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２０２２年度「支部通常総会・講演会・懇親会」を開催 
２０２２年度東北支部通常総会は、７月７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。コロナ禍によって実開催は３年ぶりの開催となりました。 

総会は、藤山幹事（ＪＴＢ人事チーム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、前田支部長の挨拶（別記）、ご来賓の㈱ＪＴＢ増子敦

仙台支店長（東北エリア広域担当）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２１名の顕彰を行い、新入会員と寿齢祝い（米寿）会員を紹介し、支部会則に則り前田

支部長が議長となり、議事に入りました。 

畠山副支部長より２０２１年度活動報告、佐藤充理事より収支決算報告、板橋博監事より監査

報告、さらに２０２２年度活動計画（案）、収支予算（案）が副支部長と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。 

閉会後は、東北大学名誉教授・宮城県慶長使節船ミュージアム館長（サン・ファン館）の平川

新氏による『秀吉・家康・政宗の外交戦略＝戦国日本と大航海時代』と題しての「講演会」を開

催致しました。今年４月よりサン・ファン館長に就任されたばかりで、東日本大震災により老朽

化したサン・ファン・バウティスタ号リニューアルのお話もいただきました。（講演要旨別記） 

懇親会は三浦均理事の司会で、前田支部長の挨拶に続き、ご来賓を代表して㈱ＪＴＢ岩泉理喜

男東北仕入販売部長のご挨拶、そして本年傘寿（８０歳）を迎えられた三浦源幸会員の乾杯の発

声で宴が始まりました。懇親会はコロナ禍の為通常よりは時間を短縮しての開催となりましたが、

平川講師を交えてサン・ファン館の今後の誘客事業に対するＪＴＢの支援が話題に上る等、大変

有意義な懇親会となりました。最後に、寿齢祝い（喜寿）の会員を代表して佐藤茂雄前顧問より

中締めをいただき、全ての式次第を終了いたしました。 

         ＜お客様紹介運動取扱実績上位３名の皆様への顕彰式＞ 



 2 

前田支部長あいさつ（要旨） 

当支部通常総会ですが、この２年間は、コロナ禍により書面での総会開催となり、お集まりい

ただいての実開催は３年振りとなりました。 

さて、ＪＴＢグループは、過去に例が無いほどの経営危機に晒

されております。国内・海外旅行それにインバウンドも全く無く

なってしまったのです。それでもＪＴＢは素晴らしい会社だと思

います。コロナ１年目こそ大きな赤字を計上しましたが、昨年度

は、早くも黒字を計上出来るまでに回復しました。本社ビルの売

却益や雇用助成金等の特殊要素もありますが、行政等からのＢＰ

Ｏ業務委託等を積極的に獲得したことが要因にあるようです。 

 

 そこで、私たちは、苦境にありますＪＴＢグループに対して、

「お客様紹介運動」の実績を上げることで、ＪＴＢを支援して行

こうと、「ナイスギフト」と「宿泊券」の２つの紹介キャンペー

ン運動を２０２０年から展開してきました。特に「ナイスギフト」

は、２０２０年の１０万円定額給付金の支給開始に合わせて実施した事もありまして、多くの皆

様に高額の購入をいただき、全支部の中でも突出した実績を上げることが出来ました。また、そ

の後の GoTo トラベルや県民割等を活用した宿泊券の購入や、昨年度の「おせちの鉄人」も過去

最高の実績を上げていただきました。昨年度のお客様紹介運動の一人当たり件数では東北は、全

支部の中でもダントツの１位となりました。ご協力に感謝申し上げます。 

 

 また、BOB 会本部の財政状況についてお話いたします。本部は、コロナ禍後の３年間、JTB の

経営環境から JTB 及びグループへの資金要請を自粛しております。こうした事から本部財政も

大変厳しい状況となっております。そこで、これまで全額支部に配布されてきました皆様方から

の会費収入の一部を本部に残すことや、中期的視点での BOB 会のあり方も検討していく事にな

りました。支部としても、もう一段の経費削減に努めなければならないと考えております。また、

これまで地区活動やクラブ・愛好会活動に対する支部からの助成金は、コロナ禍後の２年間は２

割減として８割を支給してきました。今年度も同様に８割支給を継続してまいります。更に今回

は、コロナ禍によって活動が出来なかった割合に応じて、減額分の戻し入れ措置も講じることに

致しましたので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

今年度の活動計画としましては、コロナ禍は依然として続いて行くと思いますが、支部行事・

支部活動は可能な限り実施していきたいと考えております。また、皆様にお届けしております「た

より」等の情報類は、コロナ禍の状況だからこそ必要だと思っております。昨年度から新しく始

めました「支部メールマガジン」も一定の評価をいただいておりますので、「たより」と同様に

更に充実した内容を提供出来るよう努めてまいります。 

 

 最後になりますが、支部にとっての喫緊の課題は、会員の減少傾向でございます。ＪＴＢとも

連携を図り、会員のメリットを顕在化し、退職者へのタイムリーな入会勧誘活動に努めて参りた

いと思います。皆様方からの入会情報等、ご協力を宜しくお願いいたします 

 

㈱ＪＴＢ増子敦仙台支店長ごあいさつ（要旨） 

２月にビジネスソリューション事業本部、虎ノ門第三事業部より仙台支店に着任しました増子

でございます。東北の発展に寄与できるよう頑張ってまいります。宜しくお願いいたします。 

さて、ＪＴＢで働く私たちも、社の創業 110年の節目を迎え、黄金の時代で飾る計画でしたが、



 3 

コロナ禍のマーケットの冷え込みから、2019年度末にあった純

資産 1,572 億円も、2020 年度は純利益▲1,051 億円の赤字とな

り、2021年度は非人流依存領域の中で、旅行需要の低迷は続く

中、ワクチン接種をはじめとする BPO事業や東京 2020の選手斡

旋等が利益を押し上げ、2022年 3月期連結決算は、純損益が 284

億円の黒字になりました。この 1 年は中期経営計画の経費構造

改革と位置づけ、本社ビル売却や、資本金 23億 400万円から１

億円に減資、更には社員数 9,000 人の削減、働く社員パートナ

ーの給与削減などコスト構造改革と将来の回復・成長を見据え

たサービス改革を同時に進めました。特に、店舗ネットワーク

においては、各店舗の役割の明確化による類型化を着実に進め

店舗数 407店舗から 335店舗へ最適化を図ってきました。 

 

現場で働く私たちの頭をよぎったのは、世界初の旅行代理店ト

ーマスクックの 168年目の衝撃的な経営破綻です。経営悪化やデジタル化への遅れが原因だとい

うことですが、新型コロナウィルスがこれほど長期化し、構造改革が進み、見通しが立たない今、

コロナ対策の数々の社会貢献に向き合い、新しい観光需要喚起策に期待をしているところです。 

 

コロナにより再三にわたる国 GOTO復活の見送りの中で、間もなく都道府県 GOTOが始まります。

全国共通の割引ですので、ＢＯＢ会員の皆様には、東北の６支店、リテール１６店舗でのお申込

みを何卒よろしくお願い申し上げます。この事業は東北６県、すべてＪＴＢが主幹となり事務局

として、JATAや ANTAとコンソーシアムを形成し運営をスタートしております。 

 

ＢＯＢ会の諸先輩の皆様におかれましては、ＪＴＢの１１０年の歩みで最大の危機と言われな

がらも、こうして繋がり、応援してくださっていることに心より感謝申し上げます。今は、東北

の諸先輩方の礎が残る、東北地域に今も息づく考え・哲学フィロフィーを、現勢に置き換えてＪ

ＴＢの看板をもって、社会貢献を進めています。東北各地の地域課題に対峙してきた個所経営を

尊重し、自律自走を推進してまいります。ＢＯＢ会の皆様には引き続き、ご支援をお願いします。 

 

結びに東北で働くというご縁を大切にし、地域のＢＯＢの皆様、そしてステークホルダーの皆

様と、この地で働くことが「憧れ」となるような取り組みを推進し、社員一同と頑張る所存です。 

ＢＯＢ会の皆様に安心して、ご利用いただけるお店作り、活躍する社員たちのニュースを誇ら

しく感じられるような東北を目指します。ＢＯＢ東北支部の益々のご発展と、会員の皆様が健康

でご隆盛でありますよう祈念し、わたくしからの挨拶に代えさせていただきます。 

 

支部通常総会「記念講演会」要旨 

秀吉・家康・政宗の外交戦略－戦国日本と大航海時代 

                         サン・ファン館館長 

                         東北大学名誉教授 平 川 新 氏 

1．木造復元船サン・ファン号の解体について 

1993年に復元された慶長遣欧使節船サン・ファン・バウティスタ号が、今年 7月全面的に解体

されました。木造船の腐食の進行と、2011 年 3 月 11 日の大津波による船体損傷が原因です。外

形的には船形が維持されていますので大丈夫なように見えましたが、船の基本構造である竜骨と

肋骨の部分は 7割程度が腐食菌に犯されていました。著しく強度が劣化していましたので、手を

つくしても延命は数年程度ということで、解体もやむを得ないとなったものです。 
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本来であれば再び木造船で復元したいところですが、洋式

帆船を造れる船大工の確保が困難であることや、資材の高騰

など財政上の問題などから、木造での復元は断念し、繊維強

化プラスチック（FRP）での復元となったものです。サン・フ

ァン号だけではなく、展示棟も全面改修することになりまし

た。リニューアルオープンは、2024年度秋を予定しています。

石巻圏や仙台圏の食・文化・震災遺構・自然など多様な観光

資源と連接させながら、観光拠点としてのサン・ファン館の

機能強化をはかっていきたいと考えています。そのために旅

行業界との連携が大事ですので、今後ご協力をお願いしたい

と思います。 

2．なぜサン・ファン・バウティスタ号と呼ぶのか？ 

残念ながら、日本の史料で慶長使節船の船名を確認するこ

とはできません。単に「黒船」あるいは「大船」とあるだけ

です。スペインの植民地であるメキシコの副王からスペイン

国王に宛てた書簡に、政宗派遣の船をさして、‘Sant Juan Bautista’（洗礼者 聖ヨハネ）とあり

ましたので、サン・ファン・バウティスタ号と呼ぶようになったのでした。 

ではなぜ、スペイン人は政宗の船にスペイン語の船名をつけたのでしょうか。メキシコ副王が

派遣した大使のビスカイノは、スペイン船が寄港する港を探すために塩竃から大船渡・越喜来湾

まで視察していますが、立ち寄った全ての港湾にスペイン語地名をつけています。それは、いず

れ日本は自国の領土になると考えていたからでした。政宗の船も自分たちのものだという認識が

あったので、スペイン語の船名を勝手につけたのだと思われます。 

3．大航海時代と世界の植民地化 

15 世紀に始まる大航海時代を先導したのは、ポルトガルとスペインでした。両国は 1494 年に

トルデシリャス条約、1529年にサラゴサ条約を結んで、世界を両国で分割支配することを確認し

ました。これにお墨付きを与えたのがローマ教皇です。両国は武力を用いて弱小地域や民族を支

配下におき、植民地化していきました。日本も当然、征服対象地になっています。ビスカイノが

スペイン語の船名や地名を独善的につけていったのは、そうした前提があったからでした。 

4．カトリック・イエズス会の日本征服論 

世界中を支配しキリスト教国に改造するというのが、カトリックの宣教組織イエズス会の方針

でした。日本に入国した宣教師たちはイエズス会本部に、軍艦や大砲を送ることを要請していま

す。軍事力で日本を征服しようと考えていたのです。それだけではなく、キリシタン大名の軍勢

を使って明（中国）を征服する計画も立てていました。 

5．豊臣秀吉のバテレン（宣教師）追放令 

キリシタン大名は宣教師に服従し、領内の神社仏閣を破壊したり、家臣や領民に改宗を強制し

ました。宣教師とヨーロッパ商人が結託して、日本人を奴隷として海外に売り飛ばしていました。

キリシタン大名の大村氏が長崎を教会領として献上したように、日本の国土に外国領が出現する

ようにもなりました。こうした状況に危機感を抱いた秀吉は、1587年にバテレン（宣教師）追放

令を出したのです。この法令はキリスト教を禁止したのではく、強大な権力をもつバテレンの追

放が目的でした。ただ、宣教師は貿易船誘致のためには欠かせない存在でしたので取締りは緩く、

警告としての追放令でした。 

6．秀吉のアジア征服構想 

1592 年と 1597 年の二度、秀吉は朝鮮に出兵しました。出兵の理由について従来の学説は、天

下統一によって国内での領土獲得ができなくなったからとか、晩年の秀吉は耄碌して誇大妄想に

なっていたからだと解釈されていました。しかし私は、ポルトガルとスペインの世界侵略に対す

る秀吉の怒りも要因の一つだと考えています。 

朝鮮出兵をしたあとの 1593 年に、秀吉はスペイン国王に宛てて、遠方にあるというとも余が

言を軽視すべからず、すぐに服属の使者を派遣せよ、と迫っています。ポルトガルが植民地にし
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ていたインドも奪い取れ、と大名に指示していました。 

秀吉が征服を構想したのは、東アジア全域（中国、朝鮮、琉球、台湾、フィリピン、インド）

でした。スペインとポルトガルが征服事業を展開していた地域と重なっています。ここからは、

両国に対する強烈な対抗心を見てとれます。朝鮮出兵は日本による一方的な侵略行為ですが、明

国征服をねらっていたスペインとポルトガルに先んじて明国を征服するためだったということ

ができます。 

7．朝鮮出兵でヨーロッパ諸国は怯えた 

秀吉による朝鮮出兵は、全国大名から二度も 15万人を動員しました。当時のヨーロッパで、こ

れほどの軍事力を展開できた国はありません。朝鮮出兵自体は成功しませんでしたが、この大軍

事動員を見たヨーロッパ諸国は度肝を抜かれました。日本を軍事大国として認めざるを得なくな

ったのです。 

朝鮮出兵前に宣教師たちは、数隻の軍艦と大砲で日本を征服できると豪語していましたが、出

兵後は武力征服の話はまったくしなくなりました。不可能だと悟ったからです。逆に日本勢がフ

ィリピンなどに攻め込んでくるのではないか、と怯えたほどでした。 

8．徳川家康の外交 

家康は秀吉と同様、カトリック国による日本征服を警戒していました。スペインは貿易がした

いなら布教を認めろと、相変わらず日

本征服の野望を捨てていなかったか

らです。ちょうどその頃、プロテスタ

ントのオランダとイギリスが日本に

貿易を求めて来航しました。両国は幕

府がキリスト教布教を嫌っているこ

とを知っていましたので、自分たちは

布教はしない、貿易だけの関係だと幕

府にアピールしたのです。 

そこで幕府は 1612 年に幕府直轄地

に禁教令を発布し、諸大名にも領内を

禁教にするよう圧力をかけていきま

す。1624年にはスペイン船の来航禁止

と国外退去を命じ、1639年にはポルトガルにも同様の措置をとっています。布教による日本征服

欲を捨てない両国を切り捨てたのです。 

9．なぜスペインとポルトガルは撤退したのか 

この両国は世界中を支配下におくため、抵抗する国や民族があれば武力で征服してきました。

しかし日本の将軍が退去を命じると、抵抗もせずにすごすごと撤退していきました。なぜでしょ

うか。それは朝鮮出兵で見せた軍事大国日本の実力を知ったからです。家康は秀吉の跡を継いで

全国政権を確立し、巨大な軍事指揮権を獲得しました。将軍に逆らえば自分たちがやられると、

恐怖にかられて去っていったのです。 

10．分裂した戦国日本から統一した軍事大国日本へ 

戦国時代は分裂国家でした。しかし秀吉が天下を統一したことによって、朝鮮出兵のような大

軍事動員が可能になりました。分裂国家から統一国家になることによって、日本は軍事大国とし

て突如、世界に登場したのです。家康・徳川政権は、この軍事国家を継承し、さらに強固なもの

にしました。江戸時代というのは、軍事大国日本が成立した時代だったのです。 

11．「鎖国」は日本が強国だったことの証明 

従来、鎖国をした江戸時代の日本について、小さくて臆病な弱い国だから閉じこもったのだと

解釈されてきました。しかし、逆だったのです。鎖国とは征服の野望をもつスペイン・ポルトガ

ルを日本から追放し、オランダやイギリスをも完全にコントロールして貿易の主導権を握る体制

のことだったのです。鎖国とは、日本が圧倒的に優位な外交体制のことなのです。 

 参考文献：平川新『戦国日本と大航海時代』中公新書、2018年、和辻哲郎文化賞受賞 
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総会・懇親会出席者 

☆講演会講師 

東北大学名誉教授・宮城県慶長使節船ミュージアム館長        平井  新 様 

☆ご来賓 

㈱ＪＴＢ 仙台支店長（東北エリア広域担当）            増子  敦 様 

㈱ＪＴＢ 仕入商品事業部 東北仕入販売部長            岩泉理喜男様 

㈱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商事 東北支店長                     菅原 和彦様 

ＪＴＢ労働組合 東北支部 執行副委員長               金  公平様 

㈱ＪＴＢ 人事チーム 人事担当マネージャー（ＢＯＢ東北支部 幹事） 藤山  崇 様 

 

☆会 員    総会・講演会２９名、懇親会２５名（敬称略、あいうえお順） 

 石森  隆、板橋 博、小原 孝、紙谷義和、河越和夫、小関孝雄、小林 誠、櫻井勝男、 

佐藤茂雄、佐藤敏彦、佐藤 充、佐藤利喜弥、鹿野美枝子、鈴木喜雄、須田幹雄、清野幸男、

髙橋 翕、千葉幸洋、富永幹男、南洞 稔、畠山 廣、樋口富子、堀野秀子、前田健二、 

増子邦夫、三浦 均、三浦源幸、宮本壽郎、若林秀敏、 

※アンダーラインは総会・講演会のみ出席 

２０２１年度 「お客様紹介運動」実績顕彰対象者 ２１名（敬称略、実績額順） 

 佐藤敏彦、櫻井勝男、堀野秀子、小関孝雄、出町 眞、蒲倉 博、佐藤勇一、佐藤 充、 

須田幹雄、若林秀敏、庄司 良、安倍光一、清野幸男、前田健二、阿部善幸、佐藤利喜弥、 

富永幹男、佐藤克夫、小幡紀男、大浪健一、杉山重己、 

※アンダーラインは総会出席者（１１名） 

☆ご協賛会社・団体名（敬称略） 

 ㈱ＪＴＢ、 ㈱ＪＴＢ仕入商品事業部 東北仕入販売部、 ㈱ＪＴＢ商事 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、 

 ㈱ＪＴＢビジネストランスフォーム保険事業部、ＪＴＢ労働組合東北支部 

  

理 事 会 の 開 催  

１ 日時・場所  ８月１２日（金） 会場：JTB 大会議室（10：30～11：30） 

２ 参  加  者  コロナ感染拡大により仙台在住の支部役員１０名で開催しました。 

３ 議   題   

＜支部長挨拶＞ 山形・福島及び青森・秋田豪雨では、会員の被害はなかったとの事で安心し

ました。また、支部総会もお陰様で３年振りに実開催が出来ました。皆様のご協力に感謝致し

ます。JTBとの協議の中で、会員特典の「エース JTB」（エスコート商品）、「ルック JTB」の

割引が廃止となりました。本部二階堂会長名で、８月１９日に全会員宛に郵送されます。 

＜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 

JTB 営業利益ですが、第１四半期はやや未達の状況です。仙台のマーケットの状況ですが、

リテール店舗では、７月までは県民割等で好調に推移しておりましたが、８月以降はやや減少

傾向です。旅行申込者自体がコロナ陽性者や濃厚接触者になって取消になるケースが増えてい

ます。また、富裕層向けの高額商品や年末年始の旅行は順調に増えております。 

（１）協議事項 

①２０２２年度支部通常総会の総括について（１～７ページは総会特集を掲載） 

  ②２０２３年新春懇親会の開催方について（１０月理事会で詳細を決定する）    

（２）報告事項 
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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 本部主催イベントの概要について 

 10/6 山口県宇部市・宇部７２カントリークラブ万年池西コースで開催（募集中）  

⑤「9/15BOB サロン」「10/12 懇親会芋煮会」の募集状況について（別記） 

⑥緊急連絡ネットワーク改訂版について 

【JTB人事異動（東北管内）情報】 

ＪＴＢ人事異動８月１日付け発令分を抜粋して掲載しました。（7/15内命） 

尚、今回は７月末で各地域 GoToトラベル事務局が閉鎖となる事に伴う人事異動です。 

   【発令内容】         【氏 名】      【現職・役位名】 

仙台支店 営業担当課長       後藤 達夫   GoToトラベル統括事務局 

大阪事務局長  

〃 イオンモール新利府南館店    山郷有実子    〃   岩手事務局長 

販売担当課長 

盛岡支店 営業担当課長       森岡 真樹    〃   兵庫事務局長 

秋田支店 営業担当課長       坂本 智子    〃   秋田事務局長 

山形支店 営業担当課長       中村 幸司    〃   山形事務局長 

〃    営業担当課長       西塚 奉文    〃   青森事務局長 

福島支店 営業担当課長（福島駐在） 吉富 広美    〃   福島事務局長 

 

会 員 の 動 向      

◇ 新 入 会 員： 下山晃司さん（宮城県東松島市）      ７月入会 

         菅原達也さん（東京都八王子市）      ７月入会 

         苅宿志穂子さん（岩手やまびこ会：盛岡市） ７月入会 

◇ 会 員 状 況： （２０２２年７月３１日現在） 

正 会 員     ２４１名 （男性１９９名、女性４２名） 

名誉会員        １名 （男性    １名、女性  ０名）  

合  計    ２４２名 （男性２００名、女性４２名） 

支 部 活 動 の 動 向  

◇６月 ９日（木）たより発送（JTB 会議室）：副支部長、佐藤充・小原・河越各理事 

◇６月２９日（水）総会表決権集計作業（BOB サロン）：副支部長、佐藤充・鹿野各理事 

◇６月２９日（水）総会ホテル打ち合わせ（JAL シティ仙台）：副支部長 

◇７月 ６日（水）総会会場設営（JAL シティ仙台）：副支部長、藤山幹事、佐々木・田畑 

◇７月 ７日（木）支部総会当日打ち合わせ：支部長、副支部長、出席役員 

Ｊ Ｔ Ｂ と の 連 携（お客様紹介運動）   

お客様紹介運動の５・６月実績が纏まりました。依然としてコロナ禍は続いておりますが、ゴールデン

ウイーク期間中も特段の行動規制が行われ無かった事で、国内旅行は順調に取り扱いを伸ばしてきて

おります。これから、夏の旅行シーズンを迎えますので更なる取扱額の増加を期待しております。 

また、ナイスギフトも５・６月は１０万円を超える大口の購入が多く、取扱額では前年を大幅に上回る

実績を残すことが出来ました。引き続き「国内旅行宿泊券」と「ナイスギフト券」の購入キャンペーンを継

続して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。 

「ＪＴＢナイスギフト購入キャンペーン」（継続実施中）＜２０２２年４月～２０２３年３月＞ 

「国内宿泊キャンペーン」 （ＪＴＢ支援第４弾開始） ＜２０２２年４月～２０２３年３月＞ 
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◇ ２０２２年度お客様紹介運動実績（５・６月分）  

 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 10 33 674    10 33 674 440％ 

６月分 9 33 1,191    9 33 1,191 388％ 

年間累計 20 68 1,891    20 68 1,891 377％ 

５・６月分のご紹介者は、石黒 茂（２）、木幡信清、小林 誠、櫻井勝男（２）、佐藤敏彦

佐藤 充、庄司 良（２）、鈴木賢次、鈴木正昭、髙橋 翕、船生修二、古川秀一、前田健二

山田隆喜（３） 以上の皆様でした。ありがとうございました。 

尚、国内宿泊キャンペーンの実績対象会員には、支援金（ギフト券＠２０００円、年度内１

回）を贈呈しております。５月６月実績の皆様には、たより８月号に同封してお届けします。 

◇ ２０２２年度ナイスギフト取扱実績  

５月分 取扱  ７件 ７９８，０００円  ６月分 取扱  ９件 ６４６，２１０円  

年度計（４～６月分）取扱件数 ２３件  １，７１１,２１０円（前年比 ２７３％） 

５・６月分のご紹介者は、安倍光一（２）、奥山美奈子、蒲倉 博、蔵俣恭子（２）、 

小関孝雄、庄司眞理子、須田幹雄、出町 眞、富永幹男（２）、長崎 豊、堀野秀子、 

三浦豊光、三浦源幸、 以 上の皆様でした。 

 

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

今号の女性るるぶ会ペンリレーは、都合によりお休みします。次号をお楽しみ下さい。 

＜女性るるぶ会次回開催予定＞ 

９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＞ 

詳細は、下記のＢＯＢサロン（ピザ教室＆作品展）の開催要項をご覧ください。 

※是非、趣味で制作した絵画等の作品がありましたら事務局後藤までお知らせください。 

 

ＢＯＢサロンの開催について 

２０２２年度ＢＯＢサロン「ピザ教室＆作品展」の開催  ＜広報・親睦・女性るるぶ会＞ 

◎ 日 時： ２０２２年９月１５日（木） １０時００分～１４時３０分 

◎ 会 場： 仙台三越１４１ビル「エル・パーク仙台」 

 ◎ 会 費： １，０００円（手作りピザ・飲み物等付）※会員のご家族も同額です。 

◎ 定 員： 調理実習室・創作アトリエの２部屋合わせて最大３０名 

＜第一部＞ 「ピザ教室」 10：00～12：00 【調理実習室】              

      講 師：佐藤充夫人（ＮＰＯ法人の調理教室の講師を多数経験） 

調理工程：ピザの生地作り～トッピング～焼きあがり～完成まで 

＜第二部＞ 「食事会」 12：00～ 完成したピザを皆さんで賞味します。 

＜第三部＞  「作品展」 12：30～14：30 【創作アトリエ】 

・製作者から、製作時間・作品の意図・苦労話等を発表頂きます。 

・最後に抽選会を実施します。出品者から提供の作品等です。 

※遠方で参加出来ないが出品を希望される方は担当に相談下さい。 

◎ 申込は：９月５日まで 畠山（080-5578-5920）又は磯貝理事（080-2817-1444） 

「女性るるぶ会」事務局後藤真由美あて（090-4555-1408）   

懇話会の開催 

◇８月１９日（金）「懇話会・納涼会」は、秋保森林スポーツ公園で開催予定でしたが、新型 

コロナ第７波の感染拡大に伴い、残念ですが中止としました。 ＜歩こう会・釣友会合同＞ 
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＜次回開催予定＞  

１０月「懇話会・芋煮会」は下記の通り開催します。  ＜山形べにばな会合同＞ 

〇日 時：１０月１２日（金） 山形市紅の蔵 １０時３０分集合  

〇会 場：山形市唐松観音前河原（テント有り） 

〇参加費：３，５００円（芋煮会セット・飲み物代含む）※集合場所までの交通費は各自負担 

※詳細は別途お知らせします。尚、「寿齢対象会員は 2,000円割引でご優待します。 

 ※申し込み問い合わせは下記担当者へ連絡下さい。 

＜申込先＞ 【懇話会】  磯貝辰男理事  ０８０－２８１７－１４４４ 

【山形べにばな会】佐藤利喜弥理事    ０９０－８６１８－７３４９    

 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  

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)」は 

当日仙台に「大雨注意報」が出たため延期としました。次回開催日は未定。 

＜次回開催予定＞ 

9 月 9 日(金）「やくらいガーデン散策とやくらい薬師の湯を満喫する旅」 

やくらいガーデン：9月上旬の園内「ふるるの丘」は「秋の虹色ガーデン」と呼ばれ 5haの 

敷地に約 20種類 16万株のサルビアやケイトウの花が一斉に咲き乱れる。 

やくらい薬師の湯：薬莱山の麓にある温泉施設。大浴場・サウナ・露天風呂があります。 

入浴後、特製料理で懇親会開催。  

 集合場所： 仙台駅前 24番ポール・青葉通りエデン前 集合時間： 8時 30分 

 日 程 ： 仙台駅発 ～高速バス・貸切マイクロバス～やくらいガーデン 

       （自由行動）～ 薬師の湯・入浴・昼食会(やくらい地ビール等) 

       ～マイクロバス・高速バス～仙台駅着１７時３７分 

 参加費用： 3.000円(入場料・入浴料・昼食代・現地マイクロバス) 

       ＊高速バス代・昼食追加飲み物代は各自支払い 

 ＜参加問合・申込＞ 佐藤勇一理事まで 携帯 090-8787-4421  

e-mail: yuchanfujiwara8@gmail.com 

◇ 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。 

6 月 7 日（火）   定例会   グレート仙台 CC   

  ゴルフ場へ集合するも、昨夜から早朝にかけての大雨でコースコンディション不調。 

全員で検討の結果コンペは中止として、プライベートプレイに変更、6名で開催。 

6 月 20 日（月）   定例会   グレート仙台 CC  参加者 7 名 

  トリプルボギーたたくもＨＤＣＰに恵まれて木幡信清さん優勝！ 

  1 位  木幡信清（G95.H20.N75）  2 位  髙橋 翕  3 位  若生勝芳 

他参加者：渡辺仁美、三浦源幸、小幡紀男、千葉幸洋 

7 月 5 日（火）   夏季大会  グレート仙台 CC  参加者 9 名 

  2バーディが功を奏し、今期初参加の清水義春さん優勝！ 

1 位  清水義春（G88.H14.N74）  2 位 三浦源幸   3 位  千葉幸洋 

他参加者：佐藤茂雄、渡辺仁美、中鉢孝男、髙橋 翕、木幡信清、小幡紀男 

7 月 25 日（月）   定例会   グレート仙台 CC  参加者 6 名 

  無風のゴルフ日和、若生勝芳さん今季二度目のエイジシュート達成で優勝！  

  昨年及び今年 5月に続き、若生勝芳さんエイジシュートを達成しました。 

  1 位  若生勝芳（G82.H8.N74） 2 位 （M サークル） 3 位  千葉幸洋 

他参加者：髙橋 翕、三浦源幸、木幡信清、小幡紀男 

mailto:yuchanfujiwara8@gmail.com
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◇ 釣 友 会     申し込みは、０２２-２７９-０７３１ 鈴木（剛）会員へ 

 6 月 10 日（金） テンヤ釣り みなとや丸！ 

 ＜釣り人＞佐藤和彦 

 塩釜港 5時出船、亘理沖ポイント到着 6時 30分、水深 35～40ｍ、水色濁り気味、潮の 

 流れ早く仕掛 15～20～25号使用、しかしアタリ全くなく苦戦。 

 釣果はホウボウ 40㎝、サバ中型 2匹、水ガレイ小 1匹に終わる。 

 6 月 20 日（月） テンヤ釣り みなとや丸！ 

 ＜釣り人＞佐藤和彦、齊藤 修 

 塩釜港 5時出船、前回と同じく亘理沖水深 35～40ｍ、水色濁り気味、潮の流れ早く仕掛 

18～20号使用、後半潮の流れがおさまり、仕掛 12号使用。ハナダイ、ホウボウ、サバ等 

釣れ出す。釣果はハナダイ 3枚、ホウボウ 2匹、サバ 3匹をゲット。 

 7 月 13 日（水） テンヤ釣り みなとや丸！ 

 ＜釣り人＞佐藤和彦、齊藤 修 

 塩釜港 5時出船、昨夜からの大雨が続き最悪のスタート。仙台新港沖合水深 25ｍ、水色澄み 

齊藤氏にアタリあり、良型大物のような気配。仕掛け金具を噛み切られるも再度アタリありマ

ダイ 40㎝ 1枚をゲット。雨は終日降り続き条件最悪。 

雨・・・大雨、土砂災害警戒発生の日の釣果はマダイ 1枚 40㎝、ソイ 1匹をゲット。 

 7 月 19 日（火） テンヤ釣り みなとや丸！ 

 ＜釣り人＞佐藤和彦、齊藤 修 

 塩釜港 5時出船、仙台新港沖合水深 25ｍ、水色濁り強真褐色、アタリ全くなし。 

しばらくしてポイント移動、更に新港の真沖水深 45mへ、水色澄み自分にアタリが発生、大型

魚の感触あり。リールを巻き上げていると強いショック。仕掛けをとめている金具が伸びて破

壊され、バラシとなる。以後、ポイント移動するもアタリなく時間だけが過ぎた。 

最終ポイント水深 25ｍ、水色褐色の中（大根沖）ヒラメのアタリあるもバラシとなる。 

釣果はハナダイ 1枚、ホウボウ 1匹、イシモチ 1匹をゲット。 

今日午前中は曇り、港に戻った頃小雨でラッキーでした。      （4件共・佐藤 記） 

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

 ☆ カラオケ愛唱会：7月 14日（木）定例会は、残念ながら中止と致しました。 

 ☆ 次回予定 定例会 

   9月 8日（木） 13時～16時 仙台駅前カラオケ館名掛丁店 会費 1，000円 

   お気軽にご参加ください。（会場の都合により先着 10名にて締切） 

   申込みは 9月 4日（日）まで、田島正義会員へ 携帯： 090-3129-5689 

    （※なお、コロナ禍の動向により、中止させて頂く場合もあります） 

◇ 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 

6月 18日（土）＜参加者＞ 若生勝芳・菱田貞一・渡辺武郎・河越和夫 

7月 16日（土）＜参加者＞ 若生勝芳・渡辺武郎・齊藤 修・河越和夫 

☆7月末からの急激なコロナ感染拡大の為、8月 20日（土）「月例会」は中止とし、 

 8 月 23 日（火）「夏季麻雀大会」は延期といたしました。 

 新たな開催日については状況を判断し、改めて案内いたします。 

 「麻雀愛好会」では毎月第三土曜日 10：00～月例会を開催しております。 

  参加申込・問合せは河越和夫理事へ ☎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。  
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☆実施日   6月 16日（木）＜参加者＞ 佐藤正司、菱田貞一  

7月 21日（木）＜参加者＞ 佐藤正司、菱田貞一 

「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 177 回令和 4 年 6 月 10 日(金)の通信句会から 

・隅うめて今日の田植を仕舞けり       小山 あきお  季語=田植=夏 

・縁側に日高昆布を干しにけり        市川  隆   季語=昆布干し=夏 

・津軽路をひとり旅すや桜桃忌        紙谷 団塊人  季語=桜桃忌=夏 

・休憩の号令かかる山清水          清水  孝   季語=清水=夏 

・隠れ沼(ぬ)に水漬(みず)ける雑木若葉かな  清野 馬子   季語=若葉=夏 

・碧空の遠嶺白き青田かな           石黒 秀策   季語=青田=夏 

第 178 回令和 4 年 7 月 10 日(日)の通信句会より 

・冒頭は猛暑のニュース冷奴         小山 あきお  季語=冷奴=夏 

・ほととぎす聞こゆる古道蒙古の碑      市川  隆   季語=ほととぎす=夏 

・投げ出した素足の先や雲の峰          紙谷 団塊人   季語=雲の峰=夏 

・万緑の中のせせらぎ覗き込む        清水  孝    季語=万緑=夏 

・山清水苔生(む)す朽木超えゆけり      清野 馬子   季語=山清水=夏 

・中庭の緋鯉の群や籐寝椅子           石黒 秀策     季語=緋鯉=夏 

「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 

（６/２１）第６５回パソコン教室 JTB 会議室 11：00～13：00 

＜参加者＞ 槻山智雄、小原 孝、渡辺武郎  講師：片平安之 事務局：畠山 廣 ５名 

（７/１９）第６６回パソコン教室 JTB 会議室 11：00～13：00 

＜参加者＞ 佐藤光秋、小原 孝  講師：片平安之 事務局：畠山 廣 ４名 

＜今後の予定＞ ８/２３（火）、９/２０（火） JTB 会議室（３階） 11：00～13：00  

※パソコン操作でお困りの方、是非ご相談下さい。 

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

６月２７日（月）月例会を山形西蔵王「そば処三百坊」と蔵王温泉「酒ミュージアム」で実施 

当日は、山形駅西口から、車４台に分乗して、途中蔵王高湯「歴史と文化の美術館『わらべの

里』」を見学してから、「そば処三百

坊」を目指しました。建物は、大江

町の名家小林家の建物を移築した

もので、歴史ある堂々とした建物で

す。土間の玄関を入り、一番奥の２

座敷を使わせて貰いました。飲み物

を注文している内に、野菜の天ぷら

が運ばれて来ました。山菜のコシア

ブラや旬の野菜やかき揚げが 7 品

と結構なボリュームです。そして、

お待ちかねの「坊板そば」が運ばれ

て来ました。今回は、ご主人が栽培

したソバを石臼で自家製紛したそ
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ば粉を使用した「坊板そば」をいただきましたが、香りも強く、ほどよく腰もあって、皆様大満

足の様子でした。ここからは、車で２０分の蔵王温泉「名湯舎 創」で休憩をとって、露天風呂も

ある大浴場を使わせて頂きました。その後は、皆さんお待ちかねの「山形酒のミュージアム」に

移動して、ここにお勤めの佐藤利喜弥さんの特別の計らいで、山形各地の日本酒の試飲・飲み比

べを楽しむ事が出来ました。今回も、地元山形地区の皆様にはお世話になりました。（畠山 記） 

【参加者】石黒秀雄、渡辺武郎、若生勝芳、佐藤茂雄、齊藤 修、前田健二、鹿野美枝子、 

鈴木正利、五十嵐伸一、須田幹雄、佐藤利喜弥、佐藤敏彦、畠山 廣  １３名 

＜今後の予定＞ １０/２６（水）鳴子の自然に囲まれた一軒家の蕎麦屋「蕎壽庵」を訪ねます。 

地 域 部 会 だ よ り  

◇ 秋田こまち会 活動報告 

６/２９（水）「鳥海山麓獅子ケ鼻湿原ウォーキング」を実施 

6 月 29 日（水）鳥海山麓、獅子ヶ鼻湿原に行ってきました。秋田駅から普通列車（羽越本線）

に乗車。最も心配したのが雨ですが、にかほ・象潟は、ときおり日差しが降り注ぐ、絶好のウォ

ーキング日和でした。象潟駅到着後、獅子ヶ鼻湿原までジャンボタクシーで移動。途中、温水路

【鳥海山の水は冷た過ぎて、稲作に適さず。そこで住民が考案して作った農業用水路。】の一部

と一面の蕎麦の花を見なが

ら現地に到着。森のガイドさ

んが迎えてくれました。森の

巨人１００選『あがりこ大

王』は樹齢推定３００年以

上。『出つぼ』（湧水池）は

鳥海山の伏流水が一端地下

に染み込み 80 年以上かけて

湧き出したもので、今回はこ

の２つが目的地です。コース

所要時間は 2 時間 30 分。 

ガイドさんの説明を聞き

ながら進んでゆくと『あがりこ大王さま』は森の奥に鎮座していました。筋骨隆々、貫禄十分な

お姿。はるか昔、炭焼きにするため、ぶなの木を伐採、その後生えたひこばえを全部切らずに、

一部残しながら繰り返し切ったのが異形となり、今私たちの目の前に。そのあと『出つぼ』へ移

動。そのまま美味しく飲めそうな、透明で豊富な湧き水が惜しげもなく溢れていました。【ミネ

ラルたっぷり、鳥海山の伏流水が、にかほ・象潟の海に流れ、たくさんのプランクトンが発生し、

そこに集まった魚介類だから美味しいのです。】と、森のガイドさんの弁。みなさん、後半少し

足にきたようですが、心地良い疲労感だったのではと思います。 

その後、昼食場所『道の駅象潟ねむ

の丘』に移動し、個室で会食。新鮮な

岩ガキにレモン汁をかけ、ひとくちで

ほうばると、ぷりぷりっとした触感と

旨味が口に広がり、それをゆっくり味

わいながら美味しくいただきました。 

食事後、４階温泉展望風呂へ。日本

海にかすんで見える飛島を眺めながら

の入浴は、疲れた身体をときほぐして

くれました。帰りも鈍行列車に乗車、心地良い電車のリズムに揺られながら、みなさん帰途につ

きました。（伊藤 記） 

＜参加者＞佐々木慶一、石黒 茂、菅原悌祐（お孫さん同伴）、伊藤芳秋、相場堅一 ６名 
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会員たより 

◇通常総会表決権行使書に寄せられた近況報告を抜粋しました。（五十音順） 

浅利 保さん・・・ボーっと生きています。 

五十嵐伸一さん・・５月で満７３才！ガタが来た。腰に、膝に、脳にも？・・・ 

石黒秀雄さん・・・趣味も活かして毎日を有効に過ごしております。 

石森 隆さん・・・適当に楽しんでいます。 

市川博康さん・・・ガンバレ！ＪＴＢ 

伊藤美代子さん・・元気に過ごしております。 

井上昌則さん・・・悠悠自適の毎日です。 

江刺俊光さん・・・地域のために頑張っています。 

遠藤弘志さん・・・じん臓疾患の為、人工透析準備中‼ 

太田和子さん・・・通常総会無事終えられますように！GO TOキャンペーン準備中ですが持病も

あり、積極的に利用できないのが残念です。元気にしています。 

大浪健一さん・・・5 月実施の「利府竹の子堀り」に参加し本当に楽しい一日でした。コロナも

新たな局面を向え一日も早く皆様に会えるのを楽しみにしています。 

大森正治さん・・・Ｒ4、1、23夜半、突発性難聴になり三半規管が正常でないため外出が出来ま

せん。ふらつきがあるので歩行困難により欠席いたします。 

岡部修二さん・・・元気にしております。 

岡本吉正さん・・・元気です‼ 

小幡紀男さん・・・病院通いが増えましたが、ゴルフ愛好会への参加を楽しみにしています。 

片平安之さん・・・腰痛でレントゲン撮影、結果は加齢の影響です。忘れていました。納得、地

道に精進します。 

蒲倉 博さん・・・支部総会の盛会を祈ります。クラスターには充分気を付けて下さい。元気で

頑張っています。 

紙谷義和さん・・・持病に負けず「鉄印」求めて「乗り鉄」を再開したいと思います。 

菅野正己さん・・・毎週実家（福島県伊達市）の往復生活ですが元気に過ごしております。 

窪田陽子さん・・・畑の土づくり・種まきから育ったスナップやラディッシュ等で野菜を沢山頂

いています。歩く時間には景色の花々に癒されています。アフターコロナで

旅行に出たいなぁ。 

狐崎忠介さん・・・元気に毎日を過ごしております。総会ご盛会をお祈り致します。 

小関孝雄さん・・・５月から四季彩一力でパートとしてお手伝いをしています。 

後藤真由美さん・・ペンリレーでの皆様の活躍に触発され４月から小学校で勤務し始めました。 

木幡信清さん・・・アルバイトしながらゴルフ中心の生活をしております。 

小林孝雄さん・・・日々是好日。春の山菜採りを楽しんでいます。 

小山昭雄さん・・・「起き抜けの ラジオ体操 五月晴」 

紺野文雄さん・・・いつもと変わらぬ毎日ですが、気持ちだけは元気にしております。 

齊籐 修さん・・・５月、体調を崩して主治医からＪＴＢ入社以来の「早飯・早××」の習慣を

注意されました。食事はゆっくりよく噛んで３０分とのことです。 

作間清成さん・・・のんびり、ゆっくり、明るく健康で無理せず、身の丈に合った生活が目標で

す。”健康寿命” 

櫻井勝男さん・・・毎日元気に動きまわっています。 

佐藤 孝さん・・・毎日、元気に過ごしております。 

佐藤茂雄さん・・・ＯＢ・ＯＧ会クラブ活動、楽しんでいます。 

佐藤正司さん・・・毎時お世話いただきありがとうございます。元気なのは食欲のみです。 

佐藤眞孝さん・・・定期健診のため欠席します。何とか元気でいます。盛会を祈ります。 

佐藤敏彦さん・・・山形支店に週３日勤めています。 

佐藤正和さん・・・今春退職、今は週３日フィットネスに通っています。 
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佐藤 充さん・・・少々傷んできましたが修繕しながら元気でおります。 

佐藤勇一さん・・・お疲れ様です。 

清水義春さん・・・残念ですが病院の予約日と重なってしまいました。盛会を祈念致します。 

庄司 良さん・・・毎月ドライブしながら温泉に行っています。 

杉本矩雄さん・・・平平凡凡、のんびり暮らしています。 

鈴木賢次さん・・・あいづ広域観光情報センター「あいらんしょ」に勤務しております。 

鈴木剛（仙台）さん・・・体力の低下とともにコロナ禍を理由に出不精を極めこんでいます。 

鈴木郁也さん・・・物忘れが多くなりましたが元気です。 

鈴木正利さん・・・元気にしております。 

鈴木喜雄さん・・・毎朝、ラジオ体操でスタート。 

須田幹雄さん・・・行雲流水のような日々を送っています。 

須藤義男さん・・・年１回の総会に参加したい所ですが諸般の都合で欠席します。元気です。 

瀬川忠雄さん・・・いたって元気にしています。盛会をお祈りします。 

髙橋 翕さん・・・平川氏の講談はとても楽しみです。 

高橋淳悦さん・・・ウォーキングから散歩へ。元気です。 

高橋正行さん・・・健康に気を付けて趣味に励んでおります。 

高野宏輝さん・・・変わらず元気に過しております。 

高山良雄さん・・・体調不良につきリハビリ中です。 

田口秀喜さん・・・盛会でありますように。 

武山 徹さん・・・元気で釣りっこやっています。皆様によろしく。 

千葉知己さん・・・以外と元気ですが持病があり外出が苦手となり欠席となります。 

出町 眞さん・・・昨年に引続き３月下旬から借地で１８種程の野菜類の栽培をして、農業と植

木の剪定で過ごしています。 

富永幹男さん・・・２度目の定年になりました。６月から新しい職場で仕事をしています。 

中村厚夫さん・・・本年全ての仕事を終えました。１日１万歩ずつ足を労わりながら歩いてます 

長崎 豊さん・・・他の行事と重なり残念ですが欠席です。短時間勤務の仕事を続けています。 

奈良岡誠一さん・・毎日元気に暮らしています。 

南洞 稔さん・・・ヒザ、腰の痛みをこらえ動きまわっています！（徘徊ではないですよ） 

野川由紀子さん・・元気で過ごしています。 

引地 修さん・・・相変らず一年中、仙台湾周辺での海釣りを楽しんでいます。 

菱田貞一さん・・・本年４月２日塞栓性脳梗塞で倒れましたが幸い軽く済み４月８日退院致しま

した。現在左手の指先が軽く痺れておりますが日常の生活、マジック演技等

に支障ありません。町内会長に就任して 8年目頑張っております‼ 

平岡 昇さん・・・元気です。 

武士沢俊一さん・・７８才一応元気です。畑を頑張っています。 

船生修二さん・・・体が動くうちはゴルフ（パーク含む）三昧です。 

古川秀一さん・・・相変わらず「切り絵」三昧の日々です。盛会を祈念しております。 

古舘裕治さん・・・元気でやまびこ会に参加していますよ。 

本田捷志さん・・・元気に過ごしています。 

増子邦夫さん・・・今年も野菜作りを楽しんでいます。植えた苗の生育に一喜一憂しています。 

宮 正雄さん・・・満８３才になりました。８０才過ぎると身体も色々出てきます。日常生活に

気を付けていきます。 

村上隆敏さん・・・元気でーす。 

山浦賢治さん・・・会津で元気しています。 

吉田正巳さん・・・現在、腰痛でリハビリ中です。 

若松昭美さん・・・傘寿になり次をめざし健康に留意しています。 

若生勝芳さん・・・手術後半年の検査のため欠席します。盛会を祈ります。 
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－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 


