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第１６２号                        ２０１８年１０月２４日（水） 

ＪＴＢグループ  
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東北支部ニュース 
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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 

ＢＯＢサロン出品作品・出展者紹介特集 

９／８（土）第３回「ＢＯＢサロン」 ホテルリッチモンドプレミア仙台駅前５Ｆ会議室（１３：００～１４：３０） 

第３回「ＢＯＢサロン」は、初めて出品された長谷部公子さん、小野寺栄子さん、磯貝辰男さ

ん、渡辺武郎さんを初め１０名の会員の作品が勢揃いし、作者の皆様から制作時の苦労話等を聞

きながら芸術・文化に浸る一時を過ごしました。最後に出品者から提供頂いた景品（作品）の抽

選会もあり大変好評でした。作品を提供頂いた皆様に感謝申し上げます。（参加者は４Ｐに掲載）                           

長谷部公子さん  ステンドグラス 数点 

小野寺栄子さん  キルトバック２点、押し花１点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステンドグラスの作り方を説明する福

島しゃくなげ会の長谷部公子さん 

 

初めて参加させて頂きました。ステンドグラスを作っています。型紙通りに切って行くのです

が、ガラスですからカーブを切るのが最も難しいです。とにかく手が真っ黒になってしまいま

す。それから立体に組んで行くのですが、出来たと思ったら一瞬にして崩れる事もあります。 

小野寺さんの代理で説明する後藤さん 

３年前からキルトを始めました。毎日少しずつ縫っているのが性に合っているのか楽しいです

し、ストレス解消にもなっています。 岩手やまびこ会小野寺栄子さん（当日は所用で欠席） 
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伊東功夫さん  絵画２点、川柳短冊数点  

 

磯貝辰男さん  絵画３点 

 

石黒秀雄さん  俳句短冊・歳時記                                

私の絵は暇つぶしで始めたもので、サークルに入って楽しん

でいます。絵を描いていると熱中して時間を忘れるのが良い

です。俳句は季語とかが難しいので、川柳を月１回奇麗な先

生の指導の元で楽しく受講しています。 

 

３年連続で出品いただいた伊東功夫さん 

７０歳の手習いで仙台リビング水彩画教室に通って絵を始

めました。３カ月目に書いたデザイン画を先生から「才能あ

り」と褒められその気になってしまいました。額は大事で、

額に入れると良くなりますね。 

 
初めて出品の磯貝辰男さん 

ＢＯＢ会の俳句会を

４名でやっています

が、一人減ったので

今日は勧誘に来まし

た。今回は俳句に関

する歳時記や“奥の

細道”など持ってき

ました。読んでいる

だけでも面白いです

から是非手に取って

見て下さい。 
３年連続で俳句を出品の石黒さん 
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古川秀一さん  切り絵６点 

 

清水義春さん  ボタニカルアート４点（※当日ご本人は町内会行事で欠席） 

    

片平安之さん  写真４点   

４年前から切り絵を始めまし

た。毎日少しずつ３週間掛け

て仕上げます。通っていた教

室が閉鎖したので、今は自分

たちでサークルを作り皆で批

評しながらレベルを高めて行

こうと思っています。 

切り絵の作り方を説明する

古川さん。３年連続です。 

ボタニカルアート（植物

画）の基本となる３要素は

①実物大に書くこと、②科

学的（植物学的）に書くこ

と、③見る人の心をひきつ

け、鑑賞に堪えうる絵であ

ること ですが、私が心掛

けているのは、写真ではな

く現物のモデルを目の前

にして描く事です。（清水

さんも３年連続出品です） 

 

片平さんはパソコン（ＢＯ

Ｂ会教室の講師）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

からご覧下さい。（ご本人

欠席の為、畠山から発表） 

http://19511120.at.webry.

info/ 

http://19511120.at.webry.info/
http://19511120.at.webry.info/
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渡辺武郎さん  初参加の渡辺さんは、写真・絵画・帆船貼り絵・消しゴム版画と多彩です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菱田貞一さん 手品（マジックショー・芸名：ヒシダ天幸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「ＢＯＢサロン」作品出展者及び一般参加者の皆様  ※敬称略 

＜出展者様＞：伊東功夫、石黒秀雄、菱田貞一、清水義春、渡辺武郎、古川秀一、磯貝辰男、 

長谷部公子、小野寺栄子、片平安之 

＜他参加者＞：佐藤茂雄、齊藤 修、小原 孝、長崎 豊、奥山美奈子、長谷川健二、渡辺仁美、 

若林秀敏、阿部善幸、佐藤勇一、前田健二、河越和夫、後藤真由美、畠山 廣  以上２４名 

◎お知らせ：本部ＨＰの支部たよりにカラーで掲載しています。http://jtbob.com/をご覧下さい。 

現役を離れてからはこのような会合に参加するのは初めてです。昔は帆船の模型を作っ

ていましたが震災で全て壊れてしまいました。今回は絵画２点と、写真２点、それにシ

ャドーボックスと言う帆船が立体的に見える絵を持ってきました。今は消しゴム版画を

やってまして、仏像の絵やハンコ等を彫って楽しんでいます。 

 

２０年以上のキャリアを持つ「菱田マジック」に会場は大喝采。菱田さんも３年連続出演。 

http://jtbob.com/
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回想録（第１３回） 

今回は、仙台市在住の若生勝芳会員に寄稿を頂きました。若生さんは、平成１７年から支部理

事・副支部長を通算６年務められ支部運営に多大の貢献をされました。現在は、ゴルフ愛好会や

歩こう会・懇話会・カラオケ愛好会・蕎麦愛好会等の行事には積極的に参加をされておられます。 

＝「大阪万博」募集旅行の企画を担当＝ 若生勝芳会員（仙台市青葉区在住）  

 昭和３５年春㈶日本交通公社に入社し福島案内所に配属され、高校の制服姿で出社したのを今

でも鮮明に覚えています。時恰も旅行ブームの幕開け、前年 10月東

北では最初の山岳有料道路「吾妻スカイライン」が開通し、連日全国

各地から観光客がどんどん福島駅に降り立ってきました。「吾妻スカ

イライン探勝会」と銘打った定期観光バスを仕立て、お客様を誘導し

添乗するのが日課になりました。地元の各旅館の入込は大変なもの

で、今後将来とも二度と経験する事がない繁盛ぶりでした。 

 昭和 45年には「大阪万国博覧会」が開催されます。当時募集型旅

行はまだ各支店独自の企画販売が主流で、福島支店では小生が企画

担当を命ぜられその準備を進めていました。募集チラシを作製配布

するとたちまち満員締切りと言う盛況でした。ところが催行１年前

を過ぎてから受入旅館ホテルの宿泊料金が異常に高騰し、旅行代金の見直しを検討せざるを得な

くなりました。他社では早々と料金改定のお願いを申込客に通知したところもありました。当社

も社内会議を経てお客様にお願いの文書を郵送したところ、翌日の朝刊Ａ紙とＭ紙に『交通公社

が万博料金便乗値上げ』と大きく報じられてしまいました。直ちに本社国内旅行部長より支店長

に電話が入り、本社へ出頭して事情を説明する事になりました。担当者として大変な事態にただ

オロオロしたことを覚えています。 

 東京五輪後に海外旅行の「ＬＯＯＫライ

ト・メイト」が最盛期を迎えていたころ、

本社から各支店に添乗員派遣要請があり、

ハワイ添乗に駆り出された時の事です。添

乗員は現地に到着後、ハワイ事務所に集結

しオプション添乗を割り当てられます。私

は、朝６時出発、夜 10時帰りの「ハワイ・

カウアイ２島めぐり」への添乗を指示され

ました。出発日の朝、添乗員は迎えのバス

に乗車して数軒のホテルを回遊しお客様

をピックアップしながら空港へ行く予定

でしたが、前夜お客様の各部屋にはモーニ

ングコールを依頼したものの、自分の部屋

には忘れてしまったのが原因で添乗員の小生がバスに乗り遅れる失態をしました。慌ててホテル

ロビーに行った時は既にバスは出発した後でした。ならば空港へ直行して追い付こうとタクシー

を探しましたが早朝の為掴めません。その時予約タクシーで空港に向かうアメリカ人の老夫婦が

おりまして、英語が苦手な私は必死に身振り手振りでお願いして便乗させて頂き、ツアー客に追

い付く事が出来ました。空港では「添乗員の若生さんが行方不明」となっており、ハワイ事務所

のＹさんが添乗代行の準備をして待っていました。平謝りして所定の添乗に就いたもののお客様

の冷たい視線を終日浴びる羽目になってしまいました。何ともお粗末な話です。 

最近ＢＯＢ会行事への参加率が低迷傾向にありますが、まだまだ各部会の行事を楽しみたいと

思っています。衰え気味の身体を労り、現状維持しつつ今後も元気に頑張ります。 

平成３０年９月１５日 若生勝芳（７８歳）

写真右上：昭和 41年団臨「関西四国」添乗で高知桂浜にて  写真左下：ご子息と家族ゴルフを楽しむ若生さん右側 
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元気な会員紹介コーナー（第１８回） 

今回は、秋田地区担当小林理事からの推薦で、秋田市在住の鈴木基弘会員をご紹介します。秋

田地区の会長を長く務められ、現在も「秋田こまち会」の活動には何時も積極的に参加をされて

います。現在は、町内会長をお引き受けになって元気にご活躍をされておられます。 

＝町内会長を懇願され奮闘中＝ 秋田県秋田市 鈴木基弘会員（７７歳） 

◎現在どのような生活をされていますか。 

妻と私は１階で、長男夫婦と孫３人が２階で、計７人の二世帯同居で生活しています。 

昨年の２月に町内会の役員会で、１５年間も町内会長を

やってこられた会長（８３歳）から是非会長をやって欲し

いと懇願されて、妻と相談したら「元気なうちやった方が

いいんでない」と勧められ、昨年４月から会長職を引き受

け現在に至ります。 

千秋城下町二葉町内会は、少子高齢化の進行が早く、現

在５８世帯とアパート・マンション８棟で、小学生が６名、

後期高齢者が３０名もいる町内会です。主な仕事は、行政

や関係諸団体からの情報伝達や、研修会等の報告など。ま

た、行政や町内会への要望や苦情の相談窓口等々の対応で

日々適度に忙しく過ごしています。 

◎貴方の健康法・元気の秘訣を教えて下さい。 

やっぱり食事でしょうね。ほぼ毎日定時刻（朝７時、昼

１２時、夕６時）に食事をしています。色物野菜や根菜類、

果物、魚類が主で、肉類は週２回ぐらいです。朝はご飯と梅干、納豆、味噌汁を欠かしません。

晩酌はビールか焼酎、日本酒をその日の気分で飲んでいます。食事は時間を掛けて、よく噛んで

食べています。いつも私の健康を考えて料理を作ってくれる妻には大変感謝しています。 

運動は、近くの千秋公園へ行って、ゆっくり散策をしたり、ウォーキングで汗を流しています。

また、月２～３回ぐらいは仲間と一緒にゴルフを楽しんでいます。 

◎貴方のこれからの夢・希望・目標を教えて下さい。 

今年の秋田の夏は熱く

燃えました！ 

第１００回全国高校野

球記念大会で、秋田代表金

足農業高校の活躍で沢山

の感動と元気を貰いまし

た。応援していただいた皆

様には感謝申し上げます。

ありがとうございました。 

これからは、適度な運動

とバランスの良い食生活

で、要介護や寝たきりにな

らないよう努力して、また

感動や元気を貰えるよう

に長生きをしたいと思い

ます。 

 

写真上：敬老会で結婚５０周年の奥様と  写真下：１０年前に仲間と一緒に秋田椿台ゴルフ場での鈴木さん（右側） 
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「同期会」紹介コーナー（第３回） 

今回は、８月に秋保ホテルクレセントで開催された『４５年入社同期』の皆様をご紹介します。 

『昭和４５年入社同期会 』   ８月２７日開催 於：秋保ホテルクレセント 

昭和 45年入社組はよく『万博要員』と言われてきました。確かに、その年のＪＴＢは 3月に開

会した大阪万博を中心に全ての業務が回っていました。私達は卒業前（2 月頃）に仙台の森末旅

館（東北大学病院前）に入社前教育で集められ、卒業式が終わったら直ぐに職場に出社するよう

指示がありました。私も、3 月中旬には郡山支店で仕事を始めていました。新入社員でも即戦力

として、国鉄券・周遊券の発行や店頭での受付・引き渡しを担当しました。中央研修所の集合教

育は万博が終了してからで、私は 11～12月の２か月間でした。既に、店頭業務を経験済みでした

から、授業の中身は殆ど知っている事ばかりだったと記憶しています。それでも年度末に万博手

当を貰った時は、何といい会社に入ったものだと感激した事を覚えています。他にも、グレーの

制服を支給された事もあって（先輩方はダブルでしたが私達はシングル）給料の少ない新人には

大変嬉しかったですね。 

さて、私達の同期は入社時

には６０名程でした。今回の

同期会で、米沢の金子美智子

さんと会津若松の雪野幸子さ

んが、入社２年目の９月の同

期会で男鹿温泉に行った話を

してくれましたが、その時は

バス２台だったそうで会場か

ら驚きの声が上がりました。

その後も、各県持ち回りで毎

年開催してきました。今回、昭

和 58年の名簿を発見しました

が、その時点では半分の３０

名まで減っていました。そし

て現在連絡を取り合っている

同期は２０名程です。思い出に残っている同期会としては、常磐湯本ハワイアンズでの宴会中に

八戸沖の大地震（平成６年）が発生し八戸支店の出町眞さんを皆で気遣った事。穴原温泉吉川屋

のグランドオープン当日に宿泊して、宴会中に火災報知機が鳴りだして大騒ぎした事（これは誤

作動でした）。田沢湖の花心亭しらはま館に宿泊した夜には大豪雨となって、翌日の盛岡駅は大曲

花火大会が順延となったためお客様が右往左往して大混乱となっていた事等が思い出されます。 

昭和６０年以降は、広域人事による他営業本部への転勤や関連会社への出向も多くなりました

が、遠路駆け付けて来る仲間が多くいて、同期会での情報交換が欠かせないものになりました。

また逆に、関東から転勤で東北に来られた同年組を誘って仲間に入れた時期もありましたが、今

は関東に戻られて来られる人もいなくなりました。そう言えば、最近は宴会場にコンパニオンを

入れる事が少なくなりました。今回もそうで、女性の参加が増えた事もありますが、話題が年金

や健康そして孫の話が中心では必要なくなったのでしょうね。また、日帰りの希望もあって仙台

市内や福島市内で開催する事も増えました。歳と共に同期会のスタイルも変わってきた昨今です。 

今年の同期会は秋保ホテルクレセントに１１名が集っての開催でした。遠くは弘前の松岡さん

が、自家菜園で採れた「枝豆」を茹でて持って来てくれ皆で湯上りに美味しく頂きました。まだ

まだ同期の皆さん元気です。最後に、今後も同期会を継続する事を全員で確認して解散しました。 

（畠山 記） 

＜写真＞ 後列左から 小林 誠、前田健二、雪野幸子、金子美智子、板橋 博、畠山 廣 

     前列左から 佐藤勇一、平塚正隆、壱岐ひろみ、松岡宏二、木村 毅 
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「新入会員」紹介コーナー 

＝ 額賀秀雄さん（２０１８年８月入会） 仙台市青葉区在住 ＝ 

JTB グループ入社年：１９９０年１月   

最終勤務個所：ＪＴＢグローバルマーチャンダイジング＆サポート東北・北海道営業所 

◎現在どのような生活をされていますか？  

本年 5 月にＪＴＢを定年退職。6 月から秋保ホテルクレセントで販促

の仕事をさせて頂いております。7 月、8 月にはＢＯＢ会の方々を始め

仙台近郊のお客様、宮城県内外さらには台湾からも多くのお客様にお越

し頂きました。好きなゴルフをやりながら今後もお泊り頂いたお客様に

ご満足の頂けるようなホテルを目指して精進してまいります。 

◎在職中に一番強く思い出に残っていることは？ 

一番の思い出はＪＴＢシドニー支店勤務時代の 2000 年シドニーオリ

ンピックです。当時私は開会式よりも前に始まるサッカーの斡旋のため

キャンベラに責任者として赴任しておりました。ある時ＪＴＢ斡旋本部に日本サッカー協会の方

から『選手と同じホテルにＪＴＢのお客が泊っていてトルシエ監督が怒っているので他のホテル

へ移して欲しい』と連絡がありました。早速ホテルに赴き話を聞いたところ選手と同じホテルに

泊まっているのはＪＴＢのお客様だけでエレベーター、食事会場等も選手と同じ会場とまさにプ

レミア状態で選手は集中できない状態にあるという事でした。オリンピックという事で他のホテ

ルも一杯で移すところもない状況を説明しましたがご理解いただけませんでした。その時ホテル

の責任者が『日本サッカー協会よりもホテルにとっては長年の付き合いがあるＪＴＢのほうが大

事だ。同宿が問題であれば日本サッカー協会が出ていってくれ』と発言。この一言で日本サッカ

ー協会も諦め、話し合いも無事終了。ただし、お客様一人一人に選手への写真撮影やサインの依

頼など接触は遠慮いただくよう説明しご理解を頂きました。ＪＴＢの伝統と強さを肌に感じた瞬

間でもあり同時に『やっぱりＪＴＢで良かった！』とつくづく思いました。 

ＪＴＢ人事異動  

 個人事業本部 ＭＤ推進室 ＭＧＲ  高橋理々子  個人事業本部 事業統括部 ＭＧＲ 

 ＭＤ推進担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ（東北統括 仙台駐在）    推進担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ（東北統括仙台駐在） 

 人事部ＭＧＲ(ＪＴＢ労働組合 東北支部専従) 南雲  壮  福島支店 福島オフィス 

 トラベルゲート仙台         金  公平  人事部ＭＧＲ(ＪＴＢ労働組合 東北支部専従)                          

理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所   １０月１３日(土)１１時００分から 「中国北京料理飛天」 

◎若林支部長挨拶要旨（本部理事会報告） 

９月に開催された本部理事会の報告です。冒頭ＪＴＢグループ本社担当から、ＪＴＢグループ

の現況が報告されましたが、その中で皆様にお伝えしたい事項をお話しします。 

①２０１９年１０月開催の天皇陛下「即位の礼」関連宿泊の準備業務をＪＴＢグループのＧＭＴ

が外務省から受注しました。この獲得により、関連行事に参加する約１９０ヶ国の宿泊業務を

獲得出来る見込みです。各国からの随行者を含めると大型ＭＩＣＥ案件になりそうです。ＢＯ

Ｂの諸先輩が創り上げてきた「ＪＴＢに対する社会的信用」が大きなインパクトになりました。 

②東京２０２０オリンピック・パラリンピックは、社がこれまで経験したことのない大規模な大

会実績になる見込みです。これに伴い人財不足が予測されますが、社としても盤石な運営体制

を構築する為にも、ＪＴＢＯＢ・ＯＧの皆様へ、ボランティアではなく、有償スタッフとして

お声掛けを行う予定です。宿泊状況が厳しい中、通勤可能範囲にお住まいの方又はご家族やご

親戚が首都圏におられる方が応募対象となります。業務は「空港や駅、ホテル等での斡旋」が

中心となるとの事です。詳細が決まり次第、JTB より BOB 会に正式な要請が届く事になって

います。 ＯＢ・ＯＧの方々の出番がまいりました。 
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２ 議   題 

（１）協議事項 

① 新春懇親会の開催について（別紙ご案内書面をご覧下さい） 

② 支部の内規等について 

（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 上期支部収支状況について  ④ ＢＯＢサロンの開催報告（１～４Ｐに掲載） 

⑤ 全国イベント報告及び参加状況について（ゴルフ・フォト・俳句大会） 

⑥ 女性るるぶ会活動報告（10Ｐ） ⑦ ５０周年記念事業プロジェクト開催の報告 

２０１８年第２回全国俳句大会 最終選句結果について 

全国俳句大会は７～８月の応募期間に、全国から５０名（９９作品）の応募がありました。 

ＢＯＢ本部にて厳正な審査が行われ、会長賞１名（関東支部鷲澤典子さん）、優秀賞３名、入

賞８名が受賞されました。当支部からは５名が応募し、内次の３名の方が受賞いたしました。 

優秀賞  清水 孝さん（鶴岡市）  「どうしてとなにの連発夏休み」 

   〃   石黒秀雄さん（仙台市）  「養生の妻の粥吹く涼夜かな」 

  入賞   小山昭雄さん（仙台市）  「啞蝉（おしせみ）の不意に飛び立つ仁王門」 

詳しくは、BOB 新聞１月号又は本部 HP http://jtbob.com/に掲載されますのでご覧下さい。    

会 員 の 動 向   

◇ 新 入 会 員 

    佐藤 秀彦さん  仙台市太白区長町在住     ８月入会 

◆ 訃  報    

手代木伸一さん（６８歳）におかれましては、２０１８年８月２８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９月３０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  

◇ ８月２２日（水） たより及び関係資料発送作業(ＪＴＢ３階会議室)：渡辺副支部長、 

磯貝・阿部・前田・河越・畠山各理事、 

◇ ８月２２日（水） 支部５０周年記念事業プロジェクト会議：渡辺副支部長、磯貝・ 

前田・河越各理事 

Ｊ Ｔ Ｂ と の 連 携  ※お正月料理はエースＪＴＢ「おせちの鉄人」がお勧め。 

今年度のお客様紹介運動の年間目標１，０００人に対して、上期累計５６９人と順調に推移しています。

この年末のお勧め商品は、昨年ＪＴＢが開発したエースＪＴＢ「おせちの鉄人」がお勧めです。ご自宅の

お正月のおせち料理として是非ご購入・ご紹介をお願いします。この商品は、お客様紹介運動の実績

にカウント致しますので、お近くのＪＴＢの店舗で商品カタログをご覧になってお申し込み下さい。ＪＴＢの

商品らしく有名旅館・一流ホテルの「おせち料理」を１万円から多数ご準備しております。尚、詳細はＪＴ

ＢのＨＰ http://ebook.jtb.co.jp/book/?A3640 でご覧頂けます。ご予約は１２月１３日まで、数量限定です。 

◇ お客様紹介運動実績（４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 5 263 4,179 1 1 95 6 264 4,274 26％ 

9 月分 13 55 1,579 1 1 143 14 56 1,722 34％ 

年度計 49 547 13,415 10 22 9,007 59 569 22,422 63％ 

http://jtbob.com/
http://ebook.jtb.co.jp/book/?A3640
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８月・９月分のご紹介者は、阿部善幸、石井 敏、市川悦子、奥山美奈子、金子善雄、木幡信清、

狐崎忠介、佐藤茂雄、佐藤敏彦、庄司眞理子、鈴木正昭（２）、古川秀一、堀野秀子（６）、 

吉田正巳 の皆様です。 

◇ ナイスギフト取扱実績  

８月分取扱  ８件  ２２７，０００円  ９月分取扱 ３件 １１０，０００円  

年度計（４月～９月） 取扱件数  ２９件  １,０２３，０００円（前年比 60%） 

８月・９月分のご紹介者は、磯貝辰男、伊東功夫（２）、小幡紀男、蒲倉 博、清野幸男、 

長崎 豊、横山せん（２）、渡辺仁美、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  

◇ 次回の懇話会は「忘年会」を兼ねて、１２月８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 

◇１０月１３日（土）「中国北京料理飛天」を会場に「懇話会」を開催しました。 

＜参加者＞：伊東功夫、佐藤和彦、若生勝芳、三浦源幸、菊池健三、櫻井勝男、髙橋 翕、 

高橋健治、佐藤茂雄、長谷川健二、奥山美奈子、南洞 稔、磯貝辰男、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、 

（ＪＴＢ）須藤 直   ２３名 

  

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 

（９/８）「女性るるぶ会」ワインの夕べ開催 

仙台市内のワインバーボンヌプラスを、営業時間外に貸し切り状態にしていただき「女性るる

ぶ会」ワインの夕べを開催しました。オーナーの泉

田智行氏（ソムリエ協会南東北支部長）の軽妙洒脱

なレクチャーも面白く美味しいワインと料理に楽

しいひと時を過ごすことが出来ました。 

 会員の皆さんの中には何故、今「るるぶ会」なの

だろうと疑問を持たれている方がいらっしゃると

思います。今までの支部活動の中心はほぼ男性とい

う場面が多かったように思います。名実ともに「Ｊ

ＴＢグループ OB.・OG 会」にしていこうという支

部長はじめ、各理事の皆様の強い思いが「女性るる

ぶ会」の発足に繋がりました。私も今まではあまり

積極的な会員ではありませんでしたが、理事を拝命

してから JTB の現状、後輩の活躍などを聞くにつ

け、また会員同士の親睦においても良い刺激をもら

っております。今後、女性会員を増やしていくこと

が OB 会の使命でもあります。新しく入会される女性会員のためにも心から楽しめる、親睦を深

めることが出来る会にしていきましょう。                  （奥山 記） 

＜参加者＞（福島）長谷部公子、奥山美奈子、（仙台）太田和子、後藤真由美  

（支部）若林秀敏、渡辺仁美、磯貝辰男、前田健二   計８名 
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◇  歩 こ う 会    申し込みは、ＴＥＬ ０８０-２８１７-１４４４ 磯貝理事へ                            

（９／１４）「街歩き語り部ガイドと震災の地・石巻を訪ねて！」 カメラクラブ共同企画  

JR仙台・石巻ラインで１２名の皆様と上々の天気の中一路石巻へ出発。石巻駅前では「街歩

きガイド」の高木さんのお出迎えをいただき、早速マイクロバスで最初の震災跡地「大川小学

校」に向け出発。高木さ

んからは、3月１１日ご

自身の被災体験・当時の

生々しい状況をお話しい

ただき、皆さんで黙祷。

バスは悠々と流れる北上

川沿いを４０分ほど走り

大川小学校に到着。思わ

ず息を呑みました。周り

一面廃墟とガレキ・崩れ落ちた校舎がたたずみ言葉を失いました。校舎前で「遺族会の語り

部」佐藤様がお待ちでした。現在は遺族会訴訟団の中心的役割を担っておられます。初めに慰

霊碑前で黙祷。後、被災当時の状況を詳細にご説明いただきました。私達もマスコミ報道等で

少し知識はありましたが、胸を締め付けられる思いで拝聴しました。最後に「逃げていれば助

かったのに」と云われた裏山を訪れました。急峻な坂道でもなく校庭から５～７分（子供の

足）で津波の最高到達地点の上まで登れました。何故十分な時間があったのに、逃げる判断が

出来なかったのか・・。ご遺族様の無念な胸の内を思わずにはいられませんでした。ご冥福を

お祈りして大川小学校を跡にしました。 

市内に戻り昼食は「石巻焼きそばスペシャル」。ボリューム・味とも最高でした。高木ガイ

ドさんの案内で沿岸部の「帰還困

難個所」を視察。海岸近くの居住

者は以前の 30％、復興はまだまだ

遠いと感じました。マイクロバス

を降りて「日和山」へ向け登山開

始。急な登山道ですが声を掛け合

いながら全員無事に登り切りまし

た。ガイドさんの説明を聞き、震

災直後の「どす黒い津波の渦に呑

み込まれた風景」の写真を拝見

し、当時の悲劇を決して忘れては

ならないと言い聞かせました。

徐々に復興が進んでいる様子を山

頂から確認しましたが何故か心は重く感じました。汗も涙も味わい、私達は決してこの震災を

忘れてはならないと肝に命じ帰路に着きました。              （磯貝 記） 

＜参加者＞ 槻山智雄、若生勝芳、櫻井勝男、長谷川健二、髙橋 翕、高橋健治、若林秀敏、

三浦裕栄、前田健二、阿部善幸、佐藤勇一、磯貝辰男    １２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（火）  月例会    台風の影響雨の為中止 

8 月 20 日（火） 月例会    グレート仙台ＣＣ  参加者：11 名 

1 位 中鉢孝男（N66.H22. G88） 2 位 磯貝辰男   3 位 小幡紀男 

他参加者：三浦源幸、渡辺仁美、鈴木郁也、市川博康、髙橋 翕、木幡信清、伊東功夫、 
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     若林秀敏 

9 月 3 日（月）  月例会   グレート仙台ＣＣ  参加者：10 名 

1 位 木幡信清（N72.H15. G87） 2 位 鈴木郁也   3 位 三浦源幸 

他参加者：若生勝芳、小幡紀男、磯貝辰男、伊東功夫、中鉢孝男、髙橋 翕、市川博康 

9 月 18 日（火） 秋季大会   グレート仙台ＣＣ  参加者：15 名 

1 位 三浦源幸（N70.H14. G84） 2 位 若生勝芳   3 位 小幡紀男 

他参加者：佐藤 孝、前田健二、渡辺仁美、鈴木郁也、髙橋 翕、磯貝辰男、木幡信清、 

佐藤茂雄、中鉢孝男、市川博康、伊東功夫、若林秀敏 

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

9月 18日（火） 仙台湾沖合リレー船 「大アジ・ヒラメ」釣 

参加者：引地 修、佐藤和彦、齊藤 修 

刺身にタタキ、塩焼きも食味最高の秋の大アジ合計 8 本。脂の乗り始めたヒラメ 79㎝を 

筆頭に 11枚。他にメバル、ソイ等魚種豊富。 

9月 26日（水） 仙台湾沖合リレー船 「大アジ・ヒラメ」釣 

参加者：引地 修、佐藤和彦、鈴木 剛 

天気晴朗なれども風強く、波高く苦戦。大アジ計 5本、ヒラメ 64㎝を筆頭に 12枚。 

他にメバル、ソイ、ハナダイ、青フグ等多種。 

※10月の予定 

10 月 30日（火）秋の松島湾ハゼ釣り 

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

☆8月 4 日（土） 定例会 

＜参加者＞髙橋健治、長谷川健二、蒲倉 博、若林秀敏、渡辺仁美、阿部善幸  計 6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 12月 8日（土）懇話会終了後 14：45～ 

☆愛唱会参加者 9月 4日（火） 伊東功夫、髙橋 翕、若生勝芳、阿部善幸 ４名 

        少人数につき、一人１０曲ほど、じっくりと歌い上げました。 

※次回開催日  11月 9日（金）13：00～ 仙台駅前カラオケ館名掛丁店 

      ※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回下旬開催、10：00～ 

雀荘「万里」(022－264－0249)で開催します。 

  8 月 29日（水）＜参加者＞ 菱田貞一、若生勝芳、齊藤 修、河越和夫 

  9 月 26日（水）＜参加者＞ 菱田貞一、若生勝芳、齊藤 修、河越和夫  

☆2018 年「夏季麻雀大会」報告 8月 21 日（火） 麻雀クラブ「万里」 

 <参加者>磯貝辰男、伊東功夫、小幡紀男、河越和夫、木村 毅、齊藤 修、作間清成 

     清水義春、庄司 良、杉山重己、鈴木剛(仙台)、高橋 博、高柳新一、南洞 稔 

     菱田貞一、三浦 糾、若林秀俊、若生勝芳、渡辺武郎、渡辺仁美 

 <成 績>  優勝：鈴木 剛   準優勝：齊藤 修   第三位：南洞 稔 

※次回予定 2019 年 1月 22 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 月は盆休み 

      9 月 20 日（木） ＜参加者＞ 今井省吾、佐藤正司、菱田貞一 
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◇ 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 131回 8月 20日(月)の句会から   

・桐一葉二百二段の登り口        小山 あきお  季語=桐一葉 =秋 

・宿坊に漢詩親しむ無月かな       市川   隆   季語=無月   =秋 

・鯊釣の半日二匹これもよし        石黒  秀策   季語=鯊釣  =秋 

・鳥海山を離るる雪や青簾        陶山  芳子   季語=青簾  =夏 

・水打つて水打つてなほ沁み込めり     清水    孝   季語=水打つ =夏 

 ☆第 132回 9月 21日(金)の句会から 

・秋うらら駅の二階のカフェテラス    小山 あきお  季語=秋うらら =秋 

・秋の浜額の皺の深々と         市川  隆    季語=秋の浜  =秋 

・平家読む夜の静寂や鉦叩        石黒 秀策    季語=鉦叩   =秋 

・三猿の傷む祠や水の秋          陶山 芳子    季語=水の秋  =秋 

・霊峰のただ中にをり秋の声       清水   孝    季語=秋の声  =秋  

 「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 

（８/２１）第１８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、佐藤光秋 

 講師：片平安之  事務局：畠山 廣、 ７名 

（９/１１）第１９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、佐藤光秋、 

 講師：片平安之 事務局：畠山 廣、河越和夫 ８名 

※今後の開催は、１０／１６（火）、１１／２０（火）１１：００～１３：００（JTB 会議室）  

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

（９/１０）山形県村山市「そばやかた樽石」と「最上川美術館」を鑑賞 

９月例会は、そばの花が見頃の“最上川三難所そば街道”の一つ「そばやかた樽石」を会場に

１６名の参加で実施しました。仙台からは村山駅前まで特急バスを利用し、福島・会津・天童か

らの自家用車４台に分乗して「そばやかた樽石」を目指します。最上川を渡りクアハウス碁点を

右手に見ながら走ること３０分で到着。大きなお屋敷で、一番奥の“蔵座敷”に案内されました。

各自そばを注文してから、

例会を開催し、次回「会津

山都新そばまつり」の日程

を会津の五十嵐さんから詳

しく説明を頂きました。や

がて注文した「板そば」と

「天ぷら」が順次出てきま

した。蕎麦は近くの湧水「い

たや清水」で打ったそば粉

９割の中太のそばですが、

量の多さに皆さん驚きの

声。１時間半もゆっくりと

蔵座敷で蕎麦を堪能した

後、最上川の近く一面に広

がる「そばの花」の風景を観賞してから、「最上川美術館」へ移動しました。ここは最上川をこよ
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なく愛した最上郡戸沢村出身の画家真下慶治氏が、最上川を見下ろす高台にアトリエを構えた場

所が現在は記念館・美術館になっています。中庭からは真下慶治が描いた最上川のゆったりとし

た風景を眺めることができました。絵画の鑑賞の後は眺望がいい喫茶室で珈琲を飲みながら暫し

歓談をし、その後「道の駅村山」に立ち寄り買い物をしてから解散しました。 

仙台組は東根温泉で入浴を楽しんでから特急バスに乗車しました。     （畠山 記）           

＜参加者＞：鈴木正利、五十嵐伸一、須田幹雄、石黒秀雄、渡辺武郎、長谷川健二、佐藤茂雄、 

齊藤 修、 渡辺仁美、前田健二、古川秀一、鹿野美枝子、河越和夫、佐藤利喜弥、

大山 静（天童支店ＯＢ）、畠山 廣    以上１６名 

◎次回は、１０月１４日（日）喜多方市「山都新そばまつり」を訪ねます。 

地 域 部 会 だ よ り  

◇ 青森「あすなろ会」 活動報告 

（９/２９）青森再発見秋コース「深浦町・旧岩崎村巡り」 

台風が列島を縦断中で青森に最も近づく前日の 29 日、青森再発見秋コースを実施しました。 

今回は五能線に沿って秋田能代から深浦町、旧岩

崎村を訪れます。秋晴れの爽やかな天気に恵まれ､

朝 7時青森を出発、弘前駅で全員が揃い 5人での

実施となりました。7 号線を南下、大館二ツ井を

抜け能代から 101 号線に入り、その後日本海を左

に見ながら北上しました。最初に県境近くの秋田

県の鹿の浦展望台で休憩、今日の日本海は風も無

く遠くに男鹿半島、寒風山が、そして後ろ手には

世界自然遺産白神山地の山の稜線がはっきり望め

ます。その後海岸線の景色を堪能しながら十二湖

へ向かいます。メーンの青池は木々の間から射す

日の光を受け、コバルトブルーに輝いています、

透き通った湖面に見とれてしまう程です。十二湖

を後に深浦町の国重・円覚寺を参拝し途中のドラ

イブインで遅めの昼食を取りました。ゆっくり歓

談し、日本海を眺めながら休憩の後、午後の予定へ出発、途中千畳敷海岸、北金ヶ沢の日本一の

大銀杏をそれぞれ見学し帰路へ着きました。皆さんを自宅へ送り無事終了。長い行程でしたが、

天気にも恵まれ和気あいあいと楽しく過ごせました。本日の走行距離は 353 ㎞でした！ちなみに 

十二湖は 33 の大小の湖沼から成り立っています。大崩の頂上から見ると小さな湖沼は木に隠れ

大きな湖沼 12 個が見える事から十二湖と名付けられています。        （宮本 記） 

＜参加者＞： 一戸 晃、奈良岡誠一、大坂勝弘、山田隆喜、宮本壽郎  ５名    

◇ 秋田「こまち会」 情報提供 

バス停「交通公社前」→「川反入口」に １０月から変更（2018年 9月 28日 さきがけ新聞 ） 

バス停の前にはかつて、「日本交通公社秋田営業所」を

前身とするＪＴＢ東北秋田支店が営業していたが、今年

３月に移転。バス停名と関連のある建物がなくなったた

め、秋田中央交通が名称の変更を決めた。中央交通は現

在、バス停の名称を付ける場合、地名を原則としている。

今回の改名では、バス停が繁華街・川反通りへの入り口

近くにあり、利用者にも分かりやすいとして新名称を決

めた。（提供者：秋田こまち会小林誠理事）  

※写真：「川反入口」に名称が変わる「交通公社前」バス停 

https://www.sakigake.jp/news/photo/20180928AK0005/1/
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◇ 岩手「やまびこ会」 次回開催予告 

（１１/２５）「岩手地区懇話会」つなぎ温泉１泊２日 

岩手地区懇話会を次の通りの日程で開催します。尚、詳細は後日連絡します。 

期日：平成３０年１１月２５日（日）〜２６日（月） 場所：つなぎ温泉 愛真館  

◇ 山形「べにばな会」 活動報告 

（７/２６）「地区懇話会・ 岩ガキ満喫庄内美食会」 ＩＮ鶴岡を実施 

夏の味覚「岩ガキ」を賞味する為に、鶴岡市「日本料理庄内ざっこ」で地区懇話会を開催しま

した。仙台からは若林支部長と紙谷義和さんにも出席を頂き、総勢１７名と大変賑やかな懇話会

となりました。

食事会ではＪ

ＴＢ時代の話

しや今の暮ら

し等で和やか

な時間を過ご

しました。 

会食後は、元

ＪＴＢ鶴岡支

店店舗や鶴岡

出身の作家「藤

沢周平記念館」

や鶴岡観光案

内所・観光物産

館等を巡り楽

しい１日とな

りました。今回は地元庄内から今年度入会の清水孝さん、それにＪＴＢＯＧの本間孝子さんと荒

井景子さんのお二人にもご参加を頂きましたので、ＢＯＢ会への入会のお誘い等にもなったもの

と思います。                           （佐藤利喜弥 記） 

＜参加者＞：堀 時男、堀野秀子、佐藤敏彦、佐藤利喜弥、高山良雄、松浦 覚、渋谷正己、 

清水 孝、伊東美代子、佐藤登志、高橋紀久、堀 保子、横山せん、本間孝子（ＯＧ）、 

荒井景子（ＯＧ） （仙台）若林秀敏、紙谷義和   １７名 

 

【次回予告】２０１９年２月２２日～２３日「月山志津温泉『雪旅籠』満喫の１泊２日」 

雪の中の幻想的な「旅籠のアイスバー」を夕食後に楽しんで頂きます。詳細は、１２月号に掲載

しますが、他の地区からの参加も大歓迎です。尚、山形駅前から送迎バスを準備いたします。 

問い合わせは、山形べにばな会 佐藤利喜弥理事（携帯 090-8618-7349）へ。 

 

 

編集後記 

◇８月末の事ですが、新入社員時代に同じ下宿でお世話になった同郷のＴ先輩の告別式に参

列してきました。仕事熱心で、剛直で、社会生活には少し不器用な先輩でしたが、東京への

転勤後も長く留まって病を発症し帰らぬ人になりました。４月の当会入会時に、新入会員紹

介の原稿を依頼したまま催促する時間も無く寄稿は叶いませんでした。当日祭壇には、ＪＴ

ＢとＢＯＢ会の花が飾られ、その中ではにかみながら微笑んでいる先輩の顔がありました。

安らかに永眠されますよう心よりお祈り申し上げます。合掌（Ｈ・Ｈ） 

◇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、是非こちらもご覧下さい。本部ＨＰは http://jtbob.com/ です。 

http://jtbob.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 
 


