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【年頭のご挨拶】 ２０２１年度２月定例理事会（電磁式）開催に向けて 

                                            支部長 前田健二 

 本日、新年初めての定例理事会が開催される予定でありましたが、

新型コロナオミクロン株による第６波によって全国的に急激な感染拡大

が広がっており、宮城県は「まん延防止等重点措置」の適用こそありま

せんが、過去最高の感染者が出ている等の事から、今回は「電磁式」で

の理事会開催と致しました。 

さて、この２年間は、ＪＴＢグループ及び観光業界に取りましてはこ

れまで経験した事もないほどの経営危機に直面しております。海外旅行

やインバウンドの取扱いは全く無くなり、国内旅行もコロナ禍の落ち着

きの間隙を縫って僅かな取扱いでしかありません。１年遅れて開催しま

した東京２０２０オリンピック・パラリンピックも殆どの競技が無観客で行われる等期待した

収益を上げる事は出来ませんでしたが、GoTo トラベルの事務手続業務や、自治体等からのワク

チン接種関連業務の受託など社員の皆様は懸命の努力をされておられます。今、ＪＴＢグルー

プは、山北社長の下で大規模な経営改革を進めておりますが、今年度の上半期実績では当期純

利益プラス６７億円を計上する等、改革は着実に成果が表れているようです。また、２０２１

年度は最終利益の黒字化を目指しておりますので、私達もＢＯＢ会本部と一体となって、ＪＴ

Ｂグループに対して最大限のご支援・ご協力を実行してまいりたいと考えております。 

 さて、当支部においては各種行事や地区活動、またクラブ・愛好会活動もこの２年間は満足

に活動が行える状況ではありませんでした。このような状況にあっても、ゴルフ愛好会や釣友

会、俳句けやき会や囲碁クラブ、そしてパソコン教室等は、開催の方法を工夫され（リモート

等を含め）実施いただきました。又、歩こう会、蕎麦愛好会、麻雀クラブ、カラオケ会は年間

計画の大半を中止（延期）せざるを得ませんでしたが、感染状況を見極めながら実施に向け積

極的に取組を頂きました。各クラブの代表（幹事）並びに所属されておられる会員の皆様のご

努力に対し、心より感謝申し上げます。また、年６回の会報「たより」の編集・発行作業や会

員への発送作業など、コロナ禍の中でも着実に作業を実施いただいた事務局並びに広報担当の

皆様にも重ねて御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。 

 本年こそは、新型コロナ感染症も収束の方向に落ち着き、会員相互の親睦活動や交流活動が

活発に行える一年となりますようお祈りをしたいと思います。しかしながら現実は、オミクロ

ン株の猛威で、新年早々２月に予定しておりました「秋保温泉ホテルニュー水戸屋」での『新

春懇親会・新春講演会・BOBサロン（作品展）』も募集途中において中止せざるを得ませんでし

た。楽しみにされておられました会員の皆様には誠に申し訳なくお詫びを申し上げます。 

 未だ未だ苦境の中にありますＪＴＢグループ並びに宿泊機関等の皆様へ、今後も「ＪＴＢお

客様紹介運動」を通して応援をしてまいりたいと思っておりますので、会員の皆様のご支援・

ご協力を宜しくお願い申し上げます。  

 本年が皆様方にとりまして明るく希望の持てる１年になりますようご祈念を申し上げ、年頭

のご挨拶とさせていただきます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。     

                                ２０２２年 １月  
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理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所   ２月１０日（木）電磁式（メール等）による開催 

２ 議   題 

 ◎支部長挨拶   別記（１ページに掲載しました） 

 ◎JTBより情報  藤山崇人事チーム総括マネージャー（支部幹事）より 

＜１月現在の法人・個人の概況について（要旨）＞ 

 【法人】 

業績は確定前ではありますが、全国的には各個所の懸命な努力により、営業収入は達成

見込みですが、オミクロン株の影響もあり予断を許さない状況です。 

【個人】 

来店客が少なく、年間を通じ２０１９年に比べ 2割程度の取扱いと苦戦をしています。 

法人への助勤業務等で連携をしながら従事している状況です。 

    

（１）協議事項 

①２０２１年度支部収支決算見込みについて 

・コロナ禍により総会や新春懇親会が開催出来なかった事や、GoTo トラベルの再開が無か

った事によりお客様紹介運動キャンペーン付加金が伸びなかった事等により、経費が大

幅に良化し、収支予算に対して４００千円ほどの良化で推移しています。 

  ②２０２１年度活動事績見込み及び２０２２年度活動計画案（スケジュール）について 

  ・本年度の活動実績は、コロナ禍が続いている事から、各行事・活動への参加者数は昨年

よりも若干少ない実績見込みです。 

  ・次年度の主な活動計画（スケジュール）が決定しましたので、「年間活動計画（カレン

ダー）」を、たより２月号（2/22 配送）に同封してお届けいたします。 

（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 ５０周年台湾事業について 

⑤ 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） 

 

※当支部幹事をお勤めいただきました西村峰子人事統括マネージャーが、2/1 人事異動発令に

伴い、本社人事チーム（東京）に異動となりました。後任の支部幹事には、藤山崇人事担

当統括マネージャーが就任致しました。 

 

会 員 の 動 向      

◆ 訃  報     

  佐藤忠次さん（秋田市 ７８歳）におかれましては、１２月１２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   遠藤敏雄さん（山形べにばな会：山形市） １２月３１日退会 

 

◇ 会 員 状 況： （２０２２年１月３１日現在） 

正 会 員   ２３９名 （男性１９８名、女性４１名） 

名誉会員      １名 （男性   １名、女性  ０名）  

合  計   ２４０名 （男性１９９名、女性４１名） 
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支 部 活 動 の 動 向  

◇１２月 ９日（木）たより発送・絵ごよみ発送作業（JTB 大会議室）：支部長・副支部長、 

磯貝・佐藤充・阿部・小原・小林・鹿野・河越各理事 

◇ １月２４日（月）支部活動・行事についての打ち合わせ：支部長、副支部長 

 

【JTB人事異動（東北管内）情報】 

ＪＴＢ人事異動２月１日付け発令分を抜粋して掲載します。 

＜２０２２年２月１日付（1/18 内命）＞ 

 （発令内容）           （氏 名）    （現役職名） 

人事チーム                  

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

（東北統括 仙台駐在） 

人事担当マネージャー        藤山  崇     人事担当マネージャー 

（東北統括 仙台駐在）                （仙台駐在） 

人事担当マネージャー        佐々木美香子   イオンモール盛岡南店 店長 

（仙台駐在） 

仙台支店長             増子  敦    虎ノ門第三事業部長 

仙台エリア長            小柳 真澄    仙台エリア長 

（仙台支店 広域リテール営業推進統括部長予定） 

（管轄個所：仙台・青森・盛岡・秋田・山形・福島） 

仙台泉アリオ店 店長        松岡亜矢子    イオンモール新利府南館店 

                          販売担当課長 

盛岡支店 営業担当課長       川村  徹   （一社）十和田奥入瀬観光機構出向 

                          観光地域づくりゼネラルプロデューサー 

イオンモール盛岡南店 店長     山口 恵美    イオンモール天童店 店長 

イオンモール天童店 店長      小野 裕子    仙台泉アリオ店 店長 

福島支店 営業課（福島駐在）    平井 啓介    ＪＴＢ労働組合 東北支部専従 

東北仕入企画統括部長        岩泉理喜男    東北仕入企画統括部長 

（東北仕入販売部長予定） 

㈱Ｊビレッジ出向 調査役       大久保毅彦    仙台支店長 

（取締役就任予定） 

 

Ｊ Ｔ Ｂ と の 連 携（お客様紹介運動）   

お客様紹介運動の１２月累計実績が纏まりました。旅行部門では、各県民割引の利用が進んだこと

により、１２月累計取扱額では前年同期比で７８％ですが、人員前年同期比では１１３％と好調に推移し

ております。また、ナイスギフト部門は、「おせちの鉄人」が大きく貢献して、１２月累計取扱前年比では

９２％と、特定給付金があって好調だった前年に迫る勢いで順調に伸ばしております。皆様のご協力に

感謝いたします。 

オミクロン株が落ち着き、GoTo トラベルが再開しましたら、引き続き「国内宿泊キャンペーン」へのご

協力を宜しくお願い致します。またこれまでも好調でした「ナイスギフト購入キャンペーン」へのお客様の

ご紹介と会員ご自身のご購入も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、１１月１２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＞ 
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◇ ２０２１年度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 16 47 874    16 47 874 92 

１２月分 11 49 1,422    11 49 1,422 116 

年間累計 63 203 4,479    63 203 4,479 78 

１１・１２月分のご紹介者は、安倍光一、 阿部善幸（２）、石黒 茂、小関孝雄、櫻井勝男

（３）、佐藤敏彦（４）、佐藤 充（３）、佐藤勇一、庄司 良、清野幸男、髙橋翕（４）、

出町 眞、富永幹男、堀野秀子、前田健二（２） 以上の皆様でした。  

◇ ２０２１年度ナイスギフト取扱実績  

１１月分 取扱  １５件 ４３２，８７６円 １２月分 取扱 １３件 ４２７，７３０円  

年度計（４～１２月分）取扱件数  ９５件   ３，４６８,０１０円（前年比 ９２％） 

１１・１２月分のご紹介者は、岡本吉正、〇小幡紀男、蒲倉 博、菅野正己、国分利恵、 

小林誠（２）、〇今野幸子、佐藤 孝、〇佐藤敏彦（３）、佐藤光秋、須田幹雄（３）、 

須藤義男、富永幹男、南洞 稔、堀 保子、三浦源幸、三浦豊光、三浦 均、 

横山せん（２）、若林秀敏、麻雀愛好会、BOB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。 

 

「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１７号（2/15 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いただきますよう宜しくお願い致します。 

 尚、2/1現在の登録者数は、１２７名（会員数に対して５３％）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 

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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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。 

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

「私の日々の過ごし方と鶴岡のちょこっとＰＲ」  山形べにばな会 佐藤 登志さん  

 私は山形県鶴岡市に住んでいます。三世帯六人家族です。家事全般

が私の仕事です。朝、お弁当を３個作り息子が夜勤の場合は１個増え

ます。最近は毎日の献立を考えるのに苦労しています。 

偶然、町内会の仕事のお手伝いをすることになり、その係の仕事で

月１回程度、保健師さんを交えた会議に出ています。月に２～３回病

院通いもあり、自分の年を感じています。友人との食事も月２～３回

出かけます。息抜きも大事だと思っています。また、庄内の女性ＯＢ

達で、年１回位ですが６～７人で食事会もやっています。毎回楽しみ

にしています。 

春になると今年も家庭菜園を始めます。植えるものはどこでもやっ

ている、トマト、きゅうり、なす、オクラ、葉物野菜、じゃがいも、

さつまいも等を年交替で育てます。少ない収穫でも自分が育てた物は

嬉しいものです。 

ところで鶴岡は庄内平野のど真ん中にあります。お米はもちろん、春は山菜、夏は岩ガキ、だだ

ちゃ豆、秋はいも煮、冬は寒鱈と一年を通して様々な食材にあふれています。海あり、山あり、市

内から車ですと３０分程で行けます。 

コロナも早く下火になって欲しいものです。どこへでも自由に旅が出来るようになって欲し

いです。鶴岡にも是非、足を運んでみて下さい。 

＜次のペンリレーは、山形べにばな会の「伊藤美代子」さんです。よろしくお願い致します。 

 

＜年間計画及び次回開催予定＞ 

①４月１９日（火）福島花見山公園（会食場：酔心庵八幡）＜福島地区合同開催＞ 

     参加費：概算２，５００円 福島駅集合・解散 ※集合時間等詳細は後日   

②９月１５日（木）料理教室・作品展（会場：仙台エルパーク）＜ＢＯＢサロン合同開催＞ 

 

懇話会の開催 

＜２０２２年度「懇話会」年間計画について＞ 

今年度はコロナ禍の為屋内での開催が難しい状況でした。次年度もコロナ禍の影響は続くもの

と想定し、会場を屋外に移しての開催を基本に、次の通り計画を致しました。 

① 4/ 6（水）「観桜会」榴ヶ岡公園      ④10/12（水）「芋煮会」山形市馬見ヶ崎      

② 6/ 3（金）「懇話会」和食波奈仙台店    ④12/ 9（金）「歳忘れ」和食波奈仙台店 

③ 8/19（金）「納涼会」秋保森林スポーツ公園 ⑤ 2/10（金）「懇話会」和食波奈仙台店  

 

＜次回予定＞ ４/６（水）「懇話会・観桜会」を開催します。 

【懇話会・歩こう会・釣友会・カメラクラブ合同企

画】 

日 時：４月６日（水） 場 所：榴ヶ岡公園  集合時間：１１：００ 

会 費：４，０００円 

＜申込先＞ 「懇話会関係」   磯貝辰雄理事  ０８０－２８１７－１４４４ 

      「歩こう会関係」 佐藤勇一理事  ０９０－８７８７－４４２１ 

      「釣友会関係」  鈴木 剛会員  ０８０－８５６４－２６６７ 



 6 

      「カメラクラブ」 長谷川健二会員 ０８０－１６９８－５９２０  

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 6日(水)  「観桜会」場所：榴ヶ岡公園（詳細は「懇話会・観桜会」に記載） 

「懇話会・釣友会・歩こう会・カメラクラブ合同企画」 

② 5月 6日(金)  利府竹の子堀り体験 場所：利府  「歩こう会・カメラクラブ合同企画」 

岡崎農家にて竹の子狩り  レストランこけし庵…竹の子料理 

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 

③ 7 月 15日(金)  仙台の横丁を歩く会(仙台の横丁文化を訪ねて)   

④ 8 月 19日(金)  納涼バーベキュー大会 場所：秋保森林公園 

                            「懇話会・歩こう会・釣友会・合同企画」 

           昨年度好評企画 ＢＢＱと露天風呂入浴 

⑤ 9 月 9日(金)   やくらいトレッキングと温泉の旅 

           ＊希望者はやくらいガーデン見学 

⑥ 11 月 2日(水)   米沢秘湯の旅 (1泊 2日) 

   ～3日(木）  ＊天元台散策と秘湯の旅 

⑦ 3 月 17日(金)  仙台の横丁を歩く会(仙台の横丁文化を訪ねて)  

      

◇ 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 22 日（火）  初打会         ②3月 28日 （月）     月例会 

③ 4月 12 日（火）  月例会          ④4月 25日 （月）     春季大会 

⑤ 5月 10 日（火）  月例会         ⑥5月 23日 （月）      月例会 

⑦ 6月  7日（火）  月例会         ⑧6月 20日 （月）      月例会 

⑨ 7月 5日 （火）  夏季大会         ⑩7月 25日 （月）     月例会  

⑪ 8月 9日 （火）  月例会          ⑫8月 22 日 （月）     月例会 

⑬ 9月 6日 （火）  秋季大会         ⑭9月 26日 （月）     月例会 

⑮ 10 月 11日（火）  月例会          ⑯10 月 24 日（月）     愛好会杯 

⑰ 11 月 8日（火）   月例会          ⑱11月 14日（月）      納会 

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

＜年間計画＞ 

① 4月 6 日（水） 合同観桜会 (榴ヶ岡公園)   ②4 月 27日（水） 閖上港 大型漁礁 

③ 5月上旬から数回 塩釜港鯛てんや     ④5 月 18日 （水） 閖上港 大型漁礁 

⑤ 6月 1日（水）  尾浦港 出島周辺       ⑥6月 28 日 （火）尾浦港 出島周辺  

⑦ 7月 13日（水） 閖上港 大型漁礁      ⑧7月上旬から 1泊 2日数回 秋田道川沖 

                         の日本真鯛釣又は塩釜港鯛てんや釣り 

⑨ 8月 19日（金）合同納涼バーベキュー大会（秋保森林公園） 

⑩ 9月 7日（水） 仙台港亘理沖        ⑪10月上旬から 1泊 2日数回 秋田道川沖 

                        の日本真鯛釣又は塩釜港鯛てんや釣り 

⑫10月 5日（水）仙台港亘理沖         ⑬10月 26 日（水）秋の松島湾ハゼ釣り 

⑭11月 2日（水）仙台湾亘理沖         ⑮11月 22 日（火）尾浦港 出島又は志津川 

⑯12 月 6日（火）閖上港 大型漁礁       ⑰ 1月 18 日（水）支部新春懇親会参加 



 7 

⑱ 2月 日   合同昼食放談会 

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

☆カラオ愛唱会：１２月９日（木）定例会ようやく開催！ 

 コロナ禍の鎮静化の中、待望久しい定例会を「忘年企画」として、１年１１ヶ月ぶりに７名

の参加を得、換気の良い広めの部屋を確保して実施致しました。 

 

＜熱唱する髙橋 翕さん（左）と高橋健治さん（中）と田島正義さん（右）＞ 

１曲歌う度に、マイクシャワーとアルコールティッシュでマイクを消毒し、歌唱と飲食時以外

はマスク着用など、万全のコロナ感染症対策のもと行いました。 

オープニング曲は恒例の「憧れのハワイ航路」、そしてエンディング曲は同じく「高原列車は

行く」です。この間約３時間、７人の会員は、「霧子のタンゴ」、「東京の人」といった昭和

３０年代以降の懐メロから、「今日という日に感謝して」、「昭和・平成・令和を生きる」等 

令和の新曲も含めて全４３曲、あっという間の楽しい一時を過ごしました。 

 「歌」はやはり健康・元気の源というのが、皆さん共通の感想でした。  （阿部 記） 

＜写真左から＞：河越和夫・伊東功夫・髙橋 翕・若林秀敏・阿部善幸・高橋健治・田島正義 

 

1 月 27 日（木）新年特別企画定例会につきましては、オミクロン株の急激な拡大を熟慮し、

大変残念ながら中止と致しました。 
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☆ 次回予定定例会 

3月 10日（木） 12：00～16：00  仙台駅前カラオケ館名掛丁店 

   会費 1，000 円（軽昼食、飲物、おつまみ付き）申込は 3月 7日（月）阿部理事へ   

   ※会場の定員の都合により、先着 10名にて締切となります！ 

＜年間計画＞ 

奇数月の第 2木曜日又は第 4 木曜日（13：00～16：00）に開催  

（会場）カラオケ館名掛丁店 022-212-6566          

①5/12（木）、②7/14（木）、③9/8（木）、④11/10（木）、⑤1/12（木）、⑥3/9（木） 

 ◇ 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 

11月 20日（土）待ちに待った月例会を 1年 10ヶ月ぶりに開催！ 

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

12月 18日（土） 

＜参加者＞齊藤修・千葉幸弘・菱田貞一・河越和夫 

1月 15日（土） 

＜参加者＞小林誠・齊藤修・千葉幸弘・菱田貞一 

☆大会の報告 

 1 月 25 日（火）に予定しておりました「新春麻雀大会」はコロナウィルスの急激な感染拡大

により延期といたしました。 

 大会延期にともなう新たな開催日は 2022 年 3 月 29日（火）12：45～   

 場所は仙台駅前 麻雀クラブ「万里」  

 参加申込・問合せは 3月 19 日まで河越和夫理事へ ☎０９０－７１１６－４１３１ 

 

＜年間計画＞ 

  麻雀愛好会では毎月「月例会」、年二回「大会」を開催しております。 

  麻雀月例会・・・・・・・毎月第三土曜日 10：00～ 

  麻雀大会（夏）・・・・・2022 年 8月 23日（火） 12：45～ 

   〃  （冬）・・・・・2023 年 1月 24日（火） 12：45～ 

場所はいずれも仙台駅前エバーアイビル４Ｆ 麻雀クラブ「万里」022-264-0249 

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  12月 16日（木） 参加者> 佐藤正司、菱田貞一 

1月 20日（木） 参加者> 佐藤正司、菱田貞一 

＜年間計画＞ 

毎月第三木曜日、13時からＢＯＢサロンで開催いたします 

「囲碁同好会」では皆様の入会をお待ちしております。申込は担当の菱田まで。 

◇ 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 

句会開催日は毎月第二月曜日を予定しております。 

第 171 回令和 3年 12月 11日(土)の通信句会から 

・馬頭琴より駆け出す音や文化の日   小山 あきお   季語=文化の日=秋 

・音と来て音と去りゆく時雨かな    清水  孝    季語=時雨=冬 

・図書館に全集返す漱石忌       紙谷 団塊人   季語=漱石忌=冬 
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・晴天の霹靂なるや天の鷹       市川  隆    季語=鷹=冬  

・白波の露磯に寄する時雨かな     石黒 秀策    季語=時雨=冬  

 

第 172 回令和 4年 1月 11日(火)の通信句会から 

・雑木山の白きひかりや初景色     小山 あきお   季語=初景色=新年 

・露天湯の冬の気配や津軽富士     市川  隆    季語=冬の気配=冬 

・去年今年静かな孤食カップ麺     紙谷 団塊人   季語=去年今年=新年 

・玄関の匂ひで迎ふ室の花       清水  孝    季語=室の花=冬 

・岬まで続く白砂や今朝の春      石黒 秀策    季語=今朝の春=新年 

 

＜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。 

場所は旬菜食健「ひな野」長町店  仙台市太白区大野田 1-1-13 

「俳句けやき会」では皆様のご入会をお待ちしております。 

申込は小山会長または幹事の石黒まで 

 

◇ パソコン教室   申し込みは、０８０－５５７８―５９２０ 畠山へ 

（１２/１９）第５９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  

（ １/１８）第６０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、小原 孝   

講師：片平安之 事務局：畠山 廣 ５名 

＜今後の予定＞  

２/８（火）中止、３/１５（火）  JTB 会議室（３階） 11：00～13：00  

＜年間計画＞ 

毎月第３火曜日 11時から 13時の予定で開催いたします。会場：JTB３階会議室 

 

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

１/２４（月）１月例会を仙台市六丁の目「手打ちそば草太」で開催 

当日は、マイカーでの参加が３名、残り３名は地下鉄「六丁の目駅」を利用して徒歩で「手

打ちそば草太」に集合しました。大きな古民家の御屋敷で、庭の中心にある蔵には蕎麦の実が

１年分貯蔵されています。玄関脇のガ

ラス越しには、店主が蕎麦打ちをして

いる風景を見る事も出来ます。１日分

のソバの実を挽いて蕎麦を打ち、打っ

た分が無くなり次第お店は閉めるとの

事です。 

１２時前に全員が揃い、本日の食事

Ａランチ（天ぷら・小鉢２品・小板そ

ば）又は、Ｂランチ（京にしん・小鉢

２品・小板そば）を選んでいただきま

した。Ａランチが４名、Ｂランチは２

名で注文をします。今回は、感染防止

の為に挨拶も事務局からの連絡事項も

無しにしました。暫くして料理が運ばれて来ました。Ａランチは天ぷらと小板蕎麦です。天ぷ
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らは海老と大きな玉葱のかき揚げで、蕎麦は板そばの小ですが、これが太い蕎麦で、しかも見

た目以上に量があって皆さん完食するのに苦労をされていました。これまでの例会でも、ここ

まで太い蕎麦は初めてですが、じっくりと噛んで蕎麦の香りを味わうのも良いものだと、皆さ

んからは高評価でした。他にも、蓮根のきんぴらと、ホウレン草のおひたしの小鉢、また、今

日は特別に店主からリンゴのデザートがサービスで付きました。 

店主は、山形東根市の名店「そば処草宿」で修業をされて、ここで開業をされましたが、山

形東根の蕎麦を再現しようと、村山地方で栽培した「出羽かおり」ソバの実を１年分仕入れて、

仙台のお客様に提供しています。山形の本場の本格的な「田舎そば」が仙台でも食べられると

評判となって今では、県外のお客様にも立寄っていただけると店主は話しておられました。 

１時になってもお客様は絶えません。私達もそろそろ帰ろうと駐車場に移動したところ、思

いがけずに店主始め従業員のお見送りをいただき驚きました。たぶんコロナ禍の中でも来てい

ただいたお客様への感謝の気持ちだろうと、有り難くこちらも感謝の気持ちを伝えて帰路に着

きました。                               （畠山 記）                   

【参加者】佐藤茂雄、前田健二、齊藤 修、千葉幸洋、鈴木正利、畠山 廣  以上６名 

＜次回３月例会は中止＞ ３/６～７天童温泉ほほえみの宿滝の湯（１泊２日）で開催予定でし

たが、コロナの急激な感染拡大により残念ですが中止とし、次年度に延期致します。 

＜年間計画＞ 

① 5月 9日（月）福島市松川「クマガイソウの里祭りと藤八そば」 

② 6月 27日（月）山形市西蔵王「そば処三百坊と山形酒ミユージアム」 

③ 8月 29日（月）大和町宮床「里山 Dining 七ツ母里」 

④10 月 26日（月）鳴子の自然に囲まれた「一軒家の蕎麦屋蕎壽庵」 

⑤ 1月 23日（月）定義山初詣と「お蕎麦十里」 

 

地 域 部 会 だ よ り  

◇ 秋田こまち会 活動報告 

12/15（水）「地区懇話会」をホテルメトロポリタン秋田で開催 

 秋田こまち会として、実に２年ぶりの「地区懇話会」を１２月１５日（水）８名の参加で開

催しました。はじめに小林誠理事から支部理事会での JTB 現況等についての報告があり、その

後、前日（12 月 14 日）冷たい小雨降る中執り行われた「故佐藤忠次こまち会会長」の葬儀の様

子について、相場さんからお話がありました。佐藤忠次会長は１２月１２日（日）ご逝去され

ました。遠方からも忠次さんゆかりの方々が参列され、悲しみにくれるご遺族のお気持ちに寄

り添いながら、在りし日を偲んでおられました。 
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予定していた翌日の懇話会（ランチ会）は中止とはせずに、忠次さんを偲ぶ会として「ダイ

ニング万葉 ホテルメトロポリタン秋田店」にて開催し、12：00 から 14：00 まで尽きることな

く語り合いました。ランチメニューは彩り鮮やかで、美味しく頂きました。こまち会有志メン

バーは、定期的に脳活・認知症予防効果有りといわれる麻雀を、長く長く楽しんできました

（ただしコロナ禍で２年間は自粛）。ところがここ数年は体調を崩される方が相次ぎ、忠次さ

んは最後の麻雀４人組のメンバーでもありましたので、とても残念です。黄泉への旅立ち、引

き止めることは叶いませんでした。尚、後任のこまち会会長には石黒茂さんが就任致しました。 

前期・後期高齢のメンバーがほぼ全員で、大小なんらかの持病を抱えておられます。胃・腸

の内視鏡検査、肺のレントゲン、男性であれば前立腺等々、定期健診の早めの受診をと言うこ

とで皆さん意見が一致したところで、解散としました。『日本復活、希望の春』新型コロナウ

ィルス感染症の終息を切に願ってやみません。 

２０２２年度はコロナ禍の状況にもよりますが、「地区懇話会」は年２回開催予定です。     

＜伊藤芳秋 記＞ 

【参加者】鈴木基弘、若松昭美、石黒 茂、相場堅一、小林 誠、野呂昭光、 

六澤正利、伊藤芳秋  以上８名 

 

 

 

  

◎「J’ｓ Magazine（旧 JTBグループ新聞）」 1月分が本部 HPに掲載されました 

 「J’s Magazine」（旧ＪＴＢグループ新聞）１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/ 
＜１月号の主な掲載内容＞ 

・新年社長メッセージ 

・GoTo トラベルキャンペーンへの備えは万端に 

・旅の図書館コレクションからたどる旅行産業・文化史【第４回】昭和の歴史を刻む旅行雑誌『旅』 

・BOB会員が語る JTB百年史のひとコマ【第３２回】JTB初のチャーター船旅「お正月船旅香港」② 

・その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jtbob.com/


 12 

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 


