
 

    

 

 

    

    

会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには、、、、ますますますますますますますます御健勝御健勝御健勝御健勝のこととおのこととおのこととおのこととお慶慶慶慶びびびび申申申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もももも世田谷区民世田谷区民世田谷区民世田谷区民まつりでのまつりでのまつりでのまつりでの山口七夕山口七夕山口七夕山口七夕ちょうちんのちょうちんのちょうちんのちょうちんの火入火入火入火入れをきっかれをきっかれをきっかれをきっか

けにけにけにけに設立設立設立設立されてからされてからされてからされてから 14141414 年目年目年目年目のののの春春春春をををを迎迎迎迎ええええ、、、、おかげさまでおかげさまでおかげさまでおかげさまで、、、、若若若若いいいい世代世代世代世代やややや多多多多くのくのくのくの女女女女

性性性性のののの方方方方々々々々にもにもにもにもごごごご入会入会入会入会いただきいただきいただきいただき、、、、会員数会員数会員数会員数もももも 339339339339 名名名名にににに達達達達しましたしましたしましたしました。。。。    

さらにさらにさらにさらに、、、、昨年夏昨年夏昨年夏昨年夏のののの総会総会総会総会ではではではでは山口支部山口支部山口支部山口支部のののの設立設立設立設立ををををごごごご承認承認承認承認いただきいただきいただきいただき、、、、首都圏首都圏首都圏首都圏とととと山山山山

口市口市口市口市ととととのののの人人人人とととと情報情報情報情報のののの交流交流交流交流のののの礎礎礎礎をををを築築築築くことができましたくことができましたくことができましたくことができました。。。。現在現在現在現在、、、、山口県内山口県内山口県内山口県内のののの会員数会員数会員数会員数もももも 73737373 名名名名にににに達達達達していましていましていましていま

すすすす。。。。    

新新新新しきしきしきしき年年年年をををを迎迎迎迎ええええ、、、、今後今後今後今後、、、、平成平成平成平成のののの大合併大合併大合併大合併でででで新新新新しくしくしくしく市域市域市域市域となったとなったとなったとなった小郡小郡小郡小郡、、、、秋穂秋穂秋穂秋穂、、、、阿知須阿知須阿知須阿知須、、、、徳地徳地徳地徳地、、、、阿東阿東阿東阿東出身出身出身出身のののの

方方方方々々々々にもにもにもにも会員会員会員会員のののの輪輪輪輪をををを広広広広げげげげ、、、、首都圏首都圏首都圏首都圏とととと山口支部山口支部山口支部山口支部をををを両極両極両極両極としてとしてとしてとして、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる会員会員会員会員のののの拡大拡大拡大拡大とととと活動活動活動活動のののの展開展開展開展開をををを図図図図ってってってって

いきますのでいきますのでいきますのでいきますので、、、、会員会員会員会員ののののみなさまのごみなさまのごみなさまのごみなさまのご協力協力協力協力をよろしくをよろしくをよろしくをよろしくおおおお願願願願いいいいしますしますしますします。。。。    

      平成平成平成平成 25252525（（（（2013201320132013 年年年年））））年元旦年元旦年元旦年元旦    

山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会        

会会会会        長長長長        

 

 

目次 

○八木重二郎会長/新年の御挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

○「第１７回会員交流会/10 月21 日」を開催！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

○＜山口支部だより＞「第6 回山口七夕会ふるさと交流集会/11 月 3 日」を開催！・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
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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」（１０月、１１月、１２月、1 月１日号） ○交流会など出欠連絡票 

 ○街道交流全国大会「山口大会」案内（山口県内の会員のみ） 

                  

【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 

山口七夕会事務局℡ 083-934-2746／FAX 083-934-2642 

発行：山口市七夕会事務局 

（山口市企画経営課内） 

山口市亀山町２番１号 

TEL：083-934-2746 

FAX：083-934-2642 



 

第 17 回会員交流会を開催しました！ 

 

 平成２４年１０月２１日（土） に東海大学校友会館（霞ヶ関ビル３５階） にお

いて２９名の参加で開催しました。

＜八木会長/挨拶骨子＞ 

○秋も深まってきた中、お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

○山口七夕会も世田谷区民まつりでの山口七夕ちょうちんの火入れをきっ

かけに設立されてから１３年目の秋を迎えています。 

○おかげさまで、会員数も２０代、３０代の方々や多くの女性の方々にも入会

いただき、現在３２６名に達しています。（ちなみに平成２２年度の会員数は２

６４名） 

○また、山口市との交流としては、春と秋に『ふるさと山口探訪ツアー』、春、

夏、秋に『ふるさと山口交流会』を開催し、山口市と首都圏を繋ぐ『人と情報

の交流』に努めてきました。７月の総会で設立の承認をいただいた「山口支

部」も８月１２日に山口市で「山口支部設立総会」を開催し、無事に船出しまし

た。山口支部の会員数は、現在６１名で東京都（１４０名）に次ぐ会員数となっ

ています。（ちなみに平成２２年度の山口県内の会員数は９名） 

○さて、本日は、講演講師として元・陸上自衛隊山口駐屯地司令の池田和

典（いけだかずのり）様に「身近に感じる安全保障～自衛隊の災害派遣から

国際貢献まで～」と題してご講演をお願いしております。池田様には、東京

転勤後も山口市のイレブン会の御縁などで山口七夕会の活動にも参加いた

だき、入会いただいております。今後ともよろしくお願いします。 

○結びになりますが、今後、平成の大合併で新しく市域となった阿知須、秋

穂、小郡、徳地、阿東出身の方々にも会員の輪を広げ、首都圏と山口市を

両極として、さらなる会員の拡大と活動の展開を図っていきますので、会員

のみなさまのご協力をよろしくお願いします。ありがとうございました。 

＜１１：００～１１：４５ 講演会＞ 

○講演：『身近に感じる安全保障～自衛隊の災害派遣から国際貢献まで』 

◇講師：池田和典氏 

（陸上自衛隊研究本部主任研究開発官、前・防衛省統合幕僚監

部運用調整官、元・自衛隊山口駐屯地司令、防衛大学校卒、山口

七夕会会員） 

＜１２：００～１４：００懇親会＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

＜山口支部だより＞ 

○○○○第第第第 6666 回回回回    「「「「山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会ふるさとふるさとふるさとふるさと交流会交流会交流会交流会」」」」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！！！！ 

11月3日（土）、今回からは山口支部に企画・運営をお願い

して、31 名の参加で山口市菜香亭を会場に開催しました。 

第一部は講演会で、 『原点と出発』と題して岡本暁彦さん

（山口七夕会会員）に講演いただきました。岡本暁彦さんは、

1980 年生まれの 31 歳。山口市大内出身、大内小学校、大内

中学校、山口高校から岡山大学工学部に学び、さらに京都大

学大学院修士課程、後期課程を修了された生命科学博士で

す。株式会社医学生物学研究所勤務を経て、現在 山口大

学時間学研究所助教（特命）をされています。 

講演いただいた岡本暁彦さんからコメントが届きましたので、

以下にご紹介させていただきます。 

「昨夜は貴重な講演会にご指名頂きどうもありがとうございま

した。大変光栄です。 

様々なことをお話させて頂きましたが、私が出会った凄い人

たちから学んできたことは、偉い人も賢い人もみんな偉ぶらず、

驕らず、ともかく毎日を全力で生きるということです。別れや終

わりは突然来ます。だから私自身も毎日を悔いを残さないよう

に、精一杯生きています。いつもお天道様に顔を向けられるよ

うに、自他に対して常に正直でいたいと思っています。昨日は

その一部でも伝えられたらと思い、まだまだ未熟で半生を語れ

る身でもないですが、それでもなんとか生きてきたことを話させて頂きました。 

 全力投球、完全燃焼、原点に帰れ、というみっつの言葉が私の中の大切なモットーです。それと成功させるため

には、才能×努力の時間（または挑戦回数）×時々の運だと思います。まだまだ精進し続けないといけない若造

ですが、皆様今後ともどうぞ宜しくお願い致します。ありがとうございました。」 

  第二部は、会場をカフェ「オー・カルチェラタン」に移して賑やかに「交流＆懇親会」でした。締めは、山口に戻

られて益々元気な前幹事長、山本和生顧問による「笑い締め」（ﾜｯﾊｯﾊﾊの三本〆）でした。      （山縣/記） 

 

 

 

 



 

＜首都圏だより＞ 

○○○○「「「「やまぐちやまぐちやまぐちやまぐち地酒維新地酒維新地酒維新地酒維新」」」」のののの集集集集いにいにいにいに参加参加参加参加してしてしてして    

＜＜＜＜会員投稿会員投稿会員投稿会員投稿＞＞＞＞    

１０月４日 秋の一夜。山口ゆかりの深い椿山荘での「やま

ぐち地酒維新」の集いは大宴会場で５００名の参加。盛大な

幕開けとなりました。 

１８の蔵元の紹介があり、各蔵元の地酒を育て、守る日々

の歩みへの意気込みや熱き想いが伝わりました。初めて出

会った地酒もあり、認識を新たに銘酒のひとつ、ひとつをイン

プットしました。    

そんな蔵元の方々の想いは「やまぐち」の素晴らしき発展

にも繋がることを強く感じました。本場山口の福を呼ぶ「とら

ふく」をはじめ、ふるさとのお料理をいただき、銘酒の試飲を

楽しみ同席の方達との会話も弾み、至福の時が流れました。 

お酒を飲めない方を誘っての参加でしたが、お酒のよさ

や、数々の感動が伝わり、また来年も是非。との嬉しい一言

でした。 

また、地酒など、ふるさとの香りのする思いがけないお土

産を手にして、余韻を感じながら家路に着きました。  

山口七夕会幹事 武内衛子/記 

 

 

 

＜法人会員の金光酒造「山頭火」のブースにて＞ 



＜山口七夕会・イベント情報（ご案内）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝第第第第１１１１８８８８回会員交流会回会員交流会回会員交流会回会員交流会のごのごのごのご案内案内案内案内＝＝＝＝    

下記の要領で開催いたします。ふるってご参加ください。 

◆日 時 平成２５年３月３日（日）  １１：００～１４：００（受付１０：３０～） 

◆場 所 東海大学校友会館 

東京都千代田区霞ヶ関３－２－５ 霞ヶ関ビル３５階  

TEL03-3581-1313 

◆内 容  

１１：００～１２；００卓話（会員の仕事や趣味などについて一人約20 分語 

っていただくスピーチです。） 

 １２：００～１４：００  懇親会  

◆会 費 ６，０００円 ※会費は当日会場にて申し受けます。釣銭の無いようにご用意ください。  

◆申込要領  

同封の「山口七夕会・交流会など/連絡票」で１月１５日（火）までに、「参加者、同伴者の氏名（ふりがな）」をご連絡く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

＜東京発着・全国街道会議第 9 回全国大会「萩往還・山口大会」ツアー（案）＞ 

◇JR パックのフリープランを利用したグループ旅行を計画しています。 

◇同一行程２名以上の参加で、ツアー料金約４万円のツアー参加者を募集します！ 

＜東京発＞  

○2 月1 日（金） 8:10 東京発＝12:38 新山口着 

 午後は、全国街道会議第9 回全国大会「萩往還・山口大会」シンポジウムに参加。 

山口市湯田温泉（泊） 

○2 月2 日（土） 

全国街道会議第9 回全国大会「萩往還・山口大会」現地見学会参加またはフリータイム 

山口市湯田温泉（泊） 

○2 月3 日（日） 

午前：亀山＆象頭山ウォークまたはフリータイム 

午後：14:06 新山口発→18:33 東京着 

◆申込要領  

参加をご希望の方、または興味のある方は、同封の「山口七夕会・交流会など/連絡票」で１月１５日（火）ま

でに、「参加者、同伴者の氏名（ふりがな）」をご連絡ください。詳細は後日、連絡いたします。     担当：山縣 

    

＝＝＝＝編集後記編集後記編集後記編集後記＝＝＝＝    

昨年7 月の定時総会、8 月の山口市での「ふるさと山口交流集会」＆「山口支部設立総会」を経て会員数も３３９名に

達しました。（内、山口県内の会員数７３名、新設の法人会員４社） 

新年を迎え、今年もさまざまなイベントや交流会を通じて会員のみなさまと役員の交流を図りながら、また、山口市と

の人と情報の交流を目指していきます。さらに会員の輪を広げるために、みなさまのご協力をお願いします。  

 山口七夕会 幹事長 山縣正彦 



山口七夕会会員一覧
平成２４年１２月現在

総会員数 339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 226 山縣　正彦 東京都あきる野市

310 河村　朋邦 290 吉冨　正孝 311 小野　美穂子 東京都狛江市

108 福井　廣海 435 宇佐川　孝 392 山縣　迪彦 東京都東大和市

219 武内　衛子 436 矢儀　一仁 454 森口　律子 東京都武蔵野市

365 原元　典夫 465 内海　公介 455 村重　盛紀 東京都三鷹市

17 藤永　忠 75 末谷　芳朗 473 西村　卓也 東京都国分寺市

67 久保　潤二 127 藤井　忠俊 138 伊藤　孝雄

74 清水　邦夫 164 嶋　雅章 337 持山　銀次郎

113 楠川　徹 179 熊谷　繁夫 293 白川　司

174 石井　志都子 264 國近　正子 318 竹重　高志

269 細谷 美子 393 河内　佑己 361 縄田　清

277 宍道　晃 52 八木　重二郎 449 竹村　順子

325 藤村　幸絵 160 戸倉　敏雄 421 山田　一夫 東京都小平市

342 米川　孝宏 189 石田　順康 142 森脇　幸治

373 内海　勝彦 214 木梨　恒寛 276 品川　和子

441 小林　洋平 251 森 清子 500 松田　勝彦

233 田中 亨 東京都台東区 336 坂　治彦 501 松田　憲子

222 陳　　昌敬 353 繁田　真澄 391 山縣　徹彦 東京都東村山市

348 河本　毅 367 利重　尚義 242 三井 髙公

466 山本　麻里 394 益田　理 248 末貞　哲郎

467 内山　誠一 400 安田　博延

252 宮原　久美 410 匹田　吉朗

274 藤井　邦夫 432 後藤　大

352 西木　富雄 468 八木　良子

15 酒井　和夫 472 太田　真 受付番号 氏名 住所

61 藤井　健次郎 153 吉原　勲 26 小川　勝義

425 小須賀　正典 416 大枝　幹夫 42 板藤　滋

134 薄上　博子 445 堂山　充子 50 唐崎　純一

344 原田　耕治 137 岡村　史利 東京都板橋区 215 重宗　弘久

364 渡邊　史信 24 佐内　弘人 294 河合　正克

374 吉村　美旋律 69 重宗　雄造 407 藤嵜　美智子

439 古賀　万希子 79 山本　直和 106 岡本　和清

44 森脇　逸男 109 藤田　三保子 409 兄部　淑子

280 能地　修三 371 久重　剛志 60 長井　健

313 渡辺　勝正 390 瀨川　哲生 247 安田 宏

358 柴田　知夏子 405 田原　貴美子 66 吉冨　宣夫 千葉県印西市

370 杉山　茂 437 松隈　昌子 299 倉澤　進

379 密田　孝代 459 吉松　勇 305 本永　茂

423 土光　洋子 485 白石　奈美 356 板橋　初恵

496 三隅　美奈子 175 石井　能成 382 松本　和江

80 山根　孝之 31 野村　克政 287 縄田　香苗

122 蔵成　洋三 38 宮崎　隆晴 384 山根　洋平

278 日野　加代子 418 阿部　勝志 415 楠原　秀俊

326 大野　榮子 476 村野　仁 357 吉村　敬直 千葉県鎌ヶ谷市

419 原　早苗 273 浜田　剛志 東京都北区 78 原田　修輔

429 村田　常雄 150 寺内　敬 東京都足立区 312 大嶋　愛子

448 小林　責 64 山岸　信子 東京都葛飾区 300 村上　忠嗣 千葉県習志野市

456 池田　和典 316 横田　理博 140 藤井　美和 千葉県八千代市

506 吉村　節 377 徳田　成美 284 木村　均

27 鬼武　正彦 36 岡本　浩次 324 杉山　義孝

47 京野　賀典 320 小田　洋 194 田中　洋

62 原田　兆 471 赤木　一恵 447 山本　啓子

83 原野　和夫 11 津田　恭子 53 山本　正生 千葉県佐倉市

115 小嶋　明 37 原田　喜久男 20 冨田　捷治 千葉県八街市

162 新関　祐子 130 落合　博彦 282 大村　享子 千葉県山武郡

190 賀屋　仁 406 佐藤　和雄 297 浜中　イソ子 千葉県市原市

236 野村 文昭 181 白木　肇 86 藤本　稔 千葉県君津市

378 藤村　啓 197 田中　愨　

424 大田　宗 224 毛井　邦子

442 小林　兼太 295 倉石　肇

474 佐鹿　妙子 327 俣野　暁美

千葉県松戸市

千葉県我孫子市

千葉県流山市

千葉県千葉市

千葉県浦安市

千葉県柏市

千葉県船橋市

千葉県市川市

東京都中野区

東京都新宿区

東京都立川市

東京都西東京市

東京都八王子市

東京都日野市

東京都中央区

東京都千代田区

東京都町田市

東京都小金井市

東京都府中市

東京都調布市

東京都大田区

東京都練馬区

東京都豊島区

東京都杉並区

東京都江東区

東京都江戸川区

東京都文京区

東京都港区

東京都目黒区

東京都渋谷区

東京都品川区

東京都世田谷区

32名

142名

【千葉県】

【東京都】
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受付番号 氏名 住所 受付番号 氏名 住所 受付番号 氏名 住所

57 田中　邦治 123 安井　久士 359 藤井　哲男

76 多田　敏秋 167 中畑　秋恵 375 齋藤　なお

120 高橋　紀夫 172 白須　宏 381 吉田　護昭

289 品川　征志 351 渡辺　敬 395 河村　徹

323 澤野　勝文 209 金子　成彦 401 石川　博一

340 引頭　和江 398 坂田　学 402 国光　文夫

341 藤永　範行 14 寺下　英明 403 瀨川　英顕

345 味村　知英 260 吉川 美世子 404 久保　紳哉

376 徳田　和美 514 福田　俊郎 408 河村　秀美

399 高木　俊彦 302 三好　耕之 埼玉県八潮市 413 坂本　強

21 河村　良昭 303 野村　和成 414 末永　汎本

29 徳久　徹 355 玉城　利明 420 入江　幸江

34 小山　昭一郎 210 藤永　俊明 埼玉県越谷市 427 田中　信之

39 山根　和也 319 大和　みち子 埼玉県春日部市 428 山口　進

117 藤井　朋憲 417 山本　坦 埼玉県蓮田市 430 八木　宗十郎

176 藤井　靖史 102 藤村　規 埼玉県川越市 431 武永　家要彦

198 梶間谷　允 18 上田　健二郎 埼玉県比企郡 434 荒瀬　希淑

227 山本　克之 388 入山　アキ子 埼玉県狭山市 440 小林　訓二

231 矢原　武紀 328 三井　弘太郎 450 小笠原　貴芳江

232 久永 洋子 366 平　和俊 451 島瀬　達也

240 安田　和紘 6 原田　俊明 452 藤野　宣子

241 杉川  明 136 小口　ゆい 453 平田　由美

256 辰巳 日出子 272 松田　省吉 埼玉県飯能市 457 八木　政治

257 臼井 光太郎 301 弘中　治雄 埼玉県入間市 460 佐藤　英仁

270 江川　紘史 268 上村　洋一郎 461 濱野　文彦

283 上田　茂朋 339 磯野　日出夫 462 宮川　英之

285 山根　毅士 360 野村　邦武 463 松浦　正明

288 石津　浩二 389 瀨川　紘史 464 西村　弘文

291 山本　博巳 438 田村　廣修 469 山下　竜也

296 梅田　圭良 443 山崎　弘美 470 坂本　哲也

308 安田　雄彦 446 森下　喜久雄 475 庄　栄一郎

338 西嶋　一郎 477 申神　正子

346 白鹿　敦己 478 田畑　貴之

363 山仲　秀子 受付番号 氏名 住所 479 中野　光昭

372 松永　勝人 229 山根　多栄子 鳥取県米子市 480 辰村　正人

386 宮本　忠政 481 有田　敦

426 神足　謙治 482 久保井　英雄

458 柳井　章雄 483 中野　勉

512 桂　靖雄 受付番号 氏名 住所 484 岡村　恵子

204 佐々木　幹生 神奈川県横須賀市 412 森井　満須子 島根県益田市 486 山下　憲治

119 北村　勝彦 神奈川県鎌倉市 487 國村　栄次郎

422 林　健一 神奈川県南足柄市 488 大下　哲治

146 中村　隆夫 489 阿部　公彦

152 能地　靖夫 受付番号 氏名 住所 490 作間　悦次

206 河野　義彦 433 辰見　寛之 広島県東広島市 491 岡本　暁彦

385 三好　正信 神奈川県小田原市 492 福田　百合子

163 石山　嘉平 494 藤沖　まゆみ

187 西嵜　守 受付番号 氏名 住所 495 磯部　竜次

380 玉屋　俊輔 368 阿川　清隆 大阪府豊中市 497 森山　亮一

397 山根　征治 498 石川　弘之

89 國司　由行 神奈川県中郡 499 松前　了嗣

216 山本　篤 神奈川県足柄上郡 502 中村　澄夫

受付番号 氏名 住所 503 井上　秀則

444 林　和彦 山口県下関市 504 大和　佳太

受付番号 氏名 住所 322 末繁　哲雄 山口県宇部市 505 油川　誠

186 佐々木　節子 茨城県土浦市 383 髙邑　勉 508 山田　禎二

362 佐々木　卓治 茨城県つくば市 387 河内　義文 509 宮野　伸二

493 高村　正大 山口県周南市 510 西村　亘代

396 山下　大輔 山口県柳井市 511 安野　孝

受付番号 氏名 住所 9 山本　和生 513 河村　和夫

330 奥原　保 栃木県下都賀郡 107 渡辺　光

19 斉藤　光生 栃木県那須塩原市 183 関　和貴

184 吉田　充宏

223 大田　哲夫

受付番号 氏名 住所 228 児玉　秀文

188 三瓶　玲子 福島県石川郡 354 川口　由美子

2名

【鳥取県】

【大阪府】

【島根県】

52名

山口県山口市

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

埼玉県和光市

埼玉県所沢市

埼玉県新座市

埼玉県朝霞市

山口県山口市

【福島県】

【広島県】

1名

73名

山口県防府市

神奈川県茅ヶ崎市

1名

1名

【山口県】

【栃木県】

【神奈川県】

神奈川県相模原市

神奈川県藤沢市

神奈川県横浜市

神奈川県川崎市

31名

【茨城県】

【埼玉県】

1名

1名

2名


