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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 第４回全国ゴルフ大会報告  

１０月１１日（水）第４回ＢＯＢ会全国ゴルフ大会が、宮城県松島町の松島チサンカントリー

クラブ・松島コースにおいて開催されました。大会に先立ち、前日には松島ホテル大観荘を会

場に前夜祭が開催され、全国から５４名が参加し大変盛大なパーティーとなりました。 

当日は心配された雨も上がり、全国から参集した６０名の愛好家がゴルフを満喫しました。 

当日の成績は以下のとおりですが、団体部門では関東支部が初優勝、個人部門でも関東支部の

松尾博臣さんが優勝しました。地元東北支部は団体部門では惜しくも第４位でしたが、個人部

門で前田健二さんが第３位に入るなど健闘しました。 

尚、今回の大会は東北支部が設置した大会実行委員会（委員長：ゴルフ愛好会三浦源幸幹事）

が、参加会員の登録から宿泊者の割り付け、ゴルフの組み分け、当日の成績集約まで大会の運

営を一手に引き受け、結果として大変スムーズな大会運営がなされ、参加者からは高い評価を

いただきました。 当支部ゴルフ愛好会の皆様のご支援・ご協力に感謝申し上げます。 

≪当日の成績≫  

【団体部門】：上位３人のネットスコア合計で決定  

優 勝  関東支部  準優勝  関西支部   第３位   中部支部  

【個人部門】：ダブルペリア方式によるハンディキャップを含むネットスコアで決定   

 優 勝  松尾博臣さん(関東) 準優勝  竹若  淳さん(関西) 第３位  前田 健二さん(東北) 

ベストグロス賞 竹若  淳さん(関西)  ブービー賞 別所  峻さん(関西) 

≪東北支部の参加者名（敬称略）≫： ２０名 

 磯貝辰男、伊東功夫、市川博康、小幡紀男、国友研一、櫻井勝男、佐藤茂雄、佐藤 孝、 

佐藤利喜弥、鈴木郁也、髙橋 翕、高橋 信、中鉢孝男、堀野秀子、前田健二、三浦源幸、

宮本壽郎、若林秀敏、若生勝芳、渡辺仁美、 
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   前夜祭でＢＯＢ会本部新倉会長挨拶 

 

 

                      若林支部長挨拶 

 

 

 

乾杯発声 

三浦大会実行委員長   

前夜祭パーティー風景 松島ホテル大観荘  

 

中締め堀野秀子さん 

 

 

 

表彰式 個人戦第３位 前田健二さん 

 

                      表彰式風景 松島チサンカントリークラブ 
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回想録（第８回） 

今回は、仙台市在住の小山昭雄会員に寄稿をいただきました。ＢＯＢ会支部活動では俳句（け

やき会）の代表として、毎月の例会や吟行会など精力的に活動をされておられます。 

＝私の追憶（米沢の時代）＝ 小山昭雄会員（仙台市太白区在住） 

私が入社したのは昭和３３年。「財団法人日本交通公社米沢案内所」と「米沢駅派出鉄道案内

所」の二枚の看板を掲げる時代でした。当時は、国鉄乗車券の発券が主で、赤い三等切符（硬券）

で日付機を通すカチャンという音が耳に残っています。米沢・上野

間の寝台券の手配や周遊券の発行などが多かったように思います。

中でも周遊券は１カ月の有効期間があり、観光旅行や長期の出張に

需要が多く、時に深夜までかかった記憶があります。案内所は私を

入れて５名の小さな所で、修学旅行のシーズンには、先輩方は添乗

に、店頭は私一人で右往左往という時もありました。 

米沢から新潟県坂町へ米坂線があります。ある日、県境の小国町

のある中学校へセールスに行きました。小国駅まで約２時間、さら

に国鉄バスで１時間ほど行った飯豊山の麓で、何とか昼前に到着し

ました。学校では歓迎され、庭の豌豆を取って作った味噌汁と漬け

物をご馳走になり感激しました。ＳＬが現役の時代で、夕焼けのな

か煙で真っ黒になって帰りました。私の初セールスの記憶です。 

もう一つ忘れられない想い出は、昭和３６年４月の沖縄添乗です。当時の南西諸島は米国の統

治下にあり、総理府の身分証明書と米軍の入域許可証が必要でした。何かの手違いで二つの書類

が前日まで手元に届かず、出発当日の早朝に東京で受取るという際どさでした。羽田から大阪経

由那覇までプロペラ機で６時間ほどの行程でした。米沢では、４月は春まだ浅い季節ですが、沖

縄は既に夏の装いで、びっくりしました。那覇空港で観光協会の歓迎式がありましたが、間断な

く飛ぶ米軍のジェット戦闘機の爆音に耳を被うような状

況でした。当時ひめゆりの塔の洞窟に自由に入ることが

でき、回りの灌木には寄せ書きのある日章旗が掛かって

いたのを鮮明に覚えています。また、身の丈を越す草を

掻き分けて白梅の塔へ。さらに、摩文仁の丘、魂魄の塔、

守礼の門などを巡りました。そこには戦争の傷跡がその

ままありました。「ある朝、目の前の海が米軍艦で真っ

黒になり、雨霰（あめあられ）のごとき艦砲射撃に島民

は逃げ惑うばかりでした」というガイドさんの真に迫っ

た話に、皆で涙を流しました。基地の町コザ市（現沖縄

市）には横文字の看板が並び、プラザハウスには米国の

物資が溢れていました。インスタントコーヒーを初めて

買った記憶があります。旅行が無事終わり、お客様に感

謝された時には涙が出ました。沖縄民謡を聴きに、もう

一度ゆっくりと行きたいと思っています。 

”米沢の時代“は先輩にも後輩にも恵まれ、忙しい中

にも酒や麻雀など、夏は吾妻山登山、冬は天元台のスキ

ーにと、楽しい思い出が宝箱のように詰まっています。その後は、東北営業本部、団旅仙台、山

形支店等を経てＴＬ、天元台に出向。そして、ＴＬトレーディングで現役を終わりました。お世

話になった多くの皆様に感謝申し上げます。現在は、俳句や水彩画などを楽しみながら充実した

日々を送っています。 

平成２９年１１月２９日 小山昭雄 ７８歳 

※写真上：昭和４０年夏ホテル建設中の天元台で 写真下：平成２９年１０月「けやき会」の吟行会羽黒山にて(右端) 
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元気な会員紹介コーナー（第１４回） 

今回は、仙台市若林区新寺在住の杉山重己会員をご紹介します。現在は、秋保リゾートホテル

クレセントの総支配人としてお勤めの傍ら、趣味のゴルフを楽しまれております。 

＝ゴルフでエージシュートを目標に＝ 仙台市 杉山重己会員（６８歳） 

１．現在どのような生活をされていますか。 

退職後、ご縁があって秋保温泉ホテルクレセントにお世話にな

っております。ＢＯＢ会員の皆様には、ホテルクレセントにご支

援を賜り御礼申し上げます。 

私は、今年の６月に同居していた三女を嫁に出し、８月にはど

こへでも一緒にくっついてきた１４歳の愛犬を亡くしました。９

月以降、一念発起、休日は一人でも出来るジョギングやウォーキ

ングで健康な汗を流し、昼には仙台駅東口地下遊技場でひたすら

冷や汗をかきながら過ごしています。 

２．健康法・元気の秘訣はなんですか。 

これと言った特別な健康法は持ち合わせておりませんが、お陰

様で大きな病気もせず毎日楽しく仕事を続けています。今後も心

身ともに健康で過ごせるように、定期検診で指摘を受けている

「生活習慣改善アドバイス」の５項目を意識しながら健康の維持

に努めて行きたいと思っています。 

① 食べ過ぎを避け肥満を防ぐ 

② 間食・夜食を控える 

③ 食物繊維をたくさん摂る 

④ 適度に運動をする 

⑤ 適正飲酒 

また、元気で仕事を続けるには、ストレスを溜

めない事も重要な要素の一つだと思っています。

家庭では「沈黙は金」職場では「雄弁は銀」を間

違わないように実践し、日々ストレスフリーの生

活が出来るよう心掛けています。 

３．これからの夢・希望・目標等 

目標を挙げるとすれば、好きなゴルフでエージ

シュート（１８ホールを自分の年齢以下のスコア

で廻る事）を８５歳までに達成する事です。 

提携販売盛岡時代、盛岡支店長杯ゴルフコンペに

参加し、ミスショットでゴルファーの夢であるホ

ールインワンを達成しました。ならば、年を重ね

るほどに可能性のあるエージシュートにも挑戦し

たいと思います。 

それまで仕事で結果を残し、何事にも一生懸命、

そして日々精進です。 

※写真上：愛犬と一緒の思い出の一枚 

※写真下：６月ハワイにて三女の挙式後カメハメハ大王前で 

                  お孫さんとの一枚 
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 ＪＴＢグループ紹介コーナー  

ＪＴＢの人事異動（１２月１日付）で、本社取締役営業部長伊沢洋平様が、㈱JTB グローバル

アシスタンス取締役営業部長として赴任されました。会員の皆様へ御礼のご挨拶を寄稿いただき

ましたのでご紹介をさせていただきます。益々のご活躍をご祈念申し上げます。 

㈱ＪＴＢグローバルアシスタンス取締役営業部長 伊沢 洋平様 

この度 12 月 1 日付人事異動により、㈱JTB グローバルアシスタンス取締役営業部長として着

任いたしました。これまで OB・OG 会の皆様には、大変お世話にな

りながらご挨拶が出来ないままの赴任となりました。この場をお借り

いたしまして御礼のご挨拶を述べさせていただきます。 

1989 年に団体旅行東北支店に入社以来、福島支店、教育旅行東京東

支店と経験をいたし、2008 年に一関支店長として東北に戻ってまいり

ました。その後一関支店長・奥州支店長・盛岡支店長と 1 年ごとに勤

務地が変わる中で、盛岡支店長として新生 JTB 東北の新たなスタート

を切った年度末に東日本大震災が発生し、激動の 4 年間を経験いたし

ました。2012 年には JTB 東北本社営業部長として着任し、全社の営

業責任者として微力ながら取り組ませていただきました。最初の 2 年間は法人営業の震災復興需

要やリテール事業の堅調な伸びに支えられ好調に推移しましたが、後半の 3 年間は十分な成績が

残せず OB・OG 会の皆様にも大変ご心配をお掛けする事となりました。この場をお借りしまし

てお詫び申し上げます。一方では、地域交流事業の拡大や国体・インターハイを筆頭にした MICE

事業の拡大など、新たな成長領域に積極的にチャレンジし徐々に成果が表れてきた事は、社員の

努力の賜物でありまして、非常に嬉しく思っております。 

新たに着任いたしました㈱JTB グローバルアシスタンスは、社員約 300 名でグローバル規模で

のアシスタンスサービスを中心に、24 時間 365 日コールセンターの運営などを行っている会社

でございます。まだまだ JTB グループ内の取引が主体であり、JTB グループ外への営業強化と

いう大きなミッションを与えられて着任いたしました。東北で経験した事を活かして、新たなミ

ッションに全力で取り組もうと思っております。会員の皆様には引き続きご指導・ご鞭撻のほど、

何卒よろしくお願いいたします。 

 最後になりますが、JTB グループ OB・OG 会東北支部の益々のご発展と、会員の皆様方のご

健康とご多幸をお祈り申し上げ御礼の言葉といたします。 

２０１７年１２月１日 伊沢 洋平 

 

理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所  １２月９日(土)１１時００分から 「菜時季大原」 

２ 議   題 

（１）本部理事会の報告 

（２）協議事項 

① ＢＯＢサロンの移転について（８階→３階へ、３月上旬移動予定） 

② 新春懇親会の運営方について（1/17ＴＫＰガーデンシティ仙台、募集中） 

③ 「女性るるぶ会」発足式について（3/16 仙台鐘景閣、女性会員に案内書を同封） 

④ 2018 年度「通常総会」の運営方について 

（３）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 第 4 回全国フォトコンテスト選考結果について（別記） 

④ 今後のコピー機・ＦＡＸの対応方について 



 6 

JTB東北 人事異動  

㈱ＪＴＢ東北 人事異動について（１２月１日付）※抜粋 

  ㈱ＪＴＢグローバルアシスタンス   伊沢 洋平   ㈱ＪＴＢ東北 取締役 営業部長 

  取締役 営業部長                  

本 部 イベント報 告 

◇第４回全国フォトコンテストの審査結果報告 

 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。審査の結果当支部からは、次の方々が入賞しました。 

 ＜旅 部門＞ 準優秀賞 後藤真由美さん  

画題：「気持ちいいな」（札幌大通り公園） 

 ＜自由部門＞ 準優秀賞 佐藤  充さん  

画題：「飛翔」（仙台市宮城野区与兵衛沼） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞作品は、ＢＯＢ新聞１月号で紹介されます。またＢＯＢ本部ホームページには、受賞者及

び全応募作品が紹介されていますのでご覧下さい。（本部ＨＰ http://jtbob.com/ 本部イベント）  

本部ＨＰからフォト募集のお知らせ  

◇本部ホームページ編集部では、来年の干支に因み「我が家の愛犬」フォトを募集いたします。

応募作品は、編集部にて審査の上、作品をＨＰ上に掲載いたします。奮って応募して下さい。 

≪応募方法≫ ①タイトル、犬名、犬種、年齢 ②支部名、会員名 を記載の上、画像データを 

本部 HP 編集部 jtbobog@gmail.com宛 メールで送信して下さい。【応募締切：12月 31日】 

※尚、応募方法等の詳細は本部ＨＰ http://jtbob.com/ をご覧下さい。   

会 員 の 動 向   

◆ 訃  報   及川靖夫さんにおかれましては、１０月３１日（火）ご逝去されました。 

         高瀬雄三さんにおかれましては、１１月１２日（日）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１１月３０日現在） 

正 会 員   ２４６名 （男性２１０名、女性３６名） 

名誉会員      ２名 （男性   ２名、女性  ０名）  

合  計   ２４８名 （男性２１２名、女性３６名） 

支 部 活 動 の 動 向  

◇１０月２５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、 

磯貝・佐藤充・前田・河越・畠山各理事、後藤編集委員 

◇１０月２５日（水） 広報担当者会議（ＢＯＢサロン）：畠山・河越各理事、後藤編集委員 

http://jtbob.com/
mailto:jtbobog@gmail.com
http://jtbob.com/
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◇１２月 ６日（水）  女性部会準備委員会（ＢＯＢサロン）：渡辺副支部長、奥山美奈子・ 

前田・畠山各理事、鹿野美枝子・後藤真由美各委員（事務局） 

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（１０月～１１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 ％ 

10 月分 15 49 1,485 0 0 0 15 49 1,485 24.4 

11 月分 23 83 6,465 2 8 2,171 25 91 8,636 280.1 

年度計 123 861 36,718 12 39 8,853 135 900 45,571 121.5 

１０月・１１月分のご紹介者は、安部光一、阿部善幸(２件)、石黒 茂(２件)、太田和子、奥山

美奈子、金子善雄、蒲倉 博、櫻井勝男、佐藤茂雄(３件)、佐藤敏彦(３件)、佐藤 充、鈴木正

利、須藤義男、髙橋 翕(５件)、竹野信一(２件)、寺崎 優、富永幹男、樋口富子、星川和夫、

畠山 廣、堀野秀子(５件)、松浦 覚(２件)、若林秀敏、渡辺仁美 の皆様です。 

◇ ナイスギフト取扱実績  

１０月分取扱  ５件 ２１６，０００円  １１月分取扱  ３件  ４６，０００円  

年度計（４月～１１月） 取扱件数 ４６件 １，９７２，０００円（前年比 165.8%） 

１０月・１１月分のご紹介者は、小幡紀男、鈴木正昭、清野幸男(２件)、長谷川健二(２件)、

堀野秀子、ＢＯＢ会 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、２月１０日（土）「菜時季大原」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０２２-７１１－８８９０（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 

◇１２月 ９日（土）忘年会を兼ねて「懇話会」を開催しました。 会場：「菜時季大原」 

＜参加者＞：佐藤正司、杉本矩雄、槻山智雄、伊東功夫、早坂信克、田島正義、佐藤和彦、 

菱田貞一、三浦源幸、髙橋 翕、高橋健治、佐藤茂雄、齊藤 修、紙谷義和、板橋 博、 

中鉢孝男、長谷川健二、奥山美奈子、磯貝辰男、佐藤利喜弥、渡辺仁美、佐藤 充、蒲倉 博、

阿部善幸、前田健二、佐藤勇一、河越和夫、畠山 廣、須藤総務課長（幹事） ２９名  

ク ラ ブ 活 動 

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

（１１／１３）歩こう会今年最後の「月山志津温泉（１泊２日）旅行」を実施 

仙台から８名、山形から１名計９名と人数は多くありませんでした。小雨けぶる中、一路山形

に向かい、山形駅から旅館の送迎バスに乗り換え、バーベキュー会場へ。しかし天候不順のため、

バーベキュー会場を旅館の庭に変更して、佐藤利喜弥さんが用意した材料をさっそく準備です。

雨合羽をかぶりながら、火を起こす人、野菜を切る人、肉を切る人、参加者全員で食材の準備で

す。いよいよ焼きに入ります。最初は肉から・・。そのお味やいかに。肉を口に入れた瞬間、柔

らかく、甘く、肉汁が口の中ではじけます。「うまい！！」感動の声が全員から。ビールの美味
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しい事、美味しい事。この文章を読まれている方々にも、参加してその感動を味わってほしかっ

たです。時も忘れるほどの充実した２時間でした。チェックイン後、源泉掛け流しのお風呂にゆ

っくり入り、夕食会場へ。２時間飲み放題ですから、飲むほどに酔うほどに会話も弾みます。大

森さんの衝撃の告白(参

加者だけの秘密)もあり

盛り上がりました。酒盛

りは部屋に帰ってからも

続きます。しかし、皆さ

んお酒強い。 

翌日は旅館から一路山

形駅へ。山形駅で解散し

ました。本当に楽しい２

日間でした。佐藤利喜弥

さんには、お世話になり

ました。（若林 記） 

＜参加者＞  

大森正治、高橋健治、長谷川健二、佐藤茂雄、三浦裕栄、樋口富子、白鳥きゑ子、 

佐藤利喜弥、若林秀敏 ９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） 

１０月２４日（火） 月例会  グレート仙台 CC 参加者： 9 名 

  優 勝 磯貝辰男（G83、H11、N72） 準優勝 若生勝芳 ３位 中鉢孝男 

他参加者：三浦源幸、髙橋 翕、小幡紀男、市川博康、鈴木郁也、伊東功夫 

１１月 ７日（火） 月例会  グレート仙台 CC 参加者： 9 名 

  優 勝 髙橋 翕（G86、H9、N77） 準優勝 中鉢孝男 ３位 磯貝辰男 

他参加者：市川博康、三浦源幸、鈴木郁也、伊東功夫、小幡紀男、渡辺仁美 

１１月１３日（月） 納会  グレート仙台 CC 参加者： 13 名 

  優 勝 佐藤茂雄（G101、H26.4、N74.6） 準優勝 小幡紀男 ３位 三浦源幸 

他参加者：市川博康、鈴木郁也、若生勝芳、伊東功夫、髙橋 翕、佐藤 孝、渡辺仁美 

中鉢孝男、若林秀敏、磯貝辰男 

＜年間成績表彰＞ (年間獲得ポイント順位) 一年間ご苦労様でした 

 第一位 髙橋 翕   第二位 若生勝芳   第三位 磯貝辰男      

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

＜釣りたより＞ 

○１１/ ９（木）  尾浦出島周辺日帰り釣行 釣果思わしくなく 11/29リベンジ釣行します。 

＜参加者＞ 槻山智雄、引地 修、佐藤和彦、鈴木 剛、齊藤 修 5名 

○１１/２９（水） 納竿会  尾浦出島周辺日帰り（リベンジ釣行） 

＜参加者＞ 槻山智雄、引地 修、佐藤和彦、鈴木 剛、齊藤 修 5名 

釣果：一人マコガレイ２～３匹、アイナメ２～３匹ですが、槻山さんが大当たりでアイナメ

一升瓶クラス１匹、ビール瓶クラス４匹、マコガレイ４０ｃｍ超５匹、最後に７０ｃｍ

の大ハモと大釣りでした。 

 

◇ 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：２月１０日（土） 「暖家ＤＡＮＫＥ」（旧ホテルサンルート仙台裏） 
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○１２月９日（土）＜参加者＞ 槻山智雄、伊東功夫、佐藤和彦、三浦源幸、髙橋 翕、 

佐藤茂雄、板橋 博、中鉢孝男、長谷川健二、磯貝辰男、渡辺仁美、蒲倉 博、佐藤勇一、 

河越和夫、阿部善幸  １５名  

☆愛唱会：１１月８日（水）愛唱会は懐メロをこよなく愛する仲間が集い、毎奇数月上旬に開催。

今回は高橋健治さんが初参加。「あこがれのハワイ航路」から「高原列車は行く」まで大いに盛

り上がり、あっという間の楽しい３時間でした。初めての参加も大歓迎です！ 

＜参加者＞ 伊東功夫、若生勝芳、髙橋 翕、高橋健治、田島正義、阿部善幸 ６名  

次回愛唱会は、1/10（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。 

  １０月２１日（土）＜参加者＞ 齊藤 修、若林秀敏、高柳新一、河越和夫 

１１月１１日（土）＜参加者＞ 菱田貞一、若生勝芳、河越和夫、若林秀敏 

☆仙台泉地区 ：毎月１回 不定期開催 

１０月 ５日（木）＜参加者＞ 庄司 良、田島正義、作間清成、鈴木郁也 

１１月 ２日（木）＜参加者＞ 庄司 良、田島正義、作間清成、鈴木郁也 

◇次回麻雀大会のご案内 「新春大会」 ２０１８年１月２３日（火） 

場所：麻雀クラブ「万里」 仙台駅前エバーアイビル４階 

時間：12 時 45 分集合   13：00～17：00 

  参加申込は 1 月 15 日までに河越和夫理事へ ０９０－７１１６－４１３１ 

◇ 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 １０月１９日（木） ＜参加者＞ 今井省吾、佐藤正司、菱田貞一、 

     １１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 121 回 10 月 16 日(月)の句会から   

・秋高し海驢(あすか)の返すフリスビー 小山あきお    季語=秋高し=秋 

・是よりは女人禁制濃竜胆       市川  隆    季語=竜胆=秋   

・色鳥のさざめき移る城址かな     石黒 秀策    季語=色鳥=秋   

・厨子開けて木犀の風手向けたり    陶山 芳子    季語=木犀=秋  

＜自由投句＞  

・饅頭岩に組める座禅や秋怒濤      清水  孝    季語=秋怒濤=秋  

第 122 回 11 月 17 日(金)の句会から  

・コンビニの百円コーヒー冬銀河     小山あきお    季語=冬銀河=冬    

・安達太良山(あだたら)は冬の嵐となりにけり 市川  隆  季語=冬の嵐=冬  

・東雲の禽の鋭声や初氷         石黒 秀策    季語=初氷=冬  

・上棟に茶髪青年鵙高音         陶山 芳子    季語=鵙=秋  

＜自由投句＞  

・戦友(とも)眠る異国の森や冬深し    矢口 愛水    季語=冬深し=冬  

・てらてらと舗道反照散るいてふ     清野 馬子    季語=散るいてふ(散る銀杏)=秋  

・閻王(えんおう)の小さき軒下村時雨   清水  孝    季語=村時雨=冬  

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 

（１０/１７）第８回パソコン教室 

＜参加者＞ 受講者：古川秀一、講師：片平安之 事務局：畠山 廣 ３名 

（１１/２１）第９回パソコン教室 

今回は、講師も含めて６名での開催でした。皆さんで、ワードを使った年賀状作りに挑戦し

ました。次回も年賀状作成を行いますので未だの方は受講お待ちしています。 

＜参加者＞ 受講者：古川秀一、槻山智雄、阿部善幸  講師：片平安之、 

事務局：畠山廣、河越和夫  ６名 

☆その後の予定 １２／１９（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 

（１１/１３）「大石田そば街道と銀山温泉能登屋の旅」 

蕎麦愛好会初めての 1 泊旅行は、銀山温泉と大石田そば街道を巡る旅です。福島と仙台から自

家用車 2 台で、「手打ち大石田そばきよ」

で合流。ここは在来種「来迎寺そば」を

出す人気店で、皆さん「板そば」を注文

して、地酒と生ビールで蕎麦を待ちます。

20 分ほどでお待ちかねの「板そば」が運

ばれてきました。中太の凛とした蕎麦で、

香りも甘みも強く申し分の無い大変美味

しい蕎麦でした。その後、有名な「千本

だんご」に立ち寄り、お茶と団子で一休

み。後は早めに銀山温泉を目指しました。

能登屋に到着後、一旦お部屋に荷物を置

いて、温泉街の奥にある「白銀の滝」「銀

坑洞」を小一時間散策しました。 

お風呂の後の夕食は、珍しい地元食材

が多数並びました。地酒と女将さんの能登屋先代のご苦労話など、大満足の宴となりました。 

翌日は、「だいこん飯」の朝食にテレビドラマ「おしん」を思い出しながら、玄関前で女将さ

んと記念撮影をして銀山温泉を後にしました。山形では、「紅の蔵」の蔵座敷で山形蕎麦の新そ

ばを堪能し解散です。堀野秀子さん、佐藤利喜弥さんには大変お世話になりました。（畠山 記） 

＜参加者＞ ：齊藤 修、佐藤利喜弥、鈴木正利、五十嵐伸一、前田健二、金子美智子、 

鹿野美枝子、畠山 廣、堀野秀子（山形のみ）、佐藤敏彦（山形のみ） 計 １０名 

★次回は、１月９日（火）仙台大崎八幡神社近くの新しい注目の蕎麦屋「オタフク」の予定です。 

地 域 部 会 だ よ り  

◇ 青森「あすなろ会」 活動報告 

（１１/２６）青森地区懇話会（弘前市） 

本年度の懇話会を弘前市で開催しま

した。法人営業青森支店石橋支店長にも

出席頂き総勢 8 名での会合となりまし

た。最初に来年度の活動計画を中心に話

し合いを行い、提案した案①観桜会(4

月)②青森再発見春秋コース(6、9月)③

懇話会(11 月)④新年会年祝い会(2 月)

を全員一致で決定しました。 
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その後懇親会に移り、石橋支店長から挨拶をいただき社の現況を中心に話しがありました。引

き続き、支店長の乾杯の発声の後懇親会に入りました。活動計画に対する希望・要望、未加入者

の情報、そしてそれぞれの年齢・健康・年金？等色々な話しが続く中で、皆さんお酒も食も進み

益々元気一杯で時間もあっという間に過ぎて行きます。今冬の雪が心配されている中、次回新年

会を確認し弘前地区を代表し奈良岡さんの中締めで散会しました。      （宮本 記） 

＜参加者＞：太田敏雄、大坂勝弘、奈良岡誠一、伊藤米昭、山田隆喜、八木橋憲明、 

宮本壽郎、（ＪＴＢ東北法人営業青森支店）石橋支店長様  計８名  

◇ 岩手「やまびこ会」 活動報告 

（１１/２６）岩手地区懇話会を新鉛温泉「愛隣館」で開催 

これまでの行事は参加者が少なかったのですが、今回の「愛隣館」での懇話会（チョット早め

の忘年会）には、中村会員が同期

に声がけを頂きオブザーバー参

加３名を加え１６名での大人数

での開催となりました。会食場は

年相応のイス・テーブル席にして

もらい、永年司会担当の古舘さん

に進行をお願いし、南洞理事から

新入会員加入促進、「女性るるぶ

会」の新設、１月の新春懇親会へ

の参加要請や、最近仲間の訃報に

接した感想も含め報告を行いま

した。その後、鈴木剛前理事から

のご挨拶と、参加者全員の近況報

告がありました。仕事に就かれて

いる方、地域組織での役職を担っ

ている方、ウォーキング、スイミ

ング等身体を鍛えている方など、それぞれに健康には不安要素があるものの元気な様子が報告さ

れました。二次会のカラオケでは、宮先輩が歌う曲目を沢山リストアップしていましたが 4曲程

度にご勘弁をいただき、和やかな懇親会もあっという間に終了となりました。しかしこれからが

大変で、部屋では差入れの一升瓶を傍らに、あれやこれやの語り合いにさすがにお酒は空っぽ

に・・。仕方なく皆さん眠りに就きました。 

 翌朝は、勤務のため早立される方などもあり三々五々解散としました。   （南洞 記） 

＜参加者＞：宮 正雄、藤澤一男、扇 要治、鈴木 剛、須藤義男、高橋喜久男、藤澤道男、 

南洞 稔、古舘裕治、阿部文憲、平塚正隆、船生修二、中村厚夫、  

（オブザーバー参加）鱒沢秀雄さん、高橋栄喜さん、佐々木昭さん  合計 １６名  

 

編集後記 

◇本部主催の「ゴルフ大会」「フォトコンテスト」「俳句大会」が終了しました。東北か

らも各大会に多数の方々がエントリーされ、多くの方が受賞・表彰されました。各大会

の受賞者の皆様や、全作品が本部ＨＰに掲載されましたので是非ご覧下になって下さい。 

◇当支部たよりも本部ＨＰの東北コーナーに掲載しております。写真もカラーでご覧いた

だけますので、こちらも是非ご覧下さい。本部ＨＰは http://jtbob.com/ です。 

＊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 ） 

http://jtbob.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 

                    

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

－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 

 

         
 

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 
 


