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第１５６号                        ２０１７年１０月２５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 

委 員 会 報 告  

「女性るるぶ会」が今年度３月に発足式を開催します              

 女性部会（仮称）設立準備委員会 

 ９月２５日（月）ＪＴＢ東北本社ＢＯＢサロンにおきまして、岩手・宮城・山形・福島の女

性会員代表を交えて意見交換を行い、女性部会設立の背景及び設立の趣旨に賛同をいただき、本

年度３月に※「女性るるぶ会」を設立し、支部クラブ活動の一つとして女性会員が主体となった

活動を行う事を決定しました。次年度の活動計画は、７月（支部総会時）及び９月（ＢＯＢサロ

ン開催時）の年２回食事会を開催し（詳細は後日）、女性会員相互の親睦と交流を図る事としま

す。また、会の活動をとおして、お客様紹介運動や女性会員の加入促進に協力してまいります。 

尚、３月１６日（金）仙台市茂庭「旧伊達伯爵邸鐘景閣」において設立発足式を開催します。

女性会員の皆様には

多数ご参加をいただ

きますようお知らせ

いたします（詳細は

たより１２月号でご

案内予定です）。 

合わせて、「女性

るるぶ会」の発足を

持って、女性部会（仮

称）準備委員会は解

散し、その後の新会

の運営等に対する支

援につきましては、

支部理事会が当たる事とします。 

 

【女性部会（仮称）設立準備委員会及び各地区女性会員代表者氏名】 

≪委員長≫  前田健二  ≪委 員≫   渡辺仁美、奥山美奈子、畠山 廣、後藤真由美 

≪地区代表≫ 小野寺栄子（岩手）、横山せん（山形）、壱岐ひろみ（福島）、鹿野美枝子（宮城） 

 

「女性部会（仮称）設立の背景」 

① 現状、東北のＪＴＢグループの社員構成は、男性よりも女性社員が多くなっており、将来の BOB

会組織を考える時に女性会員の加入促進が最大の課題となっている。 

② 一方、現状の支部活動は男性会員が主体であり、女性会員が参画し易い支部組織になっていない。 

「女性部会（仮称）設立の趣旨」 

 女性会員が参画し易い支部組織・支部活動を構築する為に、女性部会（仮称）を立ち上げ、女性会

員が主体の活動を行う。あわせて、女性会員の加入促進に取り組む。 

 

※名称『女性るるぶ会』には、女性会員が【見る・食べる・学ぶ・遊ぶ】と楽しく活動をしたいとの

思いを込めています。 
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 ＪＴＢグループ紹介コーナー  

今回は、ＪＴＢ商事東北営業部（仙台市北仙台）の菅原部長様を訪問しお話を伺いました。「旅

館ホテル商事」と「一般商事」の両部門を東北３営業所で対応されておられます。 

＝お歳暮には「たびもの撰華」がお勧め＝ ㈱ＪＴＢ商事東北営業部長 菅原和彦様 

◎ＪＴＢ商事東北営業部の事業概要をお伺いします。 

 弊社は 1971年 2月「㈱交通公社トラベランド興業」として創立しました。小職は 90年入社で

すが、その当時、旧ＪＴＢトラベランド東北事業部に在籍していた男性プロパー社員は 2名だけ

でした。殆どの諸先輩がＪＴＢからの出向や移籍の皆様という中、日々勉強させて頂いておりま

した。今では殆どの社員がプロパーの中、東北営業部をお任せ頂けるところまで参りました。今

日が在るのは当時の諸先輩の皆々様のご

尽力の賜物と心より感謝しております。 

さて、現在の東北営業部は、営業部の他、

盛岡・仙台・郡山に 3 営業所、計 20 名の

要員で東北６県の宿泊施設様や、ＪＴＢ東

北様各店舗を担当させて頂いております。

「旅館ホテル商事部門」は、旅館・ホテル

様への消耗品（タオル・歯ブラシ等）や、

装備品（家具、電化製品等）更には客室・

宴会場や大浴場等の改装工事まで、宿泊産

業を中心に必要なもの全般をお手伝いし

ております。「一般商事部門」は、ご旅行

されるお客様の旅のお手伝いとして、国内

海外土産の販売、カタログギフト、旅行用

品の販売、販売促進品のご提案などを行っております。 写真：中央が菅原部長（北仙台の営業部で） 

 今年度上期の営業成績見込は非常に厳しく、売上ベースで 780,134 千円、予算比 89.3%という

状況です。特に旅館ホテル商事部門では工事関連が、一般商事部門では海外土産、カタログギフ

ト事業が苦戦を強いられております。                   

◎現在取り組みを強化している部門をご紹介下さい。 

一般商事部門では、「たびもの撰華」（写真左）

というギフトカタログの販売を積極的に行って

おります。他社ギフトカタログとの違いとして、

ＪＴＢグループならではの「旅」を多く掲載し

ており、大変ご好評を頂いております。 

入学・卒業記念の贈り物の他、お中元やお歳暮、

ゴルフコンペ景品、慶弔など、金額別に様々な

場面でお使い頂ける商品構成となっております。  

◎ＢＯＢ会員にお勧めしたい商品をお聞かせ下さい。                         

これまでもＢＯＢ会員の皆様にご利用頂いておりますカタログギフトの「たびもの撰華」を 

お勧めいたします。これからのお歳暮・入学・卒業記念等に是非ご利用をお願い申し上げます。

今回パンフレットを同封いたしました。お申し込みは ℡０２２－７２８－６４６６ までお待ちしており

ます。  

【菅原営業部長様のプロフィール】 

1990 年 4月 1日 交通公社トラべランド興業入社 仙台営業所配属      

仙台営業所所長、本社第一営業部次長、現在はＪＴＢ商事東北営業部部長        

   趣味：友人達とのＢＢＱ  愛読書：鈴木喬氏著「社長は少しバカがいい。」  
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回想録（第７回） 

今回は、埼玉県所沢市在住の佐藤克夫会員に寄稿をいただきました。団旅東北の開設に当たり

２３年ぶりに東北で勤務され、現在は所沢市で企業の顧問としてもご活躍されておられます。 

＝団旅東北開設で２３年振りに東北へ＝ 佐藤克夫会員（埼玉県在住） 

私は、東京オリンピック（１９６４年）の年に石巻営業所から首都圏勤務となり、１９８７年

６月新設の団旅東北支店長で実に２３年振りに故郷での勤務となりま

した。同年４月１日には国鉄改革（分割民営化）を迎えており、東京で

は臨時全国支店長会議が開催されていました。当時越谷支店長だった私

は、仙台支店長の渡辺真一さんが「仙台地域の商圏・市場をより的確に

把握し、顧客の維持・固定化と新規顧客開拓に邁進する」との主旨の決

意表明に感銘しました。そして、着任後に自分のやるべきミッションは

これだ、３年以内に完結させようと決意したのでした。 

新支店の経営を軌道に乗せるには、全社員が新支店のミッションの意

義を共有出来るかが鍵となります。その実現に向けては、上司と部下、

同僚間の壁を越えたコミュニケーションの活発化が必要と思い、風通し

の良い支店作りを目標としました。開設当初はミッションが何かも良く理解されておらず、また

社員も寄せ集めで、社員間のコミュニケーション不足が大きな課題となっていたからです。  

このような状況を打開するには、通常では思いつかない、皆がびっくりするような事をやろう

と考え、カラオケ朝礼を実行する事にしました。各課のグループメンバーが集まり、替え歌を作

り、全体朝礼の日に全社員で唱和するのです。また、社員の意識高揚とお客様へのアピールを図

る目的で、男子社員にエンブレム付き添乗用制服を（オーダーで）制作し着用させました。支店

開設１周年には、河北新報夕刊全４段にリーダー以上の社員の顔写真入りの広告も掲載しました。 

営業活動の面については誌面で表現できないほど数多くの思い出がありますが、１９８８年開

催のソウルオリンピックに仙台空港からチャーター便を飛ばした事、１９８９年には宮城県日・

華親善協会訪台団を手掛けた事などは忘れられません。しかし、一番苦しかった思い出は、同年

に『虚妄の学園』として発売された雑誌への

対応でした。私は、この問題が発生した時か

ら、お客様の立場を徹底して守ると言う決意

で対応しておりました。数か月後に学園に呼

ばれ、理事長と二人きりの部屋で『もう良い、

今まで通りお付き合いするよ』と言われた時

は、不覚にも涙を流してしまいました。 

１９８９年には、営業拠点の新設個所とし

て古川営業所を団旅東北の乙営として開設し

ました。また、東北にもＭＩＣＥ専門会社が

必要との思いから『東北コミュニケーション

ズ』の設立を提言し、関係個所を粘り強く説得して設立に漕ぎ着けました。そして３度目の故郷

への転勤はその東北コミュニケーションズでした。自分が提案して設立した会社が発足以来赤字

続きでした。責任を取りたいと考えて転勤を願い出たのです。着任後は、新規事業としてインバ

ウンド事業に着手し、マーケットを台湾に求めました。ツーウェイチャーターの必要性を提案し、

仙台―台北チャーター便が実現しました。漸く赤字解消が見えてきた段階で退社を決意しました。 

最後に、勤務した職場が新会社や新設支店とそれぞれ課題を抱えていた事から、課題解決を優

先し諸先輩や同僚の皆さんの貴重なご意見や忠告に正対する事無く、不快な気持ちにさせてしま

いました未熟さを、紙面をお借りしてお詫び申し上げます。ご指導ありがとうございました。 

平成２９年９月８日 佐藤克夫 ７７歳 

※写真上：現役時代の佐藤克夫さん 写真下：本年３月上野公園で在京旧団旅東北メンバーとのお花見会 
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元気な会員紹介コーナー（第１３回） 

今回は、岩手やまびこ会南洞理事の推薦で、花巻市在住の古舘裕治会員をご紹介します。始め

は「元気でない人でいいの・・」と固辞されましたが、現在病気を克服して自治会や趣味の尺八

の演奏などの活動をされております。元気になってきた近況と体験談をお話しいただきました。 

＝私の少し元気になってきた近況＝ 花巻市 古舘裕治会員（６６歳） 

２０１５年８月肺炎予防注射通知を受け掛かり付け医院にて接種、その秋から冬にかけ呼吸器

が不調になり、鼻が出てセキ・タンが毎朝出て熱のないカゼの症状が半年ほど続く。その後心拍

数が上がりハアハアする日が続いた。原因が判らずＣＴ

等検査したが不明との事。転院を申し出、転院先で１１

月に再検査、ＣＯＰＤ（慢性気管支炎・肺気腫）と判明。

原因は長年の喫煙による場合が多いとの事。更に心臓専

門医の２４時間心電図検査で不整脈が加わる。現在は月

１回通院して吸入器（朝夕１回）投薬治療中である。 

体調不良であると、各種所属団体・サークルでの行事

に積極的参加では無く、義務参加になり楽しくなく、自

分を責めるようになり精神的に鬱状態に苦しんだ。今年

の冬期も不調が続いて、春にＪＲ大人の休日パス旅行を

計画したが、出発間際に初めてのインフルエンザに罹り、

約１週間自宅静養になり旅行は中止した。５月には地域

の自治会活動のひとつ納税組合長の役割を長老から昨

年受け継いだ。いやな大役と思っていたが、下旬の総会を準備して役員会を経て無事総会が終わ

ると、ふと気持ちと体が軽くなり元気が出てきた。病気を気にしすぎ各種所属サークル（自治会

含む）の運営手法の心配のしすぎが原因ではと気が付いた思いであった。 

その思いから尺八レッスンにも気楽に参加、上達に心掛け集中出来るように変化した。９月に

は尺八宗家竹友社（ちくようしゃ）主催の平泉合宿

に参加予定。９月２３日（土）午後、平泉駅から毛

越寺まで約６００ｍ歩道を古典尺八虚無僧姿の６０

人と演奏行進する。尺八も９年目になり年２回程花

巻文化会館大ホールの舞台に立ち神社の祭典、高齢

者福祉施設等へ出向いて先生・仲間と演奏活動中。 

６年目になる花巻シニア大学では、芸術学部２年

を経て現在は学芸学部２年目所属、お茶・投稿文章

作成・校外学習（遠足）・絵手紙・ちぎり絵（すい

た和紙を絵づけし、色和紙をちぎり絵にする）・グ

ランドゴルフ・農場（さつまいも植え・収穫）・被

災地へ出向き交流など、年間約６０日（２０１５・１６年ベース）出席して同世代・年配者との

コミュニケーションや交流で元気をもらっている。 

近くには県民ゴルフ場（９ホール）があり、３年程になるがほぼ固定した仲間４人で月に３回

ぐらい好天日にプレーしている。今年は８月まで１４回実施。午後スタートの薄暮プレーで１５，

０００歩く。同じ仲間と火・木曜日花巻青少年ホームにてビリヤードを３時間ほど、頭のトレー

ニングとボケ防止になっている。地域自治では先に触れた納税組合長（次年度解散予定）・公民

館長を受け賜わっているが、地域の皆さんには近い将来お世話になる方々であり、イヤイヤの気

持ちから、少しでも役に立つと言う気持ちに変化、行動中である。 

「病は気から」ボケない・転ばない・心配しない  

「３ない」を目標希望として健康寿命が長く続けばと思っています。 

※写真上：尺八宗家ご子息（４代目予定）から中伝免状を授与  写真下：花巻シニア大学同期入学の仲間と 
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理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所  １０月１４日(土)１１時００分から 「中国北京料理飛天」 

２ 議   題 

（１）支部長挨拶及び本部理事会の報告 

（２）協議事項 

① 新春懇親会（1/17）の運営要項について（募集案内申込書面を同封しました） 

② 女性部会準備委員会の取組みについて（１ページに掲載） 

③ 今後のコピー機・ＦＡＸの対応について 

（２）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 支部上期収支概況について 

④ 「BOB サロン」の開催報告について（７～１０ページに掲載） 

⑤ 全国イベントの報告及び参加状況について（別記） 

JTB東北 人事異動速報  

㈱ＪＴＢ東北 人事異動について（１０月１日付）※抜粋 

  郡山市出向             川村  徹   MICE 事業部 営業担当課長 

 産業観光部観光課 観光専門官 

本 部 イベント報 告 

◇全国ゴルフ大会の開催報告 

 10/11（水）松島チサンＣＣにおいて「全国ゴルフ大会」が開催されました。前夜祭の松島ホ

テル大観荘には５４名が、大会当日は７支部６０名の参加がありました。表彰式では、団体優勝：

関東支部、準優勝：中部支部、第三位：関西支部がそれぞれ受賞されました。当支部団体戦は惜

しくも第４位でしたが、個人の部で前田健二さんが第３位に入賞する等健闘しました。大会運営

に当たられた当支部「ゴルフ愛好会」の皆様には感謝致します。尚、詳細は次号に掲載します。 

◇第１回全国俳句大会の参加者及び選考結果報告 

 初めての試みでした「全国俳句大会」が開催されました。７～８月の２か月間で全国７支部か

ら３８名７５句の応募があり、第一次審査、第二次審査を行い、ＢＯＢ会長賞１名、優秀賞３名、

入賞８名が発表されました。東北支部からは、４名の応募があり、石黒秀雄さんが入賞しました。 

  ◎入賞作品 「落慶の寺の回廊月涼し」 東北支部 石黒秀雄さん 

  ◎支部応募者は、小山昭雄、石黒秀雄、陶山芳子、畠山 廣 以上４名の皆様でした。 

※詳細は、ＢＯＢ新聞１月号及びＢＯＢ本部ホームページに掲載されますのでご覧下さい。 

◇第４回全国フォトコンテストの参加者報告 

 ４回目になります「フォトコンテスト」には、全国から４３名１１８点の応募がありました。

東北支部からは７名２０点の応募でした。審査結果は、本部事務局より１０月末に受賞者宛てに

電話又はメールにてお知らせ予定です。また、受賞者及び受賞作品は、ＢＯＢ新聞１月号で、東

北支部会員の受賞者は支部たより１２月号で紹介いたします。さらに、ＢＯＢ本部ホームページ

には、受賞者及び全応募作品を紹介しますのでご覧下さい。（本部ＨＰは、http://jtbob.com/ ） 

 ◎支部応募者は、八木橋憲明、片平安之、中鉢孝男、若林秀敏、佐藤 充、後藤真由美 

         畠山 廣 以上７名の皆様でした。                

会 員 の 動 向   

◆ 訃  報   富山政一さんにおかれましては、９月１４日（木）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  

◇ 新入会員   沼田 弘之さん （宮城県松島町）  ９月入会    

http://jtbob.com/
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◇ 会 員 状 況： （２０１７年 ９月３０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  

◇ ８月２３日（水） たより及び関係資料発送（ＢＯＢサロン）：若林支部長、渡辺副支部長、 

長谷川監事、磯貝・佐藤充・阿部・河越・畠山各理事、後藤編集委員 

◇ ８月２３日（水） 経理担当者会議：渡辺副支部長、長谷川監事、佐藤充・阿部各理事 

◇ ８月２８日（月）  女性部会準備委員会：渡辺副支部長、奥山美奈子・前田・畠山各理事、 

後藤真由美会員 

◇ ９月２５日（月） 女性部会準備「意見交換会」：渡辺副支部長、奥山・前田・畠山各理事 

           小野寺栄子・横山せん・鹿野美枝子・後藤真由美・壱岐ひろみ各会員 

◇ ９月２７日（水） たよりＪＴＢグループ紹介ＪＴＢ商事様取材訪問：河越・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（８月～９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 ％ 

８月分 21 409 15,621  2 3 833 23 412 16,454 94.4 

９月分 16 45 3,272 3 9 1,849 19 54 5,121 661.2 

年度計 85 730 28,768 10 19 6,682 95 760 35,450 125.1 

８月・９月分のご紹介者は、石黒 茂(2件)、板橋 博、遠藤敏男、太田和子、蒲倉 博(2件)、

紙谷義和、木村 良、狐崎忠介、後藤真由美、佐藤敏彦(3件)、佐藤利喜弥、庄司眞理子、 

須藤義男、富永幹男(8件)、長谷川健二、樋口富子、堀野秀子(6件)、前田健二、 

八木孝典(2件)、横山せん(3件)、吉田正巳、若林秀敏、渡辺武郎 の皆様です。 

◇ ナイスギフト取扱実績  

８月分取扱  ９件 ２８３，０００円  ９月分取扱  ７件 １４８，０００円  

年度計（４月～９月） 取扱件数 ３８件 １，７１０，０００円（前年比 187.3%） 

８月・９月分のご紹介者は、伊東功夫、小幡紀男、蒲倉 博(4件)、小関孝雄、佐藤勇一、 

清野幸男、高橋 信、武田守弘、長谷川健二(2件)、横山せん、ＢＯＢ会(2件)の皆様です。 

※ＪＴＢ東北の各店舗での旅行商品（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」は、１２月９日（土）「菜時季大原」を会場に忘年会を兼ねて開催します。  

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０２２-７１１－８８９０（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 

◇１０月１４日（土）「懇話会」を開催しました。 会場：「中国北京料理飛天」 

＜参加者＞：伊東功夫、早坂信克、若生勝芳、櫻井勝男、菊池健三、佐藤茂雄、髙橋 翕、 

高橋健治、板橋 博、長谷川健二、奥山美奈子、磯貝辰男、渡辺仁美、佐藤 充、若林秀敏、 

蒲倉 博、阿部善幸、前田健二、畠山 廣、ＪＴＢ東北須藤総務課長（幹事） ２０名  
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ＢＯＢサロン出展者紹介コーナー 

９／９（土）第２回「ＢＯＢサロン」を開催  会場：ホテルリッチモンドプレミア仙台駅前５Ｆ会議室 

当日は、１年間かけて制作した作品が多数展示され、制作者からの説明を聞きながら芸術・文

化を堪能した１日となりました。今回は、展示又は披露いただきました作品の一部を紹介すると

共に、作者のコメントもご紹介致します。是非次回は、皆様の作品も出品いただきますようお待

ちしております。                            （畠山 記） 

＜出展者＞ ：伊東功夫、石黒秀雄、菱田貞一、清水義春、蒲倉 博、若林秀敏、 

（敬称略）  古川秀一、※片平安之（当日は欠席） の皆様です。 

＜参加者＞ ：新田創造、長谷川健二、佐藤 充、渡辺仁美、阿部善幸、小原 孝、 

        木村 毅、佐藤勇一、前田健二、畠山 廣   以上１８名 

清水義春さん  ボタニカルアート（植物画） ３点 

絵は２０年前から初めました。一つ仕上げるのに２時間程度です。 

６月に病気になり、これまで我慢をした事をやろうと飛鳥Ⅱでクルーズに

出掛ける事にしました。 

 

 

 

 

（ボタニカルアートの説明をする清水さん） 

 

伊東功夫さん  絵画２点、川柳短冊数点  

私の絵は暇つぶしで始めたものですから、上手かどうかは別物です。 

また川柳も月１回１５～６人で先生の指導で楽しく受講しています。 
   

    （伊東さんの油絵：裸婦像と自画像） 
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蒲倉 博さん  写真数点 

写真は病気をした時に、自宅の庭のクリスマスローズを撮り始めたのが切っ掛けです。 

えさし藤原の郷時代に女優岩下志麻さんとのツーショット写真は私の宝物です。 

 

 

 

（バラや桜等の写真 

を沢山持ってきて 

いただきました） 

 

 

 

                                                   

                                                        

                               

古川秀一さん  切り絵４点 

２年前から切り絵を始めました。最近は色も付けるようにしています。 

毎日２時間２週間で仕上げています。夢中でやるので集中力が養われますよ。 

 

  

    

 

（切り絵の作り方を詳しく 

説明する古川さん）  
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片平安之さん  写真４点  ※但し本人は当日野球（楽天）応援の為欠席 

＜司会の畠山が説明＞片平さんはパソコンと写真は指導者レベルです。四季の景色や祭りなど

を撮ってきては、自身のブログに掲載しています。次のアドレスから閲覧して下さい。 

http://19511120.at.webry.info/ 

 

石黒秀雄さん  俳句短冊（俳句けやき会）他 

俳句会はメンバー４名で毎月１回の例会です。他にもいきいき大学（大崎市）で俳句講師をして

います。今日は釣りの道具も色々と持ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（石黒さんの俳句短冊と 

釣り道具は槻山智雄さん 

から譲り受けた手作りの 

貴重な竹竿です） 

 

 

http://19511120.at.webry.info/
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若林秀敏さん  昔の漫画本１５冊（シリーズ物の１巻目だけを持ってきました） 

昔から漫画が好きで集めました。特に手塚治虫が好きで、唯一未完の「火の鳥」は宝物です。今

日はシリーズの 1巻目だけを持ってきました。見たい方は全巻持っていますのでお貸ししますよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菱田貞一さん ２０年のキャリアを持つ菱田マジックショーのサプライズ出演に喝采。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（マジシャン菱田さんの 

  話術と手さばきに 

   皆さん大喝采） 

 

 

 （久しぶりに参加の 

   新田創造さん 

    お元気そうです） 
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ク ラ ブ 活 動 

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

（７／２９）歩こう会「キリンビール仙台工場見学と旧跡多賀城市散策」 

生憎の雨模様、JR多賀城駅に 

１２名が集合。多賀城在住のお世話

役板橋さんに迎えられ送迎バスで

キリンビール仙台工場へ。ご案内の

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分に渡り熱心に見学。喉も渇き

待望の試飲コーナーにて、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。 

次に地元板橋さんのご案内で多賀城市内を散策し、ご推奨の居酒屋「鳥善」に席を移し２時間

の飲み放題（ビール・ワイン・日本酒・焼酎）で豪華な松花堂御膳をいただき雨も吹き飛ばす大

満足の一日でした。板橋さんご協力に感謝します。ホロ酔い？気分で解散しました。（磯貝 記） 

＜参加者＞：高橋 翕、高橋健治、長谷川健二、佐藤茂雄、斎藤 修、三浦裕栄、若林秀敏、 

渡辺仁美、阿部善幸、板橋 博、前田健二、磯貝辰男   以上１２名  

（９／１５）歩こう会「伝統の漁法・追込み漁体験」利府町で開催 

コハダ６匹・ワタリガニ２０杯の大漁に皆さん大満足の一日でした。 

上々の天気に恵まれ、すがすがしい秋の気配が感じられる中、Ｊアラートの警戒警報？で若干

列車が遅れて集合地利府駅に到着。笑顔の

櫻井勝男会員にお出迎えをいただき、駅構

内の観光協会で今日の日程のご説明を受

け船宿のマイクロバスで須賀漁港へ。「体

験漁の宿ハーバーハウスかなめ」に到着。

早速船長の桜井さんから伝統漁法の説明

を聞き、波静かな松島湾に大いなる野望と

多少の不安を胸にいざ出港。爽やかな風の

中“表松島巡り”桜井船長の美声のご案内で、松と

奇観の島々に手が届きそうな場所で最初の体験。

「手漕ぎの漕船」に乗り込み船長の指導で、魯漕ぎ

に各々挑戦！迷走しながらも次第に操船技術も上

がり、難しくも楽しい体験でした。 

次に一昨日から仕掛けていただいた“刺し網漁”

を体験。手分けしての引き上げ作業は「斎太郎節」

を歌いながら皆で力を合わせ「大ぶりなワタリガ

ニ」２０杯の収穫に大歓声が上がりました。 
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次に待望の“追込み漁体験”は、刺し網を投入し、物干竿（写真）を手に全員で声を合わせ、力

一杯水面を叩く事２０分。いよいよ刺し網の巻き上げに力が入ります。何が入っているか？運命

の瞬間は・・、全員の期待も空しく２０センチ級のコハダ６匹の収穫でした。船長曰く「潮の流

れが速く」これでも大漁？です。次回に期待しましょう。力一杯動きお腹も減ってきたところで、

一路須賀港に帰還。船宿では獲ったばかりの“茹でたてのワタリガニ”にかぶりつき、遠藤議員

差入の浦霞で心ゆくまで飲み・食べ海の幸を堪能しました。初参加の大森正治先輩を囲み、大変

充実した一日となりました。皆さんお疲れ様でした。            （磯貝 記） 

＜参加者＞：大森正治、櫻井勝男、高橋 翕、三浦裕栄、若林秀敏、阿部善幸、 

佐藤 充、磯貝辰男    以上８名 

◇ 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） 

８月 ７日（月） 月例会  グレート仙台 CC 参加者： ９名 

  優 勝 三浦源幸（G89、H14.4、N74.6） 準優勝 若生勝芳 ３位 髙橋 翕 

他参加者：前田健二、小幡紀男、磯貝辰男、市川博康、鈴木郁也、伊東功夫 

８月２２日（火） 月例会  グレート仙台 CC 参加者： ８名 

  優 勝 市川博康（G99、H29、N70） 準優勝 磯貝辰男 ３位（Ｍサークル） 

他参加者：三浦源幸、髙橋 翕、鈴木郁也、伊東功夫、小幡紀男、中鉢孝男、 

９月 ４日（月） 月例会  グレート仙台 CC 参加者： ７名 

  優 勝 髙橋 翕（G83、H11、N72） 準優勝（Ｍサークル） ３位 伊東功夫 

他参加者：市川博康、鈴木郁也、小幡紀男、三浦源幸、磯貝辰男 

９月１２日（火） 練習会  松島チサン CC  参加者： ８名  

優 勝 三浦源幸（G97、H24、N73） 準優勝 髙橋 翕 ３位 鈴木郁也   

 参加者：中鉢孝男、市川博康、櫻井勝男、渡辺仁美、若林秀敏  

９月１９日（火） 秋季大会  グレート仙台 CC  参加者： １２名  

優 勝 若生勝芳（G82、H5、N77） 準優勝 前田健二 ３位 市川博康   

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

伊東功夫、佐藤 孝  

１０月 ３日（火） 練習会  松島チサン CC  参加者： １４名  

優 勝 若生勝芳（G81、H8.4、N72.6） 準優勝 前田健二 ３位 小幡紀男   

 参加者：磯貝辰男、三浦源幸、髙橋 翕、佐藤茂雄、櫻井勝男、佐藤 孝、鈴木郁也、 

伊東功夫、渡辺仁美、市川博康、若林秀敏  

＜今後の予定＞ 

１１月 ７日（火）月例会（グレート仙台）  １１月１３日（月）納会（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＞ 

○９/ ５（火）暑気払い「丸特漁業部」＜参加者＞ 槻山智雄、田島正義、引地 修、 

佐藤和彦、鈴木 剛、齊藤 修、髙橋 翕、長谷川健二、磯貝辰男 ９名 

○９/２１（月）志津川湾ヒラメ釣り ＜参加者＞ 佐藤和彦、引地 修、齊藤 修 ３名 

   釣果：ヒラメ１４枚最大５０ｃｍ、他にイナダ３０本、スズキ、ワラサ、マダコ等 

○１０/６～７日 秋田道川沖マダイ釣り ＜参加者＞ 佐藤和彦、引地 修、齊藤 修 ３名 

 釣果：マダイ６０ｃｍ台１枚、５０ｃｍ台７枚、小ダイ多数  

＜今後の予定＞     

 １０月３１日（火）松島湾ハゼ釣り     １１月９日（木）納竿会出島周辺日帰り  

 １２月 ５日（火）大型漁礁赤地カレイ釣り  
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◇ カ ラ オ ケ 会   申し込みは、０９０-７３３３-７３９２ 阿部善幸理事へ 

◎次回開催日：１２月９日（土） 「暖家ＤＡＮＫＥ」（旧ホテルサンルート仙台裏） 

○１０月１４日（土）＜参加者＞ 伊東功夫、若生勝芳、菊池健三、髙橋 翕、長谷川健二、 

高橋健治、佐藤茂雄、板橋 博、磯貝辰男、佐藤 充、渡辺仁美、若林秀敏、阿部善幸 13 名   

☆愛唱会：９月６日（水）＜参加者＞ 伊東功夫、田島正義、髙橋 翕、阿部善幸 ４名 

次回愛唱会は、11/8（水）13：00～ 会場：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。 

   ８月 ５日（土）＜参加者＞ 若生勝芳、齊藤 修、若林秀敏、河越和夫 

９月 ２日（土）＜参加者＞ 菱田貞一、若生勝芳、磯貝辰男、若林秀敏 

☆仙台泉地区 ：毎月１回 不定期開催 

８月 ２日（水）＜参加者＞ 庄司 良、田島正義、扇 要治、作間清成 

９月 ７日（木）＜参加者＞ 庄司 良、田島正義、扇 要治、作間清成 

◇「夏季麻雀大会」報告 ８月 ８日（火） 麻雀クラブ「万里」 

 ＜参加者＞ 石黒秀雄、伊東功夫、扇 要治、小幡紀男、木村 毅、齊藤 修、作間清成、 

清水義春、庄司 良、鈴木郁也、鈴木 剛、髙橋 翕、高橋 博、高柳新一、南洞 稔、 

菱田貞一、三浦 糾、若生勝芳、渡辺武郎、渡辺仁美    ２０名 

 ＜成 績＞ 優勝 高橋 博  準優勝 扇 要治  第３位 南洞 稔  

 ※次回予定 ２０１８年１月２３日（火）「新春麻雀大会」 会場：麻雀クラブ万里 

◇ 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  ８月１８日（金） ＜参加者＞ 今井省吾、佐藤正司、菱田貞一、 

      ９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 119 回 8月 21日(月)の句会から   

・金箔の残る竜頭秋の蟬             小山あきお   季語=秋の蟬=秋 

・秋蛍笙の流るる社かな             市川  隆   季語=秋蛍＝秋 

・暁光の胆沢城祉や荻の声            石黒 秀策  季語=荻の声=秋 

・岬まで真珠の浪や雲の峰         陶山  芳子  季語=雲の峰=夏  

＜自由投句＞  

・息飲みて有明の月見送りぬ            矢口 愛水  季語=月=秋 

・住職は車座のなか夏座敷          清水  孝(鶴岡市)季語=夏座敷=夏 

第 120 回 9月 15日(金)の句会から  

・登高や熊野那智社の懸造         小山あきお  季語=登高=秋 

・野地蔵や岬見つめる秋の駒       市川  隆  季語=秋の駒=秋 

・朝明の浦は引潮竹の春          石黒 秀策  季語=竹の春=秋 

・農婦らの地豆の談義処暑の庭      陶山 芳子  季語=処暑=秋   

＜自由投句＞  

・日輪の照り返しなる秋の駒       清水  孝(鶴岡市)季語=秋の駒=秋  

俳句「けやき会」では皆様のご入会をお待ちしています。申し込みは担当石黒までお願いします。       
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◇ パソコン教室   申し込みは、０８０－５５７８―５９２０ 畠山へ 

（８/２２）第６回パソコン教室を開催 

パソコン教室は６回目となりました。受講

者・事務局・講師も含め４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。 

＜参加者＞ 受講者：八木孝典、阿部善幸、

講師：片平安之 事務局：畠山 廣  ４名 

（９／１９）第７回パソコン教室（写真右） 

＜参加者＞ 受講者：八木孝典、古川秀一、 

槻山智雄、阿部善幸  講師：片平安之、 

事務局：畠山廣  ６名 

☆その後の予定 １０／１７（火）、１１／２１（火）１１：００～１３：００ ＢＯＢサロン 

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

（９/１１）第６回定例会をＢＯＢサロンで開催 

これまで山形・福島への移動例会が続いたので、今回はＢＯＢサロンで定例会を開催しました。

秋の蕎麦屋巡り１泊旅行の内容検討及び今後の移動例会のあり方などについて意見交換を行い

ました。後半は、これまでの蕎麦屋巡りを振り返り、蕎麦の本質でもある「蕎麦の産地」「蕎麦

の銘柄」「蕎麦の品質」など蕎麦屋の店主が拘る点について、手打ちそば処はたけ山店主から講

話がありました。次年度は、「蕎麦の花」「新そば」「寒さらしそば」など季節に合わせたそば

巡りを計画しますのでお楽しみにして下さい。                （畠山 記） 

＜参加者＞ ：鈴木正利、石黒秀雄、佐藤茂雄、前田健二、古川秀一、鹿野美枝子、 

畠山 廣    計 ７名 

★次回は、11/13～14「山形大石田そば街道と銀山温泉能登屋の旅」１泊２日 を募集中です。 

 ※詳しい内容は事務局まで問い合わせ下さい。 

地 域 部 会 だ よ り  

◇ 青森「あすなろ会」 活動報告 

（９/２３）青森再発見秋コース「おいらせ町と東北町」 

青森再発見秋コース第 7 回目の今回は旧下

田町と旧百石町が合併した、おいらせ町と東北

町を訪ねました。弘前からの二人を青森駅で迎

え計 6人での出発です。朝晩は寒い時期になり

ましたが快晴、そして風もなく絶好の行楽日和

です。久しぶりの顔合わせに、和やかな会話が

続く中、東北町の「日本中央の碑」発見の場所

へ。下車し碑を見学、詳しくは午後訪れる保存

館で確認する事に。次は小川原湖畔へ移動、全

国で 11 番目に広い小川原湖は地番を持った湖

で、今は白魚(しらうお)が旬です。道の駅で休

憩後おいらせ町へ入り馬の神様を奉る氣比神

社を参拝（写真右）、今でも他県から牛馬関係

者が家畜の安全と無病息災を祈願に訪れるそ

うです。参拝後、太平洋岸へ出て百石海岸の黒松群、漁火の松原を車中から見学｡このころから

俄に空が曇って来て雨が落ち始めて来ました。その中、江戸時代に異国船の侵入に 備えて御台
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場が築かれた明神山公園へ。広く太平洋を望む

事が出来ます、遠くには八戸の港が見えます。

続いて、いちょう公園へ（写真右）、旧百石町

はニューヨークと同緯度で結ばれていること

から園内には本家の 1/ 4 サイズ(高さ 20. 8m )

の自由の女神像が建てられています。あいにく

の小雨ですが、雨を凌げるベンチで持参の弁当

を広げて昼食を取りました。お酒も入り、自家

製のトマト等を頂き同僚の近況や健康の話等、

賑やかに過ごしました。寒くもなって来たので

少し早目に切り上げ午後のコースに入りまし

た。近くの根岸の大いちょうへ。樹齢 1100 年

以上、高さ 32m、幹回り 16m もある巨樹です。

高さが有り非常に姿が栄える木です。今度は日本中央の碑保存館へ向かいます。日本中央とは昔、

都の北方に別の国、蝦夷の国があると信じられ、その中央にあたるのがこの地だと。予定のコー

スを無事終え青森駅へ、雨も上がり少し早く着き次回の予定を確認し解散しました。（宮本 記） 

＜参加者＞：太田敏雄、大坂勝弘、奈良岡誠一、石澤 隆、八木橋憲明、宮本壽郎 ６名  

岩手「やまびこ会」 活動報告 

（９/１０）ふる里再発見「宿場町大迫 400年と早池峰神楽」 

やまびこ会の今年度行事は、花巻地区の企画で「宿場開場 400 年おおはさま」へ。北は盛岡か

ら、南は一関からマイカーにて集合。神楽開始までの小一時間は、「早池峰と賢治の展示館」の

見学と、江戸の昔南部盛岡と沿岸部（釜石）交流の宿場として栄えた名残を感じながら街並みを

散策しました。神楽は早池峰ホールにて観客２５０人程の満席状態の中、最前列での鑑賞です。

世界遺産登録平泉を訪れるお客様を何とか大迫まで足を伸ばしてもらいたいとの思いもあり、関

東以北で日にちを決めて神楽を見られる場所はここしかないとされる「神楽の日」は毎月第２日

曜日に開催されており、これまで８５回の公演で延べ約 1万 3000人が来場されているそうです。

本日公演の岳（たけ）神楽はユネスコ無形文化遺産に登録されております。厳かな雰囲気の中、

午前・午後で４演目をタップリと鑑賞しました。昼食休憩時には、南洞新理事より東北支部の取

り組みとして、新入会員の加入促進と女性部会の設立準備が始まった事や、岩手地区担当が阿部

善幸理事から佐藤勇一新理事に変わった事、退任された鈴木剛さんへの謝意などのお話がありま

した。参加された会員・家族の皆様は、少し神々しい顔に・・変わったのでは？  

次回 11月 26日の地区懇話会（チョット早めの忘年会）「愛隣館」でお会いしましょう。    

※早池峰神楽は会場内撮影禁止でもあり、残念ながら今回写真はありません。 （古舘 記） 

＜参加者＞：南洞 稔、藤澤道男、中村厚夫、阿部文憲夫妻、古舘裕治夫妻  7名  

 

編集後記 

◇昨年に続いて「ＢＯＢサロン」が開催されました。今号では、会員の皆様から出品をい

ただいた趣味・特技の作品の一部と、説明者のコメントを紹介しました。趣味を持って

おられる方は、皆さん生き生きと発表をされておられる姿が印象的でした。 

◇改革プロジェクト委員会から提言されていました「女性部会の設立」が、いよいよ組織

の概要が纏まり活動を開始する事になりました。来年３月には「女性るるぶ会」として

発足する運びです。これを機会に女性会員の拡大に弾みがついてくれる事を期待します。 

＊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 
 


