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第１６５号                        ２０１９年４月２４日（水） 
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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 

 

２０１９年度 寿齢対象会員ご紹介 

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）   永沢  清 様 

米寿（８８歳）   海老名清美様 

傘寿（８０歳）   石黒 秀雄様   田島 正義様   宮  正雄様   太田 敏雄様  

    引地  修様   菱田 貞一様   佐藤 和彦様   六澤 正利様 

高橋 俊亘様   藤澤 一男様   小山 昭雄様 

喜寿（７７歳）   若松 昭美様   伊藤 米昭様   三浦 源幸様   渡辺 武郎様 

  井上 昌則様   陶山 芳子様   佐藤 正英様   佐藤 将明様  

作間 清成様   増子 邦夫様   佐藤  孝様   清水 義春様 

吉田 正巳様   亀山 邦弘様   田口 秀喜様 

古希（７０歳）   蒲倉  博様    堀野 秀子様    須田 幹雄様  五十嵐伸一様 

   高橋  登様   八木橋憲明様   紙谷 義和様   菅野 淑子様 

  星川 和夫様   杉山 重己様   佐藤  充様   木村  良様 

 高橋 正行様   松浦  覚様   渡辺 仁美様   菅野 秀和様 

若林 秀敏様 

還暦（６０歳）   該当者なし 

 

※ 尚、寿齢の皆様には、６月８日（土）開催の「懇話会」仙台駅前菜時季大原に優待会費 

（＠２,０００円）でご招待いたします。皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

 

本部主催イベントの予告 

２０１９年度の本部主催全国イベントは、昨年に引き続き次の３件が実施されます。 

詳細は支部たより６月号及びＢＯＢ新聞、ＢＯＢ本部ホームページで発表しますのでご覧下さい。 

 

【第３回全国俳句大会】 兼題：団扇（うちわ） 金魚（きんぎょ） 星月夜（ほしつきよ） 

から 1 句、及び当季雑詠（盛夏の季語の中から）１句の一人二句まで（厳守） 

応募期間：７月１日～８月３１日 支部担当：石黒秀雄会員（俳句けやき会幹事） 

【第６回フォトコンテスト】テーマ：「旅」「自由テーマ」 ３年以内に撮影した未発表の 

現像写真（Ａ４版か２Ｌ版）又はデジタル写真（スマホ可）一人３点まで 

応募期間：７月１日～９月３０日 支部担当：畠山理事 

【第６回全国ゴルフ大会】 １０月１０日（木）開催 滋賀県瀬田ゴルフクラブ西コース  

プレー費：１０，９００円 大津プリンスホテルでの前夜祭参加費：３，０００円 

募集開始：7 月１日～   支部担当：磯貝理事        
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「回想録」（第１５回） 

今回は、仙台市在住の小幡紀男会員に寄稿を頂きました。小幡さんは支部理事を８年間務めら

れ、その間「歩こう会」の企画・運営に当たられるなど支部活動に大変ご尽力を賜りました。 

＝ＪＴＢ商事部門に２７年間勤務＝ 小幡紀男会員（仙台市青葉区在住） 

私は 1960 年 4 月 1 日に（財）日本交通公社仙台営業所に入社しました。

その当時は、仙台市交通局の市電、市バスの定期券の発売を受託しており、

新学期、月初めは定期券購入の学生さんが店内一杯になり、発券業務で大

わらわでした。前月までの高校生がお客様の応対でどぎまぎの連続でした。

仙台営業所での思い出は、自衛隊の各駐屯地を回り自衛隊員の方々の帰省

のための乗車券類の出張販売です。多賀城駐屯地に行った時の事ですが、

アルミ製の出張販売用のトランクを下げていましたので「今日の演芸は手

品ですか？」と間違われた事もありました。また、1964 年の東京オリンピ

ック開会式の当日には、南町通りの営業所前の市電停留所から東一番町の

停留所まで人影は全く無くなりました。2020 年の東京オリンピックが決定

した時には、当時の事が懐かしく思い出されました。 

仙台市内の各営業所、藤崎内、周遊券センター、仙台（仙台ホテル内、

三信ビル内）、仙台駅旅行センターで勤務し、1972 年に石巻支店に転勤し

ました。石巻支店では、社員の皆様のお陰で小・中・高校の修学旅行の取

扱いで色々な経験と思い出を積みました。忘れられないのは、水産高校の修学旅行で太平洋フェリー

の船上で操舵室の見学の時間に遅れた生徒に先生が「海外で出港時間に遅れたら逃亡船員として処罰

されるぞ！」と時間厳守の意味を厳しく指導されて

いたのが印象に残っています。また周辺各駅の駅員

の皆様のご協力のもと、共催団体を数多く催行し添

乗員として九州から北海道の各地を巡りました。 

1980 年に交通公社トラベランド興業東北事業部

販売課に出向を命じられました。それまでは旅行と

いう形のないものの営業販売でしたが、トラベラン

ドは様々な形のある現物の販売ですので、当初は大

変戸惑いましたが、先輩の方々、同僚の皆さんに助け

られ仕事を進めることが出来ました。以来 27 年の長

きに亘りＪＴＢグループの商事部門に関わる事にな

りました。今でも心に残っているのは、故阿部栄事業

部長の「シャッポは軽い方が良い」と言う言葉で、責任者は方向と責任をとることを覚悟して部下を

指揮すれば良いとの考え方でした。お陰様でのびのびと楽しく仕事をさせて頂き成果も上がりました。 

その後、東興産業、ＴＬトレーディング、ＪＴＢ商事で旅館向けのタオルの販売に関係する事にな

りました。ＪＴＢ商事は 2000 年頃にはサービスタオルの取扱は 4000 万本を超えました。観光白書の

旅館宿泊客が 1 億 2000 万人程ですから提供率は 30％になります。宿泊客の 3.3 人に 1 人はＪＴＢ商

事のタオルをお使い頂いた事になります。ＪＴＢが送客した多数の旅館のお客様にＪＴＢ商事扱いの

タオルをご利用頂けたのは本当に嬉しいものでした。旅館向けのサービスタオルでは日本一の販売商

社になりました。長年の先輩方のご苦労、当時の担当者の努力の賜物だと感慨深いものがあります。  

また、ＢＯＢ会の理事を２００１年から４期務めさせて頂き、親睦担当として「歩こう会」の企画

をして多数の皆様にご参加を頂きました。良い思い出です。現在は、脚に時々痛みがあり長く歩く事

が難しく歩こう会には参加できませんが、ゴルフ愛好会で楽しんでいます。できるだけ長くＢＯＢ会

の活動に参加して楽しみたいと思っております。 

平成３１年３月８日 小幡紀男（７７歳） 

写真上：昭和 42年 1月 1日発行の社員証  写真下：平成 26年 11月グアム島ヒルトンホテルにて 
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元気な会員紹介コーナー（第２１回） 

今回は、会津若松市在住の五十嵐伸一会員をご紹介します。退職後には、蕎麦屋開業を考えた

程の“そば打ち名人”です。現在は、当支部「蕎麦愛好会」の企画・案内役を担当されています。 

＝『俺識』元気の秘訣を実践＝  福島県会津若松市 五十嵐伸一会員(６９歳) 

◎現在どのような生活をされていますか。 

私は、JTBを 50歳で退職し、その後第 2・第 3の職場

を経て昨年末にフリーターになりました。現在は、停職中

です。間もなく 70 歳の古希を迎えようとしていますが、

振り返って良く考えてみたら私には趣味と言えるものが

無かった気がします。これは多分に私の性格の所為だと言

えるでしょう。子供の頃から何かに熱中してもすぐ飽き、

長続きしないのです。音楽・映画鑑賞やゴルフ・そば打

ち・・・・等々。毎日が暇で、家でゴロゴロしていて最近

気がついたのは、仕事が意外と私の趣味だったのでは？と

思い始めた事です。月に 1～3 度飲み会に出かけては午前

様になることもあり、妻から “小遣いは自分で稼げば！”

と言われ、今また求職活動をしています。他には男の割に

お喋りが好きで、ひたすら妻（大変忙しいので迷惑がって

いる）を相手に新聞・雑誌・テレビ等の情報をネタに会話？（議論・討論と時には熱くなること

も）をして過ごしています。 

◎貴方の元気の秘訣を教えて下さい。 

特に運動らしい運動などは一切やっていま

せんが、現在薬は何も飲んでいません。JTB 在

職中より、健康診断では口の周り以外は常に

正常値です。ただし腹部は太めでメタボ予備

軍です、以前、市の保健指導員の訪問を受け

ましたが、自分で改善すると言って丁重にお

断りしました。しかし、1年経っても改善の兆

しはまだありません。私なりの健康法・元気

の秘訣は次のとおりです。 

『俺識』元気の秘訣 10 か条 

１．少食多弁・・・・・・・・・・・・・・・何事も腹八分目で会話を楽しむ。 

２．良く寝る、良く食べる、良く遊ぶ・・・・る・る・ぶ・で健康に。 

３．一日多笑・・・・・・・・・・・・・・・笑うことは自己免疫力を高める。 

４．健康≠元気・・・・・・・・・・・・・・身体が病んでも、ポジティブに生きる。 

５．アバウトに生きる・・・・・・・・・・・複雑化する社会を柔軟に生き抜く為。 

６．恋心を忘れずに・・・・・・・・・・・・人生に、ハラハラ・ドキドキを。 

７．孫自慢より俺自慢・・・・・・・・・・・自らの老人化を避ける。 

８．日々是反省・・・・・・・・・・・・・・妻の小言は良く聞き、すぐ反省。 

９．ストレスは溜めず、与えず・・・・・・・ストレスは万病の元である。 

１０．フットワークを鍛える・・・・・・・・・妻のパンチを避けられる程度で良い。 

◎貴方のこれからの夢・希望・目標を教えて下さい。 

それは、唯一つ、妻の小言を糧に夫婦で共に健康寿命を全うする事！ 

(注)健康寿命とは、平均寿命から介護が必要になる期間を引いたものです。 

 

写真上：会津ほまれ酒造「雲嶺庵」庭園にて  写真下：蕎麦愛好会１月例会にて奥様と（仙台向山「鹿落堂」） 
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「新入会員」紹介コーナー 

＝ 竪石（たていし）栄子さん（２０１９年４月入会）  福島県いわき市在住 ＝ 

JTB入社年：１９８６年４月  最終勤務個所：ＪＴＢいわき店 

◎現在どのような生活をされていますか？  

実家の母（埼玉県在住）、姑（千葉県在住）の介

護、東京足立区の実家の管理の為に、１都３県を行

ったり来たりしています。スポーツから縁遠かった

のですが、退職後にスポーツジムに通い始め、体を

動かすことの楽しさにはまっています。 

私はいわゆる“トリ鉄”でして、退職後は主人と

一緒に鉄道写真を撮る機会も増えました。 

◎在職中に一番強く思い出に残っていることは？ 

会議や研修で色々な場所へ行かせて頂きました。

なかでも、松山の会議でのお遍路さん体験、クルーズコンサルタント合格後の飛鳥Ⅱクリスマ

スクルーズ乗船が印象深いです。私は在職中に２回の大きな手術（未破裂脳動脈瘤コイル手

術・人工股関節置換手術）で長期入院をしました。入院中や退院後に励ましの言葉を頂きまし

た。この場を借りて御礼申し上げます。  写真：上野のレストランで同期の仲間と（中央が竪石さん） 

 

ＪＴＢ人事異動速報（抜粋） （２０１９年４月１日付） 

＜グループ会社役員人事＞ 

㈱ジェイアール東海ツアーズ    森  吉弘  ㈱ＪＴＢ 執行役員 

常務取締役                   法人事業本部 東北広域代表 

＜個人事業本部＞ 

北東北・山形エリア長        竹村 保範  ㈱ＰＴＳ 営業チーム 部長 

 イオンモール下田店 店長     根市 喜美  八戸沼館イトーヨーカドー店 店長 

  イオンモール盛岡南店 店長    佐々木美香子 イオンモール盛岡南店 販売担当課長 

 イオン秋田中央店 店長      小貫 幸子  イオンモール秋田店 店長 

 イオンモール盛岡店 店長     大河原寛之  トラベルゲート有楽町 販売担当課長 

 八戸沼館イトーヨーカドー店 店長 遠藤 芳江  八戸沼館イトーヨーカドー店 

販売担当課長 

 イオンモール秋田店 店長     千田 陽子  イオン秋田中央店 店長 

 石巻あけぼのイトーヨーカドー店  高橋 紀子  イオンモール盛岡店 店長 

 店長 

 福島イトーヨーカドー店 店長   日沖加奈子  郡山イトーヨーカドー店 店長 

 郡山イトーヨーカドー店 店長   鎌田 友子  イオンモール盛岡南店 店長 

＜法人事業本部＞ 

 仙台支店長（東北エリア広域担当） 大久保毅彦  仙台支店長 営業推進課長兼務 

 仙台支店 事業推進担当部長    佐藤 一彦  事業推進部 

 （営業統括）営業推進課長兼務          地域交流事業推進担当部長(仙台駐在) 

＜交流人事（官公庁・自治体・関係諸機関への出向）＞ 

 (一社)十和田奥入瀬観光機構出向  阿部 昌孝  ㈱ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル出向 

観光地域づくりゼネラルプロデューサー         総務部調査役（東北駐在） 

(公財)秋田観光コンベンション協会出向 樋野 幸哉  (一社)男鹿市観光協会出向 

事業担当参事                     事務局次長 ＤＭＯ推進室長兼務 

(公財)仙台観光国際協会出向    永澤恵美子  名古屋ユニモール店 販売担当課長 

インセンティブ旅行誘致担当課長  
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仙北市出向 観光商工部次長    小泉 俊夫  北東北・山形エリア長 

国際交流推進室長兼務 

 (一社)東北観光推進機構出向    高橋 健一  仙台支店 営業担当課長 

事業推進部 チームリーダー 

(一社)男鹿市観光協会出向ＤＭＯ推進室   今泉  賢  青森支店 

(公財)福島イノベーション・コースト構想   西嶋 利安   仙台支店 営業担当課長 

推進機構出向 交流推進部 交流推進課長            

理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所   ４月１３日(土)１１時００分から 仙台駅前「菜時季大原」 

２ 議   題 

（１）協議事項 

① 支部役員改選と選考委員の委嘱について 

② ２０１９年度通常総会・懇親会の準備について 

③ ２０１８年支部活動報告・収支決算（案）と２０１９年度支部活動計画・ 

収支予算（案）について 

④ お客様紹介運動の取扱方変更について（別記及び別紙添付） 

（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 本部主催イベントの概要及び担当役員について（別記） 

④ ２０１８年度お客様紹介運動の個人別実績及び寿齢対象会員について（別記） 

⑤ ＢＯＢサロンのドア鍵の取扱方について 

会 員 の 動 向   

◇ 新 入 会 員   竪石 栄子さん  福島しゃくなげ会（いわき市在住） ４月入会   

◇ 会 員 状 況： （２０１９年４月１日現在） 

正 会 員   ２４７名 （男性２０８名、女性３９名） 

名誉会員      １名 （男性   １名、女性  ０名）  

合  計   ２４８名 （男性２０９名、女性３９名） 

支 部 活 動 の 動 向  

◇ ２月２０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、 

佐藤充・阿部・前田・河越・畠山各理事 

◇ ２月２０日（水） ５０周年記念誌打合せ(３Ｆ会議室)：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 ６日（水） ５０周年記念誌打合せ(ＢＯＢサロン)：渡辺副支部長、前田・ 

河越・畠山各理事 

Ｊ Ｔ Ｂ と の 連 携  ※今年度も、先ずは「お一人１件紹介」をお願いいたします。 

２０１９年度「お客様紹介運動」の変更点をお知らせします。 

１．紹介実績の集約箇所が人事部（仙台駐在）からＪＴＢ本社（天王洲）に変更になりましたので、 

必ず 同封の新「お客様紹介シート」を窓口に提出して下さい。 持参するのを忘れた時は、 

店舗担当者に「ＢＯＢ会員」と伝えて店舗のシステムから出力して貰って下さい。 

２．全国の店舗が対象となりましたので、首都圏在住の会員は最寄りの店舗がご利用頂ける事にな 

りました。また、首都圏にお住いのご子息・親戚・ご友人の現地店舗での購入も対象となりますの 

で、お客様紹介シートを事前に購入者に郵送の上、店舗担当者にお渡し頂くようご依頼下さい。 
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昨年度のお客様紹介運動実績者は下記のとおりで、多くの会員の皆様からご紹介を頂きました。残

念ながら前年実績を上回ることは出来ませんでしたが、皆様のご協力に感謝申し上げます。 

今年度のお客様紹介運動は、年間取扱人員９００人を目標に展開をしてまいりますので、引き続きご

本人のご旅行及びお客様のご紹介をよろしくお願い致します。 

◇ お客様紹介運動実績（４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 3 10 263 0 0 0 3 10 263 24％ 

3 月分 6 42 2,723 0 0 0 6 42 2,723 26％ 

年度計 98 725 20,812 16 56 19,783 114 781 40,595 66％ 

２月・３月分のご紹介者は、後藤真由美、佐藤敏彦、庄司眞理子、鈴木正昭、堀 時男、 

堀野秀子（３）、渡辺仁美  の皆様です。 

◇ ナイスギフト取扱実績  

２月分取扱  １件   ３０，０００円  ３月分取扱  １件  １０，０００円  

年度計（４月～３月） 取扱件数  ４６件  １,３４６，０００円（前年比 ５０%） 

２月・３月分のご紹介者は、 蒲倉 博、南洞 稔 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。 

◇２０１８年度お客様紹介運動取扱実績者（取扱額順、敬称略） 

  堀野秀子、遠藤敏男、富永幹男、鈴木正昭、鹿野美枝子、佐藤敏彦、佐藤 充、 

武田守弘、若林秀敏、三浦 均、河越和夫、阿部善幸、樋口富子、松浦 覚、 

渡辺仁美、横山せん、堀 時男、吉田正巳、高山良雄、佐藤利喜弥、庄司眞理子、 

金子善雄、八木橋憲明、石井 敏、蒲倉 博、高橋健治、佐藤茂雄、安部光一、 

長崎 豊、古川秀一、奥山美奈子、後藤真由美、小関孝雄、佐藤克夫、野呂光昭、 

狐崎忠介、長谷川健二、小幡紀男、畠山 廣、太田和子、佐藤忠次、市川悦子、 

前田健二、髙橋 翕、木幡信清、伊東功夫、田口秀喜、磯貝辰男、宮本壽郎、 

清野幸男、南洞 稔、BOB 会、  

以上５２名の皆様です。ご協力ありがとうございました。 

  ※７月４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  

６月８日（土）「懇話会（寿齢お祝い）」のご案内 

次回の「懇話会」は、『寿齢お祝い』を兼ねて下記のとおり開催致します。たより表紙に掲載

の寿齢対象者の皆様には、是非ご出席を賜りますようご案内致します。 

◎期 日： ６月８日（土）１２時３０分～  

◎会 場： 仙台駅前「菜時季大原」 

◎会 費： ３，５００円（但し、寿齢対象者の皆様には２，０００円でのご招待です） 

◎申 込： 磯貝理事 携帯 080-2817-1444 又は佐藤勇一理事 携帯 090-8787-4421へ 

※ 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。 

 

◇４月１３日（土）仙台駅前「菜時季大原」で「懇話会」を開催しました。 

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

佐藤茂雄、齊藤 修、長谷川健二、南洞 稔、佐藤利喜弥、磯貝辰男、渡辺仁美、 

佐藤 充、阿部善幸、蒲倉 博、若林秀敏、前田健二、河越和夫、畠山 廣 

 （ＪＴＢ）須藤 直   ２２名 
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ク ラ ブ 活 動 

◇  歩 こ う 会   申し込みは、ＴＥＬ ０９０-８７８７-４４２１ 佐藤勇一理事へ                            

☆【新春企画第二弾】利府竹の子掘り体験と利府散策（カメラ合同企画） 

  新幹線総合車両センターの見学が出来ないとの連絡があり、日程の一部を変更しました。 

日 時：５月１０日(金) 利府駅前集合 ０９：３０  

参加費：２，０００円(筍料理・飲み物代) 別途：ＪＲ券代・タクシー代等 1,000 円程度 

日 程：ＪＲ利府駅 9:40・・日本最古の梨の木・・郷土資料館・・長龍寺三十三観音堂・・ 

岡崎農家竹林(竹の子堀り体験と絶品の筍料理三昧で懇親会)・・タクシー分乗・・ 

ＪＲ利府駅 14：00―――14：23仙台駅 ※JR代金は各自負担 

☆ 天童さくらんぼ狩りと日本酒を極める第一弾（カメラ、山形べにばな会合同企画） 

  日 時：６月１９日（水）仙台駅集合 ０８：４５   

参加費：５，０００円（さくらんぼ狩り、昼食代及び飲物代の一部を含む） 

  日 程：仙台駅 9：04――10：01山寺駅・・さくらんぼ狩り・・出羽桜酒造・・広重美術

館・滝の湯（昼食・入浴）・・山寺駅 15：14――16：25仙台駅 

※JR代は各自負担、広重美術館は希望者のみ見学で各自負担です。 

◎申込先：090-8787-4421 佐藤勇一 又は 080-2817-1444 磯貝へ 

◇ 女性るるぶ会「ペンリレー」   事務局 後藤真由美 ０９０－４５５５－１４０８ 

『七転八笑』 （福島しゃくなげ会）壱岐ひろみ 

「ねえお母さん、今日も何か面白い失敗した？」子供たちにとって、私は少し変わった面白い

母親だったらしい（昔々のことです）。という訳で、失敗ベスト１０から３つ程！ 

その①息子がいない？娘が小 1 の運動会。

校庭で友人とバッタリ。彼女の息子を見て「あ

れ、うちの子は？」周りを見回しても居ない！

焦った私は目の前の母に「将司は？」。「え

っ？」と母も周りを見回す。次の瞬間、友人が

「ひろみさん、将司くん抱っこしてるじゃな

い」と。「えーっ！」力持ちの私は、左腕に２

才の息子を抱き、視界に入らない息子を必死

に探していたらしい。母も私のすごい形相に

恐れを成し思わず周りを探したらしい。何と

いうことか(笑) 

その②ハンドルの無い車？車のディーラー

に勤めていた私、お客様をご自宅まで送るように言われた。とても上品な方で、車中の会話は緊

張の空間と化した。ご自宅に着き、一刻も早くその場から逃れたい私は開いているドアに飛び乗

った。「ん？ハンドルが無い？」するとお客様が大笑いしながら「貴方、どなたに運転してもら

ってお帰りになるの？」と。「アレー！」早くその場を去りたい私は開いてるドアから後部座席

に乗っていたのです！通りでハンドルが無かった訳だわ。恥ずかしいやら笑いたいやら、一目散

に退散しました（アハハハ）。 

その③誰？誰なの？携帯を持たなかった私は出先から会社への連絡は公衆電話。その日も連絡

を終え、元気良く電話ＢＯＸから出た。「えっ？誰？誰か私を引き止めてる」不思議に思い、後

ろを振り返った。「いやだ～」何と受話器を左手に持ったまま外に出ようとして止められたんで

す。受話器のコードに！（壊さなくて良かった・・・） 

今も私は、転びながら楽しい毎日を送っています（笑） 

次のペンリレーは大好きな先輩、一ノ関の小野寺栄子さんにお願い致します。 

             （※写真：福島県水泳連盟の選手と一緒に 右端が壱岐連盟会長） 
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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。 

☆ゴルフコンペの成績 月例会・その他（参加者） 

3 月 26 日（火）  練習会  グレート仙台 CC  参加者 9 名 

1 位 （M サークル）  2 位 木幡信清   3 位 鈴木郁也 

他参加者：若生勝芳、高橋 翕、三浦源幸、清水義春、伊東功夫、渡辺仁美、市川博康 

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

11 月 28 日（水）  塩釜港 普魚丸 「ヒラメ・ソイ」釣り 

＜参加者＞  引地 修、佐藤和彦 

二人でヒラメ 1 枚（40 ㎝）、ソイ 8 匹（良型 35～40 ㎝）、イナダ 1 匹、アイナメ 1 匹 

12 月 21 日（金）  閖上港 蔵王丸 「マガレイ」釣り 

＜参加者＞  引地 修、佐藤和彦  二人でマコガレイ 44 枚（良型 35 ㎝）、 

水深 55m～65m ポイント移動後 1 人 1～2 枚の釣果、風強く波高し、うねり有苦戦 

12 月 26 日（水）  出島  清勝丸 「寒タナゴ」釣り 

＜参加者＞  引地 修、佐藤和彦  二人でタナゴ 11 枚（良型 27㎝）、アイナメ 3匹、 

水深深くフグの猛攻で苦戦、仕掛け 10本アウト、タナゴの釣果よりフグが倍多かった 

1 月 23 日（木）   出島  清勝丸 「寒タナゴ」釣り 

＜参加者＞  引地 修、佐藤和彦  二人でタナゴ 29 枚（良型 30 ㎝超）、アイナメ 3 匹、 

前回と同じくフグの猛攻に会い苦戦、相変らず水深深く仕掛けも取られる有様 

2 月 20 日（水） 釣友会放談会開催！ 場所「こちら丸徳漁業部」 

昼食をとりながら、次年度の活動計画について意見交換 

＜参加者＞ 槻山智雄、田島正義、石黒秀雄、高橋俊宜、引地 修、佐藤和彦、高橋 翕、 

     齊藤 修、鈴木 剛 計 9名 

◇ 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）定例会 

 ＜参加者＞ 若林秀敏、三浦源幸、中鉢孝男、伊東功夫、若生勝芳、佐藤和彦、渡辺仁美、

磯貝辰男、槻山智雄、佐藤 充、佐藤勇一、河越和夫、阿部善幸 計１３名 

カラオケは「文化」です！健康寿命も伸ばします！奮ってご参加お待ちしております！！ 

★ 次回開催日： 6月 8日（土）懇話会終了後 14：45～17：00カラオケ暖家 ＠1.000 円 

☆ 3 月 1日（金）愛唱会 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、高橋翕、高橋健治、磯貝辰男、阿部善幸 計 7名 

      7名にて全 50曲、懐メロから最新曲まで、素晴らしい歌の競演（！？）でした！ 

★ 次回愛唱会は 5月 9日（木）13：00～16：00 仙台駅前カラオケ館名掛丁店 ＠1.050円 

       ※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 

  仙台地区：毎月一回下旬開催、10：00～   雀荘「万里」(022－264－0249)で開催します。 

  2 月 22日（金）  ＜参加者＞  菱田貞一、若生勝芳、齊藤 修、河越和夫  

3月 28日（木）  ＜参加者＞  渡辺武郎、若生勝芳、齊藤 修、河越和夫 

◇ 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 月は休会   3 月 22 日（金）＜参加者＞ 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 137回 2月 14日(木)の句会から                                    

・光芒の浅き二月の並木かな          小山 あきお    季語=二月=春  

・裏井戸へ一本径の雪解かな        市川    隆    季語=雪解=春  

・コップ酒の皿にあふるるおでんかな    石黒   秀策    季語=おでん=冬  

・翻る読経の法衣お水取           陶山   芳子    季語=お水取=春  

・鶯餅黄粉こぼるる媼かな          清水     孝     季語=鶯餅=春  

☆第 138回 3月 11日(月)の句会から       

・踏青や雷神に置く純米酒             小山 あきお    季語=踏青=春  

・巻貝の潮吹く浜の余寒かな           市川    隆    季語=余寒=春  

・さざ波の光からめて和布刈          石黒   秀策    季語=和布刈=春  

・葉隠れに朝の一輪庭椿            陶山   芳子    季語=椿=春  

・梅香る絵馬それぞれの形あり            清水     孝     季語=梅香る=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。申込は担当の石黒まで 

◇ パソコン教室   申し込みは、０８０－５５７８―５９２０ 畠山へ 

（２/１９）第２５回パソコン教室（３階会議室） 

＜参加者＞ 菊池 宏、槻山智雄、八木孝典、 

阿部善幸、佐藤光秋、 講師：片平安之   

事務局：畠山 廣、河越和夫   ８名 

（３/１９）第２６回パソコン教室（３階会議室） 

＜参加者＞ 菊池 宏、阿部善幸、磯貝辰男、 

佐藤光秋、 講師：片平安之    

事務局：河越和夫         ６名 

※毎月第 3火曜日 BOBサロンで開催します。 

初めての方も大歓迎です。 

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

（３/１８）蔵王町「手打ちそば処樹の里」にて“寒ざらしそば”を賞味しました。 

３月例会は、この時期限定の“寒ざらしそば”を賞味しようと蔵王町の「手打ちそば処樹の里」

を訪ねました。今回も、福島や仙台から１７名と大勢の参加をいただきました。 

仙台からは、蔵王町行き高速バスに乗車して貰い「道の駅むらた」で合流してからは車５台に

分乗して蔵王町を目指しました。道の駅から約２０分で目指す蔵王自然村の中にある「手打ちそ

ば処樹の里」に到着です。私たちは、席を予約していましたので、奥の座敷のテーブル４つに分

かれて座って、食事の前に蕎麦愛好会例会を開催しました。例会では、今年度の収支決算報告と

５月福島で開催の例会内容の提案を事務局から行い、原案通り承認をいただきました。例会が終

わったところで、お飲み物や追加料理の注文を取って、蕎麦が出るまでの間はしばし歓談です。

今回、お蕎麦は、お店側からの提案もあって、“寒ざらしそば”と“二八そば”の合い盛りで、食

べ比べをしていただく事にしました。お料理はボリュームたっぷりの天ぷら、それに小鉢が３つ

も付いていますから結構な量です。肝心な蕎麦の食べ比べですが、やはり“寒ざらし蕎麦”の甘

みと香りに軍配があがったようです。一通り食べ終わったところで、サービスですと言って持っ

てきてくれたのがアップルパイでした。これで本当にお腹一杯になったようです。 

食事の後は、お隣の建物に移って、蔵王の蜜蜂屋「六方」で買い物です。大変貴重な日本密蜂

の“はちみつ”や、世界の“はちみつ”など沢山の商品がありました。入り口には、野菜の直売

所もあり、手作りカステラに珈琲もありましたから、充分買い物も楽しんでゆっくりしていただ

きました。最後に、皆さんで集合写真を撮ってから再度「道の駅むらた」に戻って、仙台の高速
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バス組を降ろして、解散としました。ご苦労様でした。 （畠山 記）           

＜参加者＞：石黒秀雄、若生勝芳、菱田貞一、渡辺武郎、長谷川健二、髙橋 翕、 

佐藤茂雄、長谷部公子、齊藤 修、鈴木正利、佐藤 充、蒲倉 博、 

古川秀一、前田健二、鹿野美枝子、河越和夫、畠山 廣 １７名 

＜次回例会案内＞ 次回は、５月１３日（月）福島市「十割蕎麦貴福茶屋」で会津の“黄金蕎麦”

を賞味します。次回例会にも多数のご参加をお待ちしています。 

   

地 域 部 会 だ よ り  

◇ 青森「あすなろ会」 活動報告 

＜年間計画＞ 

① 4/27 観桜会【弘前公園】     ② 6/27 健康増進：グランドゴルフ挑戦【旧倉石村】 

③10/19 こみせ通り散策とつゆ焼きそば【黒石市】 ④12/7 地区懇話会【青森市】 

⑤ 2/8  新年会（歳祝い）【青森市】 

◇ 岩手「やまびこ会」 活動報告 

＜年間計画＞ 

① 5/下旬 わらび狩り【西和賀】   ②11/24 地区懇話会【つなぎ温泉：愛真館（予定）】 

◇ 秋田「こまち会」 活動報告 

2/20 麻雀クラブ  佐藤忠次、高橋喜孝、大橋哲夫、相場堅一、小林 誠、古田重善  ６名 

3/20 麻雀クラブ  佐藤忠次、大橋哲夫、相場堅一、小林 誠             ４名 

3/20 地区懇話会を開催   会場:秋田市大町「火乃座」 

今年度最後の懇話会を秋田の歓楽街「川反」で開催しました。当日は休前日・年度末でもあり

飲屋街も結構人出があり、会場の「火乃座」も満員状態。 今回は JTB から支店長ほか 2名にもご

参加いただき合計 10 名での懇話会です。支店の営業状況や健康問題・夏の懇話会等が話題とな

りましたが、夏の懇話会については昼食＋温泉＋軽スポーツの要望が多く場所選定に苦労しそう

です。                                 （大橋 記） 

＜参加者＞ 佐藤忠次、石黒 茂、佐々木慶一、大橋哲夫、相場堅一、小林 誠、伊藤芳秋 

       ＪＴＢから支店長他２名    計１０名 
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＜年間計画＞ 

① 7/12 第１回地区懇話会（会場：秋田県内） ②11/20 第２回地区懇話会（秋田市内） 

③ 3/19 第３回地区懇話会（会場：秋田市内） 

※上記の他に、毎月第３水曜日は「定例麻雀会」（秋田市：大町ビル）を開催します。 

◇ 山形「べにばな会」 活動報告 

（2/22）「月山志津温泉雪旅籠・アイスバーを楽しむ旅（１泊２日）」を開催 

本年度最後の活動は、全国からも訪れる人が多い月山志津温泉の雪旅籠で、雪灯りや、アイス

バーでのホットワインやホットティーを楽しんで来ました。山形駅からの送迎バスに乗車すると、

山形さくらんぼＴＶの取材班と一緒になっていきなり盛り上がり、雪壁に出会った瞬間のパフォ

ーマンス等を練習しながら月山志津温泉に向かいました。未だ明るい時刻に志津温泉「若変水の

宿つたや」に到着。早速楽しみにしていた吹き抜けのロビーで見学前・夕食前のビールやコーヒ

ー飲みでの談笑に花を咲か

せました。いよいよ夕方にな

って雪旅籠の制作・アイスバ

ーの制作状況の見学です。夕

闇が始まる頃にセレモニー

が始まり、あっという間に大

勢の人で賑わい、灯りの点い

た旅籠内の展示や雪滑り台

などを見て歩き、お待ちかね

のアイスバーでのホットワ

インやホットティーで乾杯

をしながら雪の芸術を堪能

しました。お宿に戻ってから

は夕食懇親会や部屋での談

笑と夜遅くまで思う存分楽

しみました。是非皆様にも訪

問して欲しい「月山志津温泉

の雪旅籠灯りまつり」でした。尚、さくらんぼＴＶの映像は、３月１５日（金）に放送され、バ

ス内の映像や酒井香奈子さんのインタビューなどの映像も放映されました。（佐藤利喜弥 記） 

＜参加者＞ 横山せん、堀野秀子、酒井香奈子、本間孝子（ＯＧ）、荒井景子（ＯＧ）、 

佐藤秀代（ＯＧ）、佐藤秀彦、佐藤利喜弥  以上８名 

＜年間計画＞ 

① 5/14～15 「地区懇話会」湯田川温泉孟宗竹 ② 9/下旬 やまがた芋煮交流会【山形市】 

③ 1/下旬 ワールドカップ蔵王と酒ミュージアム【蔵王温泉】 

 

◇ 福島「しゃくなげ会」 活動報告 

＜年間計画＞ 

① ４月 福島地区「花見」        ② ４月 会津地区「花見」 

③ ７月 会津地区「暑気払い」      ④ ８月 郡山地区「暑気払い」 

⑤ ９月 地区懇話会【郡山地区１泊２日】 ⑥１０月 会津地区「芋煮会」 

⑦１２月 郡山地区「忘年会」       ⑧ １月 福島地区「新年会」 

 

 

 



 12 

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 

 

 

         
 

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 
 

 

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 

 


