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２０１８年度「ＢＯＢ会東北支部通常総会」写真特集（７／５開催） 

 
支部通常総会議事風景（会場：ホテルＪＡＬシティ仙台） 

 

 

 

 

 

      ２０１７年度お客様紹介運動表彰式（受賞者：富永幹男会員・堀野秀子会員） 

 

 

 

 

 

 

ご挨拶・乾杯（菅原商品企画部長） ご挨拶（石橋ＰＭＴグアム社長）   中締め（佐藤克夫会員） 
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（懇親会風景） 

 

通常総会及び懇親会に参加さ

れましたご来賓・会員の皆様を

全員ご紹介します。 

皆様大変お元気でした。 
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２０１８年度「第４８回東北支部通常総会」開催 

 ２０１８年度東北支部通常総会は、７月５日（木）午前１０時３０分よりホテル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４４名が出席するとともに、㈱

ＪＴＢよりご来賓として執行役員東北広域代表の森吉弘氏をお迎えいたしました。総会は須藤

幹事（ＪＴＢ人事担当マネージャー）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㈱ＪＴＢ東北広域代表からご挨

拶（要旨別記）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）には森広域代表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。前田理事より

２０１７年度活動報告、佐藤充理事より収支決算報告、長谷川監事より監査報告、さらに２０

１８年度活動方針（案）・収支予算（案）が担当理事より、また支部会則の一部改正について

渡辺副支部長より提案され、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㈱ＪＴＢ及びＪＴＢグループ各社のご来賓６名、会員４２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、ご来賓を代表して菅原実㈱ＪＴＢ国内商品事業

部・東北仕入商品企画部長よりご挨拶と乾杯のご発声を賜り宴が始まりました。途中で帰国し

ていた石橋信司㈱ＰＭＴグアム取締役社長・支店長もお見えになり、お祝いの言葉と近況報告

を頂きました。賑々しく親睦を深めた後、会員を代表して埼玉県所沢市よりご参加の佐藤克夫

様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。 

若林支部長あいさつ（要旨） 

本日ご出席いただきました、ご来賓のＪＴＢ執行役員 東北

広域代表 森吉弘様及び会員の皆様に厚く御礼申し上げます。

今ほど司会者より物故会員のご案内がありましたが、本日ご出

席の皆様にはこれからも元気でお過ごし頂きますよう「健康長

寿」に関する資料を配布致しましたので是非ご覧いただき、来

年以降も元気に総会に出席頂きます様お願いいたします。 

さて、私からは三点お話しをさせていただきます。一点目は、

活動報告についてです。２０１７年度は会員皆様のご協力をい

ただき、活発な活動が出来た一年だと思っております。昨年の

１０月には全国ゴルフ大会を松島で開催しましたが、東北から

は２０名という多くの会員の方々に参加いただき東北のパワー

を全国に発信する事が出来ました。また、今年３月には念願の

「女性るるぶ会」を発足することができました。また３日前に開催した「蕎麦愛好会」の活動に

は宮城、山形、福島から１８名の参加者があり大変盛況だったと聞いております。新しく発足し

た「パソコン教室」にも多くの皆様に参加いただくなど、既存のクラブ活動や地域部会活動も含

めた参加者数は過去最高となりました。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

二点目は、支部活動費＝財政についてです。支部財政は①年会費収入 ②広告収入 ③お客様

紹介手数料となっておりますが、会費収入と広告収入だけでは支出を賄うことが出来ません。

様々なクラブ活動や地域部会の活動の活発化に伴って支出は増えております。この様な活動を支

える収入増の為には、どうしても「お客様紹介運動」による取扱額・取扱人員の拡大が必要です。

今年度は紹介人員 1.000 名、手数料収入 30 万円を目指してまいりますので、是非会員の皆様の

ご協力をお願いいたします。 

三点目は、東北支部が設立してから２０１９年度に５０周年という記念すべき年を迎えます。

記念事業の為の準備金も積み立てておりますので、理事会の中に「５０周年記念事業プロジェク

トチーム」を設け事業内容を検討していただき、来年の総会時には具体的な事業内容を発表させ

ていただきます。 本日のご出席誠にありがとうございました。 
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㈱ＪＴＢ執行役員 森東北広域代表あいさつ（要旨） 

日頃はお客様紹介運動をはじめ、JTB に対し多大なご協力、ご

理解を賜り厚く御礼申し上げます。昨年度は㈱JTB 東北の最後の

決算の年となりましたが、残念ながら当期純損失が約３億円とな

り、この結果に責任を痛感しておりお詫び申し上げます。 

 一方、JTB グループ連結決算は売上高１兆３２３０億円（前期

比 102.0％）、経常利益９４億円（前期比 72.3％）、そして事業再

編損失等の特別損失を計上した当期純利益は１０億円（前期比

19.9％）となりました。 

さて、ご承知の通りＪＴＢは今年４月より新たなグループ体制

に移行しました。今回の変革の先に目指す姿を劇的な進化を遂げ

る意思を込めて「第三の創業」と位置付け、事業ドメインも「旅行

業」から「交流創造事業」と改め、ＪＴＢならではの“商品”“サ

ービス”“仕組み”を提供する事で、深い感動と共感を頂けるＪＴＢファンの拡大を目指してい

きます。東北は全国に比して厳しい状況であったインバウンドの入込もここにきて数値が伸びて

きました。昨年度は福島県も初めて震災以前の数値に戻り、青森県は宮城県の数値を実数で追い

抜き、実質東北一となりました。２０２０年度の六県目標数値である１５０万人泊も視野に入っ

てきた状況です。 

今後も東北においては本業の旅行業、特に教育旅行の巻き返しと地域交流事業を中心に頑張っ

ていきますので、是非ＢＯＢ・ＯＧの皆様からのご紹介を賜りますよう宜しくお願いいたします。 

 

【総会・懇親会出席者】  

☆ご来賓  

 ㈱ＪＴＢ執行役員 東北広域代表                 森   吉弘 様 

 ㈱ＪＴＢ国内商品事業部 東北仕入商品企画部長          菅原   実 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労働組合 東北支部 執行書記長              金  公平 様 

 ㈱ＪＴＢ人事部 人事担当マネージャー（ＢＯＢ東北支部 幹事）  須藤  直 様 

 

☆会 員（敬称略、五十音順、アンダーラインは総会のみ出席） 

 阿部善幸、磯貝辰男、伊東功夫、江刺俊光、奥山美奈子、小野寺栄子、金子善雄、 

蒲倉 博、紙谷義和、河越和夫、小関孝雄、後藤真由美、小林 誠、齊藤 修、      

櫻井勝男、佐藤克夫、佐藤茂雄、佐藤敏彦、佐藤 充、佐藤勇一、佐藤利喜弥、 

清水義春、鈴木喜雄、須田幹雄、須藤義男、髙橋 翕、高橋淳悦、中鉢孝男、 

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、 

古川秀一、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 

 

☆２０１７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） 

 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、髙橋 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 

 

【お知らせ】 通常総会出欠はがきに皆様から多数近況をお寄せいただきましたが、紙面の関係で別刷りとして「会

員たより」を同封いたしますので是非ご覧下さい。 
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回想録（第１２回） 

今回は、仙台市在住の伊東功夫会員に寄稿をいただきました。現在は、懇話会・ＢＯＢサロン・

カラオケ愛好会等の行事には積極的に参加をされておられます。 

＝会社と皆様への感謝の４５年間＝ 伊東功夫会員（仙台市太白区在住）  

 私は今から６２年前（昭和 32年 6月）に入社しました。不勉強で大学受験は失敗でした。同時

入社では故人となられた藤野光之さんと一緒でした。いわゆる臨時

採用で定期入社の人達と違い、試雇期間等の教育は一切なく、出社

当日から学生服でうろうろ所内を廻って居た事が頭に浮かんできま

す。当時世間の事など何もわからない半人前の若造の気持ちを、独

断と偏見で書き留めたいと思います。思い浮かぶ事柄が前後します

が、自身が体験・経験した事だけしか書けませんので、何を今さら

馬鹿な事をと不快感をお与えしたならば、何卒ご容赦下さい。 

しばらく学生服勤務をしていたら上司からそろそろスーツに着替

えたらと言われ、ダブダブの背広姿で接客した事を思い出します。

所内見学をしながら諸先輩からは、国鉄きっぷの販売方や電話の受

け答えを教えて貰いました。話は前後しますが、会社に対する知識

は何も分かりませんでした。ただぼんやりと国鉄の関連子会社だと思っておりましたが、働いて

いる内に我社は独立した会社だと分かってきました。給料も国鉄からではなく、我々社員がお客

様相手に努力して獲得しないと貰えないのだと理解しました。社内の事を少し勉強し始めた頃、

ちょっと違和感を覚える部分が出てきたので組合運動

に頭を突っ込んだ時期がありました。本部の人と青森方

面へオルグだと言って廻った記憶があります。 

そんな中、在仙の店舗を廻っている内に、国鉄駅構内

に東北で最初の旅行センターが仙台駅と盛岡駅に出来

ました。国鉄側から言えば、旅行業者と一緒の案内所を

初めて駅構内に設けた事になります。その開設準備とし

て私は盛岡へ転勤をしました。従来の支店は“甲”、駅内

の旅行センターが“乙”との関係になりました。社内的

には甲乙間で、情報とコミュニケーションを繋ぐ役割的

な事もあったのだと思います。落ち着いてから見ました

ら、我が社の名前が全然ないのが分かり、カウンターに

社名入りの物を置いていましたら、当時の旅客課長さん

の目に留まり直ちに撤去と言われた事もありました。 

これまで、国鉄関係者との付き合いが長かったせいか、

大口団体を臨時列車で目的地へ移動する輸送の仕事に

携わる事が多くなった気がしました。ある時、秋田から

の臨時列車を新津駅で、会津方面の宗教団体のお客様を

乗車させた事がありましたが、矢口大先輩から車両は何

両目だと連絡を受けた思い出が浮かびます。 

本業以外での経験では、ホテル・旅館等への必需品の販売業務です。タオル・食器類の販売や、

初期のカラオケ機器を広間等で唄いながら販売した思い出もあります。退職してから皆さんには、

オープン屋さんだったのですねと言われました。 

以上舌足らずですが、本当に言いたかった事はタイトル通り会社と皆様への感謝の気持ちです。

本当に長い間ありがとうございました。 

平成３０年８月４日 伊東功夫（７９歳） 

写真右上：若かりし頃の思い出の一枚   写真左下：退職した頃自宅にて寛ぐ伊東さん 
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元気な会員紹介コーナー（第１７回） 

今回は、山形地区担当佐藤理事からの推薦をいただき、山形市在住の酒井香奈子会員をご紹介

します。早期退職後はご両親の介護でご苦労をされたようですが、現在は愛犬の散歩とズンバに

超嵌っているとの事です。又「べにばな会」の活動には何時も積極的に参加をされています。 

＝ズンバを踊って健康増進＝ 山形県山形市 酒井香奈子会員 

 こんにちは、山形べにばな会の酒井香奈子と申します。今回、支部たよりに投稿というお話を

いただき私など若輩はまだまだと思っておりましたが・・。私の健康方などと先輩方にご披露す

るほどの事でもないので、近況報告という事で書かせていただきます。 

私は 55 歳で、両親の介護等もあり早期退職

をさせていただきました。JTB に勤務して 32

年めでした。JTB 在職中は先輩方にご迷惑をお

かけし、またご指導をいただきこの場をかりま

して御礼申し上げます。JTB を退職して 8 年目

になります。年齢わかりますね（笑）。 

さて、私の今！朝はわんこの散歩から始まり

ます。両親の介護もありしばらくは旅行も無理

だなと思い犬を飼い始めました。雨の日以外は

毎朝の日課です。20 分くらいの短い時間です

が、ルートが３コースあり気分（犬の）により

変わります。何かの本に書いてありましたが、

朝の陽を浴びて、町の景色の移り変わりを感じ

ながらの散歩は脳の活性化によいとか、認知症

の予防になるそうです。勿論水分補給もわすれ

ませんよ。ただ、最近の悩みは紫外線予防！お

肌の曲がり角を何回も曲がっているので対策の仕様がありません。仕方なく大きなマスクをして

顔をかくしながらの散歩です。散歩が終わると、コーヒーを煎れてゆっくり新聞ななめ読み。誰

か先輩もおっしゃっていましたが、これが在職中はできなかったこと。至福のひと時だと。 

日中は 20 年以上、ジム通いをしています。週 2 回くらいのペースです。これは在職中から続

けていることです。きっかけは主人につきあって始めたことですが、長続きしています（笑）。

エアロビスクから始まり、今はお年頃でズンバに超嵌まっています。私これでもディスコ世代な

ので踊るのが大好きなのです。1 時間のレッスンで曲が 13 曲。ストレス解消になります。勿論、

頭使っての有酸素運動なので健康にも、またまた認知症予防にもなります。あとは、主人や年下

のお友達とご飯に行き、おいしいものを食べ、飲み、お話することが楽しみです。年下のお友達

は大事！私達ではわからない情報を沢山教えてくれます。それこそ若い力を吸い取ってですかね。

先日は石巻のお寿司屋さんに連れていってもらいました。お礼は我が家での月 1 回晩御飯です。

若いふたりは忙しくちゃんとした晩御飯食べていないので、「正しい晩御飯」といって食事会を

します。私達夫婦も共働きの時は毎日居酒屋通いでした。そんなことをつい思い出しおせっかい

ながらの食事会です。 

こんな感じの毎日です。実は年金生活大変ですが、今はおかげさまで健康なので健康寿命延ば

すため毎日楽しく過ごそうと思っています。先日、母を見送り両親の介護も卒業しました。これ

からはちょっと出来た時間を何に使おうかと模索中です。趣味が体を使うことばかりなので、頭

を使うこと？に何か挑戦したいですね。 

つたないお話おつきあいいただきありがとうございました。 

 

写真：今年５月２７日「山形べにばな会」の行事で銀山温泉に行った時の写真（左側が酒井さん） 
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「同期会」紹介コーナー（第２回） 

ＪＴＢのＯＢは、入社年度毎に同期会を開催していますので、今後も各同期会の模様を紹介して

いきます。今回は７月に秋保温泉で開催された『４０年入社同期』の皆様をご紹介します。 

『花の４０会』 昭和４０年入社同期会 ７月５日開催 於：秋保ホテルクレセント 

我ら４０会の同期会は、支部総会に合わせて実施して来ましたが、今年は６名の参加でした。

「たより」に紹介されるとの話から、宴席では仲間は何人か記憶を辿るも、男性が１６名（内２

名逝去）女性はあの人この人と数えるも今もって不明のままの状態である。中には社員同士で結

婚された方もおります。 

仙台の森末旅館に宿泊しての（市内の方は通い）入社前教育があり、この時から既にタバコを

吸う強者も今日の参加者の中にもおりますが、同期生としての絆がスタートしました。その後勤

務個所が決まり、希望よ

りも不安の新入社員とし

て自宅や名取の社員寮や

親元を離れて下宿での生

活等、全てが初めての事

にがむしゃらに挑んだも

のでした。 

我が社には、○○駅派

出鉄道案内所の看板があ

り、国鉄の「事業便」とし

て書類・用品等を駅の小

荷物係に受取・発送と毎

日何度となく往復しま

す。宅配便が当たり前の

今では懐かしい思い出で

す。また、添乗員としての

話題は、空ヤカン４個を

両手に持ちカタカタ音を

たてながら車内を移動、これは途中駅でお茶を手配しておき車中でお客さんや修旅の生徒さんへ

のお茶のサービスです（ペットボトル飲料の普及は大分後の事）。臨時列車団体では、通路のゴ

ザ・座席間の板（足を水平に伸ばす為）の運搬や、回送待機の車両基地で車中泊まり込み等少な

からず皆経験しているようです。海外旅行では初めてなのにベテランのふりをして四苦八苦しな

がらも、美味しい経験も味わい役得気分を満喫しました。裏話はみんな堰を切った様に出るわ出

るわ・・。特急指定席も繋がり難い鉄道電話で朝申込をし、夕方回答をもらい手書きで作成しま

す。断片の切漏れは、駅改札口にハサミを持参し、お客様を待ち構えて切符を「チョキン」と回

収します。まだまだ失敗談は尽きません。 

振り返ると５０年一昔、社名も何度か変わり、肩掛け携帯電話機・ポケベル等当時のハイテク

も経験し、それぞれ異なる職場も職種も変遷し、時には役職者として手腕を発揮し勤めてきた。

功績はお互い認めるところです。歳を重ねると「同期」は初めての出会いから普遍的な仲間であ

り心の拠り所です。顔を合わせて昔話しをし、自分の青春時代が甦る一時に浸れるまたと無い機

会です。お互い健康に不安要素もあり安否確認の意味からも、同期会はやれるうちは今後毎年開

催する事に今回メンバー（各県幹事）で確認をしたところです。 

【同期生って本当にいいなぁ～】                 （南洞 記） 

※今回の参加者写真左から：石黒 茂、齊藤 修、神田博夫、髙橋 信、佐藤利喜弥、南洞 稔 
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理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所   ８月４日(土)１１時００分から 「菜時季大原」 

２ 議   題 

（１）協議事項 

① 通常総会（懇親会を含む）総括について 

② ＢＯＢサロンの運営方について 

③ 新春懇親会の開催について 

④ 支部の内規について 

（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 全国イベント（ゴルフ・フォト・俳句大会）の参加状況について 

④ 「女性るるぶ会」第１回目の活動報告について（別記）          

会 員 の 動 向   

◇ 新 入 会 員 

   額賀 秀雄さん  仙台市青葉区大町在住     ８月入会 

◆ 訃  報    

名誉会員 長谷川金弥さん（９５歳）におかれましては、２０１６年１１月１３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８月１０日現在） 

正 会 員   ２４６名 （男性２０９名、女性３７名） 

名誉会員      １名 （男性   １名、女性  ０名）  

合  計   ２４７名 （男性２１０名、女性３７名） 

支 部 活 動 の 動 向  

◇ ６月１３日（水） たより及び関係資料発送作業(ＢＯＢサロン)：渡辺副支部長、 

佐藤充・前田・河越・畠山各理事、後藤真由美編集人 

◇ ６月２５日（月） 総会出欠集約(ＢＯＢサロン)：渡辺副支部長、磯貝・佐藤充・前田理事 

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。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（４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 11 94 3,574 2 6 1,266 13 100 4,840 83％ 

7 月分 12 98 3,148 1 2 591 13 100 7,689 134％ 

年度計 31 229 7,657 8 20 8,769 39 249 16,426 118％ 

６月・７月分のご紹介者は、佐藤敏彦（３）、佐藤 充（２）、鈴木正昭（２）、清野幸男、 

高山良雄、富永幹男（５）、樋口富子（３）、堀野秀子（３）、松浦 覚、三浦 均、 

横山せん（２）、若林秀敏、渡辺仁美の皆様です。 

◇ ナイスギフト取扱実績  

６月分取扱  ３件  ７０，０００円  ７月分取扱 ６件 ３７６，０００円  

年度計（４月～７月） 取扱件数  １８件  ６８６，０００円（前年比 54%） 

６月・７月分のご紹介者は、磯貝辰男、奥山美奈子、蒲倉 博、佐藤克夫、富永幹男 
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野呂昭光、樋口富子、ＢＯＢ会（２）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  

◇ 次回の懇話会は、１０月１３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、磯貝理事（携帯 080-2817-1444）へ 

◇８月４日（土）「懇話会」を開催しました。 

菜時季大原を会場に「暑気払い」を兼ねた

「懇話会」を開催しました。 

＜参加者＞：佐藤正司、早坂信克、伊東功夫、 

 田島正義、佐藤和彦、若生勝芳、三浦源幸、 

櫻井勝男、髙橋 翕、齊藤 修、長谷川健二 

高橋健治、奥山美奈子、磯貝辰男、渡辺仁美 

蒲倉 博、阿部善幸、若林秀敏、前田健二、 

畠山 廣、(ＪＴＢ)須藤 直   ２１名 

◇６月９日（土）「懇話会・寿齢を祝う会」に 

 参加された５名の方々の写真を紹介します。 

（櫻井勝男さん、伊東功夫さん、奈良岡 

誠一さん、早坂信克さん、磯貝辰男さん） 

  

ク ラ ブ 活 動 

◇ 女性るるぶ 会  申し込みは、０９０－４５５５―１４０８ 事務局の後藤真由美へ 

（７/５）「女性るるぶ会」懇親会をホテルメトロポリタン仙台で開催 

ＢＯＢ会東北支部総会を終えた後、ホテルメトロポリタン仙台にて「アフタヌーンティーを楽

しもう会」を開催しました。１階

ロビーラウンジのＶＩＰルーム

に入るなり、堀野さん差し入れの

大粒の甘~い“さくらんぼ”を堪

能し、2 段の専用アフタヌーンテ

ィースタンドに美しく盛られた

プチケーキやチョコ、スコーンな

どの盛り合わせを、薫り高い紅茶

と共に食しました。会では奥山理

事の挨拶に始まり、それぞれの近

況報告、趣味や仕事の話、最近の

ＪＴＢについて思うこと、今後の

女性るるぶ会の活動内容につい

てと話は尽きません。あっという

間に 2 時間が経ち、列車やバス

の帰りの時間もあるので解散としました。とても優雅で有意義な会でした。  （後藤 記） 

＜参加者＞（岩手）小野寺栄子、（山形）堀野秀子、（福島）壱岐ひろみ、奥山美奈子、 

長谷部公子、（仙台）後藤真由美   計６名 
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☆「女性るるぶ会」次回開催のご案内 

９月８日（土） １５時～１７時「ワイン会」を開催します。 

詳細は、女性会員に配布の「たより号外」をご覧ください。 

 

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

（６／６）「初夏の史跡山寺散策と天童温泉・味覚堪能」 カメラクラブ・べにばな会合同企画  

鮮やかな緑の中、仙山線で一路山寺に、駅前で「山形べにばな会」佐藤利喜弥さんと合流。ガ

イドさんの出迎えで名刹宝珠山立石寺へ。１０８０段の山道に所々立ち止まり案内に耳を傾け

“息が切れた”一同に一服の安ら

ぎ、約 1時間かけ奥の院に到着。汗

を拭い木々を抜ける風が気持ち良

く最高の気分でした。皆さん無事

に下山。山寺名物力こんにゃくに

舌鼓、「ほほえみの空湯舟つるや」

さん迎えのマイクロバスで天童温

泉へ、檜風呂で汗を流し疲れた体

を伸ばし生き返った姿で昼食は

「大久保そば」へ。佐藤利喜弥さん

一押しの蕎麦を満喫しました。歩

いた歩数 12,000歩、蕎麦屋さんの

ビール在庫？すべて飲み干し、こ

れぞ掛値なし「歩こう会・アルコー

ル会」でした。（磯貝 記） 

＜参加者＞若生勝芳、高橋健治、長谷川健二、櫻井勝男、若林秀敏、佐藤利喜弥、三浦裕栄、 

渡辺仁美、前田健二、阿部善幸、磯貝辰男   １１名 

 

（７／２７）「ニッカウヰスキー宮城峡蒸留所見学と秋保温泉日帰り」カメラクラブ共同企画  

 ここ数日の猛暑も一段落、仙台特有のカラッとした青空の下、仙山線で一路作並温泉駅に向け

出発。作並温泉駅から清々しい緑と風を感じながらニッカウヰスキー宮城蒸留所に向けなだらか

な道を４キロほどの散策を楽しみ

ました。緑の木立の中赤レンガ色

のニッカウヰスキー宮城峡蒸留所

に到着。早速ガイドさんの丁寧な

案内でウイスキー製造工程・歴史・

日本ウヰスキーの父竹鶴政孝氏を

偲びながら蒸留所を約 1 時間見

学。３種類のモルトウヰスキーを

飲み比べ、しばしウヰスキー談

義！！迎えのホテルクレセントの

バスで秋保温泉へ。BOB 会員の杉

山社長の出迎えをいただき大浴場

に、さっぱりと汗を流し、懐石料理

を堪能し愛子駅まで送迎をいただきました。暖かい歓待に感謝の一日でした。 

        （磯貝 記） 

＜参加者＞櫻井勝男、若林秀敏、佐藤茂雄、三浦裕栄、阿部善幸、前田健二、 

磯貝辰男 ７名 
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☆歩こう会 ９月企画！！       （歩こう会・カメラクラブ合同企画） 

9月 14日（金）「街歩き語り部ガイドと震災地・石巻」 ☆募集中！！ 

＜行程＞ 集合（旧さくらのデパート前）７時５０分 

仙台駅前（バス乗場２２番）8：07 発＝＝高速バス＝＝9：20 石巻駅前 9：30＝バス＝＝10：30

大川小学校(被災地家族説明)11：00＝バス＝蛇田地区 12：00（昼食・石巻焼きそば）13：15＝

バス＝日和山登山口(ガイド案内)…震災時避難道路を歩く…日和山公園…北上川プロムナード

…震災資料館…石巻元気市場(買物)…石巻駅前 15：40＝高速バス＝仙台駅前 16：34 着 

※希望者「海鮮処・宴会」 参加費：高速バス代 1600 円、その他＠2500 円、昼食各自支払い 

★申込み〆切：9月 5日（水） 

☆歩こう会 10 月企画！！     （歩こう会・カメラクラブ・しゃくなげ会合同企画） 

10 月 21 日（日）～22 日（月）「奥会津の秘湯柳津温泉と喜多方を訪ねて」 

①仙台駅東口 9：20＝高速バス＝11：45 会津若松（昼食：蕎麦処）自家用車に分乗＝只見川第一

橋梁＝＝柳津温泉「福満虚空蔵菩薩園蔵寺・弁天堂見学」内田屋旅館（泊）  

②柳津温泉＝＝蔵の街喜多方「喜多の華酒造・ラーメン館・おだづき蔵通り（自由散策）」＝ 

＝会津若松 14：10＝＝高速バス＝＝16：35 仙台駅東口  

★募集〆切：10 月 10 日（水） 

★参加費：歩こう会 14000 円（宿泊費、現地経費含む）、しゃくなげ会 13000 円（宿泊費） 

★別途費用：高速バス往復割（5400 円）・昼食 2 回は各自支払い 

＜申込先＞ 歩こう会：磯貝又は佐藤勇一 しゃくなげ会：蒲倉 博 090-8259-8222 

★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） 

6 月 11 日（月） 月例会    台風の影響雨の為中止 

6 月 26 日（火） 月例会    グレート仙台ＣＣ  参加者：16 名 

1 位 髙橋 翕（N67.H12. G79） 2 位 清水義春   3 位 鈴木郁也 

他参加者：木幡信清、磯貝辰男、中鉢孝男、渡辺仁美、若生勝芳、前田健二、佐藤 孝、 

三浦源幸、佐藤茂雄、伊東功夫、市川博康、若林秀敏、小幡紀男 

7 月 9 日（火）  夏季大会  グレート仙台ＣＣ  参加者：10 名 

1 位 市川博康（N67.H30. G97） 2 位 磯貝辰男   3 位 木幡信清 

他参加者：伊東功夫、小幡紀男、渡辺仁美、三浦源幸、前田健二、髙橋 翕、鈴木郁也 

7 月 24 日（火） 月例会    グレート仙台ＣＣ  参加者：13 名 

1 位 渡辺仁美（N71.H30. G101） 2 位 若生勝芳   3 位 鈴木郁也 

他参加者：中鉢孝男、小幡紀男、市川博康、磯貝辰男、佐藤茂雄、伊東功夫、木幡信清、 

三浦源幸、髙橋 翕、若林秀敏 

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

6月 7日（木）尾浦港出島周辺 

参加者：槻山智雄、引地 修、佐藤和彦、齊藤 修、鈴木 剛 

50cm超の座布団マコガレイが時折竿先を絞りこむものの、海水温の影響か釣れず。 

6月 20日（水）尾浦港出島周辺  （27日の代替） 

参加者：槻山智雄、鈴木 剛 

釣舟の予約の関係もあり、二人のみで再挑戦。意気込んで出港するも甘くなかった。 

7月 9日（月）秋田由利本荘松ヶ崎沖 日本海鯛釣り 

参加者：引地 修、佐藤和彦、齊藤 修 

60cmオーバーの真紅の宝石がブルーの日本海からキラキラ。 

引地・・61cmを頭に 6枚、佐藤・・53cmを頭に 5枚、齊藤・・63cmを頭に 3枚 
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7月 12日（木）大型魚礁  連日の猛暑の為中止 

7月 19日（木）秋田由利本荘松ヶ崎沖 日本海鯛釣り 

参加者：引地 修、佐藤和彦 

引地・・63cmを頭に 9枚、佐藤・・61cmを頭に 6枚 

7月 31日（火）塩釜まがき漁港・仙台湾亘理沖 ヒラメ釣り 

参加者：引地 修、佐藤和彦、齊藤 修、畠山 廣、高橋 信、山浦賢治、萩本健二（関東） 

釣果：引地ヒラメ４枚（68 ㎝）、山浦１枚、萩本１枚、他アイナメ、ソイ、イナダ等多数。 

<前回たよりの訂正> 

5月 7日～8日の粟島への鯛釣りは、5月 14 日～15 日が正当でしたので訂正します。 

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

☆6 月 9 日（土） 定例会 

＜参加者＞髙橋 翕、佐藤和彦、三浦源幸、伊東功夫、佐藤 充、磯貝辰男、佐藤茂雄、 

佐藤勇一、齊藤 修、若林秀敏、渡辺仁美、河越和夫、阿部善幸  計 13名 

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 13 日（土）懇話会終了後 14：45～ 

☆愛唱会参加者 7月 20 日（金）髙橋 翕、田島正義、伊東 功、阿部善幸 4名 

★ 次回愛唱会は 9月 4日（火）14：30～仙台駅前カラオケ館名掛丁店 022-212-6566 

（注意・・・場所が変更になる場合もあります） 

 ※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。 

   ６月２日（土）＜参加者＞ 菱田貞一、若生勝芳、若林秀敏、河越和夫 

   ７月７日（土）＜参加者＞ 菱田貞一、若生勝芳、磯貝辰男、河越和夫  

  ※８月以降は開催日を第一土曜日から下旬の水曜日へ変更予定  

◇ 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２１日（木） ＜参加者＞ 今井省吾、佐藤正司、菱田貞一 

      ７月１９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 129 回 6月 15日(金)の句会から                                

・閘門の赤きハンドル走梅雨       小山 あきお   季語=走梅雨=夏 

・紫陽花や曲輪の跡の力士像       市川   隆   季語=紫陽花=夏 

・ピアノ線一音狂ふ半夏かな       石黒  秀策   季語=半夏 =夏 

・嫋やかに月山の風藤の浪        陶山  芳子    季語=藤の浪=春 

・かちんこの響くセットや山うつぎ    清水   孝    季語=山うつぎ=夏 

☆第 130 回 7月 20日(金)の句会から 

・こけし生る轆轤の音や水を打つ        小山 あきお    季語=水を打つ=夏 

・青竹の流し素麺雲の峰           市川   隆    季語=雲の峰=夏 

・朝市の鯉の水吐く半夏かな         石黒  秀策    季語=半夏 =夏 

・青葉潮凹凸のなき島の道          陶山  芳子     季語=青葉潮=夏 

・朝ぼらけ堂に雑魚寝の夏行かな       清水   孝    季語=夏行 =夏 
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 「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 

（６/１９）第１６回パソコン教室（ＪＴＢ会議室３階） 

＜参加者＞ 八木孝典、菊池 宏、阿部善幸、磯貝辰男、 講師：片平安之   

事務局：畠山 廣、河越和夫  ７名 

（７/１０）第１７回パソコン教室（ＪＴＢ会議室３階） 

＜参加者＞ 槻山智雄、菊池 宏、八木孝典、阿部善幸、磯貝辰男、佐藤光秋、 

 講師：片平安之 事務局：畠山 廣、河越和夫 ９名 

  ※次回の開催は、９／１８（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 

（７/２）山形県飯豊町「手打ちそば高峰工房」と「どんでん平ゆり園」を鑑賞 

４月開業の「道の駅米沢」に集合し、車４台に分乗して約１時間で飯豊町「手打ちそば高峰工

房」に到着しました。早速飲み物を頂きながら「板そば」と「天ぷら」を待ちます。皆さんは、

サービスで出されていた

ワラビの漬け物が柔らか

いのに感激していました。

お待ちかねの、田舎そばが

運ばれてきます。皆さん満

足そうに食べていました。

帰りには好評だった「ワラ

ビの１本漬け」をお土産に

いただき、調理の仕方まで

伝授頂きました。早めに帰

られた方を除き、玄関前で

記念写真を撮ってお店を

後にしました。その後は、

白川ダム湖を見学してか

ら、飯豊町にある米沢牛（飯豊牛）を飼育している「田中畜産」に立ち寄りお肉をお土産に買い

求め、丁度見頃の「どんでん平ゆり園」で人気の「ゆりソフトクリーム」を食べて暑さを凌ぎま

した。その後もう一度「道の駅米沢」に戻って、解散としました。     （畠山 記）           

＜参加者＞：鈴木正利、蒲倉 博、五十嵐伸一、山口節子、雪野幸子、赤尾杉孝三（関東）、 

若生勝芳、長谷川健二、佐藤茂雄、齊藤 修、 前田健二、鹿野美枝子、河越和夫、 

堀 時男、佐藤利喜弥、金子美智子ご夫妻、畠山 廣    以上１８名 

◎次回は、９月１０日（月）山形県村山そば街道「そばやかた樽石」の名物“板そば”を賞味し、 

「村山そば花畑」を鑑賞の後、「最上川美術館・真下慶治記念館」を見学します。 

※仙台⇔村山間は特急バスを利用します。詳細は畠山宛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 

（６/２３）青森再発見春コース「旧南郷・田子巡り」 

青森駅に集合し一路、旧南郷村へ向け出発です。七戸で休憩後、高速に入り、南郷ＩＣで八戸

から参加の三浦さんと合流し、南郷の全国三大虚空菩薩の一つで丑年寅年の守り本尊「福一満虚

空菩薩堂」と「龍興山神社」を参拝しました。田子町まで三浦さんも同行できることになり、途

中、南部町のさくらんぼ園を右や左に見ながら車を進めました。田子町は丁度この日「にんにく
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収穫祭」が行われていて県外の車が多く食事処はお客さんで一杯です。期待の「ガーリックステ

ーキ丼」は残念ながら食することが出来ませんでした。事前の予約無しでは無理のようです。別

の処でやっと昼食を終え。ここで三浦

さんとは別れし「みろくの滝」へ。天

気が良いので今回は美しい姿を拝見

できました。ここで本日の予定を終

え、長い帰宅の途へ。途中一旦秋田県

へ入り「小坂七滝」で休憩し弘前駅で

二人と別れ、青森へ移動し解散しまし

た。ほぼ青森県の内側を一周し約３０

０キロの行程でしたが、天気にも恵ま

れ、久し振りの再会でも有り楽しく和

やかに無事終了できました。合併前の

全市町村を巡る事を目的に計画した

青森再発見の旅は、一部行けない町村

もありましたが６年間実施し、次回の秋コースで終了予定です。   （宮本 記） 

＜参加者＞： 太田敏雄、大坂勝弘、奈良岡誠一、三浦豊光、八木橋憲明、 

山田隆喜、宮本壽郎  計７名 

♢秋田「こまち会」 活動報告 

（７/２０）「定例懇話会」を大潟村で開催 

北東北が梅雨明けした 7 月 20 日、定例懇話会を久々に秋田市外で開催しました。今回の会場

は大潟村のホテルサンルーラル大潟です。会員 15 名、家族 3 名が参加し、秋田駅から送迎バス

でサンルーラル大潟へ移動。ホテル到着後はグランドゴルフです。10名が参加しスコアを競いま

したが、天気はかんかん照りで気温も 30度超え、日向にいると汗が止まりません。グランドゴル

フ終了後は天然温泉に入浴し、汗を流した後は楽しい昼食会です。ビールや飲み物も進み昼食会

も盛会です。グランドゴルフの高得点者には大潟村特産品のアムスメロンで表彰し、優勝は伊藤

芳秋さんです。帰りは道の駅大潟を経由し秋田駅で解散しました。会員から昼の懇話会を増やし

てとの要望があり、今後の開催に向けて検討することにしました。     （大橋 記） 

＜参加者＞：相場堅一、石黒 茂、伊藤芳秋、小林 誠、佐々木慶一、佐藤忠次ご夫妻、 

菅原梯祐ご夫妻、鈴木基弘ご夫妻、高橋恵理子、高橋喜孝、野呂昭光、吉田重善、

六澤正利、若松昭美、大橋哲夫    計１８名 
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◇ 福島「しゃくなげ会」 活動報告 

（６/２０）地区懇話会「信夫路の見る・食べる・遊ぶ旅」 穴原温泉：匠のこころ吉川屋 

今回は、福島地区（幹事：鈴木正利さん）の担当で、県内１９名の参加で実施致しました。 

「久しぶり！」と小雨の降る福島駅に、県内の紳士・淑女の面々が賑やかに集合しました。「行

いの悪いのは誰だ！」などと言いながら予定を変更し、ポーラ美術館の特別展（モネ・ピカソ・

ルノアール）が開催されている県立美術館へ直行しました。ルノアール（８歳の美少女）他素晴

らしい展示でした。また、３階の常設展示の日本画も見て、洋画とはちょっと違った奥の深さを

感じました。雨も降っているので「早く風呂に入ろう！」と一路ホテルに直行しました。 

幹事の司会で、差し入れの紹介をした後、宴会は蒲倉理事の挨拶、女性るるぶ会の奥山代表の

挨拶で開宴しました。宴もたけなわの頃、皆さんの近況を発表、五十嵐さんの素晴らしいワンマ

ンショーや、須田さんの飛び入りもあり、宴会も大いに盛り上がり、楽しい楽しい大宴会でした。

中締めは、来年の幹事郡山地区の小関さんに音頭をとって頂き、その後二次会場へ全員で移動し

ました。二次会でも笑顔が絶えない、心に残る楽しい時間を過ごしたようです。 

翌日は晴れ。ごとうフルーツガーデンで待望の「ブルーベリー摘み」。佐藤バラ園では心を癒

されました。昼食会場の「粋心庵八幡」へ、美味しい料理の数々に、またまた話が弾み、アッと

言う間に解散の時間になってしまいました。次回の小関さんにバトンを繋ぎ、三々五々帰路へ着

きました。                              （壱岐 記） 

＜参加者＞：（会津地区）小林孝雄、五十嵐伸一（郡山地区）小関孝雄、増子邦夫、鈴木喜雄、 

国友研一、恵本一雄、富永幹男（福島地区）清野幸男、佐々木和保、鈴木正利、須田幹雄、 

蒲倉 博、高野明彦、奥山美奈子、長谷部公子、壱岐ひろみ、 

（オブザーバー）小林武美子、片平みや子   （１９名） 

 

 

編集後記 

◇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 

                    

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

－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 

 

皆様の暮らしを保険でサポートいたします！ 

火災・医療・傷害・自動車など  保険の事ならお気軽にご相談ください。 

株式会社 ＪＴＢライフネット 仙台支店 

ＴＥＬ：０２２-２６２-８８０１／ＦＡＸ：０２２-２６２-８８０３ 

支店長：丹治 信彦／鞠子 みゆき 

 

 

         
 

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 
 


