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２０１９年度「ＢＯＢ会東北支部通常総会」を開催 

２０１９年度東北支部通常総会は、７月４日（木）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４０名が出席するとともに、ＪＴＢ及びＢＯＢ会本部より

ご来賓をお迎えしました。 

総会は、須藤幹事（ＪＴＢ人事部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、物故会員へ黙祷を捧げたあと、若林秀敏支部長の挨拶（別記）、ご来賓の大久保毅彦㈱Ｊ

ＴＢ仙台支店長代理佐藤一彦事業推進担当部長（別記）並びに二階堂晋一ＢＯＢ会本部会長のご

挨拶（別記）を頂きました。その後、お客様紹介運動取扱額上位２０名の顕彰を行い、新入会員

と寿齢祝い（米寿）会員を紹介し、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。 

前田健二理事より２０１８年度活動報告、佐藤充理事より収支決算報告、長谷川健二監事より

監査報告、さらに２０１９年度活動報告（案）、収支予算（案）が同理事より提案され、いずれ

も原案どおり可決承認されました。 

また、今年度は役員の改選期にあたり、佐藤茂雄選考委員長より新理事候補の提案があり、原

案どおり承認されました。その後、臨時理事会が開催され、新支部長に前田健二理事が互選され

ました。前田健二新支部長の就任挨拶（別記）に続き、若林秀敏前支部長の退任挨拶（別記）を

いただき、総会は無事終了しました。 

閉会後、同会場にてＪＴＢ及びＪＴＢグループ各社、並びにＢＯＢ会本部よりのご来賓８名、

会員３７名の出席のもと懇親会を開催しました。前田新支部長の挨拶に続き、ご来賓を代表して

清水隆㈱ＪＴＢ東北仕入商品企画部長のご挨拶と乾杯のご発声で宴が始まりました。途中には、

出張の為に総会には出席できませんでした大久保仙台支店長も駆けつけて頂き、大変和やかな懇

親会となりました。最後に、寿齢祝いの会員を代表して菱田貞一さん（傘寿）より中締めをいた

だき、全ての予定を終了いたしました。 

                 支部総会議事風景 
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若林秀敏支部長あいさつ（要旨） 

本日は総会にご出席いただき誠にありがとうございました。 

ＪＴＢからは大久保支店長の代理として佐藤一彦部長様に、ＢＯ

Ｂ会本部よりは二階堂会長にご出席を頂き厚く御礼申し上げます。 

さてＪＴＢを取り巻く環境は、私達の現役時代からは想像もで

きない大きな変革の中にいると思います。本日お渡しの資料にも、

ＪＲびゅうプラザが営業を停止すると言う記事が掲載されました。

エースＪＴＢもパンフレットによる販売ではなく、日々変動する

旅行代金をネットで検索し予約する方法に変わろうとしています。

新しく生まれ変わる「苦しみ」の時代かもしれません。 

こう言う時代だからこそ「前線で必死に頑張っている現役の方々の力を信頼し、応援していく」

ことが私たちの責務ではないでしょうか。佐藤部長、須藤マネージャー頑張って下さい。 

2019 年度は当支部創立から 50 周年を迎える記念すべき年となります。後ほど、50 周年記念

事業の説明を致しますが、是非多くの皆様にご参加を頂き、思い出に残る周年事業にしたいと思

っています。本日は総会・懇親会と長丁場となりますが最後まで宜しくお願いいたします。 

 

大久保仙台支店長ごあいさつ（要旨）：代理佐藤一彦部長様 

本日は支部通常総会並びに懇親会にお招きを頂き誠にありがと

うございました。本来であれば支店長の大久保がご挨拶をすべきと

ころですが、本日業務都合にて出席できず、代わって事業推進担当

部長の佐藤がご挨拶をさせて頂きます。改めまして日頃よりお客様

紹介運動を中心に社業に多大なるご支援・ご尽力を賜り心より御礼

申し上げます。今年 4 月に社の組織改編により、前任の森東北広域

代表から大久保仙台支店長に東北エリアの各種代表機能並びにＢ

ＯＢ会東北支部の顧問を引き継がせて頂いております。 

さて、各種報道等でご存じの事とは思いますが、JTB グループの

昨年度の決算は非常に悔しい結果となりました。今年度はその悔しさをバネにし、必ずや V 字回復を

すべく各地で日々営業・販売に邁進しております。東北エリアとしても、今年 9 月に開催の釜石での

ラグビーW 杯、また仙台～バンコク線の復活を筆頭に東北各地への国際線の就航が増えるなど明るい

話題もありますので、東北エリア一丸となって取り組み、皆様には是非良い結果をご報告できればと

思っております。 

また、来年は東北支部の 50 周年も控えていると聞いております。令和の新しい時代の幕開けと共

に、50 周年の節目を迎える中で、今後一層の協力体制を築いていきたいと思っておりますので、引き

続きご指導・ご支援を何卒宜しくお願いいたします。 

 

ＢＯＢ会本部 二階堂晋一会長あいさつ（要旨） 

支部総会お疲れ様です。本日はお招きを頂きありがとうござい

ます。 

私も地元福島で 1993～97 年に福島支店に勤務し、この度ＢＯ

Ｂ会でこのような形でお目に掛かれました事、大変懐かしく嬉し

く思います。また、東北支部の皆様には、支部事業活動や本部事

業、そしてお客様紹介運動でも積極的に活動されており厚く御礼

申し上げます。 

私は、ＢＯＢさきたま会の世話人代表でしたが、昨年本部会長

に推薦されました。前新倉会長体制で取組みされた諸事業、ＢＯ
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Ｂ新聞や本部ＨＰの充実、全国ゴルフ大会や俳句大会、写真コンテスト等を継続してまいります

が、更に充実させ活性化すべく、東北支部の皆様と一丸になって努めてまいります。皆様方から

のご支援ご協力を頂き共に頑張っていきたいと存じます。 

さて、ＪＴＢの状況は、ネット販売の進展で支店統廃合は進み、収支的には過年度の膿みを処

理して史上最大の欠損を出しました。また、ＪＲ東日本のびゅうプラザは 2022 年 3 月末で営業

終了し、全店舗の閉鎖も予定されています。我々が働いた時代の、経済や市場環境は一変してい

ます。ＪＴＢは経営体制が統合され、新たな販売手法や事業展開も余儀なくされております。  

ただし、本年は、ラグビー世界大会、次年度は東京オリンピック・パラリンピックと世紀の一

大事業がございます。我々ＯＢ・ＯＧは営業支援として、お客様紹介運動を一丸となって推進し

ていきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

前田健二新支部長就任あいさつ（要旨） 

ただ今、理事の皆様からご指名を頂き支部長に就任致しました前田です。身の引き締まる思

いです。一生懸命努めて参りますので、ご指導・ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。 

 先ずもって、退任されました若林支部長、渡辺副支部長、長谷川監事、更に佐藤茂雄顧問に

は、長らく東北支部を引っ張って頂きました。特に、若林支部

長・渡辺副支部長には、東北支部の将来を考えて、組織改革、財

政改革のプロジェクトを立ち上げ、様々な改革を実行して頂き、

活発な支部活動と安定した財務基盤も確立されました。 

 又、今年度支部創立５０周年を迎えますが、周年事業への準備

も進めてこられ、私達はバトンを引き継ぐ事が出来ます。そのご

苦労に重ねて感謝すると共に、厚くお礼を申し上げます。 

 この後、若林支部長には、ご退任されます佐藤茂雄顧問に代わ

り、顧問にご就任頂いて引き続きご指導を賜りたいと思います。

また、渡辺副支部長には、退任されます長谷川監事に代わりまし

て、監事にご就任頂きこれまでの経験を基に、引き続き組織運営、支部財政全般にご指導を賜

りたいと思っております。お二人には宜しくお願い致します。又、これまで様々な改革を行っ

て頂きましたが、３年先・５年先を見据え会員の高齢化や新入会員の減少といった課題も生じ

ております。活発な活動を推進する一方で将来に向けた課題に取り組んでいく必要があります

ので、副支部長には畠山理事を指名し、更なる改革に取り組んでいきたいと思います。 

 具体的な支部活動については、従来の活動を踏襲しつつ、ＢＯＢ会の原点ともいわれる会員

間の親睦活動に引続き努めてまいります。又、今年度の事業の大きな柱は「支部創立５０周年

記念事業」であります。全役員が強力に取組んで、何としても成功させたいと思います。来月

には、会員の皆様方にそれぞれの事業に参加頂けるかの予備調査を行います。何卒大勢の方に

参加頂きますようお願い申し上げます。 

 今後の課題としては、 

①新入会員の加入促進 

昭和４９年入社が東北での採用は最後の年となり、その後平成元年の大卒採用まで実に１５

年間ものブランクがあります。その途中にも大卒での配属はありましたが、東北に定着されて

いる方は僅かしかおりません。従いまして、これから１０年間は、特に男性の入会は厳しい状

況が続くという事になります。そうしますと、現在未加入の方、旅行店舗（旧トラベランドも

含）で働いている女性社員、現職の社員等への加入促進に取り組んでいく必要があります。 

②お客様紹介運動の推進 

「一人１件以上の紹介」を継続しＪＴＢへの営業支援に積極的に取組んでいきます。昨年度

も多くの会員の皆様によりご協力頂きましたが、旅行商品・ナイスギフトとも目標に届かず、

前年をも下回りました。店舗の統廃合,ネット販売など、お客様を紹介出来る環境が厳しくなっ

てきましたが、今年度も目標に向けチャレンジしていきたいと思います。      
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今回、新しい理事の方も加わりましたので、新たな気持ちで全役員と支部５１年目の事業に

取り組んで参ります。何卒、これまで以上のご指導・ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し

上げ就任のご挨拶と致します。宜しくお願いします。 

 

若林秀敏前支部長退任のあいさつ（要旨） 

皆様のご支援をいただき４年間支部長を務めることができました。心より御礼申し上げます。 

大変楽しい４年間でしたが、その分理事の皆様にはご無理やご迷惑をおかけしたのではないかと

思っております。この場をお借りして御礼とお詫びをさせていただきます。 

新しく前田支部長体制がスタートしました。引き続きの皆様のご支援をお願いし退任の挨拶と

させていただきます。ありがとうございました。 

 

      

【懇親会風景】テーブル毎に笑顔での集合写真。７月入会の千葉幸洋さんも早速出席頂きました。 
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若林前支部長 

ご苦労様でした。 

今総会でご退任   渡辺前副支部長は  ご退任の佐藤茂雄前顧問 

された方々です。   監事にご就任されました。        ご退任の長谷川前監事 

  

 

 

懇親会司会の佐藤・阿部両理事   ご挨拶の清水商品企画部長様  中締めは菱田貞一さん 

 

総会・懇親会出席者 

☆ご来賓 

㈱ＪＴＢ 法人事業本部 仙台支店長（東北エリア広域担当）     大久保毅彦様 

＜代理出席＞ 〃    仙台支店 事業推進担当部長（営業統括）   佐藤 一彦様 

㈱ＪＴＢ 国内商品事業部 東北仕入商品企画部長          清水  隆様 

㈱ＪＴＢコミュニケーションデザイン プロモーション事業部 

            第一営業局 東北営業課長         山口  敦様 

ジェイアイ傷害火災保険㈱ 東北支店長               先本 将人様 

㈱ＪＴＢ商事 東北営業部長                    菅原 和彦様 

ＪＴＢ労働組合 東北支部 書記次長                平井 啓介様 

㈱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 

ＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会 会長                 二階堂晋一様 

 

☆会 員（敬称略、アンダーラインは総会のみ出席） 総会４０名、 

 阿部善幸、石黒秀雄、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、紙谷義和、河越和夫、後藤真由美、木幡信清、小林 誠、齊藤 修、櫻井勝男、 

佐藤茂雄、佐藤 充、佐藤勇一、佐藤利喜弥、鹿野美枝子、須田幹雄、須藤義男、髙橋 翕、 

高橋淳悦、千葉幸洋、中鉢孝男、槻山智雄、南洞 稔、長谷川健二、長谷部公子、畠山 廣、 

樋口富子、菱田貞一、前田健二、三浦 糾、宮本壽郎、若林秀敏、若生勝芳、渡辺仁美 
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☆２０１８年度「お客様紹介運動」実績顕彰者 ２０名（敬称略、実績額順） 

 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、   

※アンダーラインは、総会出席者（８名） 

☆ご協賛会社・団体名（敬称略） 

 ㈱ＪＴＢ、 ㈱ＪＴＢ東北仕入商品企画部、㈱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プロモーション事業部第一営業局、 

 ジェイアイ傷害火災保険㈱東北支店、 ㈱ＪＴＢ商事東北事業部、 

㈱ＪＴＢライフネット仙台支店、ＪＴＢ労働組合東北支部 

 

２０１９年度改選 役員（担務） 

 支 部 長 ＊前田健二(総括) 

 副支部長 ＊畠山 廣(支部長補佐・総務・広報)       

 理  事  奥山美奈子(◎福祉・親睦)        磯貝辰男(親睦) 

       佐藤 充(◎経理・広報)         阿部善幸(◎総務・親睦) 

       佐藤勇一(◎親睦)           河越和夫(◎広報・福祉) 

      ＊鹿野美枝子（総務・経理）      ＊三浦 均（総務・親睦） 

        宮本壽郎(青森あすなろ会)       南洞 稔(岩手やまびこ会) 

小林 誠(秋田こまち会)        佐藤利喜弥(山形べにばな会) 

蒲倉 博(福島しゃくなげ会)      （◎印はチーフ）  

 監    事 ＊渡辺仁美  

 顧    問 ＊大久保毅彦（㈱ＪＴＢ仙台支店長）  ＊若林秀敏 

 幹    事  須藤 直（㈱ＪＴＢ人事部人事担当マネージャー）      

 編集委員  後藤真由美（広報）      （＊印は新任） 

 今回退任されました役員は、若林秀敏支部長、長谷川健二監事、佐藤茂雄顧問の方々です。

長い間支部活動にご尽力をいただき、誠にありがとうございました。  

支部創立５０周年記念事業 担当役員（担務） 

◇全体総括     前田支部長 

◇事業統括責任者  畠山副支部長 

◆記念誌発刊   ◎河越和夫、佐藤充各理事、後藤編集委員、（畠山副支部長） 

◆記念式典    ◎阿部善幸、三浦 均、鹿野美枝子各理事、（畠山副支部長） 

◆新春懇親会   ◎佐藤勇一、磯貝辰男、奥山美奈子、阿部善幸、三浦 均各理事 

◆仙台花座    ◎磯貝辰男、奥山美奈子、阿部善幸、佐藤勇一、三浦均各理事（前田支部長） 

◆台湾旅行    ◎佐藤勇一、磯貝辰男、河越和夫各理事、（前田支部長） 

◇会計      ◎佐藤 充、鹿野美枝子各理事 

                （◎は、各事業の責任者） 

  

支部創立５０周年記念事業概要及び事前調査のお知らせ 

＜５０周年記念事業への参加意向アンケートのお願い＞ 

本日同封しました事前調査ハガキに、各事業への参加可否をご記入の上９月３０日迄に投函

下さい。この調査を参考に参加者を想定し募集規模を決定しますので、ご協力を宜しくお願い

致します。また今回は参加意向の調査ですので、近くなりましたら改めて正式に参加募集を実

施致します。尚、ハガキ余白に５０周年に寄せて感想・ご意見をお寄せ下さい。 

（記念事業担当） 
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＜支部創立５０周年記念事業概要＞   （支部創立日／１９７０年３月１１日） 

①「５０周年記念式典及び新春懇親会」 

○期日：２０２０年１月１５日（水）式典：11：00～12：00 新春懇親会：12：30～14：30 

○会場：TKP ガーデンシティ仙台（仙台駅前アエル３０階） ○懇親会会費：６，０００円 

※記念式典では、舩山龍二氏（JTB 元社長）の記念講演を開催します。 

②「仙台花座」寄席鑑賞会 

 ○１回目公演：２０２０年１月１５日（水）１６：００～（貸切公演４０席）式典終了後 

 ○２回目公演：２０２０年１月１６日（木）１４：００～（通常公演４０席） 

 ○入場料：会員は無料です。ご家族等の同伴者は実費をいただきます。 

③海外旅行「台湾３泊４日」 仙台空港発着  旅行取扱：JTB 仙台支店 

 ○期日：２０２０年４月５日（日）～８日（水） ※4/7 支部主催パーティ開催 

 ○旅行代金：お一人９８，０００円（２名１室利用）○利用ホテル：シーザーメトロ台北  

④「５０周年記念誌」を発刊し、全会員に配布（無料）いたします。記念式典出席者には当日

配布し、式典欠席者には、同年２月たより発送時に同封いたします。 

 

理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所   ８月１０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 ２０１９年度通常総会・懇親会の総括について 

② ２０１９年度支部役員担当事項・担当業務について（別記） 

③ ５０周年記念事業の進め方及び事前参加意向調査について（別紙ハガキ同封） 

④ BOB サロン（9/19）の運営方及び出品状況について（別紙募集チラシ同封） 

（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 本部主催イベントへの取組み状況  ④ 支部長地区訪問スケジュールについて 

会 員 の 動 向  

◇ 新 入 会 員   千葉 幸洋さん  仙台市青葉区在住       ７月入会 

          大山  静さん  山形べにばな会（天童市在住） ７月入会 

◇ 会 員 状 況： （２０１９年７月３１日現在） 

正 会 員   ２４９名 （男性２１０名、女性３９名） 

名誉会員      １名 （男性   １名、女性  ０名）  

合  計   ２５０名 （男性２１１名、女性３９名） 

支 部 活 動 の 動 向  

◇ ６月１２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・前田・河越・畠山各理事・後藤編集員 

  ６月２４日（月） 総会出欠集計及びホテル打合せ（BOB サロン）：渡辺副支部長、 

           磯貝・佐藤充・前田・畠山各理事 

ＪＴＢ青森県内店舗統合のお知らせ 

 ＜JTB人事部からの情報提供＞ 9月末～10月上旬にかけて、青森県内の店舗統廃合が実施さ

れ、先日お客様への告知も始まりましたので、お知らせいたします。 

・弘前イトーヨーカドー店並びに弘前さくら野店が統合し、「弘前ヒロロ店」として弘前駅前に移転し、10/14（月）より

オープンします。 ※弘前イトーヨーカドー店・弘前さくら野店としての最終営業日は 10/10（木）です。 
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・イオンモール下田店と八戸沼館イトーヨーカドー店が統合し、イオンモール下田店は 9／30（月）をもって閉鎖し、

八戸沼館イトーヨーカドー店にお客様を移管します。 

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。 

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おります。スタートしてから３

カ月が経過しましたが非常に低調に推移しております。１件でも多くのご紹介をよろしくお願い致します。 

お客様紹介シートは、同封の新様式をお使い下さい。忘れた場合は、担当者にＢＯＢ会の会員で有

る旨伝えて、シートを出力してもらって下さい。 

◇ お客様紹介運動実績（５・６月分）                   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 ％ 

5 月分 7 29 648    7 29 648  8 

6 月分 5 10 493 1 1 89 6 11 583 12 

年度計 23 80 3,676 2 3 207 25 83 3,883 31 

５・６月分のご紹介者は、佐藤茂雄、佐藤敏彦（２）、鈴木正昭（２）、清野幸男、 

髙橋 翕、槻山智雄、富永幹男、長谷川健二、畠山 廣、吉田正巳、渡辺仁美 の皆様です。 

◇ ナイスギフト取扱実績  

５月分 取扱 ３件  １１５，０００円  ６月分 取扱 ３件  １６０、０００円  

年度計（４～６月分） 取扱件数   ８件   ３１２，０００円（前年比 １０１%） 

５・６月分のご紹介者は、 奥山美奈子、小幡紀男、若林秀敏、渡辺仁美、ＢＯＢ会、 

ＢＯＢゴルフ愛好会 の皆様です。 

※ＪＴＢ全箇所（法人事業本部全支店及び個人事業本部自販全店舗）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  

１０月１２日（土）「懇話会」のご案内 

次回の「懇話会」は、仙台駅前「菜時季大原」を会場に開催致します。是非、皆様お誘いあわ

せの上多数のご参加をお待ちしております。 

◎期 日： １０月１２日（土）１２時３０分～  

◎会 場： 仙台駅前「菜時季大原」 

◎会 費： ３，５００円 

◎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。 

 

◇ ８月１０日（土）仙台駅前「菜時季大原」で暑気払いを兼ねた「懇話会」を開催しました。 

＜参加者＞  佐藤正司、佐藤和彦、早坂信克、若生勝芳、櫻井勝男、三浦源幸、髙橋 翕、 

佐藤茂雄、齊藤 修、若林秀敏、板橋 博、中鉢孝男、佐藤利喜弥、磯貝辰男、蒲倉 博、

渡辺仁美、佐藤 充、阿部善幸、前田健二、河越和夫、鹿野美枝子、三浦 均、畠山 廣、 

（ＪＴＢ）須藤 直      計２４名    

 

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                            

（６／１９） 「天童さくらんぼ狩りと日本酒を極める第一弾：出羽桜酒造」 

歩こう会・山形べにばな会合同企画 

「花も嵐も踏み越えて行くが〇の生きる道」前日 22時山形県沖地震(震度 6強)、当日早朝 
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JR 仙山線カモシカ接触事故の合間をぬって小雨降るなか天童市に向かった。べにばな会佐藤利喜

弥理事の出迎えを受け出羽桜酒造の見学

から始まった（写真右）。普段は見られな

い工場を会社の方 2 名の説明を受けなが

ら日本酒醸造のシステムを学び「日本酒を

極める第一弾」にふさわしい「日本酒学び

の旅」の始まりとなった。さくらんぼ狩り

では脚立を借りできるだけ熟したさくら

んぼを、懇親会で日本酒の入るスペースが

なくなるほど食べまくった。懇親会は天童

温泉ほほえみの宿滝の湯です。スペシャル

ゲストの滝の湯大女将の歓迎挨拶を受け一挙に現役添乗員に戻ってしまいました。夕食のような

御馳走、佐藤利喜弥理事の差し入れ「くろもじ羊羹」をつまみに出羽桜各種・十四代の普及版「朝

日鷹」など飲みまくりました。大女将の「今度は泊りに来てくださいね」との声に送られ、後ろ

髪をひかれながら帰途につきました。「やはり日本酒は美味い」の声多数‼  ＜佐藤(勇) 記＞ 

＜参加者＞佐藤利喜弥、若生勝芳、佐藤茂雄、阿部善幸、前田健二、高橋健治、磯貝辰男、 

佐藤勇一 （８名）              

（７／２５） 「鹽竈神社・志波彦神社参拝と日本酒を極める第２弾：浦霞酒造」  

 しばらくぶりの晴天の中 JR 本塩釜から歩いて塩釜神社へ向かった。途中松尾芭蕉が舟で松島

に行ったという記念碑を櫻井さん(OB)の説明を聞きながら表参道へ、「みなとしおがま観光ボラ

ンティアガイド」さんの案内で神社の説明を聞きながら２２３段の石段を軽々と上り神社へ到

着（写真下）。今回塩釜神社について解った事①塩釜神社には本宮(正面)と別宮(正面右側)があ

るが別宮の方の位が高いため別宮から参拝するのが作法(神職の話)②神職は神社で働く神職資

格を持った宗教職、神主は神職

の一般的な呼び名、宮司はその

神社で一番偉い人③塩釜神社・

志波彦神社には全国で 6か所し

かない「神職養成所」がある④

神社内に「君が代」で唄われる

「さざれ石」がある⑤塩釜神社

は武運長久の神であるが特に安

産守護の神として全国的に信仰

されている。前田支部長の玉串

奉奠で会員の「家内安全」・「身

体健全」を全員でご祈祷した。 

浦霞酒造蔵元では係の案内で

蔵を見学後、会議室で「清酒の

できるまで」・「特定名称酒(大吟

醸酒・吟醸酒・特別本醸造酒・本醸造酒・純米酒)」について講義を受けた。さすが名だたる酒

豪、鋭い質問が飛び交った。お待ちかねの試飲では純米夏酒・純米生酒・純米吟醸「禅」・梅酒

をｍｙsakazukiでいただいた。浦霞酒造は「うらがすみ」でなく「うらかすみ」酒造です。酒

と同じように濁りません。懇親会は「翠松亭」で和食をつまみに浦霞酒造が 2019 年国際コンク

ールでグランプリを受賞した「山田錦純米大吟醸浦霞」や塩釜の地酒「阿部勘」を飲みながら 2

時間 30 分にわたり親睦をはかった。「いい酒・うまい酒は残らない、二日酔いしない」と言い

ながら千鳥足の帰路となった。「次はどこの美味い酒を飲ませるのだ！！」の声に幹事も秘策を

練る決意を固めた。今回は 6,000 歩の歩こう会となった。 ＜佐藤(勇) 記＞ 

＜参加者＞ 若生勝芳、長谷川健二、櫻井勝男、齋藤 修、高橋健治、板橋 博、阿部善幸、 

渡辺仁美、前田健二、磯貝辰男、佐藤勇一      以上 11名 
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只今募集中 9月 25日(水)宮城オルレ奥松島コーストレッキングと新設光明石温泉入浴の旅 

あおば通駅(07：30)発・仙台駅(07：35)発 ＝＝ＪＲ仙石線＝＝野蒜駅(08：31)着＝＝タクシー 

＝＝セルコホームおおみな(オルレ出発点 09：00発)ボランティアガイドの案内で（大高森・大高

森薬師堂・奥松島縄文村歴史資料館・さとはま縄文の里史跡公園・タブノキ・波津々浦・陸の奥

松島・稲ｹ崎公園) 月浜海水浴場(トレッキング終点) 6㎞約 2時間 30分 11：30着＝＝バス＝

＝ 12：15着 奥松島レーンホテル(入浴)＝＝（徒歩 10分)＝＝陸前大塚駅(14：01)＝＝＝ 

＝＝＝ＪＲ仙石線＝＝＝仙台駅(14：51着)＝＝＝あおば通駅(14：52) 

〇旅行費用 ２，０００円(ボランティアガイド・入浴料・月浜～レーンホテル送迎代) 

 ＪＲ代金・タクシー代は各自負担 

〇懇親会：入浴後希望者はレーンホテルにて懇親会を開きます。３，０００円(昼食代・飲み物代) 

  

予告 石巻の秘湯追分温泉と宮城の明治村登米市を歩く(1 泊 2 日) 第三弾：平孝酒造日高見 

11月 8日(金)又は 15 日(土)(日程調整中)  

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

「二胡三昧の日々」     （福島しゃくなげ会）長谷部 公子さん 

初めて二胡という楽器を手にしてから、十七年ほどになります。 

はじめは、ギーコ、ギーコという鋸をひくような音（笑）しか出ませんでした。今は何とか皆

さまに聴いていただけるようになったかな？と勝手に思い込んで、仲間たちと演奏を楽しんでい

ます。今までにボランティアで、病院

でのロビーコンサートをしたり、通所

リハビリ（デイケアー）の敬老会やク

リスマス会、又、地域のイベント等で

演奏してきました。時には単独での演

奏もありますが、独奏の場合、十数曲

を用意することもあるので練習も大変

です。でも「絶対また来てナ！楽しみ

に待ってるよ。」とか、「良かったよ。

若い頃を思い出した。」と涙ぐんで手

を握って下さったり・・・。そんな時

は、こちらが感謝と感激で泣きそうに

なります。二胡を続けていて良かった！と思い、喜んでいただけると、もっともっと練習して良

い演奏をしなくては、と思います。「また来てナ。」の言葉は、励みになり、次の目標が出来、

がんばるぞー!!のパワーをいただけます。 

現在、月に一度、個人レッスンで東京に通っています。秋には本校の発表会もあるので今は練

習の日々です。今後は、二胡をいつまで出来るか分かりませんが、老骨に鞭打ちながら（笑）、

かつ楽しみながら、ずっと続けていこう！と思う今日この頃です。 

＜次のペンリレーは女性るるぶ会事務局の後藤真由美さんです。よろしくお願い致します。＞ 

写真：仲間と演奏（中央が長谷部さん） 

 

☆女性るるぶ会  申し込みは、０９０－４５５５－１４０８  後藤真由美会員へ 

（７/４） 「女性るるぶ会」親睦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、メトロポリタン仙台２階「セレニティ」にて“ワインと共

に親睦をはかりましょう“会を開催しました。奥山理事の挨拶に始まり、それぞれの近況報告や、

９月開催の”手作り Pizza とワインと作品展“についての話合い、そして今後の女性るるぶ会に

ついて美味しいワインと共に語り合いました。               （後藤 記） 
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＜参加者＞小野寺栄子（岩手地区）、奥山美奈子、長谷部公子（福島地区）、 

後藤真由美（仙台地区） 計４名 

☆女性るるぶ会・ＢＯＢ会共催～手づくり PIZZA とワインとちょっぴり自慢の作品を語る会～ 

９月１９日（木）１０時～１４時３０分 仙台三越１４１ビル５階「エル・パーク仙台」にて 

＊詳しくは、同封の別刷り「女性るるぶ会・ＢＯＢ会」共催のご案内チラシをご覧下さい。 

＊申込み問合せ：９月１０日まで後藤真由美（090-4555-1408）へ 

 

◇ 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 10 日（月）  定例会  グレート仙台 CC  参加者９名 

1 位 佐藤 孝（N74.H23. G97）  2 位（M サークル） 3 位 鈴木郁也 

他参加者：市川博康、髙橋 翕、中鉢孝男、三浦源幸、伊東功夫、木幡信清、小幡紀男 

6 月 25 日（火）  春季大会  グレート仙台 CC  参加者１４名 

1 位 （M サークル）  2 位 清水義春   3 位 三浦源幸 

他参加者：前田健二、佐藤茂雄、杉山重己、市川博康、若生勝芳、小幡紀男、髙橋 翕、 

伊東功夫、渡辺仁美、木幡信清、鈴木郁也、磯貝辰男 

7 月 8 日（月）  夏季大会  グレート仙台 CC  参加者１１名 

1 位 小幡紀男（N76.H16 G92）  2 位  鈴木郁也  3 位 （M サークル） 

他参加者：佐藤茂雄、千葉幸洋、佐藤 孝、中鉢孝男、木幡信清、髙橋 翕、市川博康、 

渡辺仁美、伊東功夫 

7 月 23 日（火）  定例会  グレート仙台 CC  雨天中止 

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

6 月 11 日（火）  尾浦港から出島周辺 

＜参加者＞  槻山智雄、引地 修、佐藤和彦、齊藤 修、鈴木 剛 

梅雨に入り今日もお空は雨模様。小雨の降る中カレイ、アイナメ釣りに挑戦。前半 9 時頃

迄は魚の活性も高く 5 人の釣り人に頻繁にアタリ。今日は久々の大漁かと鼻唄交じりに竿

を振うも、良い時は一時限りで潮の流れが止まると同時に食いも止まり、ダメ押しは出来

ずジリ貧に。結局はいつも通りのマコガレイ合計 40 枚、アイナメ 20 匹程の平均的な釣果

で終了。お土産は粒揃いの新鮮ホヤを水揚げしてお持ち帰り。    （鈴木 剛記） 

7 月 3 日（水）  閖上 大型漁礁 蔵王丸 

＜参加者＞  槻山智雄、引地 修、佐藤和彦、鈴木 剛 

  梅雨の中休みに恵まれ雲間から太陽が顔を出し海面はキラキラ、波・風もなく大潮とあって 

絶好の釣り日和。こんな日に釣れない訳はなく比較的浅場の 35ｍ海底から大型カレイが続々 

竿先を絞り込む。その大半はマコガレイであり釣人にとって嬉しい魚種で、帰宅後に薄造り 

で味わう食味は最高、釣人の特権。 

釣り場のポイントは塩釜沖、漁礁の中央付近でいつもの場所とそれ程違いは無いが、気象条

件や海底（泥底、砂底、岩礁等）・潮の流れ等によっていろいろ釣果が左右されるのも釣り

の難しさと共に楽しいところであり、この日は好条件が全て揃った好日となった。船から上

げるクーラーの重さも苦にならず、これだからやめられない。     （鈴木 剛記） 

7 月 9 日（火）  秋田 由利本荘市松ヶ崎沖 マダイ釣り  

＜参加者＞  引地 修、佐藤和彦、齊藤 修 

3 人で午前 8 時出船、沖上りは 17 時 30 分。 

釣果は合計でマダイ 60 ㎝筆頭に 8 枚、チダイ 7 枚、キダイ 7 枚、アマダイ 1 枚、 

キジハタ 1 匹、ホウボウ 4 匹、サメ 1 匹               （佐藤和彦記） 

7 月 25 日（木）  塩釜港 みなとや丸 「ひとつてんや マダイ釣り」 
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＜参加者＞  引地 修、佐藤和彦 

  マダイは釣れなかったがホウボウ良型を 7 匹、船中 12 人の内 1 人マダイ 63 ㎝を釣り上げ 

  る。今年「ひとつてんやマダイ釣り」は初釣りの為不漁となった。今後に期待。 

（佐藤和彦記） 

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

☆ 6 月 8日（土）定例会 

 ＜参加者＞ 若林秀敏、三浦源幸、伊東功夫、髙橋 翕、佐藤茂雄、佐藤 勇一 

河越和夫、阿部善幸 計 8名 

カラオケは健康と長生きの源です。気軽に参加して下さい！ 

★ 次回開催日： 10月 12 日（土）懇話会終了後 14：45～17：00カラオケ暖家 ＠1.000円 

☆ 7 月 12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しています！ 

 ＜参加者＞若生勝芳、田島正義、髙橋 翕、高橋健治、磯貝辰男、阿部善幸  計 6名 

★ 次回愛唱会は 9月 10日（火）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。 

  6 月 28日（金）  ＜参加者＞  菱田貞一、若生勝芳、齊藤 修、河越和夫  

7月月例会は休会 

◇ 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 20 日（木）＜参加者＞ 佐藤正司、菱田貞一  

      7 月 18 日（木）＜参加者＞ 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 141回 6月 21日(金)の句会から                                

・雷神を縛る針金黒揚羽      小山 あきお    季語=黒揚羽=夏 

・碧なるダム湖に朝日岩燕     市川   隆    季語=岩燕=夏 

・ムームーを試着の媼夏浅し     石黒  秀策    季語=夏浅し=夏 

・学僧の階駆くる梅雨晴間       陶山  芳子     季語=梅雨晴間=夏=「階(きだはし)」 

・幣揺るる御田植祭済みしたに     清水  孝      季語=田植祭=夏= 「幣(ぬさ)」 

第 142回 7月 19日(金)の句会から  

・蜥蜴這ふ明けの木道昨夜の雨    小山 あきお   季語=蜥蜴 =夏 

・田の小屋の夕暮れ早し桑いちご   市川   隆    季語=桑いちご=夏 

・やあと鳴く夏の鷗や出航す    石黒  秀策    季語=夏の鷗=夏 

・月山の麗姿真近に青田風      陶山  芳子     季語=青田風=夏 

・万緑や参道の幣皆揺るる      清水  孝     季語=万緑 =夏 

 ※「自由投句」 

・放し飼ひ烏骨鶏なりへぼ胡瓜   清野 馬子     季語=胡瓜=夏 

     (うこっけい) 

 句会は通常毎月第三金曜日 仙台市太白区 ハチヤ珈琲 長町店で開催 

 毎回、12：00～昼食及びミーティング、13：00～15：30頃迄 句会開催 

「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 
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◇ パソコン教室   申し込みは、０８０－５５７８―５９２０ 畠山へ 

（６/２５）第２９回パソコン教室（３階会議室） 

片平講師の元、家計簿・会計帳票の作成に取り組んでいます。新しい会員の参加大歓迎です。 

＜参加者＞ 菊池 宏、槻山智雄、阿部善幸、佐藤光秋、早坂信克、 

講 師：片平安之  事務局：畠山 廣、   ７名 

（７/１６）第３０回パソコン教室（３階会議室） 

＜参加者＞ 菊池 宏、槻山智雄、磯貝辰男、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 

※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 

（７/１）天童市紅花畑と若松寺「松寿庵」を訪ねて 

７月例会は、天童市の若松寺の麓にある「松寿庵」を訪ねて更科蕎麦を堪能しました。 

仙台から参加の皆さんは、ＪＲ仙山線を利用して山寺駅に集合。そこに、天童温泉松の湯さん

のマイクロバスで、上貫津にある紅花畑を観賞しました。この場所は６日から１週間「紅花まつ

り」が開催される場所です。今日は全体的には咲き始めの段階でした。紅花畑から２０分程で若

松寺に着きました。「めでためでたの若松さまよ～」と昔から親しみを込めて唄われている「若松

観音」で、縁結びの観音として知られています。最上三十三観音第一番札所となっている、東北

屈指の名刹です。若松寺観音堂の中には、寒河江の大江一族から奉納された「絵馬」や、鎌倉時

代に藤原一族から寄進された「懸仏」等多数納められていますが、お堂も含めてこれらは重要文

化財に指定されています。森谷社長のご配慮で特別に内裏まで拝観する事が出来ました。 

＜福島清野幸男さんの俳句＞  ぼんやりとオッパイの絵馬五月闇  清野馬子 

若松寺から

下って５分程

で「松寿庵」に

到着。追加で

頼んでおいた

「山家（やん

べ）だんご」と

「キノコと山

菜の煮付け」

を食べながら

例会を始めま

した。松寿庵

の蕎麦は真っ

白い更科蕎麦

でそれにボリ

ュームたっぷ

りの天ぷらを付けて貰いました。参加者が多かったので、蕎麦が全員に配布されるまで３０分程

度の時差が出てしまいました。食事の後は恒例の集合写真を撮って松の湯さんに向かいました。

天童温泉でも源泉を二つも持っているのは松の湯さんだけで、自家源泉と温泉組合源泉の２種類

の温泉を、贅沢にも源泉かけ流しで使われています。松の湯さんで解散をして、仙台組は「道の

駅天童」でお買い物を楽しんでから、ＪＲ山寺駅に向かいました。   （畠山 記）                  

＜参加者＞：石黒秀雄、若生勝芳、清野幸男、渡辺武郎、佐藤茂雄、齊藤 修、佐藤 充、 

鈴木正利、五十嵐伸一、須田幹雄、山口節子、金子美智子、鹿野美枝子、 

佐藤利喜弥、高山良雄、佐藤敏彦、大山 静、畠山 廣   １８名 
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＜次回例会案内＞ 

次回は、９月９日（月）山形県尾花沢市「名代そば処福原屋」での例会です。山寺駅に集合し

てから、尾花沢市「芭蕉・清風歴史資料館・養泉寺」を芭蕉研究家梅津保一氏の案内で巡ります。

尚、ご希望の方には詳細をお届けしますので事務局畠山宛（080-5578-5920）ご連絡下さい。  

  

地 域 部 会 だ よ り  

◇ 青森「あすなろ会」 活動報告 

（６/２７）グランドゴルフに挑戦 

メンバー５人でグランドゴルフに挑戦

しました。今年から健康増進を目的に運動

要素を取り入れた活動を計画する中での

初めての実施です。会場の予約や道具等は

全て三浦さんに準備して頂きました。会場

は協会公認のコースです。 

当日は暑くなる事が予想される事から、

三浦さんのアドバイスで予定を１時間早

めて開始しました。最初にルールや進め方

等の指導を受けスタートです。三浦さん以

外は初めてですが、バーディ（２打で上がる）や、あと数センチでホールインワン（１打で上が

る）が何回も出る等、皆さんとても初めてとは思えない腕前です。昼食を挟んで計２４ホール、

最後の当たりはさすがに疲れが出たのか、あらぬ方向に行ったりマットごと打ったり、短い距離

を外したりと珍プレイ？も有りましたが、和やかに楽しく過ごせました。丁度終わる頃雨が落ち

て来ましたが早めに開始した事で上手く避ける事が出来ました。誰でも気軽にプレイができ運動

にもなるのでお勧めのスポーツです。次回も是非にと思っています。      （宮本 記） 

＜参加者＞ 三浦豊光、太田敏雄、大坂勝弘、山田隆喜、宮本壽郎 （５名） 

◇ 秋田「こまち会」 活動報告 

（７/１２）サンルーラル大潟で「懇話会」開催 

夏の懇話会を八郎潟のサンルーラル大潟で開催しました。サンルーラル大潟での開催は昨年に

引き続き２回目です。今年

は仙台より新支部長の前

田健二さんと、渡辺仁美さ

ん、ＪＴＢ秋田支店の往年

の国鉄共催グループで活

躍された佐藤茂雄さん、佐

藤充さんが特別参加して

下さいました。 

当日の秋田は数日続い

た３０度の真夏日から一

変し雨模様となり、予定し

ていたグランドゴルフは

できなく、八郎潟畠栄菓子

舗の「あんごま餅」の買い

物や秋田県農業研修セン

ターの生態系公園鑑賞温

室を見学して、サンルーラ
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ル大潟にて入浴と昼食です。昼食ではアルコールも入り和気あいあいな雰囲気で楽しい時間を過

ごすことができました。 （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、鈴木基弘、 

高橋恵里子、六澤正利、若松昭美、 【仙台から参加】 佐藤茂雄、佐藤 充、 

前田健二、渡辺仁美   （計１４名） 

◇ 山形「べにばな会」 活動報告 

（５/１４～１５） 地区懇話会（庄内交流会）を湯田川温泉「九兵衛旅館」で開催 

山形べにばな会恒例の庄内交流会を地域のめぐみを堪能しながら開催しました。今回も天候に

恵まれ、月山道の大自然を鑑賞し

ながらＪＴＢ出身者のお宿湯田

川温泉「九兵衛旅館」に到着。 

これまで竹林や梅林等を散策

したことがないとの事から、今回

はゆったりと孟宗採取できる竹

林の畑や梅林、湯田川温泉を一望

出来る展望台を巡りました。ほん

の少し芽を出している孟宗に感

動しながら散策を楽しみました。 

夕食は内陸では味わえない本

場の孟宗料理づくしを堪能し、思

い出話や現状の生活などを語り

合い有意義な交流会となりまし

た。翌日の早朝には直売所で持ち

帰りの孟宗を購入し、昼食には佐

藤敏彦さんの地元の山菜料理の老舗「出羽屋」にて山菜懐石料理を堪能し、素晴らしい二日間を

過ごして来ました。      （佐藤利喜弥 記） 

＜参加者＞ 渋谷正己、伊藤美代子、高橋紀久、横山せん、堀野秀子、酒井香奈子、佐藤敏彦、

佐藤利喜弥、 JTBOG：本間孝子、新井景子、佐藤秀代   計１１名 

 

 

 

編集後記 

◇７月の支部総会では役員改選が行われ、新たな役員体制がスタートしました。今年度は、支

部創立５０周年を迎える記念すべき年に当たりますので、記念事業の役割分担も発表にな

りました。来年１月実施の「５０周年記念式典・講演会」「仙台花座寄席観賞」、４月に実

施される「台湾旅行」等、次々と記念事業が続きます。今回のたよりには事前の参加意向調

査ハガキを同封致しましたので、ご記入の上投函をお願い致します。是非多くの会員にご参

加を頂き、皆さんで盛り上げて行きたいと思いますのでご協力を宜しくお願い致します。 

◇広報担当では来年１月の記念式典に合わせて『５０周年記念誌』を発刊するよう準備を進め

ております。現在、会員の方々には５０年の歴史を振り返って「回想録」の原稿を依頼させ

て頂いておりますので、どんな原稿が集まるか大変楽しみでもあります。皆さんに楽しんで

読んで頂ける「５０周年記念誌」になるよう頑張っております。広報担当は今年度より、１

名増えて４名で担当する事になりました。今後ともご愛読を頂ける「たより」になるよう取

り組んで参りますので、ご支援ご協力を宜しくお願い致します。 

◇当支部たよりは本部ＨＰの東北コーナーにも掲載しています。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。 

 

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 

 

 

         
 

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 
 

 

皆様のライフプランを各種保険を通じてサポートいたします！ 

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 

 


