

  代表取締役社長                   

会 員 の 動 向   

◆ 訃  報   佐藤 忠さんにおかれましては、７月２９日（土）ご逝去されました。 

尚、ご家族様のご意向により会員への連絡はご辞退されました。 

         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 ７月 ３１日現在） 

正 会 員   ２４８名 （男性２１２名、女性３６名） 

名誉会員      ２名 （男性   ２名、女性  ０名）  

合  計   ２５０名 （男性２１４名、女性３６名） 

支 部 活 動 の 動 向  

◇ ６月１４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・渡辺・阿部・前田・畠山各理事 

◇ ６月２６日（月） 総会準備（ＢＯＢサロン）：齊藤副支部長、磯貝・渡辺・畠山各理事 

◇ ７月１９日（水） 会員増強・女性部会準備委員会：渡辺副支部長、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、多数の皆様からご紹介をいただき、旅行総額及びナイスギフトでも前年度を大きく上回

る実績で推移しております。引き続きご協力をよろしくお願いいたします。 

◇ 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 14 78 2,568  2 14 3,233 16 92 5,801 150.5 

7 月分 12 98 2,787 0 0 0 12 98 2,787 92.9 

年度計 48 276 9,875 5 19 4,000 53 295 13,875 137.1 



 9 

６月・７月分のご紹介者は、 石黒 茂、金子善雄、紙谷義和(2件)、佐藤敏彦(4件)、 

清水義春(2件)、杉山重己、鈴木 剛(一関)、鈴木正昭、武田守弘、富永幹男(4件)、 

行川良人、南洞 稔、樋口富子、古川秀一、堀野秀子(2件)、八木橋憲明(2件)、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  ４件 １１１，０００円  ７月分取扱  １０件 ８６６，０００円  

年度計（４月～７月） 取扱件数 ２２件 １，２７９，０００円（前年比 187.3%） 

６月・７月分のご紹介者は、浅利 保、阿部力男、磯貝辰男、小幡紀男、藏俣恭子、佐藤敏彦、

鈴木剛(一関)、須藤義男、富永幹男、長谷川健二、船生修二、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。 

お 知 ら せ  

◇エースＪＴＢ応援団 会員登録及び商品配信のお知らせ             ㈱ＪＴＢ国内旅行企画  

 エースＪＴＢ応援団は、ＪＴＢグループ社員及びＢＯＢ会員に限定してご案内・ご提供をし

ている割引優待旅行であり、ご利用にあたっては会員登録が必要となります。同封の「エース

ＪＴＢ応援団登録のお知らせ」をご覧いただき早めの登録をお勧めいたします。会員登録をい

ただきますと、エース国内旅行の優待旅行商品のお知らせを eメールにて配信いたします。      

仙台港発 エースＪＴＢ ９/１４出発限定    東北発第一弾を発表しました！ 

  ①「飛鳥Ⅱ ひたち・横浜クルーズ３日間」 

  ②「飛鳥Ⅱ ひたち・横浜クルーズ３日間とプライベートタクシーで巡る選べる観光プラン＋ＪＲ」 

 ◎旅行代金：パンフレット料金より一律５，０００円引き  ※詳しくは同封のパンフレットを参照下さい。 

 

◇第４回全国ゴルフ大会の参加者募集について  申込：8月 31日まで磯貝理事（080-2817-1444）へ 

 １０月１１日（水）松島チサンＣＣ松島コース 参加費＠2,000 円、前夜祭：松島ホテル大観荘   

懇話会 ・サロンの開催  

◇ ＢＯＢ会「サロン」を、９月９日（土）「リッチモンドプレミア仙台駅前」で開催します。 

   会場に趣味・特技の作品展示スペースを設けます。詳細は同封のご案内をご覧下さい。 

◇ 次回「懇話会」は、１０月１４日（土）「中国北京料理飛天」を会場に開催します。  

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、渡辺副支部長（携帯 090-7937-2298）へ 

◇８月５日（土）「懇話会・暑気払い」を開催しました。 会場：仙台駅前「菜時季大原」 

＜参加者＞：佐藤正司、伊東功夫、早坂信克、田島正義、若生勝芳、櫻井勝男、佐藤茂雄、 

佐藤和彦、槻山智雄、樋口富子、髙橋 翕、齊藤 修、中鉢孝男、長谷川健二、奥山美奈子、

磯貝辰男、渡辺仁美、佐藤 充、佐藤利喜弥、若林秀敏、蒲倉 博、阿部善幸、前田健二、

河越和夫、畠山 廣、須藤 直（ＪＴＢ東北） （ ２６名）      

ク ラ ブ 活 動 

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

（６/２７）歩こう会「殿利息でござる吉岡宿」を訪ねて 

今回は、２０１６年５月に公開された映画で、原作は１８世紀に仙台藩の吉岡宿で宿場町の窮

状を救った町人達の記録『国恩記』（宋洲瑞芝著）を元にした歴史小説『穀田屋十三郎』の物語

となった吉岡宿を訪ねました。早速吉岡宿観光協会のボランティアガイド三浦様・山口様の説明

で１７６６年（明和３年）の「古文書や・鑑札（幅５０㎝×長さ１４０㎝）」を拝見し２班に分
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かれて出発。造り酒屋「穀田屋」を見学。当主穀田屋十三郎（阿部サダヲ）の苦心談、「一粒の

花の種は、地中に朽ちず、終に千林の梢に登ると、謂ふが事も候へ」を聞き、菅原屋跡（菅原屋

篤平治）瑛太演じる茶師で知恵者

を知り、造り酒屋両替商浅野屋跡

（浅野屋甚内…妻夫木聡）を見学。

本物の一文銭の重さを手で感じ

吉岡宿本陣で休憩。次に龍泉院を

訪問「国恩記」を著した宋洲瑞芝

和尚の墓で手を合わし、九品寺で

『国恩記顕彰碑』を見学し往時を

偲びました。又藩主役の羽生結弦

が演じた伊達重村の逸話を聞き

有意義な訪問となりました。ガイ

ドさんの熱心で丁寧な講和で１

時間３０分があっと云う間に過

ぎました。最後に、出演者・映画関係者が打上を行った「四川中華料理店」で我々も盛大に打上

をして幕を閉じました。 （磯貝 記） 

＜参加者＞：若生勝芳、佐藤茂雄、長谷川健二、若林秀敏、前田健二、三浦裕栄、渡辺仁美、 

阿部善幸、河越和夫、磯貝辰男    （１０名）      

秋企画第１弾【表松島・伝統漁法体験】（歩こう会・カメラクラブ共同企画）募集中！！ 

９月１５日（金）★集合場所：ＪＲ利府駅前 ８時４５分 

（仙台駅 8:25 発―JR―8:43 利府駅）にご乗車下さい。 

利府駅前 9:00＝＝バス＝＝須賀漁港～～船：表松島１２の島めぐり～～体験（魯漕ぎ・刺し網 

漁・追込み漁）～～船～～須賀漁港・民宿にて浜料理の昼食＝＝バス＝＝14:30 利府駅前 

（利府駅 14:48―JR―15:13 仙台駅） 

☆参加費：５,５００円（乗船・体験・昼食代込み） ＪＲ・飲み物代は各自払い 

☆申込締め切り：8 月３１日   ★申込先：080-2817-1444（磯貝迄） 

秋企画第 2 弾【紅葉の歴史街道・六十里街道歩きと月山志津温泉】歩こう会 募集中！！ 

１０月２０日（金）★集合場所：ＪＲ山形駅前 １０時２０分 

（仙台：県庁市役所 9:00 発＝＝高速バス＝＝10:17 山形駅前）にご乗車下さい。 

①山形駅前 10:27＝＝送迎バス＝＝弓張平キャンプ場（昼食バーベキュー）・・ハイキング 

約１時間(石畳六十里街道)・・・月山志津温泉・般若水の湯つたや（宿泊） 

②月山志津 9:30＝＝送迎バス＝＝山形駅前（自由行動）山交 BT＝＝高速バス＝＝仙台駅前 

☆参加費：１９,０００円（宿泊・昼食・飲み物代込み） 高速バス代は各自払い 

☆申込締め切り：９月２０日   ★申込先：080-2817-1444（磯貝迄） 

 

◇ 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１２日（月） 月例会  グレート仙台 CC 参加者： ８名 

  優 勝 伊東功夫（G97、H25、N72） 準優勝 髙橋 翕 ３位 鈴木郁也 

他参加者：中鉢孝男、小幡紀男、市川博康、三浦源幸、磯貝辰男 

６月２７日（火） 月例会  グレート仙台 CC 参加者： １１名 

  優 勝 若生勝芳（G79、H7、N72） 準優勝 佐藤 孝 ３位 市川博康 

他参加者：髙橋 翕、鈴木郁也、佐藤茂雄、磯貝辰男、中鉢孝男、伊東功夫、三浦源幸、 
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小幡紀男 

７月１０日（月） 夏季大会  グレート仙台 CC 参加者： ９名 

  優 勝 中鉢孝男（G86、H20、N65） 準優勝 髙橋 翕 ３位 市川博康 

他参加者：三浦源幸、鈴木郁也、若生勝芳、小幡紀男、磯貝辰男、伊東功夫、 

７月２５日（火） 月例会  グレート仙台 CC 参加者：１１名 ※雨の為途中で中止 

 参加者：若生勝芳、髙橋 翕、鈴木郁也、磯貝辰男、伊東功夫、三浦源幸、市川博康、 

     小幡紀男、中鉢孝男、佐藤茂雄、前田健二  

＜今後の予定＞ 

 ９月 ４日（月）月例会（グレート仙台）  ９月１２日（火）全国大会練習（松島チサン） 

９月１９日（火）秋季大会（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＞ 

○７/８（土）～９（日） 「秋田道川沖マダイ釣り」 

 釣果：マダイ５０ｃｍ超３枚、４０ｃｍ超２枚、３０ｃｍ超８枚、他にハナダイ、ホーボー等 

＜参加者＞ 佐藤和彦、引地 修、齊藤 修 ３名 

○７/１１（火） 閖上港大型漁礁カレイ釣り 

＜参加者＞ 槻山智雄、石黒秀雄、田島正義、菊池 宏  ４名 

○７/１６（日）～１７日（月）「秋田道川沖マダイ釣り」 

＜参加者＞ 佐藤和彦、引地 修 ２名 釣果：マダイ６８ｃｍ超３枚、５９ｃｍ１枚他多数  

＜今後の予定＞     

 ９月５日（火）暑気払い昼食会   ９月２６日（火）志津川日帰りヒラメ釣り  

◇ 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：１０月１４日（土） 

○８月５日（土）＜参加者＞ 田島正義、佐藤和彦、槻山智雄、若生勝芳、髙橋 翕、 

佐藤茂雄、齊藤 修、中鉢孝男、長谷川健二、磯貝辰男、佐藤 充、渡辺仁美、 

若林秀敏、河越和夫、阿部善幸 １５名  ※当日は、故鈴木英夫さんを偲び、 

常連メンバーで在りし日の元気な歌声を上映し追悼をしました。 

☆愛唱会 次回開催日：９月６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 阿部善幸理事へ ０９０－７３３３－７３９２ 

◇ 麻 雀 愛 好 会   申し込みは、０９０－７１１６－４１３１ 河越和夫理事へ 

◆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 ９日（金）＜参加者＞ 若生勝芳、齊藤 修、若林秀敏、高柳新一 

７月 ８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 

６月 ５日（月）＜参加者＞ 鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

７月 ３日（月）＜参加者＞ 鈴木郁也、庄司 良、田島正義、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  ６月１６日（金） ＜参加者＞ 今井省吾、佐藤正司、菱田貞一、 

      ７月２０日（木） ＜参加者＞ 佐藤正司、菱田貞一、 
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◇ 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 117回 6月 19日(月)の句会から                                                                                                                

・錆の浮く古刀の反りやはたた神     小山あきお  季語=はたた神(雷)=夏 

・夏燕突端に立つ海難碑         市川  隆  季語=夏燕=夏 

・子の駆くる径に風あり青芒       石黒 秀策  季語=青芒=夏 

・流木の浦曲や朽ちる五月晴       陶山 芳子  季語=五月晴=夏 

第 118 回 7月 21日(金)の句会から  

・青蔦や地蔵の粗く括らるる       小山あきお  季語=青蔦=夏 

・荒梅雨の霊山の谷深きかな       市川  隆  季語=荒梅雨=夏 

・別荘の緩き階今年竹           石黒 秀策  季語=今年竹=夏 

・弧を描く水平線や白日傘        陶山 芳子  季語=白日傘=夏 

＜自由投句＞ 

・肴焼く足りぬ物あり冷し酒       矢口 愛水  季語=冷し酒=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） 

◇ パソコン教室   申し込みは、０８０－５５７８―５９２０ 畠山へ 

（６/２７）第４回パソコン教室を開催 

パソコン教室は４回目となりました。受講者・事務局・講師も含め５名での開催です。片平講

師が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みました。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。 

＜参加者＞ 受講者：八木孝典、古川秀一、阿部善幸、 

講師：片平安之  事務局：畠山 廣  以上５名 

○第５回パソコン教室は、７／１８（火）ＪＴＢ東北８階ＢＯＢサロンで開催しました。 

＜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 ４名 

☆その後の予定 ８／２２（火）、９／１９（火）１１：００～１３：００ 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。 

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

（７/１０）第 5回移動例会を山形市「そば処庄司屋御殿堰七日町店」で開催 

連日 30 度を超す日が続く中、山形市内老舗庄司屋の姉妹店で 5 代目店主が 7 年前に開店した

「庄司屋御殿堰七日町店」を

訪ねました。「紅の蔵」で地

酒の試飲を何杯かいただき、

皆さんが待つ例会会場へ急

ぎました。２階席は貸し切り

状態で、３０分ほど例会を開

催。１１月の移動例会を「銀

山温泉１泊＆尾花沢の蕎麦

屋」とする事で決定。例会が

終わったところで、注文して

いた蕎麦が各自に配膳され、

それぞれ来た方から蕎麦を

賞味しました。皆さんは生ビ

ールや堀野さん差し入れの

地酒で蕎麦も美味しさが増
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します。食事の後は、佐藤利喜弥さんの案内で、七日町の鎌倉シャツへ立ち寄り、香味庵まるは

ちでは「城下町やまがた探検隊」代表の新関さんのお話をお聞きしました。蔵の中の喫茶店で美

味しいコーヒーをいただき、漬物の試食とお土産を買い求め、解散としました。（畠山 記） 

＜参加者＞（福島地区）五十嵐伸一、鈴木正利、蒲倉 博 （山形地区）堀 時男、堀野秀子、

高山良雄、佐藤利喜弥、鈴木正昭、（仙台地区）佐藤茂雄、齊藤 修、若林秀敏、前田健二、

古川秀一、河越和夫、畠山 廣    計１５名 

★次回は定例会 ９月１１日（月） １０：３０～ＢＯＢサロンで開催予定 

地 域 部 会 だ よ り  

◇ 青森「あすなろ会」 活動報告 

（６/２５）青森再発見コース「世界自然遺産白神山地と鰺ヶ沢」 

青森再発見コース、今回は世界自然遺産白神山地と鰺ヶ沢町を訪れました。 

雨も覚悟していましたが、青空も見えはじ

め又前日までの暑さも無く絶好の日和で

す。弘前から岩木山ネックレスロードを走

り、獄温泉から鰺ヶ沢町の「くろもり館」

へ、高原ですので空気がとても爽やかです。

白神山地は東京 23 区の 2 倍程の大きさで

すが、今回は黒森地区を散策しました。ブ

ナ、ミズナラ等の群落を 40 分程巡り、途

中登り坂も有りましたが爽やかな空気を

吸い大いにリフレッシュ出来ました。 

 次に国史跡種里城址「光信公の館」へ向

かいました。大浦光信公は津軽藩の礎を築

いた始祖と言われています。 又津軽藩の

紋章の牡丹が 800 本程植えられています。

こちらでも 30 分程園内を歩き、再び車に

乗り道の駅へ向かいました。名物のヒラメのつけ丼を食べながら昼食です。健康の話しや家族の

話し等、色々語りながら多少アルコールも入り美味しく頂きました。イカ焼き等のつまみを買い

求め、映画にもなりました「ワサオ」の家に立ち寄り、帰路に着きました。 

 今回は 5人と少ない人数でしたが次回の予定を確認し散会しました。 （宮本 記） 

＜参加者＞： 太田敏雄・大坂勝弘・奈良岡誠一、八木橋憲明・宮本壽郎  ５名 

岩手「やまびこ会」 活動報告 

（６/２５）「小岩井農場＆ゆったり温

泉」：つなぎ温泉愛真館 

しばらくぶりに普通列車で一路盛岡駅

に向かいました。車窓からの景色や乗客の

表情、なぜかゆったりとした懐かしい気分

でした。約一時間半の旅、昔より列車も早

くなり快適なひと時を過ごしました。盛岡

駅西口で藤沢道男さんの出迎えを受け、今

回のツアーを企画していただいた中村厚

夫さんと合流、狐崎先輩宅へ。遠藤さんが

急遽参加出来なくなりこれで合計４名。途

中腹ごしらえをし、小岩井農場へ。小岩井

農場の創始者は、①小野義真（日本鉄道会
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社副社長）②岩崎弥之助（三菱社社長）③井上勝（鉄道庁長官）の三名の頭文字を取って「小岩

井」と命名されました。盛岡市の西北１２ｋｍに位置し総面積３０００ヘクタール（９００万坪）

その３分の２が山林で６３０ヘクタールが耕作地、また中央の４０ヘクタールを「まきば園」と

して一般のお客様に解放し残りの面積が施設用地となっています。今回は農場内の建造物２１棟

が重要文化財に指定された「近代日本の畜産の歴史」が建設物の殆どが現在も使用し続けている

言わば生きた文化財で、本当に感動しました。岩手県の皆様にも是非参加していただきたいと思

いました。つなぎ温泉 愛真館に宿泊、歓談し帰路につきました。        （鈴木剛 記） 

＜参加者＞：狐崎忠介、鈴木 剛、藤沢道男、中村厚夫 （４名） 

 

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） 

石沢 隆さん   石の上にも 12年、むつ湾に向かって朝のラジオ体操の毎日です。 

板橋 博さん 病院予約日につき欠席になります。有意義な時間を過ごしています。 

市川悦子さん  体に気を付け、好きな趣味を生かして毎日楽しんでいます。 

今井省吾さん お陰様で元気で囲碁のクラブ活動に毎回参加しております。 

遠藤弘志さん 日々平穏！総会の盛況を祈ります。 

及川幸雄さん   元気が欲しい！ 

扇 要治さん 元気にしております。 

太田和子さん 元気に過ごしています。ご盛会祈念します。 

太田敏雄さん   相変わらずの日常を過ごしています。盛会を祈ります。 

大森正治さん      昨年 11月妻が亡くなりました。気が抜けたようで今は何も手につきません。 

岡本吉正さん 毎日のウオーキング継続中！！元気です。 

小幡紀男さん   年のせいか病院通いが若干増えましたが元気に過ごしています。 

片平安之さん 変わらず koboパーク通い続けています。再びの美酒を期待し応援中です。 

金子和子さん 還暦から始めた水泳を卒業し、現在は 1日 1万歩を目標に歩いています。 

金子和弘さん 少し元気になってきました。 

金子善雄さん   盛会をお祈りします。 

蒲倉 博さん 春に白内障（両眼）の手術をし完治しました。視界大変良好です。 

紙谷義和さん 「せんだい豊齢学園」を修了し、「宮城いきいき学園」に入学しました。 

川上秀弘さん 病気療養中です。 

河越和夫さん ＪＲ全線の完全乗車目指してチャレンジ中です。 

木村 毅さん 健康のためチャレンジしていた毎日 1万歩、長続きしませんでした。 

窪田陽子さん 地区の仕事や孫支援、畑や花の世話で元気をもらっています。 

狐﨑忠介さん 充実した毎日を過ごしております。総会のご盛会をお祈り致します。 

後藤太久雄さん ７/２オープンの新事業（ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ）開設の準備で毎日忙しくしています。 

後藤真由美さん ＢＯＢ事務局のお手伝いをさせて頂く事になりました。宜しくお願いします。 

木幡信清さん 業務上、休めませんので欠席します。 

紺野文雄さん スポーツ観戦が楽しみな毎日を過ごしています。 

齊藤 修さん   4月に国府多賀城に引越しました。愛犬と一緒に日本の歴史に触れています。 

酒井香奈子さん 元気にジム通いしています。 

櫻井勝男さん 利府町町制施行５０周年（10月 1日）に向けて多忙な毎日です。 

佐藤和彦さん 釣りに行く回数は減りましたが楽しく過ごしております。 

佐藤茂雄さん   歩こう会で楽しんでいます。 

佐藤眞孝さん 日赤病院循環器の検診のため欠席します。元気で充実した日を送っています。 

佐藤登志さん 年令と共に体の不具合が出てきておりますが現役主婦で頑張っております。 

佐藤正和さん   体にイイ事したり悪い事したり、ヤル事があってイイ日々を過ごせています。 

菅原 博さん   毎日元気にウオーキングを楽しんでいます。 



 15 

鈴木郁也さん 今年８０才になりましたが、相変わらず元気です。 

鈴木正昭さん インターハイ宿泊作業がピークとなり残念ながら出席できません。 

鈴木喜雄さん 現在も磐梯熱海温泉一力で働いています。 

須藤義男さん 認知症？この先、心配です・・・ 

瀬川忠雄さん なんとか生きております。盛会をお祈りいたします。 

高橋正行さん デイサービスの仕事をしています。 

高山良雄さん 今週も選挙推進協議会など市の行事が目白押しです。老いて益々盛んとは？ 

田島正義さん 毎日、元気に暮しています。 

千葉知己さん いつも欠席で済みません。まあまあ元気です。 

槻山智雄さん 釣行の参加回数減で残念です。今は阪神タイガース日本一目指し応援中です。 

寺崎 優さん グラウンドゴルフにはまって、町内の年寄り達とワイワイやっています。 

富永幹男さん 新しく入会させていただきました。 

奈良岡誠一さん 元気に過ごしております。 

南洞 稔さん 色んな所に首を突っ込んでいます。動けるうち。最近ヒザの痛みが辛いです。 

沼田真樹さん 穏やかに過ごしております。 

野呂昭光さん 勤務と重なり残念です。盛会をご祈念致します。 

早坂信克さん   元気に過ごしております。 

畠山 廣さん 釣りと蕎麦屋と、最近は山形県置賜観光のお手伝いをしています。 

原田昇養さん   元気です。庭弄りを楽しみ、のんびり過ごしています。 

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。 

武士沢俊一さん いつもご苦労様です。 

藤澤道男さん 毎日のウオーキングが健康法と思っています。 

古川秀一さん   元気です。最近は「切り絵」に取り組んでおります。 

古舘裕治さん 尺八を習って９年目です。だんだんに元気を取り戻し中。 

堀野秀子さん 久し振りに参加させていただきます。よろしくお願いいたします。 

本田捷志さん 盛会を祈念します。元気です。 

増子邦夫さん 家庭菜園、散歩、読書で平々凡々に暮らしております。 

松岡宏二さん   一時的な体調不良により欠席させていただきます。盛会をお祈りします。 

三浦 糾さん 質素な生活で。 

矢口米雄さん   何時も前向きに運営されていることに敬意を表します。一層のご活躍を！ 

山田隆喜さん 冬は雪かき、夏は土いじり、平々凡々と暮らしております。皆様によろしく。 

横山せんさん   ３月末にＪＴＢを退職しました。そろそろ何か活動しようかと思っています。 

若林秀敏さん   古希まであと２年。それまで仕事がんばるつもりです。 

若松昭美さん 転んで膝を打ってリハビリ中です。 

若生勝芳さん 別件都合で欠席しますが、クラブ愛好会等の諸行事に参加、元気にしてます。 

 

 

編集後記 

＊今年度の役員改選で、新たに７名の理事が加わり活動が始まりました。広報担当にも、

河越新理事と役員ではありませんが編集委員として後藤真由美会員のお二人に加わって

いただきました。「たよりの充実」は支部活動の大きな柱にもなっていますので、会員

の皆様に楽しく読んで頂ける内容を目指して、一生懸命に取り組んでまいりますので、

皆様からのご意見・ご協力を宜しくお願いいたします。 

＊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 
 


