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第１８１号                        ２０２１年１２月 ９日（木） 

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 

 

２０２２年新春懇親会＆講演会＆作品展開催のご案内 

日頃より当支部活動にご支援ご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。 

 さて、今年度の新春懇親会は、１月開催で準備を進めておりましたが、GoTo トラベル再開が

２月以降にずれ込んだ為、２月１７日（木）に延期して下記の通り開催致します。尚、今回は

『新春懇親会＆新春講演会＆ＢＯＢサロン作品展』を同時開催し内容を充実して開催致します

ので、皆様のご参加をお待ち致しております。また、この秋開催予定の「BOB サロン作品展」も

延期して開催致しますので、是非ご準備頂いております皆様のご出品をお待ちしております。 

 今回は国の観光支援策 GoTo トラベルを適用して、JTB グループ及び協定施設様への協力支援

策の一環として実施するものです。また、ご参加いただいた会員の皆様は JTB「お客様紹介運

動」の対象となりますので、何卒ご協力を賜りますようお願い致します。 

                                 支部長 前田 健二 

                     記 

【日  時】 ２０２２年 ２月１７日（木）～１８日（金）  

【集合出発】 仙台駅東口貸切バス駐車場 ＜ 13 時 20 分集合＞ 

       １３：３０出発～１４：００ホテルニュー水戸屋着 

【会  場】 秋保温泉ホテルニュー水戸屋  

       住所：仙台市太白区秋保町湯元字薬師 102  ℡022-398-2301 

【講 演 会】 ＜講師＞ 平川 新 氏 東北大学名誉教授（前宮城学院女子大学学長） 

       14：15～15：15 演題：「（仮称）秀吉・家康・政宗の外交戦略」 

【BOB サロン（作品展）】15：30～16：30 作品展鑑賞・製作者発表 

【懇 親 会】 18：00～19：30（感染防止対策として小グループ毎の着席となります） 

【会   費】 概算１２，０００円（GoTo トラベルを適用した場合の概算額です） 

※今年度寿齢対象者は 2,000 円引きの優待価格で参加できます（但し年 1 回のみ） 

※尚、日帰りでの参加をご希望の会員は下記親睦担当にお問い合わせ下さい。 

【送迎バス】 翌日朝食後、ホテル発 09：30 ～ 10：00 頃 仙台駅東口着 

【申込締切】 ① １月２５日（火）まで下記の親睦担当まで申込下さい。 

       ② GoTo トラベルの停止や感染拡大の際は、懇親会を中止する場合があります。 

＜講師プロフィール＞ 平川 新（ひらかわ あらた）氏 文学博士（江戸時代史） 

東北大学名誉教授、前宮城学院女子大学学長 

1950 年福岡県出身 法政大学文学部史学科卒業、東北大学院文学研究科修

士課程修了、東北大学東北アジア研究センター教授・センター長、東北大学

災害科学国際研究所長、 著書：『戦国日本と大航海時代 秀吉・家康・政宗

の外交戦略』で 2018年度和辻哲郎文化賞を受賞 

 

【申し込み・問合せ先】ＢＯＢ会東北支部 親睦担当  

    磯貝 辰男（携帯）080-2817-1444   佐藤 勇一（携帯）090-8787-4421  

   メール： tatsuo2411@gmail.com     メール： yuchanfujiwara8@gmail.com 

mailto:tatsuo2411@gmail.com
mailto:yuchanfujiwara8@gmail.com
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10/29「懇話会・芋煮会」“山形 紅の蔵”で開催 

                                 （懇話会・女性るるぶ会・山形べにばな会合同企画） 

  

「懇話会・芋煮会」は、１０月２９日（金）「山形まるごと館 紅の蔵」で開催されました。 

今回は、支部主催の「懇話会」と「女性るるぶ会」「山形べにばな会」との合同での開催です。 

前田支部長の挨拶のあと、女性るる

ぶ会堀野秀子会長から歓迎のご挨拶を

いただき、前女性るるぶ会会長奥山美

奈子さんの乾杯のご発声で食事会が始

まりました。 

紅の蔵”そば処紅山水”特製の豪華

な「山形郷土料理芋煮膳と山形蕎

麦」のお料理が並び、山形の秋の味

覚を存分に堪能する事ができまし

た。お食事の途中には、本日参加の

皆さんから近況報告をいただき、大

変和やかな会席となりました。 

最後に、山形べにばな会佐藤利喜

弥理事の中締めでお開きとなりました。地元山形べにばな会の皆様には大変お世話になりました。 
 

＜参加者氏名＞ （敬称略） １６名 

【宮城地区】佐藤茂雄、佐藤和彦、齊藤 修、前田健二、小原 孝、小林 誠、後藤真由美、 

畠山 廣   

【福島地区】奥山美奈子 

【山形地区】堀野秀子、金子美智子、酒井香奈子、佐藤登志、横山せん、佐藤利喜弥、佐藤敏彦    
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２０２１年度第８回「全国フォトコンテスト」審査結果報告 

        当支部「片平安之さん（仙台市）」の作品が『最優秀賞』を受賞しました。 

第８回全国フォトコンテスト（応募期間：８～９

月）の審査結果が、下表の通り発表されました。 

最優秀賞作品には、応募作品５７点の中から当支部

の片平安之さん（仙台市）の作品「人生の桜街道」が

受賞されました。 誠におめでとうございます！  

本部ホームページには、受賞者及び受賞作品と、全

作品が掲載されておりますので是非ご覧下さい。 

次年度のコンテストにも多くの皆様のご応募をお待

ちしております。 

＜当支部応募者＞ ５名 

片平安之（仙台）、清水 孝（鶴岡）、佐藤 充（仙台）、

後藤真由美（仙台）、畠山 廣（仙台） 

 

【全体講評】「年々、被写体の捉え方のレベルが上がっ

ています。元々旅の専門家ならではの目線で『旅は人が

するもの』を上手く捉えています。」伊東審査委員長 

最優秀賞 ※写真左 

東北支部 片平安之さん（仙台市宮城野区）  

画 題：「人生の桜街道」 

撮影地：大崎市岩出山（蛭沢川沿い） 

 

【応募時コメント】「リセット！今日も二人元気な嗄声 体を動かしにいざ散歩に出陣！」 

【審査員コメント】人の入れ方が見事で、満開の桜並木の下を前向きに歩く老夫婦の二人の姿が、これか

らのさわやかな第二の人生を歩く姿を上手く出しています。またその姿は、さまざまな想像が膨らむ優

れた作品です。望遠レンズを使ったことで桜の木の見事さが強調されるとともに、人物を画面下ギリギ

リの位置に配したことで、奥行が生まれました。 

【受賞者喜びの声】大変嬉しい賞をいただき驚きです。朗報の連絡メールに家族は疑心暗鬼、でもすぐ喜

んでくれました。作品は、鳴子温泉へ行く街道で、桜の名所として有名な岩出山です。毎年、桜の時期に

重いカメラ持参で行く大好きな場所の一つです。今回は、天候等の意地悪さに負けず最高の日にシャッ

ターを切ることができました。下方に写る老夫婦は私らかも知れません。これからも精進いたします。 
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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 

「紅花で結ばれた交流」          山形べにばな会 堀野 秀子さん  

 月日の流れは速い事、もう４年も前の出会いです。たまたま「紅の蔵」に

立ち寄って下さったお客様に、中庭に咲かせている５０鉢の紅花の説明と

「紅花は見てよし・使ってよし・食べてよし・身体によし」の説明、紅花談

議で意気投合しました。 

出逢いの相手は、東京江東区にあるＲｅｉｎｂｏｗｔｏｗｎ ＦＭのパーソナリティ

髙橋みさよ様でした（種子島出身）。その後、紅花との出会いが深川資料館

通り商店街理事長にもお話しが伝わり「『２０２０年東京オリンピック』の

期間中、地元として花いっぱいでお客様（外国人）を迎えたいと考えていた

ところでした。紅花はいい素材かもしれない」とのコメントを頂き、オリン

ピックに向けまずは深川地区で咲かせてみる事になり、紅花の種子は深川と

種子島へ渡りました。 

①その後、髙橋ＭＣとの交流が続き１年後は、山形県の観光ＰＲ及び県花・紅花の魅力について

スタジオトーク。又、横浜で開催の県物産展の照会等、ラジオ番組生出演「みさよのふるさと

自慢味自慢」木場スタジオにて発信しました。 

②深川の理事長と種子島からの有志の方々がサクランボと紅花時期に山形観光視察。山形の紅花

は７月上旬の開花ですが、南の島種子島では３月

下旬から開花します。是非行って見て下さい！ 

③有志１１名でついに種子島へ出発 

（２０１９年４月１８日～２２日） 

山形→羽田→鹿児島→屋久島→種子島とやっぱ

り遠い道のりでしたが、４月に咲く南の島の紅

花を見て感動し、また地域の方々からも歓待を

受けました。 

④令和元年１０月「江東区民まつり」には、大鍋に 

 て「山形の芋煮販売」に特別参加しました。 

（２０１９年１０月１９～２０日） 

順調に交流をしておりましたが、新型コロナ禍の為、オリンピックでの紅花展示は勿論、その

後の区民祭り参加等も中止になりました。現在も種子島の紅花育成状態やロケット打ち上げ画像

を流して頂いたりするなど、連絡を取り合い交流は続いております。 

出逢いは嬉しい事です。大きな輪になり人生の楽しい１ページになります。足腰の元気な時期

にまた出掛けられるように、健康第一ですね！！ 

 

 

 

「Ｒｅｉｎｂｏｗｔｏｗｎ ＦＭ ８８．５ＭＨＺ」（レインボータウン） 

みさよのふるさと自慢味自慢・・・毎週水曜日１７：００～１８：００ 

髙橋みさよＭＣにて地域の自慢を発信しています。是非お聞きください。 

＜次のペンリレーは、山形べにばな会の「佐藤登志」さんです。よろしくお願い致します。 
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【JTB人事異動（東北管内）情報】 

ＪＴＢ人事異動１１月１日付け発令分を抜粋して掲載します。 

＜２０２１年１１月１日付（10/15内命）＞ 

 （発令内容）           （氏 名）    （現役職名） 

GoTo トラベル 岩手事務局長     藤村 徳子  イオンモール盛岡南店 販売担当課長 

盛岡支店 営業担当部長         佐藤 正広     GoTo トラベル 岩手事務局長 

 

理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所   １２月３日（金）㈱ＪＴＢ３階大会議室 

２ 議   題 

（１）協議事項 

①２０２２年新春懇親会の開催及び運営方について（募集案内は表紙１ページに掲載） 

・開催日を、１/１２（水）⇒２/１７（木）に延期して、秋保温泉ホテルニュー水戸屋

（１泊２日）で開催します。「たより１２月号（12/9 発行）」で募集を開始します。 

・「新春懇親会」「新春講演会」「BOB サロン（作品展）」の同時開催です。 

  ②２０２２年度主な支部行事の進め方について 

（２）報告事項 

① お客様紹介運動実績（別記）  ② 会員動向（別記） ③ ＪＴＢ人事異動（別記） 

④ お客様紹介運動上期実績について（別記） 

⑤ 本部主催「全国フォトコンテスト」の審査結果について（２ページに掲載） 

⑥ 本部メールマガジン・支部メールマガジン登録者数及び配信状況について（別記） 

会 員 の 動 向      

◆ 訃  報     

  小林金造さん（秋田県大館市 ８０歳）におかれましては、１月２０日ご逝去されました。 

  ここにご冥府をお祈りし、謹んでお知らせいたします。     合掌 

 

◇ 会 員 状 況： （２０２１年１１月３０日現在） 

正 会 員   ２４１名 （男性２００名、女性４１名） 

名誉会員      １名 （男性   １名、女性  ０名）  

合  計   ２４２名 （男性２０１名、女性４１名） 

支 部 活 動 の 動 向  

◇１０月 ８日（金）新任理事講習会（BOB サロン）：（新任）須田理事、小原理事、 

副支部長・阿部理事 

◇１０月１２日（金）たより発送作業（JTB 会議室）：副支部長、阿部・小原・鹿野各理事 

◇１０月２９日（金）懇話会(山形紅の蔵)：支部長、副支部長、佐藤(利)・小原・小林各理事 

 

Ｊ Ｔ Ｂ と の 連 携（お客様紹介運動）   

お客様紹介運動の上期取扱実績が纏まりました。上期は新型コロナ感染が拡大した時期でもありま

したから、旅行部門は少なく、ギフト券購入キャンペーンの取組みを強化してきました。その結果もあっ

て、旅行部門は取扱件数３２件（前年比 119％）取扱額１，５６９千円（前年比 53％）、ギフト券の取扱件

数５０件（前年比 114％）取扱額２，２０７千円（前年比 71％）と、取扱額では何れも前年を下回りました

が、取扱い件数ではどちらも前年を上回る事が出来ました。皆様のご協力に感謝いたします。 
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引き続き、下期も「ナイスギフト購入キャンペーン」と「国内宿泊キャンペーン」「おせちの鉄人キャンペ

ーン」を展開しておりますので、お客様のご紹介と会員ご自身のご購入を宜しくお願い致します。 

尚、今年度国内宿泊キャンペーンの実績がありました会員には、支援金（ギフト券＠２０００円、年度

内１回）を贈呈しております。今回も、９月１０月実績の皆様には、たよりに同封してお届け致します。 

 

「ＪＴＢナイスギフト購入キャンペーン」（継続実施中）＜２０２０年６月～２０２２年３月＞ 

「国内宿泊キャンペーン」 （ＪＴＢ支援第３弾開始） ＜２０２１年６月～２０２２年３月＞ 

◇ ２０２１年度お客様紹介運動実績（９・１０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 ％ 

９月分 5 11 188    5 11 188 67 

１０月分 4 9 613    4 9 613 97 

年間累計 36 107 2,183    36 107 2,183 61 

９・１０月分のご紹介者は、櫻井勝男（２）、佐藤敏彦（２）、佐藤 充、清野幸男、 

髙山良雄、堀野秀子、渡辺仁美  以上の皆様でした。  

◇ ２０２１年度ナイスギフト取扱実績  

９月分 取扱 １１件  ５３３，８８０円  １０月分 取扱 １７件 ４００，００４円  

年度計（４～１０月分）取扱件数  ６７件   ２，６０７,４０４円（前年比 ７８％） 

９・１０月分のご紹介者は、〇阿部善幸、〇安倍光一、小幡紀男、蒲倉 博(3)、菅野正己、 

窪田陽子(2)、〇木幡信清、佐藤敏彦、佐藤 充、佐藤利喜弥、〇鈴木賢次、〇鈴木正利、 

〇鈴木由美、須田幹雄、〇髙橋 翕、高橋健治、〇千葉幸洋、出町 眞、〇早坂信克、 

〇平塚正隆、〇前田健二、〇松岡宏二、三浦豊光、ゴルフ愛好会、 以上の皆様でした。 

※〇印は、エースおせちの鉄人の取扱者です。 

 

BOB 会本部ホームページ支部毎訪問数及びメルマガ登録者数について 

BOB 会本部ホームページの支部毎閲覧数及びメルマガ登録者数の１０月分を報告致します。 

当支部では、皆様方のご協力をいただき８月より支部独自の「メールマガジン」を配信してお

りますが、同時に、本部メールマガジンにも１２０名近い方々に会員登録を行っております。 

下表のとおり他の支部に比べましても大変多い登録者数となっておりますし、その影響もあ

ってか１０月分の本部 HP 訪問者数は前年比１６３％と大幅に増加致しました。皆様のご協力に

感謝いたしますと共に、引き続き、本部 HPへの閲覧にご協力を宜しくお願い致します。 

＜本部ホームページ支部毎訪問数１０月分＞ ＜メルマガ登録者数１０月末現在＞ 

 北海道   ５９５件（前年比 150％）   ８８名（前月増減   ±０） 

 東 北   ７４５件（ 〃  163％）  １１９名（ 〃    －２） 

 関 東  ４８７２件（ 〃 126％）  ２６７名（ 〃    ＋１） 

 中 部  １６１０件（ 〃 187％）  １７０名（ 〃    －１） 

 関 西  ２２７４件（ 〃 118％）  １４６名（ 〃     ±０） 

 中四国   ５４１件（ 〃 148％）   ５６名（ 〃     －２） 

 九 州   ７６７件（ 〃 141％）   ５４名（ 〃     －２） 

 全国計 １１４０４件（ 〃 135％）  ９００名（ 〃     －６） 

   

「東北支部メールマガジン」の配信が始まっています 

 支部活動の情報をタイムリーにお届けする事を目的に、アンケート調査でメールアドレスを

ご記入頂いた会員の皆様には、東北支部メールマガジンを８月（創刊号 8/20 発行）より配信を

開始し、既に第１１号（12/1 配信）までお届けしております。会報「たより」（偶数月発行）

と合わせてご愛読を賜りますよう宜しくお願い致します。 
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 尚、12/1現在の登録者数は、１２７名（会員数に対して５２％）ですが、今後配信を希望さ

れる方、又は希望をしたがメールが届いていない方がおられましたら、下記広報担当までお知

らせ下さい。 

 皆様には、会員情報の提供や「たより」等への投稿を宜しくお願い致します。 

   ＜支部広報担当：畠山 080-5578-5920 又は河越 090-7116-4131 へ 

           又は次のメールアドレスへ jtbobogthk@gmail.com＞ 

 BOB Facebook（フェースブック）の登録者を募集しています 

BOB 会本部ホームページ委員会では、同じ趣味を持つ会員の交流の場として＜BOB フェースブ

ック＞を開設しております。参加を希望される方は、本部ホームページ BOB フェイスブック | 

JTB グループ OB・OG会 (jtbob.com)をクリックしてから会員登録を行って下さい。 

現在は、次の文化・趣味のグループが作品の掲載・閲覧を行うなど交流を始めています。是

非、交流の様子を覗いてみて下さい。 

１．美術グループ（絵画・絵手紙・彫刻など） 

２．文学グループ（俳句・川柳・書道など） 

３．手芸グループ（刺繍・染色・織物など） 

４．写真グループ 

５．園芸グループ（花・家庭菜園など） 

６．ペットグループ 

７．世界遺産グループ 

８．スポーツグループ 

９．ドライブ＆バイクグループ 

10. 談話クラブ（テーマが無く自由に投稿や会話が楽しめます） 

11．パソコン・スマホ・ＳＮＳグループ 

尚、BOBフェースブックに投稿や閲覧を行うには「個人アカウント」が必要です。BOB フェー

スブック画面から会員登録を行って下さい。 

JTBグループ情報 

◎JTB ライフネットが統合により社名が変わりました 

保険事業を行っております㈱JTBライフネットは、１０月１日より㈱JTBビジネストランスフ

ォームに会社統合して保険業務を継続しております。JTB団体傷害保険及び自動車保険等の新規

契約等につきましては、下記宛お問い合わせ下さい。 

 新社名：株式会社 JTBビジネストランスフォーム 保険事業部 東日本支店 

 連絡先：〒140-8602 東京都品川区東品川 2-3-11 JTBビル４階 

     ℡：（フリーダイヤル）0120-981-756 FAX：03-5736-5141 

懇話会の開催  

１２月３日（金）「懇話会・歳忘れ」を

“和食波奈仙台店”で開催しました。 

当日は、コロナ感染防止対策に留意し、１

２名席を６～７名で使用する等間隔を空けて

の会場設営をして開催に漕ぎつけました。 

【参加者】田島正義、佐藤和彦、若生勝芳、

髙橋 翕、三浦源幸、高橋健治、佐藤茂雄、 

渡辺仁美、中鉢孝男、石森 隆、南洞 稔、

佐藤利喜弥、須田幹雄、小林誠、前田健二、

磯貝辰男、佐藤 充、阿部善幸、佐藤勇一、小原 孝、河越和夫、畠山 廣  以上２２名 

mailto:jtbobogthk@gmail.com
https://jtbob.com/bob%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af/
https://jtbob.com/bob%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af/
https://www.facebook.com/groups/892044978222027
https://www.facebook.com/groups/845924149596568
https://www.facebook.com/groups/256294999225830
https://www.facebook.com/groups/248705729967922
https://www.facebook.com/groups/133382695288469
https://www.facebook.com/groups/517820412559575
https://www.facebook.com/groups/327011382417993/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=102435695203619
https://www.facebook.com/groups/530808634725917
https://www.facebook.com/groups/942842569893164/?notif_id=1625491822262312&notif_t=group_admin&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/1199422400533873
https://www.facebook.com/groups/3072226513060163
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10/29（金）開催の「懇話会・芋煮会」（山形紅の蔵：女性るるぶ会・山形べにばな会合同）

の報告は、表紙（１ページ）に掲載しましたのでそちらをご覧下さい。 

＜次回予定＞ 

 次回の 2/10「懇話会」は、「新春懇親会」が２月に延期となった事により中止とします。  

※尚、同日開催の定例理事会は予定通り、2/10（金）JTB３階会議室で開催致します。      

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  

＜ 歩こう会担当 佐藤勇一理事のコメント ＞ 

「歩こう会」の今年の事業はコロナ問題の影響もあり 7月 16日(金)に実施した岩手やまびこ

会と合同企画した「世界遺産登録 10周年記念」世界遺産平泉ウオーキングトレイユのみの開催

でした。その際には岩手やまびこ会の方々には多数参加をいただき感謝しております。お礼も

かねて、11月 28日(日）～1 泊 2日つなぎ温泉で開催の岩手やまびこ会の懇談会に参加してき

ました。次年度も他の地区と合同の企画を考えたいと思います。 

また、コロナ問題もう少し落ち着いたら次年度の行事内容の検討も含めて親睦を深めるた

め、「仙台の横丁を歩こう会」でも考えてみようかなと思います。またそうなってほしいもの

です。「コロナ撲滅祈願」 

8月 20日(金)開催予定しておりました懇話会・納涼バーベキュー大会は、コロナ禍のため一

旦延期といたしました。今後コロナ等の状況を見ながら検討する事といたします。       

◇ 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。 

10 月 12日（火）   月例会は雨天の為、中止    

10 月 25日（月）   愛好会杯   グレート仙台 CC  参加者 7名 

  佐藤茂雄さん、今季初優勝！ 

  1 位  佐藤茂雄（G96.H21.N75） 2 位  髙橋 翕  3 位 （M サークル） 

他参加者：渡辺仁美、若生勝芳、木幡信清、三浦源幸、小幡紀男 

11 月 9 日（火）    月例会は雨天の為、中止 

11 月 15日（月）   納会   グレート仙台 CC  参加者 8名 

  髙橋 翕さん、今期３回目の優勝！ 

  1 位  髙橋 翕（G86.H12.N74） 2 位 （M サークル）3 位  木幡信清 

他参加者：三浦源幸、杉山重己、渡辺仁美、小幡紀男、中鉢孝男、佐藤茂雄 

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

10 月 8 日（金） 6回目のテンヤ釣り みなとや丸！ 

＜釣り人＞ 引地 修、佐藤和彦  

午前 5時出船、亘理相馬沖に向かうが南西の風強く、波うねり大きく船を進めるが、困難な状態

のため仙台港沖合（根の多いポイント）で釣行開始。すぐに根がかり多く仕掛けが次から次へと

取られ苦戦。魚影薄く釣果なし。仕掛けの損失何千円？しばらくすると波風が落ち着き、亘理沖

に向かうが釣果あがらず期待に反し、釣れないの連続。 

アイナメ（小）1匹の釣果に終わる。次回に期待。               （佐藤 記） 

10 月 14日（木） 亘理 鳥の海港から きくしん丸！ 

＜参加者＞ 引地 修、佐藤和彦、鈴木 剛  

前回の好釣果の再現と、この時季に賑わいをみせる青物（イナダ・ワラサ・鯖等）を狙い又もや

のヒラメ釣り。 

二匹目のどじょうは釣れないものの、本命のヒラメは相変わらず果敢に生きイワシにアタックし 

この日も 70 ㎝級を筆頭に 3人で 17枚の釣果。他にイナダ、太刀魚も姿を見せる。 （鈴木 記） 
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10 月 22日（金） 7回目のテンヤ釣り みなとや丸！ 

＜釣り人＞ 引地 修、佐藤和彦  

出船午前 4時 30分、6時に相馬沖ポイントに到着。水深 25～30ｍカブラ仕掛 15号を使用、釣座

と湖の流れが合わず、道糸は船底斜めに入り釣行はしにくく、エサを取られる事多く苦戦。 

しばらくするとマダイ 45 ㎝、ヒラメ 40 ㎝、ホウボウ 40 ㎝をゲット、他カナガシラ 1 匹の釣果

に終わる。船全体ではマダイ 6枚が釣れた。                   （佐藤 記） 

11 月 15日（月） 亘理 鳥の海港から きくしん丸！ 

＜参加者＞ 引地 修、佐藤和彦、鈴木 剛  

今年の海の不調はサンマ、鮭のみにとどまらずカレイの釣果も良いニュースは全然聞かれず、

我々釣人も何をターゲットにしたら良いやら思案投首。 

結局まずまずの釣果をもたらしてくれるヒラメ釣りに落着き、再々度の亘理行き。 

直近までは台風や低気圧の影響があり、海は荒れ模様が続いており、この日も潮の流れ悪くやや 

苦戦。何とか 3人で本命 15枚の釣果。他に珍しい大物のマトウダイ 1枚、青物は音沙汰なし。 

時期的にヒラメ釣りもおしまいか。                      （鈴木 記） 

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

11 月 11日（木）の愛唱会定例会は中止としました。 

★ 次回定例会・愛唱会（予定） 

1 月 27 日（木） 12：00～16：00 仙台駅前カラオケ館名掛丁店（予定） 会費 1，000 円 

「新年特別企画」として、軽昼食・飲み物・おつまみ付き 

コロナ禍も沈静化しており感染症対策には充分留意の上、実施する予定です。 

   申込は、1月 20日（木）まで阿部理事へ  （携帯）０９０－７３３３－７３９２ 

◇ 麻 雀 愛 好 会   申し込みは、０９０－７１１６－４１３１ 河越和夫理事へ 

10月に予定しておりました月例会は「新型コロナウィルス禍」のため中止となりましたが、11

月に入り感染状況が落ち着いてきた事から、11月 20日（土）1年 10ヶ月ぶりとなる麻雀月例会

を開催しました。 

当日は参加申込があった 8 名が集まり、抽選で二卓に分かれて 10 時から試合開始。昼食を挟み

ながら自慢の腕を競い合い、久しぶりの開催でしたが齊藤修さんが底力を発揮し役満（大三元）

を上がるなど熱戦が繰り広げられ、全員でゲームを楽しみ 16 時 30分過ぎ終了。 

＜参加者＞磯貝辰男・小林 誠・齊藤 修・千葉幸洋・菱田貞一・若林秀敏・渡辺武郎・河越和夫 

★今後の予定 

 12月月例会 ・・・・・2021 年 12月 18日（土）10：00～ 

 1月月例会  ・・・・・2022 年  1月 15日（土）10：00～ 

 新春麻雀大会 ・・・・2022 年 1月 25日（火）12：45～ 

 場所はいずれも仙台駅前 雀荘 「万里」 

 多くの皆様の参加をお待ちしております。 

但し、いずれもコロナ禍の状況によっては変更になる場合もありますのでご了承願います。 

参加申込及び問合せは河越和夫理事まで   携帯 ０９０－７１１６－４１３１ 

◇ 囲 碁 同 好 会   申し込みは、０７０－５４７２―３３９７ 菱田貞一会員へ 

毎月第三木曜日、13時からＢＯＢ会サロンで開催しております。  

☆実施日  10月 21日（木）＜参加者＞ 佐藤正司、菱田貞一 

11月 18日（木）＜参加者＞ 佐藤正司、菱田貞一 

参加申込及び問合せは菱田会員まで   携帯  ０７０－５４７２－３３９７ 

◇ 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 
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句会開催日は毎月第二月曜日を予定しております。 

10 月・11月の俳句会も会場集合を避けて、通信句会としました。 

第 169 回令和 3年 10月 12日(火)の通信句会から 
・豆腐屋の古きベンチや獺祭忌      小山 あきお   季語=獺祭忌=秋 
・遠来の友を迎へて今年酒         紙谷 団塊人   季語=今年酒=秋 
・秋天を突き刺すクレーン映画村     清水  孝    季語=秋天=秋 
・間引菜を束ぬる腕の白さかな      石黒 秀策    季語=間引菜=秋 

第 170 回令和 3年 11月 11日(木)の通信句会より 
・名を書いて昼餉待つ間や冬隣      小山 あきお   季語=冬隣=秋 
・アンカーの襷が光る秋日和       紙谷 団塊人   季語=秋日和＝秋 
・新米の香りも白し出羽の国       清水  孝    季語=新米=秋 
・法螺貝の木霊を鎮め山眠る       石黒 秀策    季語=山眠る=冬 

「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 

（１０/１９）第５７回パソコン教室 JTB会議室 11：00～13：00 

＜参加者＞ 阿部善幸、小原 孝  講師：片平安之 事務局：畠山 廣 ４名  

（１１/１６）第５８回パソコン教室 JTB会議室 11：00～13：00 

＜参加者＞ 槻山智雄、佐藤光秋、阿部善幸、小原 孝   

講師：片平安之 事務局：畠山 廣 ６名 

※久々に槻山智雄さんが顔を出していただき、６名での賑やかな授業になりました。 

教室終了後には、片平講師の「全国フォトコンテスト」“最優秀賞”受賞を祝して、中華料理

「飛天」で豪華な？ランチ会を催しました。片平講師にはこれからもご指導宜しくお願いします。 

＜今後の予定＞  

１２/２１（火）、２０２２年１/１８（火） JTB 会議室（３階） 11：00～13：00  

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

１１月９日「蕎麦愛好会」“喜多方市山都そばの里”例会開催の報告 

当日は、仙台と福島から２台の車で「道の駅米沢」で合流し、米沢からは大峠を越えて会津喜

多方を目指します。期待した大峠の紅葉は既に終わったようで、道路沿いのやや残った色づいた
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樹々を眺めながら走ります。「道の駅喜多方」で会津地区の皆さんと合流してから、いよいよ目的

地の山都町宮古地区を目指しました。今回選んだのは、「懐石そばかわまえ」さんです。この日は

平日にもかかわらず、お店の大きな座敷はほぼ満席状態で、貸切でとっていただいていた一番奥

の座敷に通されました。既に予約していたコース料理がテーブル席に揃えられていましたが、そ

れを見て参加者の皆さんは驚いた様子でした。これを食べたら、そばの入るところが無くなって

しまうのではと心配するほどの品数です。 

お店自慢の自家製「刺身こんにゃく」、

会津名物「こずゆ」、「鰊の煮物」、女将さ

ん特製の「漬け物」それに、「野菜・舞茸の

天ぷら」、他にも山菜やキノコの料理が並

びます。これに、“冷たい新そば”と“温か

いそば”が食べ放題です。何とも贅沢な蕎

麦と会津郷土料理に皆さん大満足でした。 

玄関前で集合写真を撮って、次の目的地

長床（新宮熊野神社）」を目指します。お

目当ての大銀杏（寿齢約８００年）は、未

だ紅葉が始まったばかりで、黄金の絨毯に

は少し早かったようで残念でした。集合写

真の後は、宝物殿を見学して、会津地区の

皆さんとはここでお別れし、仙台と福島地区の皆さんは、来た時と同じく「道の駅米沢」で買物

をしてから分かれ、仙台地区は山形道を経由して仙台に戻りました。 

久々の例会でしたが、皆さんご満足の様子だったので大変良かったです。地元会津の五十嵐さ

んには企画・手配・斡旋と大変お世話になりました。有難うございました。 （畠山 記） 

【参加者】１２名  

＜福島＞ 鈴木正利、蒲倉 博、須田幹雄、＜会津＞ 五十嵐伸一、雪野幸子 

＜仙台＞ 石黒秀雄、渡辺武郎、若生勝芳、佐藤茂雄、古川秀一、鹿野美枝子、畠山 廣                 

＜今後の予定＞   

GoTo トラベルの再開が２月以降となる事から、１～３月の行事を見直しております。決定次第

会員の皆様にはメールでお知らせいたします。参加ご希望の方は畠山あてお知らせ下さい。 

 

地 域 部 会 だ よ り  

◇ 福島「しゃくなげ会」 活動報告 

（１１/１５）高湯温泉三昧「地区懇話会」開催 

２０１９年９月母畑温泉八幡屋での懇親会から２年！やっと開催にこぎつけることができま

した。２０２０年３月頃からのコロナ感

染拡大を受けいつ開催できるか分から

ない中、福島県は今年の１０月から感染

者が大幅に減少した事を受け旅行需要

喚起のため“福島県民割プラス”を発表、

最大１万円の助成金が出ることになり

ました。前回もそうでしたが２万円クラ

スの宿から満員になっていく傾向があ

りましたので、10/26発売日当日に高湯

温泉玉子湯に予約を入れました。 

宿泊日は道路凍結の恐れがある事か

ら 11/15に決定。10/28には開催募集の
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文書を各会員宛に発送完了したが、約半月前での案内でしたから既に予定を立てている会員が多

く、結果１２名の参加にとどまりました。 

コロナ渦ということでカラオケや二次会等はやれないとう制約があり、プラス、マスク着用や

ソーシャルディスタンス、手指の消毒等色々厄介なことがありましたが、久し振りに懐かしい

面々と会い、各部屋でのお喋りを楽しみました。 

宴会場では須田理事の挨拶とＪＴＢの現況についての説明があり、清野さんの乾杯で宴会開始。

“約２時間”五十嵐さんの司会進行でじゃんけん大会やあみだくじなどで全員楽しく過ごしまし

た。玉子湯は硫黄を含む白濁の源泉かけ流しの温泉で、湯量も多く大露天風呂が２つあり他にも

屋外風呂（玉子湯）があり、ホテル内には男女別の風呂が２か所あるので２日で５回も入浴した

つわものもいたようです。 

２日目には全員で福島市のリンゴ狩りをし大きなリンゴ３個を土産にそれぞれ帰途に着きま

した。本当に久しぶりにゆっくり温泉に入り、宴会をし、ペチャクチャと老人特有の話題に没頭

し、しばしコロナを忘れてリフレッシュした２日間でした。 

尚、今回は不参加でしたが、壱岐ひろみさんから白ワインの差し入れがありました。ありがと

うございました。                      （会津若松の小林 記） 

＜参加者＞ （１２名） 

 清野幸男、鈴木喜雄、国分利恵、小関孝雄、小林孝雄（夫妻）、鈴木正利（夫妻）、山浦賢治、 

蒲倉博、五十嵐伸一、須田幹雄  

 

◇ 岩手「やまびこ会」 活動報告 

（１１/２８～２９）「地区懇話会」を開催（つなぎ温泉「愛真館」） 

 

全国的にコロナ感染者が減少傾向で明るい兆しが見えて来た最中に、国外では感染力の強い新

たな変異株が発生との報道がなされ、まだまだ予断を許さない状況ですね！ 

やまびこ会では今年は「西和賀のワラビ狩り」・歩こう会との交流「世界遺産登録 10周年平泉

を訪ねて」を実施し、やはりみんなと逢えるのがいいねとの声で「地区懇話会」は、昨年同様１

泊２日での開催です。今回も仙台の岩手県人会（自称）メンバーの参加もあり高齢者グループの

会食会（宴会ではありませんよ）の開始です。冒頭には、9 月にご逝去された一関の「故鈴木勲
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氏」「故及川幸雄氏」両名のご冥福をお祈りし、黙とうを捧げました。その後、南洞理事よりの報

告、参加者からこの一年これからの過ごし方等が話されました。やはりコロナ禍でそれぞれが大

変な生活だったのですね。二次会部屋に移ってからも延々とおしゃべりが続きお開きはなんと日

付が変わる寸前でした。 

来年はもっと広く声がけをして集まりたいですね、との希望も出されました。 

「年代が違う仲間の絆がこれ程続くＯＢ会ほんとにいいですね」  ＜南 洞： 記＞ 

       

【参加者】藤澤一男、狐崎忠介、南洞稔、古舘裕治 、阿部文憲、平塚正隆、遠藤敏男、中村厚夫 

  ＜仙台から参加＞ 若林秀敏、佐藤勇一、小原孝、高橋正行  以上１２名  

      

 

◎「J’ｓ Magazine（旧 JTBグループ新聞）」10・11月分が本部 HPに掲載されました 

 JTBグループ新聞は、２０２０年１２月号をもって廃止となり、今年１月よりは、「J’s Magazine」としてWEB

での閲覧のみとなりました。１０月分は、BOB会本部ホームページの「JTBグループ状況」からご覧いただけ

ます。 閲覧する場合は、次のユーザー名：jtbobog  パスワード：24319 が必要です。 

BOB会本部ホームページは、次の URLを入力してご覧下さい。  https://jtbob.com/ 

 

 

10月分「J’ｓ Magazine」の一部を掲載しました 

この後の「たより」１４～１５ページに、「J’s Magazine」１０月分の一部を抜粋して掲載しまし

た。１０月分は全頁で３４ページありますが、今回はその中から６～７ページに掲載された特集

「ジャンパン・ツーリスト・ビューローの誕生」を抜粋して掲載しました。是非、ご覧頂いて、

良ければ本部ホームページを閲覧して全文をご覧になってみて下さい。 

https://jtbob.com/
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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 

 

株式会社ＪTBビジネストランスフォーム 
（旧社名）株式会社 ＪＴＢライフネット 営業部 

ＴＥＬ：０３-６７７７-０３６０  ＦＡＸ：０３-６７７７-０３６７ 
各種保険のお問い合わせ・お申し込みは、上記の営業部にて承ります。 

 

 

 

         
 

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 
 

 ♠♠♠♠ 広報担当からのお知らせ ♠♠♠♠  

JTBグループ OB・OG会本部 HP と東北支部たより閲覧のお勧め！！ 
パソコン＆スマホから BOB会ホームページへの入り方 

 ①『JTB OB 会』又は『ＢＯＢ会』で  🔍 検 索   

 ② 本部 HP内の支部のページより東北支部をクリック ※詳しくは広報担当へ 


