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第１５９号                        ２０１８年 ４月２５日（水） 

ＪＴＢグループ  

ＯＢ・ＯＧ会 

東北支部ニュース 
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〒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 3 階  

発 行 人  若 林 秀 敏 

編 集 人  畠 山  廣 

 

３/１６「女性るるぶ会」発足式を仙台市「旧伊達邸鐘景閣」で開催 

仙台駅から秋保方面に向かってマイクロバスで約３０分、仙台市茂庭「旧伊達邸鐘景閣」で開

催した「女性るるぶ会」発足式には、東北各地から女性会員・ＯＧ１７名、ご来賓のＪＴＢ東北

西村峰子総務担当課長様、小柳真澄トラベルゲート仙台店長様、それに東北支部から役員４名が

出席されて盛大に開催されました。式典は、鹿野さん後藤さんの司会で、女性部会設立準備委員

会の前田委員長の開会挨拶で始まり、次いで奥山美奈子代表発起人が「女性るるぶ会」の設立を

宣言し、会場の皆様から満場の拍手で承認され発足いたしました。この後、支部を代表して若林

支部長の挨拶、ＪＴＢ東北を代表して小柳店長様からはお祝いの言葉を、そして宮城地区の太田

和子さんの乾杯の発声で祝宴が始まりました。しばし歓談のあと、ご来賓・支部役員の方々、そ

して女性会員・ＯＧの皆様お一人お一人から自己紹介がありました。色々な趣味に挑戦されてい

るお話や、孫の世話、現役でお仕事をされている方々など、熱心に皆様のお話を聞かれていまし

た。アトラクションは、福島地区長谷部公子さんによる「二胡の演奏」で、皆さんご存知の「川

の流れのように」など３曲ご披露されましたが、趣味の範囲を超えた素晴らしい演奏で、旧伊達

邸の建物の雰囲気にも相まって、しばし演奏会に浸っていました。 

弥生３月という事もあって、鐘景閣のお料理も「おひな様ご膳」と女性の会にはぴったりのお

食事内容で皆様大満足の様子でした。最後に、山形地区堀野秀子さんの「やまがた花笠締め」で

シャンシャンシャンと締めていただきお開きとなりました。 

次回は、７月５日（木）ＢＯＢ会通常総会（ホテルＪＡＬシティ仙台）に合わせて開催の予定

です。皆様のご参加をお待ちしております（詳細は後日発表します）。 
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＜参加者＞ 

【ご来賓】   ㈱ＪＴＢ東北 総務部総務担当課長    西村 峰子様 

         〃     トラベルゲート仙台店長  小柳 真澄様  

【東北支部役員】  支部長  若林 秀敏、  副支部長 渡辺 仁美 

          理事   前田 健二、  理事   畠山  廣 

【女性会員・ＯＧ】 

 ＜岩手地区＞小野寺栄子、須藤千恵子、竹野洋子 

＜山形地区＞堀野秀子、金子美智子、横山せん 

＜福島地区＞奥山美奈子、長谷部公子、山口節子、雪野幸子、壱岐ひろみ 

＜宮城地区＞新木幸枝、太田和子、柴田まゆみ、山城三津子、鹿野美枝子、後藤真由美    

 

「女性るるぶ会」設立宣言 

将来のＢＯＢ会を考えると女性会員の加入促進が喫緊の課題となっていますが、現状の支部

組織や支部活動は必ずしも女性会員が参加し易い組織になっていません。そこで女性部会設立

準備委員会は各地区女性会員代表を交えて意見交換を行い、本日「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にいたしました。 

◇「女性るるぶ会」の名称には、女性会員が「観る・食べる・学ぶ・遊ぶ」と楽しく活動を 

行いたいとの思いを込めました。 

◇「女性るるぶ会」は次年度、７月５日支部総会時と９月８日ＢＯＢサロンに合わせて２回 

開催予定ですが、どのような会合にしたら良いか本日皆様のご意見をお伺いします。 

◇今後は、「女性るるぶ会」やＢＯＢ会諸活動に参加すると共に、ＪＴＢへのお客様紹介 

運動や女性会員の加入促進に積極的に取り組んでまいります。 

 

JTB 東北 人事異動  

㈱ＪＴＢ東北 人事異動速報（３月１日付）※抜粋 

青森イトーヨーカドー店長     附田 瑞穂  青森店長 

郡山ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ店 販売担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 渡部 祐子  郡山店長 

 ㈱ＪＴＢ東北 人事異動速報（３月１６日付）※抜粋 

  イオン秋田中央店長        千田 陽子  秋田店長 

  ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田店 販売担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ   堀井まき子  イオン秋田中央店長  

 ㈱ＪＴＢ 役員人事（４月１日付）※抜粋 

  法人事業本部 事業推進部     大久保毅彦  ㈱ＪＴＢ東北 執行役員総務部長     

  旅行事業推進担当部長（北海道・東北担当 仙台駐在） 

㈱ＪＴＢ グループ会社役員人事（４月１日付）※抜粋 

  ＰＭＴGuam Corporation       石橋 信司  ㈱ＪＴＢ東北  

  取締役社長（グアム支店長）           法人営業青森支店長 

 ㈱ＪＴＢ グループコーポレート人事異動速報（４月１日付）※抜粋 

  総務部              長峰 英雄  奥州支店長 

内部統制担当部長（仙台駐在）  

人事部              須藤  直  総務部 総務課長 

人事担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ（東北統括 仙台駐在） 

〃 人事担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ（仙台駐在） 西村 峰子  総務部 総務担当課長  

㈱ＪＴＢ 各ビジネスユニット統括部門人事異動速報（４月１日付）※抜粋 

個人事業本部 事業統括部     高橋理々子  営業部 販売課長 

推進担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ（東北統括 仙台駐在） 
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〃お客様相談担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ      渥美 孝夫  イオンモール三川店長 

（東北お客様相談室統括 仙台駐在） 

  法人事業本部 事業推進部     佐藤 一彦  （一社）東北観光推進機構 出向 

  地域交流事業推進担当部長（仙台駐在）        事業推進部長   

㈱ＪＴＢ 個人事業本部人事異動速報（４月１日付）※抜粋 

  個人事業本部 国内仕入商品事業部 菅原  実  ㈱JTB 国内旅行企画 

  東北仕入商品企画部長 商品企画統括部長兼務     東北事業部長 商品企画部長兼務 

  〃 リテール事業部        小泉 俊夫  古川支店長 業務課長兼務  

    北東北・山形エリア長 

  〃 宮城・福島エリア長      吉野 拓也  立川エリア統括部長 

  〃 宮城・福島エリア いわき店長 佐藤 圭子  福島店 販売担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

  〃 東日本提携販売部       小林 和弘  提携販売事業部長 業務課長兼務 

    東北エリア統括部長 

㈱ＪＴＢ 法人事業本部人事異動速報（４月１日付）※抜粋 

  法人事業本部 仙台支店長     宮林  学  法人営業仙台支店長 

  〃 福島支店長          濵田 正隆  法人営業郡山支店長 

  〃 福島支店 福島オフィス長   菅原  陽  復興庁出向 本庁調査・調整班 

                          統括官付参事官付政策調査官 

  〃 福島支店 営業担当部長    佐藤 嘉繁  いわき支店長 

    （いわきオフィス長） 

〃 山形支店長          斎藤 敏明  法人営業山形支店長 

〃 秋田支店長          増子  敦  法人営業秋田支店長 

〃 盛岡支店長               堀内 紀孝  法人営業盛岡支店長 

〃 盛岡支店 営業担当部長    佐藤 正広  奥州支店 営業担当部長 

  （奥州オフィス長） 

  〃 青森支店長          伊藤  仁  ㈱JTB 北海道 苫小牧支店長   

   

  

  ２０１８年度 寿齢のお祝い申し上げます 

当支部では、当年度年祝いにあたる会員の皆様のお名前を「たより」に掲載し、敬意と祝意

を表しています。会員一同、心から寿齢のお祝いを申し上げます。心身ともに健康で、ますま

すのご活躍を祈念いたします。 

寿齢の方々は、次のとおりです。 

卒寿（９０歳） 鈴木  勲様 

米寿（８８歳） 今井 省吾様  

傘寿（８０歳） 一戸  晃様 早坂 信克様 伊東 功夫様 稲富  一様  

喜寿（７７歳） 小幡 紀男様 阿部 力尾様 菅原 梯祐様 八木 孝典様 佐藤 眞孝様 

樋口 富子様 扇  要治様 小林 金造様 村上 隆敏様 櫻井 勝男様 

 大坂 勝弘様 鈴木 喜雄様 平岡  昇様 奈良岡誠一様 郷古 康治様 

 田名部二三夫様 石沢 隆様 

古希（７０歳） 高橋 淑子様  小野寺栄子様  新木 幸枝様  三浦 豊光様  岡部 修二様 

三浦 裕榮様 熊谷 信義様 大浪 健一様 磯貝 辰男様 岡本 吉正様 

佐藤 登志様 石塚 勇幸様 石亀  清様 菅原  博様 山浦 賢治様 

還暦（６０歳） 該当者なし 

※ 尚、寿齢の皆様には、６月９日（土）開催の「懇話会」に優待会費（半額＠1,500 円）で

ご招待いたします。皆様お誘いあわせのうえご参加をお待ちいたしております。 
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回想録（第１０回） 

今回は、郡山市在住の鈴木喜雄会員に寄稿をいただきました。海外旅行業務の分野では草分け

的な存在で社に多大の貢献をされました。支部総会や新春懇親会には何時もご参加されています。 

＝海外旅行業務に憧れて＝  鈴木喜雄会員（福島県郡山市在住） 

昭和３５年４月１日出身地の郡山支店に配属となり、最初の８年間は店頭業務や外商・修旅・

一般団体・国鉄共催団体の添乗等あらゆる仕事を経験しました。一番の苦労は添乗中の宴席で『酒』

を飲まされる事でした。ある時、先輩の遠藤嘉一さんから「海外旅行で

は宴会はないぞ」と言われ、『酒と〇〇』に弱い私は『これだ』と思い

海外旅行の勉強に励みました。当時、郡山支店には海外旅行の資料が殆

どなく、ＩＡＴＡ店舗の福島支店佐藤陽一さんに“うるさい”と言われ

る程電話をして海旅業務を熟しておりました。昭和４４年に待望のＩ

ＡＴＡ支店となり、私も団体営業に移りました。一番の思い出は、昭和

４６年暮れに５～６社競合の『日大工学部』欧州研修旅行２６日間１３

０名を、海旅仙台の渡辺真一さんのご指導と個人旅行の顧客でもあっ

た教授連のご支援によって獲得出来た事です。その添乗の為、２月には

欧州研修に行って７月下旬からの本番に備えました。そのお陰もあっ

て長い添乗も無事終了する事が出来、その後の海旅営業の自信にもな

りました。昭和４８年６月福島支店に転勤。２年間は店頭ＧＬ、その後

５年間は海旅ＧＬとして業績向上のため努力しました。福島での最後の仕事は『旅連の香港旅行』

で丹治勇支店長と一緒の添乗でした。丹治支店長は旅行中余り体調が良くなく、帰国後の支店長

会議中に倒れお亡くなりになられた事は非常に悲しい出来事でした。 

昭和５５年６月仙台支店海外旅行課長として赴任。当時の仙台支店は営体改によって海旅仙

台・団旅仙台・仙台支店が統合した大きな支店でした。一番の難仕事は営本の総務課長より国税

の監査が入るので旅行勘定と清算袋を整理する様にと指示された事で、余りの量の多さに閉口し

全て整理出来ずに監査を受ける事になりました。各高校修

旅の清算袋の中に『〇〇東寺』の領収書が入っており、国税

係官から「東寺の拝観料は随分高いのですね？」と聞かれ

た時は、一瞬言葉に詰まり大冷や汗ものでした。その時に

苦労した経験によって旅行勘定や経理関係に強くなり後年

非常に役立ちました。２年後会津バスに出向。４年後古巣

福島支店に業務課長として戻り、平成元年米沢支店長とし

て赴任。最初の仕事は前菱田支店長からの置土産の一つ『杜

の賑わい米沢』の開催。この仕事で地元の観光業界や経済

界の人達と繋がりが出来、その後の支店運営に非常に役立

ちました。もう一つは『赤バラ』です。その後２年連続で表

彰を受ける事が出来大変感謝しております。平成４年２月

新設店舗の旅行サービス白河支店への辞令を受け失意のう

ちに赴任しました。８名での不安なスタートでしたが希望

に満ちた社員達の顔を見て『為せば成る』の精神で営業に

邁進した結果、初年度から１０年連続で予算が達成出来ま

した。社員の皆さんとお客様に心から感謝しております。振り返って見れば、会社と仕事、一緒

に働いた仲間や時代にも恵まれ、添乗で世界各国へ行けた事も私の良い財産となりました。いい

ビジネス人生だったと思っています。現在も磐梯熱海の四季彩一力で元気に働いております。 

２０１８年３月２０日  鈴木喜雄 ７６歳 

 

写真上：１９７１年３月香港・マカオ添乗中の鈴木さん  写真下：現在の勤務先磐梯熱海四季彩一力玄関前で 
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元気な会員紹介コーナー（第１６回） 

今回は、青森地区担当宮本理事からの推薦で、八戸市在住の武士沢俊一会員をご紹介します。仙

台での勤務もあった武士沢さんですが、地元八戸に戻られてからは老人クラブの会長など、地域

の活動にも積極的に貢献をされて非常にお元気でお過ごしのようです。 

＝楽しみながらが原点＝ 青森県八戸市 武士沢俊一会員（７４歳） 

１．現在どのような生活をされていますか。 

退職してから１８年、７０歳をこえて現在７４歳となりました。６９歳まではあまり感じなか

った体力ですが、７０歳になったとたんに体力の衰えを

感じている昨今です。現在は主に、①旅を楽しむ事、②

畑を耕して楽しむ事、③老人クラブで楽しむ事、の３つ

を柱に生活をしています。①の旅行ですが、お隣の夫婦

と２組であっちこっちへ出かけています。妻とお隣の奥

様は同級生、私とお隣のご主人は同じ歳でお互い気が合

って楽しんでいます。これまでに行ったところは、北海

道・九州・沖縄・山陽山陰・関西・伊勢・南紀・立山黒

部・佐渡・四国など。これからは体力と、お金の事も考

えて小旅行にしようと思っています。旅は心を癒してく

れますからいいですよ。②の畑ですが、直ぐ近くの畑（約

３００坪）を借りて多くの野菜やお花を作って、親戚をはじめ周りの方々に呉れまくっています。

“ありがとう”の言葉は嬉しいもので励みになります。時にはお化け大根（写真）

なども収穫できます。③の老人クラブですが、６０歳から入会しましたから１４

年になります。６２歳からは会長をやらされて昨年辞めるまで１２年間務めまし

た。年間計画の中には、親睦旅行もありましたし、毎月１回の看護婦さんによる

血圧測定や健康相談などもありました。その他にお楽しみ会など、元気の源とな

っています。歳もとってきたので大きな間違いを起こす前にと思い、昨年会長を

他の人にお願いし、それ以降は気楽に毎日を楽しんでいます。 

２．健康法・元気の秘訣はなんですか。 

元気な秘訣と言えるかどうか疑問です

が？ ①身体を動かす事 ②朝食は必ず

食べる事 ③新聞を見る事 ④晩酌をす

る事（決めている分量だけ） ⑤みんなと

のお付き合いを大切にする事 

何と言っても朝食は必ず食べて、身体を

動かすことが大切かと思います。私は、ダ

ンベル体操を朝４０分、夕４０分して、夕

方は４５分位の早歩きをしています。雨の

日も、風の強い日も欠かさずにやっていま

す。どこかで飲み会があって、二日酔いで

も朝ご飯は必ず食べていますよ。 

３．これからの夢・希望・目標をお聞かせ

下さい。 

春は「花見」に「山菜取り」、夏は「渓流釣り」、秋は「キノコ採り」に「紅葉狩り」、冬は「時々

の雪片付け」――四季を通じて身体を動かそうと思っています。 

大きな夢・希望・目標は、人に迷惑を掛けない。人生１２０歳を目指して頑張っていきたい。 

 

※写真上：自宅で咲かせているクンシラン   ※写真下：北海道旅行で手を上げているのが武士沢さん 
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理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所   ４月１４日(土)１１時００分から 「中国北京料理飛天」 

２ 議   題 

（１）協議事項 

① ２０１８年度通常総会・懇親会の準備について 

② ２０１８年度通常総会提案議題について 

③ 支部創立「５０周年記念事業プロジェクトチーム」の設立について 

④ ２０１７年度お客様紹介運動の個人別実績・顕彰費等について 

（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 「女性るるぶ会」発足式の報告（別記） 

④ 本部主催イベントの概要と担当役員について（別記） 

⑤ ２０１８年度寿齢対象会員について（別記） 

本部主催イベント予告 

２０１８年度の本部主催全国イベントは、昨年に引き続き次の３件が予定されています。詳

細は６月たより及びＢＯＢ新聞、ＢＯＢ本部ホームページで発表の予定です。 

①第２回全国俳句大会（兼題：[夕立]、[風鈴]、[蝉] 応募期間：７～８月） 担当：石黒秀雄 

②第５回フォトコンテスト（テーマ：「旅」「自由」、応募期間：７～９月）担当：畠山 廣 

 ③第５回全国ゴルフ大会（10 月 16 日(火) 多古カントリークラブ(千葉県)） 担当：磯貝辰男 

              

会 員 の 動 向   

◇ 新 入 会 員 

   一条 惣一さん  福島しゃくなげ会（宮城県白石市）    ４月入会 

   須田 幹雄さん  福島しゃくなげ会（福島県伊達市）    ４月入会 

   手代木伸一さん  福島しゃくなげ会（埼玉県草加市）    ４月入会 

   清水  孝さん  山形べにばな会（山形県鶴岡市）     ４月入会 

   金子 豊子さん  宮城県仙台市泉区在住          ４月入会 

◇ 退 会 会 員   

  佐々木琢郎さん  秋田こまち会（秋田県秋田市）     １２月退会 

寺崎  優さん  山形べにばな会（山形県山形市）     ２月退会 

◇ 会 員 状 況： （２０１８年４月１４日現在） 

正 会 員   ２４７名 （男性２１０名、女性３７名） 

名誉会員      ２名 （男性   ２名、女性  ０名）  

合  計   ２４９名 （男性２１２名、女性３７名） 

 

支 部 活 動 の 動 向  

◇ ２月２１日（水） たより及び関係資料発送及びサロン整理・移転準備(ＢＯＢサロン)： 

渡辺副支部長、磯貝・佐藤充・前田・阿部・河越・畠山各理事 

◇ ３月 ５日（月） ＢＯＢサロン移転作業：若林支部長、渡辺副支部長、佐藤充・前田・

河越・畠山各理事 

◇ ３月１６日（金）  「女性るるぶ会」発足式出席（旧伊達邸鐘景閣）：若林支部長、 

渡辺副支部長、奥山美奈子・前田・畠山各理事 

◇ ４月 ６日（金） 決算・予算打合せ（ＢＯＢサロン）：渡辺副支部長、佐藤充理事 
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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

る実績を上げる事ができました。ご協力をいただきました皆様に感謝いたします。 

◇ お客様紹介運動実績（２月～３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 ％ 

2 月分 9 39 1,705 1 2 773 10 41 2,478 68 

3 月分 18 161 19,272 2 3 205 20 164 19,477 180 

年度計 165 1,108 60,212 21 78 18,311 186 1,186 78,523 137 

２月・３月分のご紹介者は、新木幸枝、蒲倉 博、金子善雄、佐藤敏彦（３）、佐藤 充、 

清水義春、鈴木 剛（一関）（２）、鈴木正昭（２）、須藤義男、富永幹男（１３）、 

堀 時男、堀野秀子（２）、八木孝典 の皆様です。 

◇ ナイスギフト取扱実績  

２月分取扱  ３件  ７９，０００円  ３月分取扱 １件 １２０，０００円  

年度計（４月～３月） 取扱件数 ６１件 ２，６９１，０００円（前年比 108%） 

２月・３月分のご紹介者は、蒲倉 博、鈴木 剛（一関）、清野幸男、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。ただし、本年度より取扱実績計上月は「出発日基準」で行う

と共に、団体旅行においては最終確定人員・金額を計上する事といたします。 

◇２０１７年度お客様紹介運動取扱実績者（取扱額順、敬称略） 

  富永幹男、堀野秀子、遠藤敏男、須藤義男、杉山重己、星川和夫、佐藤敏彦、金子善雄 

畠山 廣、鈴木正昭、武田守弘、高橋 信、若林秀敏、鈴木剛（一関）、八木橋憲明 

南洞 稔、前田健二、佐藤茂雄、古川秀一、八木孝典、蒲倉 博、奥山美奈子、松浦 覚 

清水義春、後藤真由美、樋口富子、渡辺武郎、石黒 茂、竹野信一、安倍光一、吉田正巳 

高橋 翕、長谷川健一、阿部善幸、佐藤 充、太田和子、渡辺仁美、狐崎忠介、 

庄司眞理子、小関孝雄、寺崎 優、横山せん、小幡紀男、田島正義、佐藤利喜弥、 

木村 良、新木幸枝、紙谷義和、倉俣恭子、野川由紀子、板橋 博、清野幸男、堀 時男 

田口秀喜、高橋淳悦、行川良人、長崎 豊、伊東功夫、櫻井勝男、鈴木正利、阿部力尾、 

浅利 保、佐藤勇一、磯貝辰男、船生修二、BOB会、秋田こまち会、  

以上６７名の皆様です。ご協力ありがとうございました。 

  ※７月６日（木）支部通常総会席上、取扱額の多い方々に若干の謝礼が贈呈されます。 

 

懇話会の開催  

◇ 次回「懇話会」は、６月９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、磯貝理事（携帯 080-2817-1444）へ 

◇ ４月１４日（土）「懇話会」を開催しました。今回は、ＪＴＢ国内仕入商品事業部の岡本

商品企画課長からお勧めの旅行商品の説明を頂きました。 会場：「中国北京料理飛天」 

＜参加者＞：早坂信克、伊東功夫、田島正義、佐藤和彦、若生勝芳、三浦源幸、髙橋 翕、 

高橋健治、高柳新一、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、佐藤勇一、河越和夫、

畠山 廣  ２１名  
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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                            

☆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 

 

☆歩こう会６月企画！！ 歩こう会・べにばな会・カメラクラブ合同企画  

 

６月６日（水）「山寺散策と旬の味覚・サクランボ狩り」  ☆募集中！！ 

行程：JR 仙台駅発 9:04 発（８番線）＝＝仙山線＝＝10:01 山寺駅着…山寺観光協会ガイド 

ご案内・散策 90 分）＝＝タクシー＝＝（花輪さくらんぼ園・さくらんぼ狩り）＝＝タクシー 

＝＝東根温泉（入浴・食事）東根温泉駅 16:13＝＝高速バス＝＝17:25 仙台着 

費用：交通費（JR840 円、高速バス 1520 円、タクシー代@1000 円）サクランボ狩り 2000 円、 

    昼食代・蕎麦処（各自支払い）・入浴料（400 円） 費用概算：約 5,000 円  

  

☆歩こう会 7 月企画！！ 歩こう会 カメラクラブ合同企画 

 

7 月 27 日（金）ニッカウヰスキー宮城峡見学と秋保温泉日帰り入浴 ☆募集中！！ 

行程：仙台駅 9:04（8 番線）=JR==10:10 作並駅…（徒歩）…10:40 ニッカウヰスキー蒸留所 

（見学・試飲）11:50 発===（送迎バス）===秋保温泉（ホテルクレセント昼食・入浴） 

秋保温泉 14:55 発===（バス）===15:30 長町駅前着 

 費用：交通費（JR500 円・秋保～長町バス 840 円）・（秋保ホテルクレセント 

      昼食・入浴）5500 円  費用概算：約 7000 円  

 

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

 

◇ 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） 

３月２０日（火） 練習会  グレート仙台ＣＣ  参加者：４名 

1 位 （Ｍサークル） 2 位 鈴木郁也   3 位 市川博康 

他参加者：三浦源幸、髙橋 翕、 

３月２６日（月） 練習会  グレート仙台ＣＣ  参加者：8 名 

1 位 中鉢孝男（N75.H21. G96） 2 位 鈴木郁也   3 位 若生勝芳 

他参加者：小幡紀夫、髙橋 翕、市川博康、三浦源幸、伊東 功 

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

☆＜今後の予定＞ 

５/１７（木） 閖上港大型漁礁 

 ６/  ７（木） 尾浦港・出島周辺日帰り（ホタテ土産付） 
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◇ 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 ６月 9 日（土）懇話会終了後 14：45～ 

 

☆愛唱会参加者 ３月９日（金）髙橋 翕、若生勝芳、田島正義、槻山智雄、安倍光一、 

佐藤正和、阿部善幸 ７名 

久しぶりの安倍さん、初参加の佐藤さんを迎えて賑やかに、あっという間の３時間でした。 

☆次回愛唱会は ５月１８日（金）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１回、第一土曜日 10：00～ 

雀荘「万里」(022－264－0249)で開催します。 

   ２月３日 （土）＜参加者＞ 菱田貞一、若生勝芳、齊藤 修、河越和夫 

   ３月３日 （土）＜参加者＞ 菱田貞一、若生勝芳、若林秀敏、河越和夫                      

☆仙台泉地区  ：毎月１回  不定期開催 

２月９日 （金）＜参加者＞ 鈴木郁也、庄司 良、田島正義、作間清成 

３月９日 （金）＜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  ２月１５日（木） ＜参加者＞ 今井省吾、佐藤正司、菱田貞一 

      ３月１５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 125回 2月 19日(月)の句会から  

・午後の日を弾くフェリーや春隣         小山 あきお  季語=春隣=冬  

・目を閉じて牛の咀嚼や日脚伸ぶ         市川 隆     季語=日脚伸ぶ=冬  

・喜寿なるも常の一日や畑を打つ          石黒 秀策    季語=畑を打つ=春  

・エアロビクスの手足のもつれ冬薔薇       陶山  芳子    季語=冬薔薇=冬  

＜自由投句＞ 

・軒氷柱太りて虹を通せんぼ           矢口 愛水   季語=氷柱=冬  

・四苦八苦の数は百八去年今年          菊池  ひろし  季語=去年今年=新年  

・上着懸くる剪定前の柿畑            清水 孝     季語=剪定=春  

☆第 126回 3月 19日(月)の句会から  

・髪形のあばれてゐたる卒業子           小山 あきお  季語=卒業=春  

・月朧テーブルに置く日記帳            市川 隆     季語=月朧=春  

・川波の海へとそそぐ鳥雲に            石黒 秀策   季語=鳥雲に=春  

・啓蟄や陽を集めてる鍬の先            陶山 芳子    季語=啓蟄=春  

・啓蟄や荒縄はづす薔薇の木            清水 孝     季語=啓蟄=春   

＜自由投句＞ 

・初桜行き交ふ人の声優し                   矢口 愛水    季語=初桜=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」 
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◇ パソコン教室   申し込みは、０８０－５５７８―５９２０ 畠山へ 

（２/２０）第１２回パソコン教室 

８階のＢＯＢサロンでは最後の教室でしたが、８名参加と開講以来最多の講習となりました。

今回は、町内会での会計帳簿作りを想定して、初めてエクセルでの表計算に挑戦しました。 

＜参加者＞ 受講者：槻山智雄、菊池 宏、八木孝典、阿部善幸、古川秀一  講師：片平安之  

事務局：畠山 廣、河越和夫  ８名 

（３/２０）第１３回パソコン教室 

今回は、３階のＢＯＢサロンで初めての開催です。以前より狭くなりましたが、その分和気

あいあいの雰囲気でした。今回もエクセルでの表計算の復習を行いました。 

＜参加者＞ 受講者：槻山智雄、菊池 宏、八木孝典、阿部善幸、古川秀一  講師：片平安之 

      事務局：畠山 廣、河越和夫  ８名 

  ※今後の開催は、５／１５（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 

（３/１２）川崎町川音亭（かわどてい）の「寒ざらし蕎麦」を賞味しました 

３月の例会は、仙台市内からは約１時間の川崎町「寒ざらしそば祭り」スタンプラリーに参加

している「川音亭」を訪ねました。今回の参加者は７名で、仙台から前田さんと畠山の自家用車

２台に分乗して川崎町で集合。福島からは鈴木正利さんが高速利用で駆け付けてくれました。 

この日は、スタンプラリーが３月１０日

（土）から始まったばかりですから、混雑

を想定して早めの１１時集合としました。

それぞれ蕎麦を注文してから、蕎麦愛好会

今年度の活動報告と決算報告を事務局か

ら説明しました。終わったところで注文し

た「寒ざらしそば」とゲソ天や海老天ぷら、

野菜天ぷらなどが運ばれてきた処で賞味

会の開始です。川崎町の「寒ざらしそば」

は町内の蕎麦屋さんと製粉所が中心とな

った「宮城かわさきそば麺棒会」が、大寒

の１月２１日から２１日間町内の清流に殻付き玄ソバを浸して晒し、その後２０日以上掛けて乾

燥させたものです。寒中の清流に晒すことによって、玄ソバからあくが抜けて甘みが増して美味

しくなると言われています。皆さん「うんうん」とうなずきながら食べていましたので大満足さ

れたようでした。                            （畠山 記） 

＜参加者＞ 鈴木正利、石黒秀雄、佐藤茂雄、齊藤 修、前田健二、鹿野美枝子、畠山廣 ７名 

◎次回は、５月１４日（月）福島市松川町水原「クマガイソウの里まつり」と地元“手打ちそば 

藤八”の予定です。仙台・福島間は高速バスを利用します。詳細は幹事にお問い合わせ下さい。 

 

地 域 部 会 だ よ り  

◇ 青森「あすなろ会」 活動報告 

（２/１７）新年会（歳祝会）を開催 

２月１７日に新年会を開催しました。当日はあいにくの吹雪模様の天気でしたが、弘前からの

３名を含め９名の参加をいただきました。最初に今年の歳祝を行い、傘寿を太田さん、喜寿を奈

良岡さん、石澤さん、田名部さん、伊藤さん、古稀を八木橋さんの６名の方がそれぞれ迎えまし

た。ささやかですが会より記念品をお贈りし、長寿をお祝いしました。記念撮影の後、太田さん

から挨拶と乾杯の発声を頂いて宴を始めました。久しぶりの集まりに雪の話から時節柄オリンピ
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ックの話題や健康面の話、そして

世間を賑わした多額の寄付の事、

同僚の話等さまざまな話題を肴

に吹雪を忘れ御酒の追加のピッ

チが上がります。皆さんの元気さ

は衰えることがないように見え

ます。短命県汚名返上に多いに貢

献できそうです。店舗の統合等寂

しい話題もありましたが、時間も

迫り弘前方面へのＪＲの運行状

況を確認し、〆は八木橋さんに音

頭を取って貰い、次回弘前公園で

の観桜会の予定を確認し宴を閉じました。                 （宮本 記） 

＜参加者＞：太田敏雄、大坂勝弘、奈良岡誠一、石沢 隆、伊藤米昭、瀬川忠雄、山田隆喜、

八木橋憲明、宮本壽郎   （９名） 

 ＜今後の活動予定＞ 

４月２８日 弘前公園「観桜会」  ６月２４日 青森再発見・春コース（八戸市南郷・田子） 

◇ 岩手「やまびこ会」 ＜今後の活動予定＞ 

５月下旬 西和賀ワラビ狩り     

◇ 秋田「こまち会」  ＜今後の活動予定＞ 

５月１６日 定例「麻雀大会」（秋田市内）  ６月２０日 定例「麻雀大会」（秋田市内）  

７月２０日 定例「麻雀大会」・第１回懇話会（秋田市内） 

◇ 山形「べにばな会」 ＜今後の活動予定＞ 

５月２７日 筍狩りと銀山温泉（能登屋１泊） ７月２５日 庄内との交流会「地区懇話会」 

９月２６日 スポーツと山形芋煮会（山形市） １１月７日 西吾妻山の絶景紅葉（米沢市） 

◇ 福島「しゃくなげ会」 ＜今後の活動予定＞ 

６月２０日 信夫路のﾌﾙｰﾂ狩り・美術館巡り「地区懇話会」（穴原温泉・吉川屋１泊２日） 

 

 

編集後記 

◇4 月から当支部も新年度がスタートとしました。ＪＴＢの新体制に合わせて、支部の事 

務所（ＢＯＢサロン）も３階に引っ越して新年度を迎えています。昨年度の一年間を振 

り返りますと、ＪＴＢ東北へのお客様紹介運動が取扱額で前年比３７％増と大幅に実績 

を伸ばしていただきましたし、支部活動では、女性るるぶ会や蕎麦愛好会・パソコン教 

室の発足もあって支部・地域活動への延べ参加者数も前年比２割増と大変活発な１年で 

した。いよいよ２０２０年３月には支部創立５０周年を迎えますので、今年度は２年後 

を見据えて、女性会員も含めた会員の増強へのご協力と、活発な支部活動を定着させる 

為にも皆様方の支部・地域活動への積極的な参加をお待ちしております。 

◇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 
 


