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平成平成平成平成25252525年度年度年度年度ががががスタートスタートスタートスタートしましたしましたしましたしました。。。。    

例年より 10 日も早く梅雨入りしましたが、会員の皆様には益々御健勝

にお過ごしのこととお慶び申し上げます。 

山口七夕会も平成11 年 2 月の設立総会から14 年目の春を迎えました。

おかげさまで、若い世代や女性の方々にも輪を広げるととともに、昨年夏

には山口支部も誕生し、会員数は300名を超えました。 

会長に就任してから 4 年目の平成 25 年度がスタートしました。今月末

には山縣幹事長共々帰山して、山口市役所や山口支部のみなさんと交流す

る中で意見交換して、7月末の定時総会に臨みたいと考えています。 

平成22年度に策定しました10カ年計画「山口七夕会2020 ビジョン」、昨年度に作成した3カ

年計画「山口七夕会2012実行プログラム」を着実に進めて行く所存です。 

来年、平成 26 年には、山口七夕会も創立 15 周年の節目を迎えます。今年度は、来年度の創立

15周年記念誌の発行に向けて「会報」の創刊や「人と情報の交流」を深めて行きたいと考えてい

ます。 

さらに、平成の大合併で新しく市域となった小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東出身の方々にも

会員の輪を広げ、首都圏と山口支部を両極として活動の充実を図っていきます。 

会員のみなさまのご協力をよろしくお願いします。    

平成平成平成平成25252525（（（（2013201320132013年年年年））））年年年年6666月月月月    
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＝七夕会通信の他に、次のものも同封して送らせていただきました。ご確認ください。＝ 

○市報「やまぐち」（４月、５月、６月１日号）  ○定時総会など出欠連絡票  ○会費納入のお願い 

○ふるさと納税のお願いパンフレット ○法人会員からのお知らせ（西の雅常盤） ○レノファ山口FC チラシ 

【重要なお知らせ】 

◎転居されるご予定のある方は…転居予定日、転居先を任意の様式でかまいませんので、下記までご連絡ください。

（市報等の資料が届かなくなってしまいます！） 

◎退会を希望される方は…退会されるのは残念ですが、任意の様式でかまいませんので、下記までご連絡ください。

（会員録の整理などの事務処理に必要となります） 

〒７５３－８６５０ 山口市亀山町２番１号 山口市総合政策部企画経営課内 
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＜＜＜＜首都圏首都圏首都圏首都圏だよりだよりだよりだより＞＞＞＞    

○○○○第第第第1111８８８８回回回回    会員交流会会員交流会会員交流会会員交流会をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました！！！！    

 平成２5 年3 月3 日（日） に東海大学校友会館（霞ヶ関ビル３５階） において３２名の参加で開催しました。

＜八木会長・挨拶＞                                ＜梅田圭良会員＞ 

 

八木会長の「新しき年もはや弥生三

月を迎えまして、今日はひな祭りの節

句です。そのせいか、今日の交流会

には 30 名を超える会員のみなさまに

お集まりいただいていますが、女性会

員の参加が10名を超えて華やかな会

になっています。」との挨拶から始まり、

今回の講演会は卓話形式で、三人の

会員の方から、趣味や仕事のお話し

をいただきました。 

○梅田圭良会員からは、「オリンピック

と山口」と題して、山口市出身のオリン

ピック選手の話をいただきました。             ＜石田順康会員＞                ＜藤村 啓会員＞ 

○石田順康会員（副会長）からは、「私の欧州スキー」と題して壮大なスケールでのヨーロッパアルプスでのスキーツアーから料

理や音楽まで幅広く語っていただきました。 

○藤村 啓会員からは、「裁判の仕事」と題して普段なかなかご縁のない裁判や法律の問題についてお話しいただきました。 

 懇親会では、山口県東京事務所の村田所長から山口県の最近の話題やかなめ会、桜圃会、山高同窓会から近況の報告があり

ました。また、ご夫婦で参加の会員が増えてきていることから、八木会長の良子奥様、久保玲子様、大枝美春様からスピーチをい

ただくなど和気あいあいとした時間を過ごし、原田幹事の締めでお開きとなりました。                   （山縣/記） 
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〈〈〈〈山口支部山口支部山口支部山口支部だよりだよりだよりだより〉〉〉〉    

〇第７回 「山口七夕会ふるさと交流会」を開催しました！ 

 山口支部では、5 月 18 日に第 7 回ふるさと交流会が開催されました。 

 今回は、山口市在住の明治維新研究家として有名な松前了嗣さん（45歳、岩国市錦町生まれ）に「七卿落ちと

長州藩」と題した講演をしていただきました。講演では三条実美が周布政之助が自刃した翌日に松茸狩りに行

っていた話など、風雲急を告げた幕末の長州藩の人々の心情までを、ほぼ山口弁で語られました。 

講演会 42 名，懇親会 35 名の参加者がありました。初参加の人のユニークな自己紹介などがあり賑やかな交

流会でした。                                                   （河内幹事/記） 

  

＜講師の松前了嗣さんからの礼状（長州五傑の絵葉書）＞           ＜講演中の様子＞ 

 

＜神谷総局長・寺尾記者（ともに新会員）が参加して当日の様子を知らせる「朝日新聞 5 月 19 日朝刊」 
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＜＜＜＜新会員新会員新会員新会員・・・・紹介紹介紹介紹介コーナーコーナーコーナーコーナー＞＞＞＞    

    

    4 月月月月 1 日付日付日付日付けけけけ異動異動異動異動でででで山口県東京事務所長山口県東京事務所長山口県東京事務所長山口県東京事務所長にににに着任着任着任着任ささささ

れたれたれたれた原田尚原田尚原田尚原田尚さんをさんをさんをさんを八木会長八木会長八木会長八木会長ともどもともどもともどもともども訪問訪問訪問訪問しましたしましたしましたしました。。。。 
    歴代歴代歴代歴代のののの所長所長所長所長さんにはさんにはさんにはさんには「「「「顧問顧問顧問顧問」」」」をおをおをおをお願願願願いしておりいしておりいしておりいしており、、、、 
新所長新所長新所長新所長のののの原田原田原田原田さんにもさんにもさんにもさんにも快快快快くくくく「「「「顧問顧問顧問顧問」」」」就任就任就任就任をおをおをおをお受受受受けいけいけいけい

ただくとただくとただくとただくと共共共共にににに山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会にににに入会入会入会入会いただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。 

     
 
 
 
 
 
 
 

またまたまたまた、、、、村田常雄村田常雄村田常雄村田常雄・・・・前所長前所長前所長前所長はははは、、、、山口県庁山口県庁山口県庁山口県庁にににに戻戻戻戻られてられてられてられて

人事委員会事務局長人事委員会事務局長人事委員会事務局長人事委員会事務局長にににに就任就任就任就任されましたされましたされましたされました。。。。 
今後今後今後今後もももも山口七夕会会員山口七夕会会員山口七夕会会員山口七夕会会員としてとしてとしてとして「「「「山口山口山口山口でででで会会会会をををを盛盛盛盛りりりり

上上上上げてげてげてげて行行行行きたいきたいきたいきたい！」！」！」！」とととと 5 月月月月 2 日日日日のののの「「「「山口山口山口山口オフオフオフオフ会会会会」」」」

でででで意気込意気込意気込意気込んでおられましたんでおられましたんでおられましたんでおられました。。。。 
（（（（幹事長幹事長幹事長幹事長・・・・山縣山縣山縣山縣/記記記記････写真写真写真写真）））） 

村田常雄村田常雄村田常雄村田常雄・・・・前所長前所長前所長前所長 

【【【【自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介＆＆＆＆PRPRPRPR】】】】    

山口山口山口山口からからからから単身単身単身単身でででで赴任赴任赴任赴任してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。自宅自宅自宅自宅はははは、、、、雪舟庭雪舟庭雪舟庭雪舟庭でででで知知知知られるられるられるられる「「「「宮野宮野宮野宮野」」」」

にありにありにありにあり、、、、今今今今はははは妻妻妻妻とととと娘娘娘娘がががが気気気気ままにままにままにままに暮暮暮暮らしていますらしていますらしていますらしています。。。。    

    東京勤務東京勤務東京勤務東京勤務はははは初初初初めてですがめてですがめてですがめてですが、、、、一人一人一人一人でもでもでもでも多多多多くのくのくのくの皆様皆様皆様皆様にににに山口山口山口山口のことをのことをのことをのことを伝伝伝伝ええええ、、、、関心関心関心関心をををを

持持持持っていただけるようっていただけるようっていただけるようっていただけるよう頑張頑張頑張頑張りますのでりますのでりますのでりますので、、、、山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会のののの強力強力強力強力ななななネットワークネットワークネットワークネットワークでごでごでごでご

支援支援支援支援いただきますようよろしくおいただきますようよろしくおいただきますようよろしくおいただきますようよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
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＜＜＜＜会員会員会員会員////投稿投稿投稿投稿＞＞＞＞    

初初初初めてのめてのめてのめての山口山口山口山口へへへへ    

東京都大島町東京都大島町東京都大島町東京都大島町    磯山仲雄磯山仲雄磯山仲雄磯山仲雄（（（（平成平成平成平成 25252525 年年年年 5555 月入会月入会月入会月入会））））    

    

    10101010 年前年前年前年前、、、、伊豆大島伊豆大島伊豆大島伊豆大島でのでのでのでの 100100100100 ㎞㎞㎞㎞ウルトラマラソウルトラマラソウルトラマラソウルトラマラソンンンン大会大会大会大会のののの創設創設創設創設をををを機機機機にににに山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会のののの山山山山

縣幹事長縣幹事長縣幹事長縣幹事長とととと出会出会出会出会いましたいましたいましたいました。。。。それそれそれそれ以降以降以降以降、、、、東京東京東京東京でのでのでのでの異業種交流会異業種交流会異業種交流会異業種交流会（（（（OKOKOKOK 塾塾塾塾））））やややや伊豆大島伊豆大島伊豆大島伊豆大島でででで

ののののマラソンマラソンマラソンマラソン大会大会大会大会、、、、合宿等合宿等合宿等合宿等でででで年数回年数回年数回年数回のののの楽楽楽楽しいしいしいしい交流交流交流交流がががが続続続続いているいているいているいている。。。。    

    5555 月月月月のののの GWGWGWGW のののの連休連休連休連休にににに山縣山縣山縣山縣さんのさんのさんのさんの故郷山口故郷山口故郷山口故郷山口へのへのへのへの「「「「山口萩往還山口萩往還山口萩往還山口萩往還マラニックツアーマラニックツアーマラニックツアーマラニックツアー」」」」のののの案案案案

内内内内をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、すぐにおすぐにおすぐにおすぐにお願願願願いしていしていしていして、、、、初初初初めてのめてのめてのめての山口山口山口山口のののの旅旅旅旅がががが実現実現実現実現したしたしたした。。。。    

    何何何何といってもといってもといってもといっても大島町大島町大島町大島町からからからから山口山口山口山口はははは約約約約 1,0001,0001,0001,000 ㎞㎞㎞㎞はははは離離離離れていてれていてれていてれていて、、、、遠遠遠遠いところのいところのいところのいところの思思思思いがありいがありいがありいがあり、、、、

訪訪訪訪れるれるれるれる機会機会機会機会がなかったがなかったがなかったがなかった。。。。山口山口山口山口とととと言言言言えばえばえばえば、、、、萩萩萩萩、、、、津和野津和野津和野津和野、、、、秋吉台秋吉台秋吉台秋吉台、、、、湯田温泉湯田温泉湯田温泉湯田温泉などのなどのなどのなどの評判評判評判評判はははは

聞聞聞聞いていたのでいていたのでいていたのでいていたので、、、、いずれはいずれはいずれはいずれは行行行行きたいとのきたいとのきたいとのきたいとの思思思思いがいがいがいが現実現実現実現実となとなとなとなりましたりましたりましたりました。。。。    

山口山口山口山口でのでのでのでの４４４４日間日間日間日間はははは、、、、山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会のののの方方方方々々々々のののの厚厚厚厚いおもてなしのいおもてなしのいおもてなしのいおもてなしの懇親会懇親会懇親会懇親会をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、阿東阿東阿東阿東

徳佐徳佐徳佐徳佐でのでのでのでの生生生生まれてまれてまれてまれて初初初初めてめてめてめて関関関関さんのさんのさんのさんの農場農場農場農場でのでのでのでの田植田植田植田植ええええ体験体験体験体験（（（（大島大島大島大島にはにはにはには田田田田んぼがないのでんぼがないのでんぼがないのでんぼがないので

すすすす。）、。）、。）、。）、阿東牛阿東牛阿東牛阿東牛ののののバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューをををを堪能堪能堪能堪能しししし、、、、阿東米阿東米阿東米阿東米のののの美味美味美味美味しいおにぎりまでいただくなどしいおにぎりまでいただくなどしいおにぎりまでいただくなどしいおにぎりまでいただくなど

濃密濃密濃密濃密なななな時間時間時間時間をををを楽楽楽楽しませていただきましたしませていただきましたしませていただきましたしませていただきました。。。。    

    津和野津和野津和野津和野からからからから SLSLSLSL 山口号山口号山口号山口号にににに乗乗乗乗れたことれたことれたことれたこと、、、、秋芳洞秋芳洞秋芳洞秋芳洞のののの大大大大きさきさきさきさ、、、、萩萩萩萩のののの町町町町のののの歴史歴史歴史歴史とととと頭頭頭頭のののの整理整理整理整理がががが

つかないほどつかないほどつかないほどつかないほど、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの思思思思いいいい出出出出となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。特特特特にににに印象印象印象印象にににに残残残残ったのはったのはったのはったのは、、、、松蔭神社松蔭神社松蔭神社松蔭神社のののの松松松松

下村塾下村塾下村塾下村塾のののの存在存在存在存在がががが歴史歴史歴史歴史にににに関心関心関心関心がががが薄薄薄薄かったかったかったかった小生小生小生小生にはにはにはには、、、、明治維新明治維新明治維新明治維新にににに繋繋繋繋がったがったがったがった所所所所だとのだとのだとのだとの強強強強

烈烈烈烈にににに感動感動感動感動ししししたたたた次第次第次第次第ですですですです。。。。                                            

        湯田温泉湯田温泉湯田温泉湯田温泉のののの中原中也記念館中原中也記念館中原中也記念館中原中也記念館ではではではでは、、、、中也中也中也中也がががが昭和昭和昭和昭和１０１０１０１０年年年年４４４４月月月月にににに伊豆大島伊豆大島伊豆大島伊豆大島にににに一泊一泊一泊一泊                        

    のののの俳句俳句俳句俳句旅行旅行旅行旅行にににに言言言言ったことがったことがったことがったことが判判判判りりりり、、、、さっそくさっそくさっそくさっそく入江副支部長入江副支部長入江副支部長入江副支部長のののの御好意御好意御好意御好意でででで、、、、中原中也記念中原中也記念中原中也記念中原中也記念                    ＜＜＜＜瑠璃光寺瑠璃光寺瑠璃光寺瑠璃光寺ににににてててて山縣幹事長山縣幹事長山縣幹事長山縣幹事長とととと磯山磯山磯山磯山＞＞＞＞        

館館館館のののの福田百合子名誉館長福田百合子名誉館長福田百合子名誉館長福田百合子名誉館長におにおにおにお会会会会いできたのもいできたのもいできたのもいできたのも嬉嬉嬉嬉しくしくしくしく、、、、中原中也中原中也中原中也中原中也のごのごのごのご縁縁縁縁でさっそくでさっそくでさっそくでさっそく山山山山

口七夕会口七夕会口七夕会口七夕会へへへへ入会入会入会入会させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。    

今今今今はははは、、、、ますますますますますますますます大島大島大島大島とととと山口山口山口山口のののの繋繋繋繋がりがあるとのがりがあるとのがりがあるとのがりがあるとの思思思思いがいがいがいが深深深深くなりくなりくなりくなり、、、、再度再度再度再度、、、、山口山口山口山口をををを訪訪訪訪れたれたれたれた

いいいい気持気持気持気持ちちちちがががが強強強強くなっていますくなっていますくなっていますくなっています。。。。今回今回今回今回のののの旅旅旅旅でおでおでおでお世話世話世話世話になったになったになったになった山山山山口七夕会口七夕会口七夕会口七夕会のののの方方方方々々々々にににに厚厚厚厚くくくく

御御御御礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。    

＜＜＜＜左左左左からからからから磯山磯山磯山磯山、、、、福田百合子福田百合子福田百合子福田百合子さんさんさんさん、、、、入江副支部長入江副支部長入江副支部長入江副支部長＞＞＞＞                                                                                        ＜＜＜＜    田植田植田植田植えをするえをするえをするえをする磯山磯山磯山磯山＞＞＞＞    
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平成２５年６月１日 
山口七夕会会員 各 位 

 
                                        山 口 七 夕 会 
                                会長 八木 重二郎 
 

平成平成平成平成２５２５２５２５年度山口七夕会定時総会開催年度山口七夕会定時総会開催年度山口七夕会定時総会開催年度山口七夕会定時総会開催についてについてについてについて（（（（ごごごご案内案内案内案内）））） 

 
時下、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、平成２５年度山口七夕会定時総会を、下記の要領で開催いたします。 
 御多忙中誠に恐縮に存じますが、是非御出席いただき交流を深めていただきたく御案

内申し上げます。  
準備の都合上、誠に勝手ながら、６月２８日（金）までに同封の連絡票により御出欠

の御連絡をいただきますようお願い申し上げます。 
 

記 
 
１ 日 時 平成２５年７月２７日（土）  １０：００～１４：００ 
２ 会 場 浅草ビューホテル（※「会場案内図」裏面） 

東京都台東区西浅草３－１７－１  
TEL03-3842-2121 

３ 内 容  
  １０：００～１０：４５  総 会（４階会議室）  

１１：００～１１：４５  講演会（４階会議室） 
             ○講師 金子 成彦（かねこ しげひこ） 

                   （東京大学教授、工学博士、日本機械学会会長） 

 長州ファイブの一人、山尾庸三氏（現在の山口市秋穂二島

出身、東京大学工学部の前身となる工学寮を創立）を中心に、

明治初期における山口市出身の学者の活躍等についてお話

しいただく予定です。金子氏は、七夕会総会の前週にロンド

ングラスゴーにおいて長州ファイブについての講演をする

ことになっており、そこでの様子も併せて話していただけれ

ばと考えています。 

   １２：００～１４：００  懇親会（３階宴会場）   

４ 会 費 ７，０００円（講演会のみ出席は１，０００円資料代として申し受けます。） 
※会費は当日会場にて申し受けます。  

５ 出欠の連絡 

（１）別紙の「出欠連絡票」により FAX または郵送 
（２）別紙の「出欠連絡票」の内容を yamagata1954@utopia.ocn.ne.jp 宛にメール 
（３）準備の都合上、誠に勝手ながら６月２８日（金）までに、出欠の御連絡をい

ただきますようお願いいたします。 
 

《山口七夕会 幹事長 山縣正彦 》                        
①FAX：042-596-4816 

②郵送： 

〒190-0161 

東京都あきる野市入野 415-19 

③Mail：yamagata1954@utopia.ocn.ne.jp 
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会場案内図 
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＜＜＜＜山口市内山口市内山口市内山口市内でのでのでのでの行事行事行事行事のごのごのごのご案内案内案内案内＞＞＞＞    

        このこのこのこの度度度度、、、、公益財団法人防長倶楽部公益財団法人防長倶楽部公益財団法人防長倶楽部公益財団法人防長倶楽部のののの理事長理事長理事長理事長としてのとしてのとしてのとしての業務業務業務業務もありもありもありもあり帰山帰山帰山帰山しますのでしますのでしますのでしますので、、、、下記下記下記下記によりによりによりにより「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと山口交流会山口交流会山口交流会山口交流会」」」」

をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。急急急急なごなごなごなご案内案内案内案内でででで恐縮恐縮恐縮恐縮ですがですがですがですが、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。                                                        山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会    会長会長会長会長    八木重二郎八木重二郎八木重二郎八木重二郎    

記記記記    

１１１１．．．．「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと山口交流会山口交流会山口交流会山口交流会」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

    ○○○○日日日日    時時時時：：：：平成平成平成平成 25252525 年年年年 6666 月月月月 28282828 日日日日（（（（金金金金））））17171717：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000        

(1)17:00(1)17:00(1)17:00(1)17:00----18:0018:0018:0018:00 講演講演講演講演：：：：赤木一恵赤木一恵赤木一恵赤木一恵のののの「「「「元気元気元気元気でででで長生長生長生長生きききき健康体操教室健康体操教室健康体操教室健康体操教室」」」」&&&&「「「「ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング事始事始事始事始めめめめ」」」」    

(2)18:00(2)18:00(2)18:00(2)18:00----19:0019:0019:0019:00 役員会員交流会役員会員交流会役員会員交流会役員会員交流会        

        ①①①①開会開会開会開会（（（（幹事幹事幹事幹事・・・・河内義文河内義文河内義文河内義文））））        ②②②②挨拶挨拶挨拶挨拶（（（（会長会長会長会長・・・・八木重二郎八木重二郎八木重二郎八木重二郎））））        ③③③③「「「「山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会のめざすところのめざすところのめざすところのめざすところ」（」（」（」（幹事長幹事長幹事長幹事長・・・・山縣正彦山縣正彦山縣正彦山縣正彦））））        

        ④④④④出席者自己紹介出席者自己紹介出席者自己紹介出席者自己紹介////意見交換意見交換意見交換意見交換    

(3)19:00(3)19:00(3)19:00(3)19:00----21:0021:0021:0021:00 懇親会懇親会懇親会懇親会    

   ①①①①開会開会開会開会    ②②②②挨拶挨拶挨拶挨拶（（（（山口支部長山口支部長山口支部長山口支部長・・・・児玉秀文児玉秀文児玉秀文児玉秀文））））    ③③③③来賓挨拶来賓挨拶来賓挨拶来賓挨拶    ④④④④乾杯乾杯乾杯乾杯    ～～～～懇談懇談懇談懇談～～～～    ⑤⑤⑤⑤閉会閉会閉会閉会        

○○○○場場場場    所所所所：：：：西西西西のののの雅雅雅雅「「「「常盤常盤常盤常盤」（」（」（」（山口市湯田温泉山口市湯田温泉山口市湯田温泉山口市湯田温泉 4444----6666----4444    TelTelTelTel：：：：083083083083----922922922922----0091009100910091））））    

○○○○会会会会    費費費費：：：：６６６６千円千円千円千円（「（「（「（「講演講演講演講演」、「」、「」、「」、「役員会員交流会役員会員交流会役員会員交流会役員会員交流会」」」」    のみののみののみののみの参加参加参加参加はははは資料代資料代資料代資料代としてとしてとしてとして１１１１千円千円千円千円をををを申申申申しししし受受受受けますけますけますけます。）。）。）。） 
                                                

２２２２．．．．赤木一恵先生赤木一恵先生赤木一恵先生赤木一恵先生のののの健康体操教室健康体操教室健康体操教室健康体操教室（（（（参加費無料参加費無料参加費無料参加費無料））））    

○○○○日日日日    時時時時：：：：平成平成平成平成 25252525 年年年年 6666 月月月月 29292929 日日日日（（（（土土土土））））    

◆◆◆◆8:008:008:008:00----8:308:308:308:30 象頭山山頂象頭山山頂象頭山山頂象頭山山頂でででで「「「「太極拳太極拳太極拳太極拳のののの動動動動きできできできで健康健康健康健康タオルタオルタオルタオル体操体操体操体操」（」（」（」（タオルタオルタオルタオルをををを一本持参一本持参一本持参一本持参くださいくださいくださいください。）。）。）。）    

◆◆◆◆10:0010:0010:0010:00----11:3011:3011:3011:30 赤木一恵赤木一恵赤木一恵赤木一恵のののの「「「「元気元気元気元気でででで長生長生長生長生きききき健康体操教室健康体操教室健康体操教室健康体操教室」」」」&&&&「「「「ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング事始事始事始事始めめめめ」」」」実技指導付実技指導付実技指導付実技指導付    

        ◇◇◇◇場所場所場所場所：：：：やまぐちやまぐちやまぐちやまぐちリフレッシュパークリフレッシュパークリフレッシュパークリフレッシュパーク会議室会議室会議室会議室    

    

３３３３．．．．「「「「平成平成平成平成 25252525 年度山口七夕会山口支部総会年度山口七夕会山口支部総会年度山口七夕会山口支部総会年度山口七夕会山口支部総会」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

下記下記下記下記によりによりによりにより、「、「、「、「平成平成平成平成 25252525 年度山口七夕会山口支部総会年度山口七夕会山口支部総会年度山口七夕会山口支部総会年度山口七夕会山口支部総会」」」」をををを開催開催開催開催しますのでしますのでしますのでしますので、、、、皆様皆様皆様皆様ぜひごぜひごぜひごぜひご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。    

東京東京東京東京からからからから八木会長八木会長八木会長八木会長、、、、山縣幹事長山縣幹事長山縣幹事長山縣幹事長もももも帰山帰山帰山帰山しししし、、、、参加参加参加参加するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。山口市在住山口市在住山口市在住山口市在住のののの方方方方はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、山口市出身者山口市出身者山口市出身者山口市出身者のののの方方方方およびおよびおよびおよび

山口市山口市山口市山口市にゆかりのあるにゆかりのあるにゆかりのあるにゆかりのある方方方方((((職場職場職場職場、、、、出身校出身校出身校出身校などなどなどなど))))であればであればであればであれば、、、、どなたでもごどなたでもごどなたでもごどなたでもご参加参加参加参加いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。    

おおおお友達友達友達友達、、、、おおおお仲間仲間仲間仲間をををを誘誘誘誘いいいい合合合合ってってってって、、、、ごごごご参加参加参加参加いただきますようごいただきますようごいただきますようごいただきますようご案内申案内申案内申案内申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。                山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会    山口支部長山口支部長山口支部長山口支部長    児玉秀文児玉秀文児玉秀文児玉秀文    

記記記記    

    ○○○○日日日日    時時時時：：：：平成平成平成平成 25252525 年年年年 8888 月月月月 11111111 日日日日（（（（日日日日））））16161616：：：：00000000～～～～20202020：：：：00000000        

(1)(1)(1)(1)講演会講演会講演会講演会 16161616：：：：00000000～～～～17:3017:3017:3017:30    

①①①①梅田圭良会員梅田圭良会員梅田圭良会員梅田圭良会員「「「「オリンピックオリンピックオリンピックオリンピックとととと山口山口山口山口」」」」        

②②②②藤村藤村藤村藤村        啓会員啓会員啓会員啓会員「「「「 裁裁裁裁 判判判判 のののの 仕仕仕仕 事事事事 」」」」    

(2)(2)(2)(2)山口支部総会山口支部総会山口支部総会山口支部総会 17171717：：：：30303030～～～～18:0018:0018:0018:00            

        ①①①①支部長挨拶支部長挨拶支部長挨拶支部長挨拶    

②②②②来来来来 賓賓賓賓 挨挨挨挨 拶拶拶拶    

        ③③③③平成平成平成平成 24242424 年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告、、、、決算決算決算決算、、、、監査報告監査報告監査報告監査報告    

        ④④④④平成平成平成平成 25252525 年度事業計年度事業計年度事業計年度事業計画画画画、、、、予算予算予算予算    

(3)(3)(3)(3)懇親会懇親会懇親会懇親会 18:0018:0018:0018:00～～～～20202020：：：：00000000        

○○○○場場場場    所所所所：：：：西西西西のののの雅雅雅雅「「「「常盤常盤常盤常盤」（」（」（」（山口市湯田温泉山口市湯田温泉山口市湯田温泉山口市湯田温泉 4444----6666----4444    TelTelTelTel：：：：083083083083----922922922922----0091009100910091））））    

○○○○会会会会    費費費費：：：：６６６６千円千円千円千円（「（「（「（「講演会講演会講演会講演会」、「」、「」、「」、「山口支部総会山口支部総会山口支部総会山口支部総会」」」」のみののみののみののみの参加参加参加参加はははは資料代資料代資料代資料代としてとしてとしてとして１１１１千円千円千円千円をををを申申申申しししし受受受受けますけますけますけます。）。）。）。） 
                                             

＜＜＜＜問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ＆＆＆＆申込先申込先申込先申込先＞＞＞＞申申申申しししし込込込込みみみみ締締締締めめめめ切切切切りりりり：：：：１１１１．．．．２２２２．＝．＝．＝．＝6666 月月月月 21212121 日日日日（（（（金金金金））））、、、、３３３３．＝．＝．＝．＝6666 月月月月 28282828 日日日日（（（（金金金金））））    

① 〒住所 ②お名前(フリガナ) ③性 別 ④年齢 ⑤連絡先電話番号＆FAX ⑥メー ルアドレスを記載し、 

「＜行事名＞参加申込」と記載の上、下記へメール、FAX(専用用紙）、郵送（はがき）で申し込みください。 

特に、懇親会に不参加の場合は、明記ください。 

山口七夕会山口支部事務局山口七夕会山口支部事務局山口七夕会山口支部事務局山口七夕会山口支部事務局    株式会社株式会社株式会社株式会社ケイズラブケイズラブケイズラブケイズラブ    藤野藤野藤野藤野のぶこのぶこのぶこのぶこ        

〒753-0214 山口県山口市大字大内御堀 1667-1  

電話 083-927-7004     ｆａｘ：083-941-0020  

Ｅｍａｉｌ ： kslab@mve.biglobe.ne.jp 
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 山口発着「東京探訪ツアー」  

7 月 27 日（土）東京で開催される「山口七夕会定時総会」には山口市から渡辺市長、小林市議会議長をはじめ、山口

市役所幹部のみなさまも上京されて出席の予定です。 

この機会に首都圏にお住いのご家族や友人を訪ねられ、合わせて定時総会に出席される方のために格安のツアーを

日本旅行に組んでいただきました。ツアー参加者が多いようであれば首都圏の山口ゆかりの地（松陰神社、乃木神社、

毛利庭園など）を巡る東京探訪ツアーも 7 月28 日（日）に行いたいと考えています。ぜひ、夏休みに上京の予定のある方

は、この機会にご利用ください。 

①航空セットプラン【料金】7/26～2 泊 3 日/４５，８００円（１名１室） 

※往復航空機（山口宇部⇔羽田）＋京王プレッソイン茅場町 2 泊３日（軽朝食付） 

【行程表】 

往路 ＜7 月 26 日（金）＞ＪＡＬ1642 便 山口宇部 → 羽田 

↓    
9:55 

 
11:25 

復路 ＜7 月 28 日（日）＞ＪＡＬ1647 便 羽田 → 山口宇部 

    
16:55 

 
18:05 

②JＲセットプラン【料金】7/26～2 泊 3 日/３８，２００円（１名１室） 

※往復新幹線のぞみ号（新山口⇔東京）＋京王プレッソイン茅場町 2 泊３日（軽朝食付） 

【行程表】        

往路＜7 月 26 日（金）＞ のぞみ８号 新山口  東京  

↓    
8:05 

 
12:33 

 

復路＜7 月 28 日（日）＞ のぞみ４７号 東京 → 新山口  

    
16:10 

 
20:38 

 

・みどりの窓口での時間変更等が一切できません。 ・２名以上同一列車利用限定・往復『のぞみ号』利用限定 

・指定列車に乗り遅れた場合、後続列車自由席を含めご乗車いただけません。※乗車券・特急券共に無効となります。 

・みどりの窓口での時間変更等が一切できません。 

 

 東京発着「山口探訪ツアー」 

この夏、山口支部の行事に合わせて、首都圏から帰山して参加をお考えの方に、下記の日程での「東京発着山口探

訪ツアー」を募集します。 

【8月 9日(金)】東京発9:10のぞみ19号⇒13:39新山口着、フリータイム        ﾆｭｰﾀﾅｶﾎﾃﾙ泊（一泊は必須です。） 

【8月10日（土）】阿東徳佐で楽農部会バーベキュー（予定）                ﾆｭｰﾀﾅｶﾎﾃﾙ泊または実家など 

【8月11日（日）】16時までフリータイム、16時から山口支部行事             ﾆｭｰﾀﾅｶﾎﾃﾙ泊または実家など 

【8月12日（月）】午前中フリータイム、新山口発14:0のぞみ34号5⇒18:33東京着 

【料金】ﾆｭｰﾀﾅｶﾎﾃﾙ１泊→２８，２００円 ﾆｭｰﾀﾅｶﾎﾃﾙ２泊→３７，０００円 ﾆｭｰﾀﾅｶﾎﾃﾙ３泊→４５，８００円 

※ﾆｭｰﾀﾅｶﾎﾃﾙ一泊は必須ですが、残りの二泊は実家や友人宅に宿泊も可能な便利なツアーです。 

************************************************************************************************ 

◆「東京探訪ツアー」、「山口探訪ツアー」の詳しい資料を欲しい方は、下記にお問い合わせください。◆ 

【山口】日旅サービス新山口駅内支店 083-972-0165 平日：10：00～19：00 土曜日：10：00～14：00 日祝休み 

【東京】㈱日本旅行 国際旅行事業本部 公務法人営業部 営業２課 岡松 聖幸 OKAMATSU KIYOYUKI 

ＴＥＬ：03-5402-6471 ＦＡＸ：03-3437-3955 E-mail ：kiyoyuki_okamatsu@nta.co.jp 

************************************************************************************************ 



山口七夕会会員一覧
平成２５年６月現在

総会員数 326名

受付番号 氏名 住所 受付番号 氏名 住所 受付番号 氏名 住所

139 貞國　　鎭 239 平林　英昭 293 白川　司

310 河村　朋邦 435 宇佐川　孝 318 竹重　高志

444 林　和彦 436 矢儀　一仁 361 縄田　清

108 福井　廣海 465 内海　公介 449 竹村　順子

219 武内　衛子 75 末谷　芳朗 142 森脇　幸治

365 原元　典夫 127 藤井　忠俊 276 品川　和子

17 藤永　忠 164 嶋　雅章 500 松田　勝彦

67 久保　潤二 179 熊谷　繁夫 501 松田　憲子

74 清水　邦夫 264 國近　正子

113 楠川　徹 393 河内　佑己

174 石井　志都子 52 八木　重二郎

269 細谷 美子 160 戸倉　敏雄

277 宍道　晃 189 石田　順康 受付番号 氏名 住所

325 藤村　幸絵 251 森 清子 57 田中　邦治

342 米川　孝宏 336 坂　治彦 76 多田　敏秋

373 内海　勝彦 367 利重　尚義 120 高橋　紀夫

441 小林　洋平 394 益田　理 289 品川　征志

233 田中 亨 東京都台東区 400 安田　博延 323 澤野　勝文

348 河本　毅 410 匹田　吉朗 340 引頭　和江

466 山本　麻里 432 後藤　大 341 藤永　範行

467 内山　誠一 468 八木　良子 345 味村　知英

252 宮原　久美 472 太田　真 376 徳田　和美

274 藤井　邦夫 153 吉原　勲 399 高木　俊彦

352 西木　富雄 416 大枝　幹夫 21 河村　良昭

15 酒井　和夫 445 堂山　充子 29 徳久　徹

61 藤井　健次郎 137 岡村　史利 東京都板橋区 34 小山　昭一郎

425 小須賀　正典 69 重宗　雄造 39 山根　和也

134 薄上　博子 79 山本　直和 117 藤井　朋憲

344 原田　耕治 371 久重　剛志 176 藤井　靖史

364 渡邊　史信 390 瀨川　哲生 198 梶間谷　允

374 吉村　美旋律 405 田原　貴美子 227 山本　克之

439 古賀　万希子 437 松隈　昌子 231 矢原　武紀

44 森脇　逸男 459 吉松　勇 232 久永 洋子

280 能地　修三 485 白石　奈美 240 安田　和紘

313 渡辺　勝正 175 石井　能成 241 杉川  明

358 柴田　知夏子 31 野村　克政 256 辰巳 日出子

370 杉山　茂 38 宮崎　隆晴 257 臼井 光太郎

379 密田　孝代 418 阿部　勝志 270 江川　紘史

423 土光　洋子 476 村野　仁 288 石津　浩二

496 三隅　美奈子 273 浜田　剛志 東京都北区 291 山本　博巳

80 山根　孝之 150 寺内　敬 東京都足立区 296 梅田　圭良

122 蔵成　洋三 316 横田　理博 308 安田　雄彦

278 日野　加代子 377 徳田　成美 338 西嶋　一郎

326 大野　榮子 36 岡本　浩次 346 白鹿　敦己

419 原　早苗 320 小田　洋 363 山仲　秀子

448 小林　責 471 赤木　一恵 372 松永　賀都人

456 池田　和典 11 津田　恭子 386 宮本　忠政

506 吉村　節 37 原田　喜久男 426 神足　謙治

522 原田　尚 406 佐藤　和雄 458 柳井　章雄

27 鬼武　正彦 181 白木　肇 512 桂　靖雄

47 京野　賀典 295 倉石　肇 204 佐々木　幹生 神奈川県横須賀市

62 原田　兆 327 俣野　暁美 119 北村　勝彦 神奈川県鎌倉市

83 原野　和夫 311 小野　美穂子 東京都狛江市 422 林　健一 神奈川県南足柄市

115 小嶋　明 392 山縣　迪彦 東京都東大和市 146 中村　隆夫

190 賀屋　仁 454 森口　律子 東京都武蔵野市 206 河野　義彦

236 野村 文昭 455 村重　盛紀 東京都三鷹市 385 三好　正信 神奈川県小田原市

378 藤村　啓 473 西村　卓也 東京都国分寺市 163 石山　嘉平

424 大田　宗 138 伊藤　孝雄 187 西嵜　守

442 小林　兼太 337 持山　銀次郎 380 玉屋　俊輔

474 佐鹿　妙子 242 三井 髙公 397 山根　征治

421 山田　一夫 東京都小平市 248 末貞　哲郎 89 國司　由行 神奈川県中郡

391 山縣　徹彦 東京都東村山市 226 山縣　正彦 東京都あきる野市 216 山本　篤 神奈川県足柄上郡

神奈川県川崎市

東京都西東京市

東京都八王子市

神奈川県茅ヶ崎市

神奈川県相模原市

神奈川県藤沢市

神奈川県横浜市

東京都立川市

東京都日野市

東京都町田市

東京都小金井市

東京都文京区

東京都港区

東京都中央区

東京都千代田区

東京都渋谷区

東京都品川区

東京都江東区

東京都江戸川区

東京都豊島区

東京都杉並区

東京都中野区

東京都新宿区

東京都調布市

東京都大田区

東京都練馬区

東京都府中市

【東京都】 132名

東京都世田谷区

東京都目黒区

【神奈川県】 49名
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山口七夕会会員一覧
平成２５年６月現在

受付番号 氏名 住所 受付番号 氏名 住所 受付番号 氏名 住所

26 小川　勝義 123 安井　久士 428 山口　進

42 板藤　滋 167 中畑　秋恵 429 村田　常雄

215 重宗　弘久 172 白須　宏 430 八木　宗十郎

294 河合　正克 351 渡辺　敬 431 武永　家要彦

407 藤嵜　美智子 209 金子　成彦 434 荒瀬　希淑

409 兄部　淑子 千葉県流山市 398 坂田　学 440 小林　訓二

247 安田 宏 千葉県我孫子市 14 寺下　英明 450 小笠原　貴芳江

299 倉澤　進 260 吉川 美世子 451 島瀬　達也

305 本永　茂 514 福田　俊郎 452 藤野　宣子

356 板橋　初恵 302 三好　耕之 埼玉県八潮市 453 平田　由美

382 松本　和江 303 野村　和成 457 八木　政治

384 山根　洋平 355 玉城　利明 460 佐藤　英仁

415 楠原　秀俊 210 藤永　俊明 埼玉県越谷市 461 濱野　文彦

516 藤村　潔 319 大和　みち子 埼玉県春日部市 462 宮川　英之

357 吉村　敬直 千葉県鎌ヶ谷市 417 山本　坦 埼玉県蓮田市 463 松浦　正明

312 大嶋　愛子 千葉県船橋市 102 藤村　規 埼玉県川越市 464 西村　弘文

300 村上　忠嗣 千葉県習志野市 18 上田　健二郎 埼玉県比企郡 469 山下　竜也

140 藤井　美和 千葉県八千代市 388 入山　アキ子 埼玉県狭山市 470 坂本　哲也

284 木村　均 328 三井　弘太郎 475 庄　栄一郎

324 杉山　義孝 366 平　和俊 477 申神　正子

194 田中　洋 6 原田　俊明 478 田畑　貴之

447 山本　啓子 136 小口　ゆい 479 中野　光昭

53 山本　正生 千葉県佐倉市 272 松田　省吉 埼玉県飯能市 480 辰村　正人

20 冨田　捷治 千葉県八街市 301 弘中　治雄 埼玉県入間市 481 有田　敦

282 大村　享子 千葉県山武郡 268 上村　洋一郎 482 久保井　英雄

297 浜中　イソ子 千葉県市原市 339 磯野　日出夫 483 中野　勉

360 野村　邦武 484 岡村　恵子

389 瀨川　紘史 486 山下　憲治

438 田村　廣修 487 國村　栄次郎

受付番号 氏名 住所 443 山崎　弘美 488 大下　哲治

186 佐々木　節子 茨城県土浦市 446 森下　喜久雄 489 阿部　公彦

490 作間　悦次

491 岡本　暁彦

492 福田　百合子

受付番号 氏名 住所 494 藤沖　まゆみ

330 奥原　保 栃木県下都賀郡 受付番号 氏名 住所 495 磯部　竜次

19 斉藤　光生 栃木県那須塩原市 322 末繁　哲雄 497 森山　亮一

515 山縣　信彦 498 石川　弘之

383 髙邑　勉 499 松前　了嗣

387 河内　義文 502 中村　澄夫

受付番号 氏名 住所 493 高村　正大 山口県周南市 503 井上　秀則

188 三瓶　玲子 福島県石川郡 396 山下　大輔 山口県柳井市 504 大和　佳太

9 山本　和生 505 油川　誠

107 渡辺　光 508 山田　禎二

183 関　和貴 509 宮野　伸二

受付番号 氏名 住所 184 吉田　充宏 511 安野　孝

368 阿川　清隆 大阪府豊中市 223 大田　哲夫 510 西村　亘代

228 児玉　秀文 513 河村　和夫

354 川口　由美子 517 多々良　健司

359 藤井　哲男 518 神谷　裕司

受付番号 氏名 住所 375 齋藤　なお 519 相澤　哲朗

229 山根　多栄子 鳥取県米子市 381 吉田　護昭 520 牛見　和博

395 河村　徹 521 寺尾　佳恵

401 石川　博一 523 松尾　昇子

402 国光　文夫

受付番号 氏名 住所 403 瀨川　英顕

412 森井　満須子 島根県益田市 404 久保　紳哉

408 河村　秀美 受付番号 法人名 住所

413 坂本　強

414 末永　汎本

受付番号 氏名 住所 420 入江　幸江

433 辰見　寛之 広島県東広島市 427 田中　信之

山口市緑町㈱ヒューモア1

千葉県千葉市

山口県山口市

【平成25年度法人会員】

千葉県浦安市

千葉県柏市

千葉県市川市

千葉県松戸市

埼玉県北葛飾郡

埼玉県草加市

埼玉県川口市

埼玉県さいたま市

山口県山口市

山口県防府市

山口県宇部市

埼玉県和光市

埼玉県所沢市

埼玉県新座市

埼玉県朝霞市

1名

1名

1名

26名

【茨城県】

【千葉県】

【島根県】

【福島県】

【広島県】

1名

1名

1名

【山口県】

【鳥取県】

【大阪府】

80名

【栃木県】 2名

31名【埼玉県】
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