
 1 

第１７０号                        ２０２０年２月１９日（水） 

ＪＴＢグループ  

ＯＢ・ＯＧ会 

東北支部ニュース 

 

たより 
発 行 所 ＢＯＢ会東北支部 
〒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  前 田 健 二 

編 集 人  畠 山  廣 

 

支部創立５０周年記念式典・新春懇親会特集号 
 

１月１５日仙台駅前アエル３０階「ＴＫＰガーデンシティ仙台」を会場に、支部創立５０周年

記念式典及び新春懇親会が盛大に開催されました。前夜からの小雪が心配されましたが、交通機

関等の乱れもなく、開始時間までには皆さん式典会場に参集されました。青森あすなろ会、秋田

こまち会、岩手やまびこ会、山形べにばな会、福島しゃくなげ会からも多数ご参加をいただき、

ご来賓の方々を含め総勢８３名での開催となりました。 

第一部「記念式典」は阿部理事の進行で始まり、前田支部長の支部５０年を振り返っての挨拶、

ＪＴＢグループを代表して大久保仙台支店長様のご祝辞、ＢＯＢ会本部からは二階堂会長のお祝

いの言葉をいただきました。ここで少し休憩を挟んで、㈱ＪＴＢ相談役舩山龍二様からの「特別

講演」をいただきました。「時代を生き抜く」の演題で、ＪＴＢの半世紀を、㈱日本交通公社の

時代、第二の創業“ＪＴＢ”の時代、そして第三の創業“㈱ＪＴＢ”の現在と、三つの時代に分

けてお話をいただきました。（講演内容全文は５ページ以降に掲載） 

講演の後は、福島しゃくなげ会の長谷部公子さんに「二胡演奏」をご披露いただき、その後 

５０周年記念事業の概要について畠山副支部長から説明があり、記念式典を終了しました。最後

に、同会場において“記念撮影”（下の写真）を行ったあと、隣の新春懇親会場に移動しました。 

第二部「新春懇親会」は、佐藤勇一理事の司会進行で始まり、前田支部長の挨拶、㈱ＪＴＢ東

北仕入商品企画部清水部長様のご祝辞と乾杯のご発声で祝宴が始まりました。しばし懇談の後に

は、恒例の菱田貞一さんによる「長寿マジックショー」を堪能し、ＪＴＢグループ各社様からご

提供をいただきました賞品による大抽選会が盛大に行われました。最後に、若林秀敏顧問（前支

部長）の中締めでお開きとなりました。 

お忙しい中ご出席を賜りましたご来賓の皆様、賞品のご提供をいただきましたＪＴＢグループ

各社様には厚く御礼を申し上げます。 
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日時：２０２０年１月１５日（水）１１時開式  会場：「ＴＫＰガーデンシティ仙台」 

式次第 

＜記念式典＞ 

１．開会 

２．支部長あいさつ    ＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会東北支部長   前田 健二 

３．ご祝辞        ㈱ＪＴＢ仙台支店長            大久保毅彦様 

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

４．特別講演       (株)ＪＴＢ相談役              舩山 龍二様 

             演題：「時代を生き抜く」 

５．祝賀演奏（二胡）   福島しゃくなげ会             長谷部公子会員 

６．記念事業発表 

７．閉会 

＜新春懇親会＞ 

１．開会 

２．支部長あいさつ    ＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会東北支部長   前田 健二  

３．ご祝辞・乾杯ご発声  ＪＴＢ東北仕入商品企画部長        清水  隆様   

４．アトラクション    長寿マジックショー            菱田 貞一会員 

５．大抽選会 

６．中締め        顧問（前支部長）             若林 秀敏 

７．閉会 

 

 

  前田支部長あいさつ     ご祝辞の大久保支店長様    ご祝辞の二階堂会長 

 

    JTB 舩山相談役 特別講演風景 
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 福島しゃくなげ会長谷部公子会員の二胡演奏 

＜新春懇親会＞ 前田支部長挨拶                

    ご祝辞・乾杯ご発声 清水部長様 

 

 

 

 

 

 

＜懇親会風景＞ 
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 ＜中締め＞若林顧問     菱田貞一会員マジックショー                 

 

＜花座落語講演会鑑賞＞ 新春懇親会終了後１６時より、仙台国分町にあります魅知国定席花座

で開催された「桂伸三落語会」貸切公演を堪能しました。 参加者３９名で満員御礼です！ 
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【特別講演】   

 ㈱ＪＴＢ相談役                          舩山 龍二 様 

【ご来賓の皆様】  （１２名様） 

 水戸屋開発㈱ 代表取締役社長                   山尾 直嗣 様 

㈱ＪＴＢ法人事業本部 仙台支店長                 大久保毅彦 様 

㈱ＪＴＢ国内仕入商品事業部 東北仕入商品企画部長         清水  隆 様 

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

㈱ＪＴＢ人事部 人事チーム                            佐々木直人 様 

㈱ＪＴＢ商事 東北営業部長                            菅原 和彦 様 

㈱ＪＴＢメディアリテーリング 東北支店長             福田 祐子 様 

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

㈱ＪＴＢライフネット 仙台支店長                         丹治 信彦 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 

ＪＴＢ労働組合 東北支部書記長                  平井 啓介 様 

ＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会会長                  二階堂晋一 様 

            

【参加会員】（敬称略・五十音順） （７０名） 

 安倍光一、阿部善幸、※壱岐ひろみ、石黒秀雄、磯貝辰男、板橋 博、伊東功夫、※太田和子、

大浪健一、奥山美奈子、小野寺栄子、小幡紀男、小原 孝、紙谷義和、河越和夫、※工藤弘美、

国友研一、小関孝雄、後藤真由美、木幡信清、小林 誠、小山昭雄、櫻井勝男、佐々木俊、 

佐藤 孝、佐藤和彦、佐藤茂雄、※佐藤正司、佐藤忠次夫妻、佐藤敏彦、佐藤 充、 

佐藤利喜弥、佐藤勇一、鹿野美枝子、清水義春、杉本矩雄、鈴木正昭、鈴木喜雄、須藤義男、

清野幸男、髙橋 翕、髙橋健治、高橋正行、高山良雄、千葉知己、中村厚夫、南洞 稔、 

※額賀秀雄、野呂昭光、長谷川健二、長谷部公子、畠山 廣、樋口富子、菱田貞一、平塚正隆、

古川秀一、堀野秀子、前田健二、増子邦夫、松岡宏二、三浦 均、三浦源幸、三浦裕榮、 

宮本壽郎、横山せん、若林秀敏、若生勝芳、渡辺武郎、渡辺仁美   ※印は式典のみ出席 

 

【大抽選会景品提供各社様】 

 ㈱ＪＴＢ、㈱ＪＴＢメディアリテーリング東北支店、㈱ＪＴＢ商事東北営業部、 

㈱ＪＴＢコミュニケーションデザイン第一営業局、ジェイアイ傷害火災保険㈱東北支店 

 ㈱ＪＴＢライフネット仙台支店、ＪＴＢ労働組合東北支部 

 

「東北支部創立 50 周年記念特別講演」（全文）                          

演題：「時代を生き抜く」   （株）JTB 相談役 舩山龍二氏   

本日はお招き有難うございます。お元気で懐かしい面々にお会いできて大変嬉しく思いま

す。東北 BOB 会は 50周年と言うことですから、1970 年ですね。大阪万博の年―確か超繁忙手当

を年度末にもらいましたね。いい時代でした。 

今年わが社は創業 108年目を迎えております。明治、大正、昭和、平成、令和のそれぞれの

時代を生き抜き、生々発展しておりご同慶の至りであります。「時代は全てを決定する」とい

う言葉があるように、今日席上お配りした「支部創立 50 周年記念誌」を拝読して、各時代の要

請・ニーズに応えさまざまな挑戦と創造を行い、社業の発展に大いに寄与された多くの歴戦の

雄に心から敬意を表し感謝申し上げます。 

いつの時代もそうですが、その激しい変化や時代の潮流に的確に掉さしていかなければ継続

企業（Going Concern）になりません。「石を持ち上げることよりも持ち続ける方が難しい」と

いうように、企業は 30年以上同じ形で居続けることはできない―まさに「企業 30年説」と言
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われる所以であります。（30 年でほとんど消え、100 年企業は何と 0.1％です） 

このような観点からの JTB の歴史を三つの時代に区分してみます。 

 

まず、1963 年からの 30～40 年間、公益法人の財団法人から産業として自覚して㈱日本交通

公社に移行し、“国鉄券の市中販売機関”として、戦後復興と旅行ブームを興した時代です。 

1964 年の東京オリンピック・新幹線・海外旅行自由化を機に旅行の大衆化が拡がり、国鉄券

販売と共催団体、周遊券、時刻表を主たる商

品として社会的有用性を発揮しました。当時

の英知と汗の結晶は BOB新聞で「100 年史の

ひとコマ」で紹介されています。とりわけ皆

さんが関わった「東北三大祭り」の企画は

ロングセラー商品として歴史に燦然と輝いて

おります。国鉄団臨の手配は皆さんの仲間の

輸送係長の矢口さんでした。 

この時代背景は何と言っても経済が一気の

成長路線に入ったことです。池田総理の所得

倍増計画もあって可処分所得が旅行に回るよ

うになりました。全てのベクトルは上向きで

した。世相を反映し「そのうち何とかなるだろう」、「上を向いて歩こう」という歌がはやり

ました。今のアジア諸国が丁度この頃に当てはまります。韓国を除いたすべての国が「一番行

きたい国は日本」です。インバウンド大いに期待できます。その韓国も本音は日本好きで現状

はいずれ戻ります。 

 

次が、1987～8年から始まり、社の営業ドメインを“旅行会社”として第二の創業を謳い、CI

を展開、「JTB」を営業の前面に打ちだした時代です。 

国鉄民営化をきっかけとして、国鉄依存の体質から決別を余儀なくされました。いわゆる 3

点セット（旅行センター、時刻表、定期券）など収益のコアを手放さなければならなくなりま

した。その他、既得権益（施設利用料、鉄道電話⇒後に日本テレコム⇒ボーダーフォン⇒ソフ

トバンク、交通事業社の構内営業）などはく奪され、企業存亡の深刻な事態になりました。危

機感から石田社長の下、臨時の全国支店長会議を開催しどう打開するか真剣に討論しました。 

幸い、日本経済のバブル的発展に伴い国内旅行・海外旅行とも拡大し、所謂“大旅行時代”を

担い主役を演じました。ルック、エースなど主催旅行、インセンティブやビジネスの法人営

業、修学旅行、たびたび積み立て、保険…等商品・サービスは多彩を極めグループ運営を展

開、海外ネットワーク網、売上高、総資産（90年には 5000 億円）を飛躍的に伸ばしました。そ

して、就職人気もトップクラスとなり、旅行産業としての地位を確立しました。 

 

そして 30年を経て今日に至っております。社は事業ドメインを“交流創造事業”とし第三の

創業を目指し社名を㈱JTBとあらためました。  

時代背景は、少子高齢社会に突入しバブル経済が弾け低成長が続いていること、インターネ

ットの進展とグローバライゼーションの波を経て新たな難しい局面を迎えております。観光面

では追い風です。今や観光はアベノミクスの成長戦略の柱となっています。2003 年の小泉総理

の「観光立国宣言」以来、「観光立国推進基本法」の施行（かつての観光基本法が理念法であ

るのに対し具体的に誰が何を行うか、目標値も設定した作用法）、続いて「観光庁」の創設な

ど今日の飛躍の原動力になりました。その頃、私は TIJ の立場で強く関わり支援しました。 

何が変わったかと言えば、オールジャパンで取り組むようになったことです。中央省庁は国

土交通省だけでなく全省庁が関わるようになりました。また、観光庁のカウンターパートであ

る民間団体は TIJ と日本観光協会が合体し「日本観光振興協会」となり、そのトップに東芝さ

んの会長をお願いしました。その後は味の素さん、現在は三菱電機さんにお願いしています。
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つまり、全産業で取り組むようになった訳です。今やインバウンドの消費額 4.6 兆円は輸出に

相当しますが、自動車、化学に次ぐ第三位のビッグインダストリーの地位を確立しています。 

さらに付言すれば、かつて旅行は“不

要不急”という認識でした。戦時色が強

くなるとわが社名「東亜旅行社」は「東

亜交通社」に変えさせられました。また

日本旅行社は止めさせられ、復活には昭

和 24 年までまたなければなりませんでし

た。災害などがあると従来は“旅行自

粛”でしたが、今ではふっこう割りなど

様々な形で“観光地支援”をするように

なりました。 

今年 2020年はオリンピック・パラリン

ピックで、4000万人をめざしています。そのため、羽田の国際化（成田も含めハブ化）、ホテ

ルや IR（これは本来 MICE 振興から論じられるべきでカジノから入ったからややこしい）などイ

ンフラ整備、EXPO などの MICE の誘致が活発になってきました。 

1964 年が一つの時代の始まりであったように 2020年は新たなツーリズム時代の魁になります。

社は、昨年の熱狂的なラグビーワールドカップでも大きな成果をあげましたが、この分野では

わが社の伝統を如何なく発揮できる余地は十分です。 

 

一方、社の店頭営業は明らかに曲がり角に立っています。インタ―ネットの普及に加え、

AI、IoT 、5G、ビッグデータ、MaaS、CASE と羅列したように、100 年に一度の技術革新が行く

手を悩まします。一方、消費者のライフスタイルも多様化やシェアドエコノミーのような大変

革期にあります。最近やたらに“コト消費“などと言われていますが、”るるぶ“（見る、食

べる、遊ぶ→体験する、交流する、学ぶ）と同じです。このような状況下、社が新しい経営理

念を“交流創造事業”としたことは時宜に叶っているといえます。しかし、それに相応しい象

徴的なサービスや PRODUCTS（商品）があるとは思えません。 

例えば、国内旅行を大胆に“滞在型旅行”に切り替えたらどうか。草津温泉は「にっぽんの

温泉 100選」でいつも一位ですが、思い切って“3泊 4日”が基本パターンとして売り込んだら

どうかと思います。町長や業界や社内でも言っていますが誰も実現しません。関心がないの

か、力がないのか。かつてハワイはキャリアーとエージェントで 4泊 6日を基本パターンにし

て広げてきた実績があるので不可能ではありません。滞在が長ければ、その間、さまざま“旅

ナカ観光”や“ 地域発着商品”などが活きてきます。そのような意味で TaaS というシステム

を開発中と聞いていますので期待しています。 

各地の観光を担う DMOは JTB の役割を待っております。ともあれ、時代の要請に応えた時宜に

叶った対応が急務です。  

 

勿論、わが社だけでなく、百貨店・銀行・証券業界やメーカーも同じ荒波に翻弄されており

各企業のかじ取りに命運がかかっています。昨秋、我々が範とした名門トーマスクックは 178

年の歴史を閉じたことは大変なショックでした。クック社は 1841年創立ですからわが社の 50

年前です。1872年（明治 4年新橋―横浜間鉄道開通）には世界一周で横浜―神戸―瀬戸内海を

訪れています。万博見学ツアー、クックのタイムテーブル・トラベラーズチェック…など事業

を大いに学んだものです。しかし、今、M&A の失敗や事業モデルが時代遅れになっていたという

事実を肝に銘じなければなりません。 

現在、社は必死になって第三の創業を模索しております。2011 年未曽有の大震災を機に本社

エレベーターの扉には「ともに進む あしたへつなぐ 東北未来」と支援のメッセージが貼っ

てありますが、これは単に東北に対してだけでなく、JTBの将来へ向けての自ら鼓舞激励してい

るように思えます。 
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最後に、JTB はいい会社だと思います。87年の CIの時我が社の企業風土を診断してもらいま

した。大企業文化（官僚的・国鉄色）としてマイナス面も指摘されましたが、旅行業文化面で

は高い評価を受けました、それは人好き、

明るい、平等、学歴や学閥などない、失敗

してもリカバリーできる…などでした。更

に、何と言っても大きな特長は、各人が自

主的に企画しボトムアップで社に貢献し自

己実現できる風土です。 

職業は英語で Occupation（金や地位を得

る）や Profession（専門職）といいます

が、もうひとつの言い方に Vocation, 

Callingがあります。これは神から与えら

れた仕事、つまり天職と言ういい方です。

今日、皆さんの記録やご尊顔を拝見してその感を強くしました。 

どうか皆さん。次の時代に向けて戦っている現役の方々に皆さんに心からのエールを送ろうで

はありませんか。現在の年金制度が続きますように…。  ご清聴ありがとうございました。 

 

ＪＴＢ人事異動速報（抜粋） （２０２０年２月１日付発令） 

人事部 人事担当マネージャー    西村 峰子  人事部 人事担当マネージャー 

（東北統括 仙台駐在）             （仙台駐在） 

個人事業本部 事業統括部      清水  隆  東北仕入商品企画部長 

東北ＭＤ戦略統括部長（仙台駐在）        業務課長 仕入開発課長兼務 

リテール販売部 営業管理部      高橋理々子  ＭＤ推進室ＭＤ推進担当マネージャー 

営業管理担当課長                （東北統括 仙台駐在） 

 北東北・山形エリア長       竹村 保範  北東北・山形エリア長 

 （リテール販売部 東北エリア長予定） 

 提携販売部 東日本営業部      小林 和弘  東日本提携販売部 

 北海道・東北統括部長              東北エリア統括部長 

 コールセンター販売部       吉野 拓也  宮城・福島エリア長 

 オペレーション営業部長 

 ハワイ・ミクロネシア部      柴田  暁  航空仕入部 航空仕入担当部長 

 ハワイ・ミクロネシア担当部長          東北航空仕入課長兼務 

 秋田支店長            村田  剛  北海道事業部 営業推進課長 

 盛岡支店 奥州オフィス長      佐藤 大輔  青森支店 営業課長 

 青森支店長            須藤  直  人事部 人事担当マネージャー 

                         （東北統括 仙台駐在） 

 虎ノ門第三事業部長        増子  敦  秋田支店長 

 教育第二事業部 営業担当部長    伊藤  仁  青森支店長 

＜交流人事＞  

  エコールインターナショナル㈱出向 中村 芳朗  （公財）仙台観光国際協会出向 

 仙台支店 営業部長                コンベンション事業部長  

松島国際観光㈱出向        清水川 誉  秋田支店 業務課長 

 ホテル松島大観荘 営業部 担当部長 

 （公財）仙台観光国際協会出向   渡邉 政憲  東北仕入商品企画部 仕入企画担当課長 

 コンベンション推進課長 

 

※この度の人事異動に伴い BOB 会支部幹事は西村峰子統括マネージャーに交代となりました。 
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 理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所   ２月 ８日（土）１１時００分から 仙台駅前「和食波奈仙台店」 

２ 議   題 

（１）協議事項 

①５０周年記念事業の成果・反省について 

 ・台湾事業 ⇒新型肺炎等諸般の事情により秋以降への延期を決定しました。 

②２０１９年度収支決算見込みについて 

 ・５０周年記念事業の収支状況 

③２０１９年度活動実績見込み及び２０２０年度活動計画（案）について（別紙） 

（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 ＪＴＢ人事異動について（別記）  

会 員 の 動 向  

◆ 訃  報    

髙橋 登さん（酒田市 ７０歳）におかれましては、２０１９年１２月２１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  

◇ 退 会 会 員   金子 和子さん （仙台市青葉区）     １２月退会 

          古田 重善さん 秋田こまち会（秋田市）  １２月退会 

◇ 会 員 状 況： （２０２０年１月３１日現在） 

正 会 員   ２４５名 （男性２０７名、女性３８名） 

名誉会員      １名 （男性   １名、女性  ０名）  

合  計   ２４６名 （男性２０８名、女性３８名） 

支 部 活 動 の 動 向  

◇１２月１１日（水） たより・カレンダー等発送作業（JTB 会議室）：支部長、副支部長、 

磯貝・佐藤（充）・阿部・河越・鹿野各理事・渡辺監事・後藤委員 

 １２月１１日（水） ５０周年記念誌担当打合せ（BOB サロン）：支部長、副支部長、         

佐藤（充）・河越各理事・後藤編集委員 

 １２月１７日（火） ５０周年記念誌担当打合せ（BOB サロン）：副支部長、佐藤（充） 

河越理事 

 １２月２６日（木） ５０周年記念式典・懇親会場打合せ（ＴＫＰ）及び景品各社受取： 

副支部長、磯貝・阿部各理事 

  １月 ９日（木） ５０周年記念式典資料作成：副支部長、阿部理事 

 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。 

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。スタートから９カ

月で取扱額は前年並みに回復しましたが、取り扱い人員が４１７名と低調です。宿泊単品のみでも結構

ですので、お客様紹介シートを忘れずに JTB窓口に提出して下さい。ご協力を宜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（１１・１２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 ％ 

11 月分 11 60 2,592    11 60 2,592 100 

12 月分 5 19 731 1 1 68 6 20 799 10 

年度計 69 375 19,069 9 42 10,928 78 417 29,997 81 
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１１・１２月分のご紹介者は、石黒 茂（２）、金子和弘、佐藤 孝、佐藤敏彦（２）、 

佐藤 充、髙橋 翕（２）、富永幹男（２）、堀野秀子（４）、吉田正巳、渡辺仁美 

 の皆様です。 

◇ ナイスギフト取扱実績  

１１月分 取扱 ８件 １３７，７６０円  １２月分 取扱 ５件  １９２、６００円  

年度計（４～１２月分） 取扱件数 ２３件   １，２８４,８８０円（前年比 １２２%） 

１１・１２月分のご紹介者は、阿部善幸（２）、蒲倉 博（３）、河越和夫、小林 誠、

佐藤忠次、富永幹男（２）、長谷川健二、野呂昭光、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  

４月１１日（土）「懇話会」のお知らせ 

次回の「懇話会」も、会場を「和食波奈仙台店」に変更して開催致します。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： ４月 １１日（土）１２時３０分～  

◎会 場： 仙台駅前「和食波奈仙台店」（仙台東宝ビルＢ１）◎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。 

 

◇ ２月８日（土）仙台駅前「和食波奈仙台店」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、櫻井勝男、長谷川健二、

三浦源幸、髙橋 翕、佐藤茂雄、齊藤 修、若林秀敏、佐藤光秋、中鉢孝男、南洞 稔、 

奥山美奈子、磯貝辰男、渡辺仁美、佐藤 充、阿部善幸、前田健二、佐藤勇一、河越和夫、

鹿野美枝子、畠山 廣、（ＪＴＢ）西村峰子  計２６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                            

＜年間計画＞ 

① 4 月 10日（金）榴ヶ岡公園「観桜会」  （釣友会・カメラクラブ合同企画） 

② 5 月 8日 （金）利府竹の子掘り体験と利府散策  （カメラクラブ合同企画） 

③ 6 月 19日（金）古民家風農家レストラン土風里（どっぷり）と東鳴子温泉入浴の旅 

④ 9 月 18日（金）宮城オルレ奥松島コーストレッキング・奥松島レーンホテル入浴の旅 

⑤ 11 月 15日（日）～16 日（月）          （カメラクラブ合同企画） 

       リゾート列車「みのり」で行く開湯 1200 年の歴史ある肘折温泉と新庄市内散策 

【歩こう会・新春企画大募集中】  

<新春企画第一弾> 榴ヶ岡公園「観桜会」 （釣友会・カメラクラブ合同企画） 

日 時 ： 4月 10日（金）  榴ヶ岡公園 12 時集合  参加費 ： 3.500 円 

<新春企画第二弾> 利府竹の子掘り体験と利府散策  （カメラクラブ合同企画） 

日 時 ： 5月 8日（金）集合：利府駅 8：50   仙台駅 8：25＝利府駅 8：43  

              解散：利府駅 14：40  利府駅 14：48＝仙台駅 15：13 

参加費 ： 2.500 円（食事代・飲み代） 別途：JR 券代、タクシー代等 1.000円程度 

 日 程 ： 利府駅集合 9：00   岡崎農家にて竹の子掘り体験 

       茅葺レストラン「こけし庵」にて竹の子天ぷら・炊き込みご飯・竹の子汁等 

       春日神社参拝（藤原氏の祖神が祀られている）、多賀城政庁の北宮神社 

◎ 申込先 ： 佐藤勇一理事 090-8787-4421 まで 
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◇ 女性るるぶ会「ペンリレー」   事務局 後藤真由美 ０９０－４５５５－１４０８ 

東京五輪ソフトボール競技を８名で観戦しよう！   （山形べにばな会）横山せん さん 

ＢＯＢ会東北支部創立５０周年おめでとうございます。さて、私の５０年前というと高校に入

学した頃になります。多くの方は高校時代の中で修学旅行は楽しい思い出のひとつとなっている

と思います。もちろん私もそうですが、旅行先の京都・奈良で観光する寺院等の選択やスケジュ

ールを計画する旅行委員を経験できたことが、少なからずもＪＴＢで仕事をするきかっけになっ

たのかなと思っています。そして私の高校生活をしっかり占領したのは部活のソフトボールです。 

半年後に開催される東京 2020

オリンピック。ソフトボール競技

は日本が悲願の優勝を果たした

北京 2008 大会以来の復活になり

ます。圧倒的な強さのアメリカ、

それに続く日本、オーストラリ

ア、カナダ、中国などの試合を福

島で観戦しようと、あの高校部活

の同期８名が集結することとな

りました。幸運にもチケットは２

次抽選で８枚全員分の当選を引

き当てることができました。 

ソフトボールが縁で出会えた仲間と高校卒業４８年後に 8名全員が一緒にオリンピックを観戦

するというのは嬉しい奇跡です。これからの人生にもソフトボールを愛する仲間たちとワクワク

する時間を過ごせたらと願っています。 

（写真）秋保温泉水戸屋にて、オリンピックを一緒に観ようと決めた時の写真 

                           （右から４人目が横山さんです） 

＜次回は、青森あすなろ会の 工藤栄子 さんです。よろしくお願い致します。＞ 

 

◇ 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。 

＜年間計画＞ ゴルフ場：「グレート仙台カントリークラブ」  ☎022-392-3505 

① 3月 24日（火）  初打会        ② 3月 30 日（月）      月例会 

③ 4月 7日（火）  月例会          ④ 4月 20日（月）     春季大会 

⑤ 5月 11 日（月）  月例会        ⑥ 5月 26 日（火）     月例会 

⑦ 6月 8日（月）  月例会         ⑧ 6月 23日（火）      月例会 

⑨ 7月 7日（火）  夏季大会         ⑩ 7月 20 日（月）     月例会 

⑪ 8月 3日（月）  月例会          ⑫ 8月 18日（火）     月例会 

⑬ 9月 7日（月）  秋季大会        ⑭ 9月 29 日（火）     月例会 

⑮10月 12日（月）  月例会          ⑯10月 27日（火）      愛好会杯 

⑰11月 9日（月）  月例会         ⑱11月 17日（火）      納会 

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

12 月 11 日（水）  閖上港 大型漁礁 蔵王丸 

＜参加者＞  槻山智雄、引地 修、佐藤和彦、鈴木 剛 

今年の納竿はこれまでの不漁を挽回すべく、回復の兆しと見せつつある大型漁礁のカレイ 

釣りに出船。当日は快晴無風で暖冬を正に体感する汗ばむほどの絶好の釣日和。 

とは言え、魚類には有難くない様で、餌の追いは緩慢で残念ながら有終の美は飾れずに終了。

不漁の一年の集大成か。来年に期待。                   （鈴木記） 
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＜年間計画＞ 

① 4月 10日（金） お花見会 榴ヶ岡公園     ② 5 月 20日（水） 閖上港 大型漁礁 

③ 6月 10日（水） 尾浦港 出島周辺      ④ 7 月 1日 （水） 閖上港 大型漁礁 

⑤ 7月上旬         秋田道川沖１泊       ⑥ 9月 16日（水） 仙台湾 リレー船 

⑦ 10 月上旬     秋田道川沖１泊       ⑧10月 21日（水） 仙台湾 リレー船  

⑨ 10 月 28日（水） 秋の松島湾ハゼ釣り     ⑩11月 11日（水） 仙台湾 リレー船 

⑪ 11 月 25日（水） 尾浦港 出島周辺    ⑫12 月 9日（水）閖上港大型漁礁・竿納め 

⑬ 1月 13日 （水） 支部新春懇親会参加      ⑭ 2月上旬 （水） 昼食放談会 

<新春企画> 榴ヶ岡公園「観桜会」 （歩こう会・カメラクラブ合同企画） 

日 時 ： 4月 10日（金） 榴ヶ岡公園 12時集合 参加費 ： 3.500 円 

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

☆ 12 月 7日（土）定例会 

 ＜参加者＞ 三浦源幸、渡辺仁美、佐藤勇一、佐藤茂雄、若林秀敏、 

       高橋 翕、河越和夫、阿部善幸 計 8名 

      ※飲んで、歌って、思い出話と、楽しいサロンです！ 

☆  1 月 10日（金）愛唱会 

 ＜参加者＞ 若生勝芳、田島正義、高橋 翕、高橋健治、伊東功夫、 

       磯貝辰男、阿部善幸 計 7名 

      ※懐メロあり、新曲あり、いずれも渾身の歌の競演です！ 

★次回愛唱会開催日：3月 6日（金）13：00～16：00  

       仙台駅前カラオケ館名掛丁店  ＠1,050円 

   ※申し込みは前日まで 阿部善幸理事へ 090-7333-7392  

＜年間計画＞ 

・暑気払いカラオケ会   8/8（土）懇話会終了後 14：45～17：00 

                  場所：暖家 DANKE 022-225-2626 （会費 1,000円） 

・忘年カラオケ会     12/5（土）懇話会終了後 14：45～17：00 

                  場所：暖家 DANKE 022-225-2626 （会費 1,000円） 

・カラオケ愛唱会     開催日は、8月、12月を除く各月第 2（金）を基本とし他会行事と 

             重なる場合等は、第 3（金）等に変更する。どなたでも参加 OK。 

             13：00～16：00 場所： カラオケ館名掛丁店 

                           022-212-6566  （会費 1,000 円） 

             4/17、5/22、6/5、7/10、9/11、10/9、11/13、1/8、2/12、3/12  

※申し込みは前日まで 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)で開催しております。 

  12 月 20日（金）＜参加者＞ 菱田貞一、若生勝芳、齊藤 修、河越和夫  

   1月 24日（金）＜参加者＞ 菱田貞一、若生勝芳、渡辺武郎、河越和夫  

☆「２０２０年新春麻雀大会」の結果報告 

日時：２０２０年１月２１日（火） 

場所：麻雀クラブ「万里」  仙台駅前エバーアイビル４F 

<参加者>磯貝辰男、伊東功夫、小幡紀男、河越和夫、作間清成、佐藤利喜弥、庄司 良 

鈴木郁也、鈴木 剛、高橋 翕、高橋 博、高柳新一、菱田貞一、若生勝芳、 

渡辺武郎、渡辺仁美    １６名 

<成 績>  優勝：高柳新一    準優勝：若生勝芳    第三位：渡辺武郎 
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優勝は手堅い戦いのもと、最終の四回戦で大勝ちした高

柳新一さん。又、今回設定した特別賞（表彰対象者以外で

抽選会）は渡辺仁美さんが受賞しました。 

＜年間計画＞ 

「夏季麻雀大会」 ２０２０年８月２５日（火）  

麻雀クラブ「万里」 12：45～ 

「新春麻雀大会」 ２０２１年１月１９日（火） 

麻雀クラブ「万里」 12：45～ 

☆月例会の開催について 

  2020年度から下記の様に一部内容を変更して開催い 

  たします。 

開催日：毎月最終土曜日開催（12月のみ第三土曜日） 初回は 4/25（土） 

    4/25.5/30.6/27.7/25.8/29.9/26.10/31.11/28.12/19.1/30.2/27.3/27 

場所 ：仙台駅前「万里」 10：00～17：00 

申込 ：参加希望者は毎月 1日～10日の間に電話又はメールで当月の月例会参加希望を 

連絡して下さい（参加確定は先着順となります） 

申込先・・・河越迄 ☎ 090-7116-4131  メール kawagoe3@agate.plala.or.jp 

  その他：希望したにも関わらず人数（卓）の関係で参加出来なかった場合は、次月（回） 

参加の優先権を持つ事とします。   

その他問合せについては河越まで ☎ 090-7116-4131 

◇ 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  12 月 19 日（木）＜参加者＞ 佐藤正司、菱田貞一  

        1 月 16 日（木）＜参加者＞ 佐藤正司、菱田貞一 

＜年間計画＞ 

毎月第 3 木曜日、13 時から BOB サロンで開催いたします 

◇ 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 147回 12月 12日(木)の句会から         

掻き寄する朝の落葉の匂ひかな    小山 あきお   季語=落葉=冬 

小六月親父の遺訓額にする       市川  隆      季語=小六月=冬 

一管の杜をわたりし里神楽       石黒  秀策    季語=里神楽=冬 

降る雪やゴールド免許封印す     紙谷 団塊人   季語=雪=冬 

ポインセチア法螺の音渡る城下町   陶山 芳子    季語=ポインセチア=冬 

しぐるるや鳥海山のすそ勧進す     清水  孝    季語=しぐる=冬  

＜自由投句＞ 

寒菊や国道沿ひに墓群立ち       清野 馬子     季語=寒菊=冬  

第 148 回 1月 20日(月)の句会から            

町筋に寄席のまねきや小正月      小山 あきお   季語=小正月=新年 

時計ばねきりきり固く寒に入る    市川 隆      季語=寒に入る=冬 

初東風をわけて一番フェリーかな    石黒 秀策    季語-初東風=新年 

ひとり居のカップメン食ふ霜夜かな  紙谷 団塊人   季語=霜夜=冬 

松例祭終へて御坂の鐘の音         清水  孝      季語=松例祭=冬 

＜自由投句＞ 

二胡に聴く草原旅情小正月       清野 馬子    季語=小正月=新年  

 

mailto:kawagoe3@agate.plala.or.jp
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＜年間計画＞ 

毎月第二月曜日 13 時から 15 時の予定で開催いたします 

場所は旬采食健「ひな野」長町店  仙台市太白区大野田 1-1-13 ☎022-304-2771 

「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 

（１２/１７）第３５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、磯貝辰男、阿部善幸、  講 師：片平安之   

事務局：畠山 廣、河越和夫   ７名 

（ １/２１）第３６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、        ７名 

＜年間計画＞ 

毎月第 3 火曜日、11 時から 13 時まで BOB サロンで開催いたします。 

 

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

（１／２７）１月例会を仙台市国見ケ丘「妙庵（みょうあん）」にて開催 

新年初めての例会を、仙台市青葉区国見ケ丘にある蕎麦処「妙庵」にて開催しました。 

例会では、来年度の事業計画案を事務局から発表して、皆さんのご意見をいただき、下記に掲

載した年間計画のとおり決定をしました。来年度も多数のご参加をお待ちしております。 

その後、３年間の例会で訪問した蕎麦屋１９店を振り返って、各自好きな蕎麦屋を挙げていた

だきました。１９回の例会全てに参加された鈴木正利さんは、「五十嵐さんが打った蕎麦」が一番

好き、次には福島松川の「藤八そば」をあげました。齊藤修さんは、「会津山都のそば祭り」に行

ったが、目当ての蕎麦店が“売り切れ”で食べられなかったのでもう一度行きたい。それに、五

十嵐さんの蕎麦をもう一度食べたいのと、「五十嵐・佐藤茂雄・畠山」の３人の蕎麦打ち名人（？）

の食べ比べの要望が出ました。その後も、鹿野美枝子さんは、初めて参加したのが会津「五十嵐

さんの蕎麦」だったので、印象が強く一番とのことでした。それにしても五十嵐さんの蕎麦は、

名だたる名店を押さえて蕎麦愛好会一番の人気でした。佐藤茂雄顧問からは、流石そば打ちをさ

れているだけあって、「蕎麦は地域によって（品種が）違うので、それぞれの地域の蕎麦を楽しん

で欲しい」とのアドバイスがありました。一番人気がある品種は「常陸秋そば」で、次が山形「出

羽かおり」も良いので「手打ちそば処はたけ山」の蕎麦も美味しい筈（笑）。他にも皆さんには、

色々なご意見をいただきましたので今後の蕎麦屋巡りの参考にさせていただきます。 

約１時間の例会後は、いよいよ「妙庵」の

蕎麦です。初めに出されていたのが、お茶で

はなく濃厚の「蕎麦湯」でこれは別に作ったも

のと思われます。そして４人分位ずつカゴに盛

られた蕎麦が運ばれてきました。細めの二八蕎
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麦で腰も香りも申し分あ

りません。特にそば粉の

産地の標記はありません

が「常陸秋そば」と思われ

る色白の蕎麦でした。揚

げたての天ぷらも美味し

くいただき、皆さん大満

足の様子でした。そして

最後に大きな土瓶で運ば

れてきたのも、白濁した

とろとろの蕎麦湯に皆さ

ん感激されていました。

流石に人気店だけあっ

て、入り口には行列が出

来ていたので早々に解散

としました。（畠山 記） 

＜参加者＞： １８名 

清野幸男、長谷部公子、鈴木正利、須田幹雄、壱岐ひろみ、石黒秀雄、若生勝芳、 

菱田貞一、渡辺武郎、髙橋 翕、佐藤茂雄、齊藤 修、渡辺仁美、阿部善幸、前田健二、 

鹿野美枝子、河越和夫、畠山 廣         

＜次回例会案内＞   

次回は、３月２３日（月）柴田町「手打ちそば花いかだ」での開催です。 

＜年間計画＞ 

① ５月１２日（火）福島市松川“クマガイソウの里まつり”と「藤八そば」 

② ６月２９日（月）山形県西川町「山菜料理出羽屋」山菜そば 

③ ９月 ７日（月）猪苗代町「ラ・ネージュ」と猪苗代湖畔そば花畑観賞 

④１１月１０日（火）山形市西蔵王「三百坊」と山形酒ミュージアム見学 

⑤ １月２５日（月）仙台市内（未定）  ⑥３月２２日（月）村田町又は蔵王町（未定） 

 

お詫び  

本日配布の「５０周年記念誌」の一部に訂正箇所がありました。お詫びして訂正致します。 

 ・３６ページ 本文１行目 入社したのは昭和３８年⇒入社したのは昭和３６年 

 ・６０・６１ページ 上段１行目 昭和４５年（１９７５年）⇒昭和４５年（１９７０年） 

編集後記 

◇５０周年記念行事は、秋以降に延期となった台湾旅行を除いて無事に終了しました。講演会で

は舩山相談役に JTB の半世紀を振り返っての講話を頂きましたが、その中で「５０周年記念

誌」に収録されている諸先輩方の業績に触れて「各時代の要請・ニーズに応えさまざまな挑戦

と創造を行い、社業の発展に大いに寄与された」と労いの言葉をいただきました。私達も自由

闊達な JTBの企業風土の中で、のびのびと仕事ができた事に感謝したいと思います。 

式典では、福島しゃくなげ会の長谷部公子さんによる二胡の演奏や、懇親会では菱田貞一さ 

んのマジックショーも披露いただきました。皆さんで５０周年を盛り上げて頂きました。 

◇式典にあわせて完成した『支部創立５０周年記念誌』を当日の参加者に配布いたしました。 

表紙の挿絵には、清水義春さん製作のボタニカルアート「寒椿」を、裏表紙には渡辺武郎さ 

んの水彩画「阿修羅像」を掲載致しました。ご協力を頂きました皆様に感謝申し上げます。 

式典に参加出来なかった皆様には、本日同封いたしましたので是非ご覧になって下さい。 

◇５０周年記念誌及び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

ラーでご覧頂けますので、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 

 


