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２０１８年東北支部「新春懇親会」 

１月１７日仙台駅前アエルビル３０階「ＴＫＰガーデンシティ仙台」を会場に、新春懇親会が

盛大に開催されました。当日は生憎の雨模様の一日でしたが、岩手やまびこ会、山形べにばな会、

福島しゃくなげ会からも多数ご参加をいただき、ご来賓の方々を含めまして総勢４５名での開催

となりました。全員で記念撮影のあと、磯貝・阿部・佐藤勇一各理事の進行で懇親会が始まりま

した。若林支部長からの年頭の挨拶、ご来賓を代表してＪＴＢ東北大久保執行役員総務部長様か

らは現在推進中のＪＴＢ改革の詳細についてお話をいただいたあと、ＪＴＢ国内旅行企画菅原東

北事業部長様の乾杯のご発声で開宴となりました。しばしご歓談の後は、恒例になりました菱田

貞一会員による「長寿マジックショー」で大盛り上がりとなりました。続いて、ＪＴＢグループ

各社様からご提供をいただきました賞品で大抽選会が盛大に行われました。一番の盛り上がりは、

ＪＴＢ商事様ご提供の大きな「四層敷布団」が当選した須藤義男会員の時で、抱えきれない賞品

に戸惑いもあったようですが、ご自宅に配送されると聞いて安心されていたようです。最後に、

今年の年男を代表して齊藤修会員の中締めでお開きとなりました。 

お忙しい中ご出席いただきましたご来賓の皆様、賞品のご提供をいただきましたＪＴＢグルー

プ各社様に厚く御礼を申し上げます。 

 

（来賓）大久保総務部長様 （乾杯）菅原事業部長様   若林支部長から「女性るるぶ会」発起人を紹介 
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 【懇親会風景】                                       

 

 

【大抽選会】 

堀野さんには大好きな日本酒、 

須藤さんには大きな敷布団が 

見事に当たりました。 

菱田さんマジックショー 

                 中締めは年男の齊藤さん 

 

 

【ご来賓の皆様】  （８名様） 

㈱ＪＴＢ東北 執行役員総務部長         大久保毅彦 様 

㈱ＪＴＢ東北 総務担当課長           西村 峰子 様 

㈱ＪＴＢ国内旅行企画 東北事業部長       菅原  実 様 

㈱ＪＴＢワールドバケーションズ 東北販売部長  柴田  暁 様 

㈱ＪＴＢメディアリテーリング 東北支店長    福田 祐子 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 労働組合 執行書記長        金  公平 様 

【参加会員】（敬称略・五十音順） （３７名） 

 阿部善幸、壱岐ひろみ、磯貝辰男、板橋 博、伊東功夫、大浪健一、奥山美奈子、小野寺栄子、

蒲倉 博、河越和夫、菊池健三、国友研一、齊藤 修、佐藤和彦、佐藤茂雄、佐藤 充、 

佐藤利喜弥、佐藤勇一、須藤義男、髙橋 翕、高柳新一、千葉知己、中鉢孝男、南洞 稔、 

長谷川健二、畠山 廣、早坂信克、樋口富子、菱田貞一、堀野秀子、前田健二、増子邦夫、 

三浦源幸、三浦裕栄、若林秀敏、若生勝芳、渡辺仁美 

【大抽選会景品提供各社様】 

 ㈱ＪＴＢ東北本社、㈱ＪＴＢ東北法人営業仙台支店、㈱ＪＴＢ東北仙台支店、 

 ㈱ＪＴＢ国内旅行企画東北事業部、㈱ＪＴＢワールドバケーションズ東北販売部、 

 ㈱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、ＪＴＢ東北労働組合  
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回想録（第９回）新春座談会特集 

ＢＯＢ会新春座談会「ＪＴＢ旅行サービス草創期の思い出」 

今回は、ＪＴＢ旅行サービス草創期の思い出を当時携わっておられた方々にお話を伺いました。

新年の１月２３日は、雪のチラつく寒い朝で集合には心配をしましたが皆さん時間どおりに集合

していただきました。座談会にお集まりの方々は次の５名の皆様で、司会は齊藤修さんにお願い

をしました。 （会場：リッチモンドプレミアホテル仙台駅前５階会議室にて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真（前列左から菱田さん・新田さん・杉本さん、後列左から齊藤さん・渡辺さん） 

 

【座談会参加者ご経歴紹介】※㈱ＪＴＢ旅行サービス在職期間と職歴 

杉本矩雄さん １９８８年～１９９６年在籍 （ほのぼの旅行仙台営業部長、ＪＴＢ旅行サービス仙台 

管理部長、〃 取締役総務部長、〃 取締役サポート事業部長、） 

菱田貞一さん １９８９年～１９９９年在籍 （ＪＴＢ旅行サービス盛岡事業部長・花巻支店長、 

〃 仙台事業部長・仙台支店長、〃 取締役仙台事業部長） 

新田創造さん １９９３年～２０００年在籍 （ＪＴＢ旅行サービス代表取締役常務、 

〃 代表取締役専務、代表取締役社長） 

渡辺武郎さん １９９７年～２００２年在籍（ＪＴＢ旅行サービス取締役総務部長・サポート事業部長、 

〃 取締役営業部長・サポート事業部長） 

齊藤 修さん １９９４年在籍 （ＪＴＢ旅行サービスサポート事業部長） 

 

【若林支部長挨拶】 本日は雪の中お集まりをいただきありがとうございました。今日はＪＴＢ

東北の前身でもありますＪＴＢ旅行サービスを作り上げていただいた諸先輩にお集まりをいた

だいて、後輩の方々に歴史として記録を残しておきたいと思います。是非ご忌憚なく思い出をお

話いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【司会：齊藤 修さん】 本日の進行役を務めます齊藤です。先ずは、ＪＴＢ旅行サービス時代

に社長を務められました新田さんに一言ご挨拶をいただきます。 

【新田創造さん】 本日はＪＴＢ旅行サービス時代の皆さんにお会いできて大変嬉しく思います。

ほのぼの旅行は、旧国鉄の渉外員・嘱託の方々を中心とした団体営業型の会社でしたが、ＪＴＢ

旅行サービスに社名を変更してからは、ＪＴＢから次々に店舗の移管を受けて総合型旅行会社に

なりました。一方では天童・白河・十和田・相馬・北上に新規出店を図るなど、ＪＴＢの空白地
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域を補完する地域会社としての役割を果たしてきたと思っています。しかし何と言っても個所長

やプロパー社員が一丸となって頑張ってくれたから今があるのだろうと感謝しております。 

私は、現役時代には皆様方に色々とご迷惑ばかりお掛けしてきましたので、今日は静かにおとな

しくしていますので皆さんでお話しを進めて下さい。どうかよろしくお願いいたします。 

【司会：齊藤 修さん】 

新田社長ありがとうございました。それでは、ほのぼの旅行とその後のＪＴＢ旅行サービスの両

方を経験された杉本さんに、発足当時の苦労話しをお伺いしたいと思います。 

【杉本矩雄さん】 八戸支店長から「ほのぼの旅行」への発令を受け着任しました。当時は南町

通ビルの１階で、大変殺風景な所だなと感じました（笑）。鈴木英夫さんが社長で、村谷さん、藤

野さん、それに営業社員は旧国鉄の渉外員・嘱託の方が大勢いて、プロパーの社員は数人しかい

なかったと思います。鈴木社長には「まあ、ゆっくりやりなさい」と言われました。最初の仕事

は当時人気商品になっていた「玉川温泉の旅」の仕入業務でした。仕入が思うように出来ていな

いと言う事情もありましたが、各社員がそれぞれバラバラに商品を作っていて、団費も各人違う

のです。言わばそれぞれが個人旅行社だったのです。それを宿泊も貸切バスも一括して仕入を行

う事によって、コースも価格も統一した商品にしました。結果として、それまで片道しか使って

いなかった貸切バスを往復活用出来るようになりましたし、バス会社をＪＲバスに一元化した事

によって収入も格段にアップしたのです。宿泊の仕入れでは、玉川温泉の親会社であった湯瀬ホ

テルの関社長に助けられました。関さんは、元ＪＴＢの社員ですが、私とは同期でしたので良く

協力をしてくれました。お陰で今でも同期会で会うのですが、彼には頭が上がらないのです。「玉

川温泉の旅」はその後も暫くは、ＪＴＢ旅行サービスの稼ぎ頭でした。 

【司会：齊藤 修さん】 次に、盛岡事業部長で花巻支店長を兼務された菱田さんお願いします。 

【菱田貞一さん】 私は、米沢支店に４年間いて漸く赤バラ（支店表彰）になったのですが、岩

本副本部長から花巻支店への発令でした。思わず受話器を落としてしまいましたが（笑）、盛岡事

業部を任せると言われて納得して

赴任しました。花巻支店は大変でし

たが、高橋さんと言う稼ぎ頭がいて

予算も達成していました。事業部長

としては、青森、十和田、盛岡、花

巻の４個所が管轄でしたので月 1

回は巡回しました。盛岡事業部での

７年間は本社に迷惑を掛ける事は

まったく無かったと思っています。 

仙台事業部に移ってからは、海外学

生団体旅行で大きな事故に巻き込

まれまして新田社長には大変ご迷惑を掛けてしまいました。旅行が無事終了してから新田社長に

辞表を持って行くと、「私も辞表を書く」と言ってくれました。本当に涙が出るほど嬉しかったで

すね。新田社長ありがとうございました（笑）。 

【新田創造さん】 そんな事を私が言ったの（笑）。すっかり忘れていました。 

【司会：齊藤 修さん】 渡辺武郎さんは、この４人の中では最後にＪＴＢ旅行サービスに入ら

れましたから、既に形は出来上がっていたのでしょうが、総務部長や営業部長、それにサポート

事業部長をされました。思い出話・苦労話も多いのではないでしょうか。 

【渡辺武郎さん】 秋田支店から、私も岩本本部長から新田さんがいる旅行サービスへの発令を

受けました。在任中にＪＴＢ東北への体制変更がありましたが、草創期とは違って会社は落ち着

いた時期でしたから苦労は無かったと思います（笑）。それでも印象に残っている事が、３つあり

ました。一つは添乗員自身がパスポートを紛失してお客様に大変ご迷惑を掛けてしまった事、も

う一つは支店のお客様が大変憤慨されて本社に電話をよこしてきたのでお詫びに行った事、もう

一つは女子社員の父親からクレームがあって対応したのですが、結果的に父親の妄想だったと言

う事で一件落着と言うような事もありましたね。 
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【司会：齊藤 修さん】 実は、私も渡辺武郎さんが来る前にサポート事業部長をしていました

ので、少し思い出を話してみます。 

【齊藤 修さん】私は在籍１年だけでしたが、サポート事業部を担当しました。添乗員の派遣業

務等でしたが、当時は本来の添乗業務が出来る社員が少なく、殆どは修旅のサブ添乗クラスでし

た。そこで社長に言って採用を増やして貰ったのですが、今度は添乗の依頼が無くて困りました。

やむを得ず空港でのあっ旋業務（エース商品の受付業務等）の仕事を探してきたりして凌ぎまし

たが、一方では、本社からベテラン添乗員を呼んできて添乗業務の教育にも力を入れました。 

苦労した事と言えば、労働局に労働者派遣事業報告書を提出するのですが、これが中々厳しくて

苦労しました。殆どがグループ会社

内への派遣ばかりですからね（笑）。 

【杉本矩雄さん】 私の時も労働局

には何社に派遣しているか厳しく

チェックされていました。自社ばか

りの派遣だと改善命令を受ける事

があるから大変なんです。ご苦労が

分かります。 

【司会：齊藤 修さん】 さて、一

通り皆さんにお話を伺いましたが、

他にこれだけは話しておきたいと

言う方がおられましたらどうぞ。 

【杉本矩雄さん】 「ほのぼの旅行」時代は募集旅行が中心の会社だったから社名もそれで良か

ったけど、徐々にＪＴＢからの移管店舗も増えて文字通りＪＴＢの商圏を補完する会社になった

訳で、「ＪＴＢ旅行サービス」の会社名にして良かったと思うね。 

【菱田貞一さん】 新田さんが社長時代に、営業社員に販売収入の半分を給料として返したのは

英断だったと思う。社員のモチベーションが大いにあがったからね。結果として高額所得の社員

が数名出てＪＴＢからは本社にクレームが上がってきていました（笑）。 

【渡辺武郎さん】 色々と事件や事故もあったけど、それを乗り越えて今のＪＴＢ東北があるの

だから良かったんじゃないですか（笑）。 

【司会：齊藤 修さん】 

それでは約束の時間が近づいてきました。ほのぼの旅行からＪＴＢ旅行サービス、そしてＪＴＢ

東北へと変遷をしてきまして、この４月から振り出しに戻ってＪＴＢに統合される事になりまし

たが、東北はこれまで時代を先取りした素晴らしい立派な会社を作ってきたのだなと改めて感じ

た次第です。皆さんからは「たより」に掲載出来ない事故や事件も随分発言されましたが、事務

局にはそこを上手く編集をしていただいて「たより」に掲載して下さい。それではこれで座談会

を終わります。長時間お付き合いをいただきありがとうございました。（拍手） （文責：畠山） 

 

【㈱ＪＴＢ旅行サービス会社沿革（概略）】 

１９８１年 ㈱ほのぼの旅行秋田・盛岡・仙台の３社が発足。 

１９８６年 一般労働者派遣事業登録。 

１９８９年 ＪＴＢからの移管店舗を加え㈱ＪＴＢ旅行サービスに社名変更。 

天童支店新規開設   ３事業部、２支店、５営業所体制 

１９９０年 一関営業所をＪＴＢから移管 １２個所（２支店・１０営業所）    

１９９３年 ＪＴＢからの移管店舗・移管業務、空白地域の白河・十和田への新規出店も 

加え、営業所から支店に名称変更を行う。 １５個所（１５支店） 

１９９５年 相馬支店新規開設  １６個所（１６支店） 

１９９９年 郡山営業所新規開設 

２０００年 ＪＴＢ東北に社名変更。 ２０個所（１５支店・１営業所・４センター） 

２００５年 ＪＴＢの分社化に先駆け、７支店を譲り受けＪＴＢ東北が発足。 
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元気な会員紹介コーナー（第１５回） 

今回は、福島地区担当蒲倉理事からの推薦で、郡山市在住の小関孝雄会員をご紹介します。１月

からは磐梯熱海温泉四季彩一力にお勤めですが、郡山地区連絡員も担当いただいております。 

＝常に前向きな気持ちを持って＝ 福島県郡山市 小関孝雄会員（７２歳） 

１．現在どのような生活をされていますか。 

平成２６年から始まった「ふくしまＤＣ（デスティネーションキ

ャンペーン）」開催の３年間は、磐梯熱海温泉観光協会に乞われて

勤めておりました。昨年からようやく自由な時間が出来たので、妻

への感謝の気持ちを込め、スロー生活をじっくり楽しむために、ロ

ーカル列車でのんびりと“季節の花めぐりのたび”を楽しんだりし

ています。いつしか親父と同じように、時間があれば、新聞をじっ

くり深読みして半日をつぶす楽しさも覚えました。また、図書館が

近いので、歩きながら途中の神社に参拝していくのが決まった散策

コースになり、気が向いた時に出かけています。予定が何もない、

自由がいっぱいある、こんな贅沢な時があって良いのかと、今改め

て感じている今日この頃です。昨年の春から、「藤沢周平の作品を

楽しむ会」に入会しました。時には藤沢周平の生い立ちや作家生活

の足跡を訪ねる小旅行に参加し、藤沢作品の時代背景などを仲間と

語り合うひと時に、喜びと生きがいを感じています。 

年が明け、今年１月から、常にＪＴＢとの付き合いを大事にされておられる磐梯熱海温泉「四季

彩一力」と縁があり、現在、仕事復帰となり頑張っています。 

２．健康法・元気の秘訣はなんですか。 

私の健康法を項目にすれば下記のことだろうか？ 

①常に前向きな気持ち（プラス思考） 

②朝食はしっかり取る 

③体重は７０キロをキープ（意識する） 

④楽しみの晩酌を少々（妻からストップがかか

らない程度） 

⑤６～７時間の睡眠を取る 

⑥朝起きて、食事前にコップ１杯の水を飲む 

そして、何よりも“生活や体のリズムが第一”

と自負していることです。何と言っても、妻が、

いつもバランスを考慮した食事を作ってくれる

ので、感謝、感謝です！現役時代のような仕事、

付き合いの暴飲暴食は出来なくなっていますが、

何事もほどほどに、腹八分目を意識しているの

が、健康の秘訣かも知れないと思っています。 

３．これからの夢・希望・目標をお聞かせ下さい。 

これからの人生は、３年刻みで生きていこうと思っています。まずは、昭和３９年の入社時の

東京オリンピックがもう一度体験できるのは感動的で、何としても「見たい、聞きたい、感じた

い」の強い気持ちをしっかり持って、その時を迎えたいと思っています。東京オリンピック後は、

またその時に考えるつもりです。 

また、これからも旅を楽しむために「美しい、美味しい、嬉しい、楽しい、幸せ」を感じてい

られるよう健康を保ち、病気になっても気持ちが折れない人間でありたいと願っています。 

これからのモットーは“日々是好日”に決めた。 

※写真上：猪苗代の日本遺産十六橋水門にて   ※写真下：浄土平湿原・遊歩道にて 
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ＪＴＢグループ紹介コーナー 

 
2018 年 4 月からの JTB グループ並びに東北地区の体制について 

 
ＪＴＢ東北総務部長 大久保毅彦 

 
OB・OG の皆様、平素より大変お世話になっております。先日の新春懇親会でも一部お伝えし

ておりますが、2018 年 4 月より JTB グループの新たな経営体制がスタートします。今回はその
概要をお知らせします。 
 
１．グループ経営改革の概要 

分社化から約 10 年が経過し、内外の取巻く環境の変化もあり、昨今はお客様が増え続けてい
ない状況となっています。そこで、お客様に選ばれ“JTB ならではの価値”を提供し続けるため
に、「地域」への正対ではなく「マーケット（事業）」に正対することとし、組織を「地域」か
ら「事業」へ転換し、グループ全体で事業戦略を一気通貫かつスピーディに推進する経営体制を
構築することとなりました。 
（１）組織の再編 
   JTB 東北を含めた事業会社 15 社を㈱JTB に統合し「国内個人」・「国内法人」・「グローバル」

の 3 つのビジネスユニットを形成し、事業を単位とした組織を構築します。 
（２）新たなグループ経営ビジョン 
   今回の経営改革を「第 3 の創業」と名付け、劇的な変化を遂げる強い意志を持って改革に取り 

組んでいます。また、事業ドメインを「交流創造事業」と定義し、地球を舞台にあらゆる交流 
を創造していきます。さらに目指す姿を表すフレーズとして“Beyond Imagination”を掲げ、 
全社員がお客様の期待や想像を超える価値や成果を産み出すべく日々お客様に接していきま 
す。 

 
２．東北地区の概要 
 グループ全体の方向性に基づき、東北地区の店舗ネットワーク並びに営業体制を見直します。
以下各県毎にお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜青森県（6拠点）＞ 
法 人 事 業：青森支店（4/1より法人営業青森支店から名称変更） 
個 人 事 業：青森イトーヨーカドー店（3/1より青森店と統合）・弘前イトーヨーカドー店・弘前さくら野店・ 

イオンモール下田店・八戸沼館イトーヨーカドー店 
 

＜岩手県（4拠点）＞ 
法 人 事 業：盛岡支店（4/1より法人営業盛岡支店から名称変更） 
         盛岡支店奥州オフィス（4/1より奥州支店営業課が分離・名称変更） 
個 人 事 業：イオンモール盛岡店・盛岡店（今年秋にイオンモール盛岡南店に移転予定） 
          ※奥州支店店頭部門は 3月末にて総合提携店「ジャパンツアーシステム」へ移管されます 
 
＜秋田県（3拠点）＞ 
法 人 事 業：秋田支店（4/1より法人営業秋田支店から名称変更） 
個 人 事 業：イオンモール秋田店・イオン秋田中央店（3/16より秋田店と統合） 
 
＜宮城県（8拠点）＞ 
法 人 事 業：仙台支店（2/1より古川支店営業課と統合・4/1よりMICE事業部と統合し法人営業仙台支店から名称変更） 
個 人 事 業：トラベルゲート仙台（2/1より仙台支店と仙台駅前店を統合）・仙台泉アリオ店（3/1より 

イオンタウン仙台泉大沢店を統合）・イオン仙台幸町店・イオンモール名取店・石巻あけぼの 
イトーヨーカドー店・ザ・モール仙台長町店・ララガーデン長町店 

          ※古川支店店頭部門は 3月をもって閉鎖となります 
 
＜山形県（3拠点）＞ 
法 人 事 業：山形支店（4/1より法人営業山形支店から名称変更） 
個 人 事 業：イオンモール山形南店（2/16より山形店とイオン山形北店を統合）・イオンモール天童店 
          ※イオンモール三川店は 3月をもって閉鎖となります 
 
＜福島県（6拠点）＞ 
法 人 事 業：福島支店（4/1より法人営業郡山支店から名称変更） 
         福島支店福島オフィス（4/1より法人営業福島支店から名称変更） 
         福島支店いわきオフィス（4/1よりいわき支店営業課が分離・名称変更） 
個 人 事 業：福島イトーヨーカドー店（3/29より福島店を統合）・郡山イトーヨーカドー店（3/1より郡山店を統合）・ 
         いわき店（4/1よりいわき支店店頭部門が分離） 
 
＜その他＞ 
提携販売事業部⇒「東日本提携販売部」の一部組織「東北提携販売課」として仙台に現在とほぼ同様の組織として継続 
仙台国際空港店⇒グループ本社「訪日インバウンドビジネス推進プロジェクト」直轄の組織として法人・リテールどちらにも 

所属せずに継続 
本社⇒広域代表・ＣＳＲ・内部統制・営業支援・人事等の一部社員がグループ本社の出先機関として駐在 
     （ＪＴＢ東北としての本社機能は４月以降は無くなります） 
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なお、JTB 国内旅行企画東北事業部・JTB ワールドバケーションズ東北販売部も組織は若干変

わりますが機能は残ります。4 月より新たな組織となりますが、引き続き OB・OG の皆様のご支
援をどうぞよろしくお願いいたします。 

以上 
 

※ＪＴＢの組織改編に伴う人事異動が一部発令になっております。会員の皆様には、お客様紹

介運動において最寄りの店舗が統廃合により変わる個所もありますので、お確かめの上ご来店

ご利用をいただきますようお願いいたします。（広報担当） 

JTB 東北 人事異動  

㈱ＪＴＢ 役員人事について（４月１日付）※抜粋 

  ㈱ＪＴＢ 執行役員        森 吉弘   ㈱ＪＴＢ東北 代表取締役社長 

  法人事業部 東北広域代表 

 

 ㈱ＪＴＢ東北 人事異動速報（２月１日付）※抜粋 

  執行役員 総務部長       大久保毅彦  執行役員 総務部長 

  法人営業福島支店長兼務 

  ㈱ＪＴＢ北海道 苫小牧支店長  伊藤  仁  ㈱ＪＴＢ北海道 苫小牧支店長 

 （㈱ＪＴＢ法人営業本部 青森支店長予定） 

  法人営業仙台支店長       宮林  学  法人営業仙台支店長 

 （㈱ＪＴＢ法人営業本部 仙台支店長予定） 

  立川エリア統括部長       吉野 拓也  立川エリア統括部長 

 （㈱ＪＴＢ個人事業本部 リテール事業部 宮城・福島エリア長予定） 

  法人営業東京多摩支店長     邊見 哲郎  法人営業福島支店長 

 （㈱ＪＴＢ法人営業本部 東京多摩支店長予定） 

  ㈱ＪＴＢ国内旅行企画      菅原  実  ㈱ＪＴＢ国内旅行企画 

  東北事業部長 商品企画部長兼務        東北事業部長 商品企画部長兼務 

 （㈱ＪＴＢ個人事業本部 国内仕入商品事業部 東北仕入商品企画部長予定） 

  法人営業盛岡支店長       堀内 紀孝  法人営業盛岡支店 

 （㈱ＪＴＢ法人事業本部 盛岡支店長予定） 

  法人営業秋田支店長       増子  敦  法人営業秋田支店長 

 （㈱ＪＴＢ法人事業本部 秋田支店長予定） 

  古川支店長           小泉 俊夫  古川支店長 

 （㈱ＪＴＢ個人事業本部 リテール事業部 北東北・山形エリア長予定） 

  法人営業山形支店長       斎藤 敏明  法人営業山形支店長 

 （㈱ＪＴＢ法人事業本部 山形支店長予定） 

  法人営業郡山支店長       濵田 正隆  法人営業郡山支店長 

 （㈱ＪＴＢ法人事業本部 福島支店長予定） 

  トラベルゲート仙台店長     小柳 真澄  仙台支店長 

  仙台泉アリオ店長        齋藤正智子  仙台支店 店頭営業課長 

  イオン仙台幸町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ店長 秋田多津子  ララガーデン長町店長 

  ララガーデン長町店長      庄司あすか  仙台駅前店長 

 

 ㈱ＪＴＢ東北 人事異動速報（２月１６日付）※抜粋 

  イオンモール山形南店長     山口 恵美  イオン山形北店長 

                         イオンモール山形南店開設準備担当 

  イオンモール山形南店      坂口 陽子  山形店長 

  販売担当マネージャー       
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理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所   ２月１０日(土)１１時００分から 「菜時季大原」 

２ 議   題 

（１）ＪＴＢ東北総務課長（営業体制改編に関する情報等） 

（２）協議事項 

① 「新春懇親会」の収支報告及び成果と反省 

② ２０１７年度決算見込み（案）について 

③ 「女性るるぶ会」発足式について 

④ 2018 年度主な事業の運営方について（別紙年間活動計画を同封） 

⑤ 支部会則の改訂について 

（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 ＢＯＢサロンの移転作業について 

                   

会 員 の 動 向   

◆ 訃  報   川上秀弘さん（７７歳）におかれましては、１月２３日ご逝去されました。 

        尚、ご家族様のご意向により、釣友会の皆様だけにお知らせいたしました。 

        峯岸 博さん（８０歳）におかれましては、１月２７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： （２０１８年１月３１日現在） 

正 会 員   ２４４名 （男性２０８名、女性３６名） 

名誉会員      ２名 （男性   ２名、女性  ０名）  

合  計   ２４６名 （男性２１０名、女性３６名） 

支 部 活 動 の 動 向  

◇１２月１３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、 

長谷川監事、磯貝・佐藤充・阿部・前田・河越・畠山各理事、後藤編集員 

◇１２月２５日（月） 新春懇親会打合せ(ＢＯＢサロン)渡辺副支部長、磯貝・畠山・各理事 

◇ １月２３日（火）  新春座談会（ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙ仙台駅前）：杉本矩雄、新田創造、 

菱田貞一、渡辺武郎、齊藤 修、若林支部長、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（１２月～１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 ％ 

12 月分 10 26 1,416 4 25 5,178 14 51 6,594 258 

1 月分 5 21 1,102 2 9 3,301 7 30 8,636 147 

年度計 138 908 39,236 18 73 17,333 156 981 56,568 131 

１２月・１月分のご紹介者は、伊東功夫、遠藤敏男、小関孝雄、佐藤敏彦（2 件）、高橋 信、

武田守弘（2件）、富永幹男（7件）、畠山 廣、樋口富子（2件）、堀野秀子、八木橋憲明、 

吉田正巳 の皆様です。 
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◇ ナイスギフト取扱実績  

１２月分取扱  ９件 ４８５，０００円  １月分取扱  ２件  ３５，０００円  

年度計（４月～１月） 取扱件数 ５７件 ２，４９２，０００円（前年比 120%） 

１２月・１月分のご紹介者は、蒲倉 博、狐崎忠介、鈴木正昭、須藤義男、清野幸男、 

田口秀喜、長崎 豊、長谷川健二（2件）、畠山 廣、古川秀一 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、４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０２２-７１１－８８９０（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 

◇ ２月１０日（土）「懇話会」を開催しました。 会場：「菜時季大原」 

＜参加者＞：杉本矩雄、槻山智雄、伊東功夫、田島正義、佐藤和彦、櫻井勝男、若生勝芳 

三浦源幸、安倍光一、髙橋 翕、佐藤茂雄、長崎 豊、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、若林秀敏、 

前田健二、河越和夫、畠山廣、２４名  

 

ク ラ ブ 活 動 

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

＜年間計画＞ 【「歩こう会・カメラクラブ」合同】 

① 4月 11 日（水）榴ヶ岡公園 観桜会         （釣友会・カメラクラブ合同企画） 

② 5日 8日（火）利府の竹の子堀り体験・筍料理三昧      （カメラクラブ合同企画） 

③ 6月 6日（水）史跡山寺散策とサクランボ狩り   （べにばな会・カメラクラブ合同企画） 

④ 7月 27 日（金）ニッカウヰスキー工場見学・秋保温泉入浴    （カメラクラブ合同企画） 

⑤ 9月 14日（金）石巻歩き語り部ガイドと震災跡地を歩く      （カメラクラブ合同企画） 

⑥10月 21日（日）～22日（月）秘湯・紅葉の奥只見柳津温泉と蔵の街喜多方 

           （しゃくなげ会・カメラクラブ・蕎麦愛好会合同企画） 

☆歩こう会・釣友会・カメラクラブ合同企画 新春企画第１弾！！ 

 

４月１１日（水）「榴ヶ岡公園 満開桜 観賞会」大募集！！ 

集合：榴ヶ岡公園内 １２時００分  参加費：３，５００円 

★申込み先：０８０－２８１７－１４４４磯貝・０９０－８７８７－４４２１佐藤勇一 

 

☆歩こう会新春企画第２弾！！ 歩こう会・カメラクラブ合同企画  

 

５月８日（火）「利府竹の子掘り体験と筍料理三昧」 ☆毎年大好評！！募集中   

仙台駅 9:0５発（列車内集合）＝JR＝9:21 利府駅……川袋古墳群・日本蜜蜂見学と蜂蜜試食 

……岡林邸竹林（竹の子掘り体験と絶品の筍料理三昧で懇話会）＝＝タクシー＝＝ 

利府駅 14:00＝＝JR＝＝仙台駅 14:24 

※筍料理三昧（竹の子刺身・天ぷら・煮物・炊き込みご飯・キッシュ風・竹の子汁） 

◎参加費：2,000 円（竹の子料理・飲物代）別途 JR乗車券・タクシー代１台 1,000 円 

★申込み先：０８０－２８１７－１４４４磯貝又は０９０－８７８７－４４２１佐藤勇一  
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◇ 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。 

＜年間計画＞ ゴルフ場：「グレート仙台カントリークラブ」  ☎022-392-3505 

① 3月 20 日（火） 練習会          ②3 月 26日（月）     練習会 

③ 4月 9日（月） 初打ち会         ④4 月 24日（火）    春季大会 

⑤ 5月 7日（月）  月例会            ⑥5 月 22日（火）     月例会 

⑥ 6月 11 日（月） 月例会           ⑧6 月 26日（火）      月例会 

⑨ 7月 9日（月）  夏季大会          ⑩7 月 24日（火）     月例会 

⑪ 8月 7日（火）  月例会           ⑫8 月 20日（月）     月例会 

⑬ 9月 3日（月）  月例会           ⑭9 月 18日（火）    秋季大会 

⑮ 10月 1日（月） 月例会           ⑯10 月 23日（火）    愛好会杯 

⑰ 11 月 5日（月） 月例会           ⑱11 月 13日（火）      納会  

 

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

＜釣りたより＞ 

１２月５日（火） 閖上港大型漁礁 （竿納め） 

＜参加者＞槻山智雄、佐藤和彦、引地 修、鈴木 剛 ４名 

＜年間計画＞ 

① 4月 11 日（水） お花見会 榴ヶ岡公園     ②5 月 17日（木） 閖上港 大型漁礁 

③ 6月 7日（木） 尾浦港 出島周辺      ④6 月 27日（水） 尾浦港 出島日帰り 

⑤  7 月上旬        秋田道川沖１泊       ⑥7 月 12 日（木） 閖上港 大型漁礁 

⑦ 9 月 4日（火） 暑気払い昼食会       ⑧9 月 20日（木） 志津川湾ヒラメ釣り 

⑨ 10 月上旬     秋田道川沖１泊       ⑩10月 30日（火） 松島湾ハゼ釣り 

⑪ 11 月 8日（木） 出島周辺又は志津川湾   ⑫11 月 27日（火） 出島周辺又は志津川湾 

⑬ 12 月 5日（水） 閖上港大型漁礁・竿納め    ⑭2 月 20 日（水）  昼食放談会 

 

◇ カ ラ オ ケ 会   申し込みは、０９０-７３３３-７３９２ 阿部善幸理事へ 

☆２月９日（土）＜参加者＞ 槻山智雄、伊東功夫、田島正義、佐藤和彦、若生勝芳、三浦源幸、

安倍光一、長谷川健二、髙橋 翕、佐藤茂雄、佐藤利喜弥、蒲倉 博、 

若林秀敏、河越和夫、阿部善幸    １５名  

※懇話会の後、オプション参加で大変盛大でした。 

次回開催日：４月１４日（土） 「暖家ＤＡＮＫＥ」（旧ホテルサンルート仙台裏） 

 

☆愛唱会：１月１０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。

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

次回愛唱会は、３月９日（金）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 1 回、第 1 土曜日 

雀荘「万里」(022－264－0249)で開催 

  １２月２日 （土）＜参加者＞ 菱田貞一、若生勝芳、若林秀敏、河越和夫 

１月６日 （土）＜参加者＞ 菱田貞一、若生勝芳、若林秀敏、河越和夫 
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☆仙台泉地区 ：毎月１回、不定期開催 

１２月４日 （月）＜参加者＞ 庄司 良、田島正義、扇 要治、鈴木郁也 

１月９日 （火）＜参加者＞ 庄司 良、田島正義、扇 要治、鈴木郁也 

 

◇「新春麻雀大会」報告 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 

＜参加者＞ 磯貝辰男、伊東功夫、扇 要治、小幡紀夫、木村 毅、齊藤 修、作間清成 

 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、若林秀敏、若生勝芳、渡辺武郎、渡辺仁美  ２０名 

＜成 績＞ 優勝：若林秀敏  準優勝：高柳新一  第三位：渡辺仁美 

 

＜年間計画＞ 

「夏季麻雀大会」 ２０１８年８月２１日（火） 

「新春麻雀大会」 ２０１９年１月２２日（火） 

◇ 囲 碁 同 好 会   申し込みは、０７０－５４７２―３３９７ 菱田貞一会員へ 

★実施日 １２月２１日（木） ＜参加者＞ 今井省吾、佐藤正司、菱田貞一、 

      １月１８日（木） ＜参加者＞ 今井省吾、佐藤正司、菱田貞一、 

＜年間計画＞ 

 毎月第３木曜日、１３時からＢＯＢサロンで開催しております。 

 

◇ 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 123 回 12 月 15 日(金)の句会から                                 

 ・大学の裏の沼杉山眠る          小山あきお  季語=山眠る=冬  

 ・リヤカーの轍の深さ寒ごやし       市川  隆  季語=寒ごやし=冬  

 ・停泊の船の水吐く小春かな         石黒 秀策   季語=小春=冬  

 ・連山の真白き構へ実南天               陶山 芳子   季語=実南天=冬  

＜自由投句＞ 

 ・初時雨大きく山を越えゆけり       矢口 愛水  季語=初時雨=冬  

 ・故郷の寒さも載せて賀状来る       菊池ひろし  季語=賀状=新年  

 ・冬日向漂着丸太白みけり         清野 馬子  季語=冬日向=冬  

 ・家々に屋根の高さの風囲         清水  孝  季語=風囲=冬  

第 124 回 1月 19日(金)の句会から  

 ・国分町の出口入口春隣          小山あきお  季語=春隣=冬  

 ・壮観の山の松風冬の雁          市川  隆   季語=冬の雁=冬  

 ・注連飾るあえかに白し巫女の指           石黒 秀策  季語=注連飾る=新年  

 ・空は黙地を裏返す冬の雷             陶山 芳子   季語=冬の雷=冬  

 ＜自由投句＞  

 ・さらさらと音なく更ける雪月夜         矢口 愛水   季語=雪月夜=冬  

 ・初茜未だ伸びんと吾半壽             菊池ひろし   季語=初茜=新年  

 ・丸餅の数を聞かるる雑煮かな           清水  孝  季語=雑煮=新年  

 

 「俳句けやき会」では皆様のご入会をお待ちしております。 

申込は担当の石黒までお願いします。 

＜年間計画＞ 

 定例句会を毎月開催しております。 毎月その都度発表します。 
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◇ パソコン教室   申し込みは、０８０－５５７８―５９２０ 畠山へ 

（１２/１９）第１０回パソコン教室 

今回は、渡辺武郎さんをゲストにお迎えし、毎年パソコンで自作しているカレンダー作りの

お話しを頂き、皆さん大変刺激を受けました。その後、皆さんで年賀状作りに挑戦しました。 

＜参加者＞ ゲスト：渡辺武郎、 受講者：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 

（１/１６）第１１回パソコン教室 

今回は、菊池宏さんが初参加、八木さんも

３カ月振りに復帰して、ワードを使った「お

花見会」イラスト入り案内状作りに挑戦しま

した。実践編に皆さん楽しそうに取り組んで

いました。 

＜参加者＞ 受講者：八木孝典、槻山智雄、 

 阿部善幸、菊池 宏   

講 師：片平安之、 

事務局：畠山 廣   ６名 

  ※今後の開催は、３／２０（火） 

１１：００～１３：００（ＢＯＢサロン）  （講師のプロジェクターでの説明に真剣そのものの） 

＜年間計画＞ 毎月第３火曜日開催 １１：００～１３：００ ＢＯＢサロン（年会費 1,000 円） 

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

（１/９）仙台大崎八幡宮初詣と「手打ち蕎麦オタフク」で例会 

１月の例会を、昨年２月に開店したばかりの仙台市八幡「手打ち蕎麦オタフク」で開催しまし

た。集合を、大崎八幡宮境内に

しましたが、この日は市内の会

社関係の方々が新年のご祈祷を

されており、境内は大賑わいで

した。私達も各自参拝後に、徒

歩３分程度の「オタフク」を目

指しました。住宅街の中の古民

家を活用したお店ですから、外

観からは蕎麦屋を想像するのが

難しいです。実は、月曜日定休

日ですが、祝日だったため火曜

日は本来はお休みでした。そこ

を親切にも貸切で営業をしていただいた次第です。先ずは、例会を開催して新年度行事の計画を

検討いただき、年６回の蕎麦屋巡りの旅がほぼ

決定しました。 

お待ちかねの食事ですが、今日は「オタフク」

お勧めの蕎麦コース料理です。先付の小鉢２品

と各自注文した日本酒とビールで蕎麦を待ちま

す。一皿目の蕎麦は「山形県村山産出羽かおり」

の田舎そばでした。田舎そばとは言っても極細

の食べやすい蕎麦です。次に、珍しいマッシュ

ルームの天ぷら（そば粉で揚げたもの）、それ

に平べったい蕎麦生地を茹でたものが出まし

た。そして２枚目の蕎麦は「信州戸隠産」の更
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科そばでした。２種類の蕎麦の食べ比べという事ですが、どちらも極細ですがしっかり歯ごたえ

のある拘りの蕎麦でした。最後に、こちらも店主拘りの「珈琲」又は「紅茶」をいただき大変満

足の、新年初めての蕎麦例会となりました。 

店主は未だ若く建築業からの転職ですが、そば粉には産地も拘り、玄ゾバを自宅の電動石臼で

挽いて繋ぎを使わずにそば粉十割で打っています。また、食器や食材にも店主や奥様の心遣いが

表れており、お客様に喜んでいただきたいと言う気持ちが伝わってくる何とも居心地の良い蕎麦

屋でした。どうぞ皆様も機会がありましたらお尋ね下さい。     （畠山 記） 

＜参加者＞ ：石黒秀雄、髙橋 翕、佐藤茂雄夫妻、齊藤 修、鈴木正利、五十嵐伸一、 

若林秀敏、古川秀一、壱岐ひろみ、畠山 廣、 計 １１名 

★次回は、３月１２日（月）白石市「小原なごみ茶屋」で寒ざらし蕎麦を賞味します。皆様のご

参加をお待ちしております。（交通手段等は後日お知らせします） 

＜年間計画＞ 

① ５月１４日（月）福島市「クマガイソウの里祭り」と手打ち藤八そば 

② ７月 ２日（月）山形飯豊町「わらび狩り」と飯豊雪むろそば 

③ ９月１０日（月）山形県「村山そば花まつり」と村山そば街道 

④１０月２１日（日）福島西会津「新そば祭り」と柳津温泉１泊【歩こう会と合同】 

⑤ １月２１日（月）仙台市内「次年度計画検討会」 

⑥ ３月１８日（月）「寒ざらしそば」（場所未定） 

 

地 域 部 会 だ よ り  

◇ 秋田「こまち会」 活動報告 

（１２/２０）年末マージャン大会を開催（秋田市内：大町雀荘） 

秋田こまち会の年末マージャン

大会は、昨年は開催できませんで

したが今年は仙台地区からの特別

参加もあり何とか１０名の参加で

開催出来ました。１０名のため５

名ずつの２卓に分かれ、参加者が

１回ずつ休む５回戦を１セットと

した変則ルールです。これを３セ

ット行い、優勝を競いました。 

開始早々からビールを飲み始

め、ほろ酔い気分での対戦です。結

果は優勝が若林さん、第２位が小

林さん、ブービーは古田さんでし

た。麻雀の後は川反飲食街の焼き

鳥屋で一杯、旧交を温め合う一日となりました。（大橋 記） 

＜参加者＞ 秋田地区：佐藤忠次、大橋哲夫、小林 誠、相場堅一、古田重善 

特別参加：（ＪＴＢ東北法人営業秋田支店の）清水川さん 

仙台地区：若林秀敏、磯貝辰男、河越和夫、高柳新一    合計１０名 

◇ 福島「しゃくなげ会」 活動報告 

（１２/１４）福島地区懇話会を西会津「柳津温泉内田屋」で開催 

今回は２２名の参加者で寒い会津を舞台に“お笑い旅”を敢行しました。一日目はまだ全国版

とはいえない会津出身の三遊亭兼好の落語で、最初は「本当に面白いのか？」と疑心暗鬼でした

が、全員が爆笑！爆笑！大爆笑の連続でした。内田屋での宴会では、蒲倉博理事の挨拶に始まり、
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来賓の長谷川健二監事にも挨拶をいただき、地元長老の長谷英男さんの乾杯から「さあ飲むぞー」

とばかり大宴会の開始です。地元名物の馬刺しをはじめ鴨鍋料理や新蕎麦（んめ~）など食べきれ

ないご馳走で、持参した大吟醸 3本と蒲倉理事ご持参のボジョレーヌーヴォーはすぐに空となり

ました。郡山の増子邦夫さんの中締めで散会、別途二次会へ・・・。 

二日目は、日本三虚空蔵の圓蔵寺に参詣した後、斎藤清美術館をゆっくり鑑賞しました。小池

菓子舗では柳津名物“あわまんじゅう”作りを体験。ひとり５個ずつ作り手土産に。そして道を

間違えるアクシデントの中、日本一の出力を誇る西山地熱発電所を見学しました。ここまで来る

と「腹へった～」の声。重厚勇壮な武家屋敷の佇まいの松竹閣で天ぷら蕎麦定食に舌鼓を打った

後に散会しました。「んめがったなあ、まだ来てみてえなあ」と参加者の声でした。 

今回は参加者のみんなと和気あいあいの雰囲気の中、“兼好の笑い”と“仲間どうしの笑い”

が程よくミックスされて寒さを吹き飛ばす“しゃくなげ会”でした。     （小林 記） 

＜参加者＞ 蒲倉 博、鈴木正利夫妻、壱岐ひろみ、奥山美奈子、小関孝雄、鈴木喜雄、 

増子邦夫、国分利恵、国友研一、星 淳子、百田加代子、恵本一雄、富永幹男、小林孝雄夫妻

長谷英男、高橋 信、山浦賢治、五十嵐伸一、菅野淑子、（東北支部）長谷川健二  ２２名 

 

 

編集後記 

◇ＪＴＢの組織改編がいよいよ４月からスタートとなります。既に新体制を見据えた人事

発令もされましたし、店舗の統廃合も既に進行中です。ＢＯＢ会の事務所も、ＪＴＢ東

北本社ビルの８階から３階に移る事が決まりました。３月初めには備品や荷物の移動を

行うよう準備を進めています。今回、支部活動の年間行事計画表も同封いたしましたが、

囲碁クラブ・蕎麦愛好会・パソコン教室、それに「たより」の発送作業はＢＯＢサロン

（事務所）で行っています。開催日には是非気軽にお立ち寄り下さい。 

◇当支部たよりは本部ＨＰの東北コーナーに掲載しています。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 
 


