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＝山口市役所から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」（５月、６月1 日号）  

○ 山口市内と山口宇部空港を結ぶ「空港連絡バス」の御案内  

○ 西の京やまぐち～湯田温泉から出発する～パンフレット 

 

【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 

＜山口七夕会・会員交流会＞ 

6 月 24 日（日） 

○日時：平成24 年6 月24 日（日）16：30～19：30 ①講演会 ②懇親会 

○場所： 浅草ビューホテル 1 階ラウンジ 

      東京都台東区西浅草3-7-1 TEL:03-3847-1111 

＜電車のアクセス＞ 

◇つくばエクスプレス「浅草駅」直結  

◇東京メトロ銀座線「田原町駅」徒歩7 分  

◇都営浅草線「浅草駅」徒歩10 分 東武線「浅草駅」徒歩10 分 

○講演会 

◇講師：池田和典氏『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』    ＜ホテルからの東京スカイツリー＞ 

       防衛省統合幕僚監部、山口七夕会会員、元・自衛隊山口駐屯地司令、防衛大学校卒 

○会費：6千円 

○申込〆切：6 月8 日（金） 

 

◆出席される方は、「6月24日交流会出席」と記入いただき、次の方法で「出席者名」、「同伴者名（ふりがな）」をお知らせくだ

さい。①FAX：042-596-4816②郵送：〒190-0161 東京都あきる野市入野415-19③Mail：yamagata1954@utopia.ocn.ne.jp 

 

浅草散策（雷門・浅草

寺など）＆東京スカイ

ツリーも近い！ 

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 



平成２４年５月３１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２４２４２４２４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２４年度山口七夕会定時総会を、山口市から渡辺市長様をはじめ幹部の方を

お迎えして、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２９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２４年７月２８日（土）  １０：００～１４：００ 
２ 会 場 東海大学校友会館（※「会場案内図」裏面） 

東京都千代田区霞ヶ関３－２－５ 霞ヶ関ビル３５階  
TEL03-3581-1313 

３ 内 容  
  １０：００～１０：４５ 総会  

１１：００～１１：４５ 講演会 
            ○講演：「サビエルと中也」 

            【講師：講師:福田百合子氏（中原中也記念館名誉館長）】 

山口市生まれ。山口高女から山口女専国語科卒業。山口女子短大

助手を経て、関西学院・大学院日本文学研究科を終えて同講師から助

教授へ。帰省後 1975 年、山口女子大学（現山口県立大学）文学部教授

及び附属図書館館長を歴任。 

1994 年、定年退官後、現在の中原中也記念館の館長に。2009 年から

名誉館長。 

著書に「外郎の家」「ふし野川」「心のふるさと散歩」「中原中也を読む

（共著）」がある。 
１２：００～１４：００ 懇親会   

４ 会 費 ７，０００円（講演会のみ１，０００円） 
※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２９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 

 

２ 



＜山口七夕会のイベント報告＞ 

３ 

☆☆☆☆「「「「おおおお花見七夕会花見七夕会花見七夕会花見七夕会////役員役員役員役員＆＆＆＆会員交流懇親会会員交流懇親会会員交流懇親会会員交流懇親会」」」」    

★4 月 7 日（日）靖国神社→千鳥ｹ淵戦没者墓苑→千鳥ｹ淵公園→（地下鉄）→「花・味兆」 

 

例年より一週間遅れの満開の桜の中、「お花見七夕会/役員＆会員交流懇親会」を開催しました。昨年は、役

員だけで行いましたが、今年は輪を広げてみました。 

  ９時に靖国神社の大村益次郎公銅像前に集合。靖国神社にお参りしてから、大混雑の中を千鳥が淵を歩き、静

かなたたずまいの千鳥ｹ淵戦没者墓苑で献花しました。さらに、菜の花の残る皇居お堀端を千鳥が淵公園まで歩

きました。ウォークの後は、半蔵門から赤坂に地下鉄でワープして、会員の大嶋愛子さんゆかりの日本料理店

「花・味兆」で、山口ゆかりの食材や山口の酒を堪能、満喫のひと時を過ごしました。久保ご夫妻、大枝ご夫妻の

参加もあり、私の記憶では初めて女性の参加者が男性を上回った会合でした。 

【参加者（敬称略）】石田副会長、久保潤二、久保玲子、大枝幹夫、大枝美春、引頭和江、武内衛子、岡本浩次、 

徳田茂美、山崎弘美、俣野暁美、山本啓子、大嶋愛子、山縣 

    

☆☆☆☆「「「「尾根緑道尾根緑道尾根緑道尾根緑道ウォークウォークウォークウォーク＆＆＆＆いこいのいこいのいこいのいこいの湯多摩境店湯多摩境店湯多摩境店湯多摩境店””””湯治湯治湯治湯治““““」」」」＝＝＝＝役員役員役員役員＆＆＆＆会員交流懇親会会員交流懇親会会員交流懇親会会員交流懇親会    

★５月２０日（日） 

★いこいの湯多摩境店&お食事処 

今回は、ウォーク、ストレッチ＆健康体操、温泉をキーワードにイベントを企画

しました。参加者は少数精鋭、八木会長ご夫妻、大枝ご夫妻、村田・山口県東京

事務所長、俣野さん（「お食事処」経営）、山縣の 7 名でした。 

京王相模原線の南大沢駅に 13 時に集合して、送迎バスで「いこいの湯多摩

境店」に到着。着替えをして、先ずは俣野暁美さんが経営される「お食事処」で

準備体操的に椅子に座ったままでできる「健康体操」を指導いただきました。指

導者は、ボディケアアドバイザーの赤木一恵先生。東京学芸大学から実業団で

走った経歴もあるランナーですが、走るだけでなく歩いたり体を動かすことの大切

さを訴えておられます。太極拳や乗馬の指導もされています。 

いこいの湯から歩いて 5 分の「尾根緑道」に出て「ストレッチ」を 15 分みっちり

行い、各人のペースで新緑の尾根緑道を約 1 時間歩きました。尾根緑道沿いに

は都立小宮内裏公園のバードサンクチュアリもあり憩いの空間でした。 

いこいの湯に戻って温泉で汗を流し、懇親会はビールで乾杯！で始まりました。

この「お食事処」は会員の俣野暁美さんが経営されるお店で、美味しい料理に感

激！しました。次回は、紅葉の季節を予定しています。乞うご期待！ 

 

 

 

「会報」の原稿を募集します！ 

夏の定時総会を機に「会報」の創刊を予定していま

す。会員のみなさまの近況、山口市ゆかりの情報などな

んでもありです。ご遠慮なく寄稿ください。字数は８００字

程度で写真も OK です。山縣までご連絡ください。 

FAX：042-596-4816 

Mail：yamagata1954@utopia.ocn.ne.jp 

「ゴルフ同好会会員」を募集します！ 

会員の中から趣味の会の同好の仲間を求める声が

聞こえてきました。コーラスや謡曲に続いて会員の大枝

幹夫さんが幹事になって、秋の「七夕会ゴルフコンペ」を

めざします。参加希望者は大枝さんまでご連絡ください。 

FAX：03-3941-9586（新北斗警備保障株式会社/大枝） 

Mail：kansei@kmail.plala.or.jp 
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この夏！山口の旅はいかがですか！？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜東京発着・ふるさと山口往復ツアー＞ 

参加者募集！同一行程２名以上で。 

「日本旅行JR のぞみプラン」で同一行程２名以上の参加で約３～４万円のツアー参加者を募集します！ 

＜東京発＞ （品川、新横浜乗車可）                ＜山口発＞ （品川、新横浜下車可）  

① 8 月 8 日（水）9:10 東京発＝新山口13:37 着 

② 8 月 9 日（木）9:10 東京発＝新山口13:37 着        □8 月13 日（月）10:06 新山口発＝東京14:33 着 

③ 8 月10 日（金）9:10 東京発＝新山口13:37 着            

④ 8 月11 日（土）9:10 東京発＝新山口13:37 着 

※列車の選択・変更はできません。１泊はホテルニュータナカ、後は実家宿泊が基本です。 

◆申込要領  

ご参加を希望の方は、6 月29 日(金)までに下記の方法でお申込みください。 

申し込みいただいた方には、後日、詳細なご案内をお送りします。 

① 郵便またはハガキ 

〒190-0161 あきる野市入野415-19 山縣宛 

② FAX：ＦＡＸ番号０４２－５９６－４８１６ 

③ メール：yamagata1954@utopia.ocn.ne.jp 

◇「東京発の月日＝①②③④のいずれか」、「東京発着・ふるさと山口往復ツアー参加希望」とご記入いただき 

◇「参加者、同伴者の氏名（ふりがな）」をお知らせください 

 

山口七夕会/ふるさと山口交流集会 

＜山口県支部設立総会＆記念講演＞ 

平成 24 年 8 月 12 日（日） 

○日時：平成24 年8 月12 日（日）16：00～20：30  

①記念講演 ②山口県支部設立総会 ③懇親会 

○場所：ホテル常盤（湯田温泉） 

○次第 

 16:00 開会 

◇挨拶：八木重二郎会長 

 16:15 記念講演『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（防衛省統合幕僚監部、山口七夕会会員、元・自衛隊山口駐屯地司令、防衛大学校卒） 

 17:00 山口県支部設立総会 

    ◇経過説明：山縣正彦幹事長 

    ◇議案：①役員（案） ②平成24 年度事業計画（案） ③平成24 年度予算（案） 

 18:00 懇親会 

    ◇謡曲・仕舞披露＜松隈昌子：観世流名誉師範＞ 

 20:00閉会 

○会費：6千円 

 

４ 
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2012年5月5日 

１．山口市役所事務局との打ち合わせ 

   例年、5月のGWは故郷山口の山河を巡る「山口100萩往還

マラニック大会」に出場するために帰山しています。以前は、

２５０㎞の部に出場し壮絶な世界を体験したのですが、近年は

軟弱ランナーとして７０㎞の部を途中リタイアしていますが、新

緑の季節の故郷の山河をゆっくり楽しんでいます。この機会

に、山口七夕会の故郷山口市での今後の活動を考えるため

に、先ずは、山口市役所事務局との打ち合わせを行いまし

た。 

山口七夕会の事務局は、山口市総合政策部企画経営課に

所管いただいており、入会手続き、会費の収納、管理、会員

名簿の維持管理を主にお願いしています。先ずは、新任の伊

藤和貴部長（前・経済産業部長）にご挨拶してから打ち合わせ

に入りました。 

山口市役所事務局からは、吉村課長、天賀主幹、長尾主任

が出席、山口七夕会からは山口市内の会員から河内義文幹

事、児玉秀文さん、佐藤英仁さん、吉田充宏さん、新たに入会

された宮川英之さん（山口市議会議員、旅館常盤社長室長）、

西村弘文さん（陸上自衛隊山口協力隊本部長）、幹事長の山

縣が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先ず、私から山口七夕会の現状と「山口七夕会２０２０ビジョ

ン」に基づく今後の活動予定について報告し、意見交換を行

いました。以下、主な内容です。 

＜現状＞ 

○会員数：２９２名（４月末現在） 

＜今後の活動予定＞ 

○定時総会（７月２８日東京）：「支部」を設置できるように会則

を改正する。都道府県単位で、会員数３０名以上で、執行体制

（役員、会計、監事）の確立をを要件に幹事会で承認を得るこ

とが必要とする。最初の支部として「山口県支部」をこの夏に

設立する予定です。 

○「山口七夕会２０２０ビジョン」の確実な達成に向けて、「三か

年実行計画」を作成する。 

○「山口県支部」の設立を機として故郷山口市での活動を具

体化する。 

【ふるさと山口交流集会】（案） 

◇日時：８月１２日（日）１６時から２１時 

◇記念講演・講師（予定） 

池田和典氏（防衛省統合幕僚幕僚監部、前・陸上自衛隊山口

駐屯地司令） 

◇記念公演「謡曲と仕舞」（予定） 

松隈昌子（観世流名誉師範） 

◇山口県支部設立総会 

◇交流＆懇親会 

＜意見交換＞ 

・平成の大合併で全国20番目の面積を持つ新しい山口市が

誕生した。山の森、河川、海などの豊かな自然を資源として考

えることもできる。自然エネルギー、農業の活性化など七夕会

の人材と英知を結集して取り組みを考えて欲しい。 

・妻が地域で育てる子育て支援に取り組んでいる。 

・首都圏で学ぶ大学生を七夕会で見守って欲しい。 

・首都圏の会員と交流し、情報を通じて活性化を図る。 

・会員の交流を介して人脈を広げ、有益なネットワークを形成

することができる。 

・山口市内の会員を増やし首都圏会員へ若い人材を供給する。

特に、若い人や女性に輪を広げることが大切。 

・子供が首都圏の大学への進学や就職、婚活に際して支援を

お願いしたい。 

・首都圏会員が山口市に残した親の介護や家屋、墓などの管

理に関する支援活動も考えて欲しい。 

・活動を通じて自分自身も活性化できたら最高。 

・ウォーキングなどのイベントを通じて、健康増進、地域づくり、

まちおこしに貢献したい。山口市ではロゲイニングなどにも取

り組んでいる。 

・亀山や象頭山など地元の方々が綺麗にした場所で、朝市な

どのイベントを考えることもできるのでは。海、山、川の産物の

販路拡大につながるかもしれない。 

などなどたくさんの意見が出ました。 

場所を移しての交流懇親会には9名が参加いただきました。

さらに二次会には紅一点、藤野宣子さんも仕事を終えて駆け

つけていただき、山口の夜は更けていきました。 
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２．農業応援隊in阿東徳佐 

会員の関和貴さんは、昨年12月に千葉県からUターンして阿

東徳佐で農業を始められました。今回、田植えも近いということ

で「農業応援隊」を募ったところ、会員で中国電力勤務の国光文

夫さんと同僚の油川誠さんに参加いただき、私と三人で阿東徳

佐に行ってきました。 

◇5月3日（祝） 

◇交通アクセス 

①JR山口線の旅：新山口（7:23）＝山口（7:52）＝徳佐（8:52） 

私は、久々の山口線の旅。一両編成の車両が始発なので山口

駅で待っていました。プラットホームから南の方を見上げれば、

象頭山に鯉幟が泳いでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    象頭山象頭山象頭山象頭山                                                    姫姫姫姫    山山山山    

↓↓↓↓                                                    ↓↓↓↓    

 

 

 

 

 

 

 

②車で山口→徳佐は、1時間弱、国光さんと油川さんは維新公

園近くの自宅から約５０分でに徳佐駅に到着。 関さんの先導で、

車で約５分の関さん宅に着きました。 

◇農作業 

 先ずは、種から育てている徳佐瓜やトマト・ナス等の夏野菜の

苗を見学。かわいい苗が元気に育っていました。 

 

 続いて、自宅至近の田んぼ（２５m×８０m＝二反） の一画を仕

切り、田植えを開始。ひたすら転ばないことに気をつけて、約１

時間。三人で収穫時に２俵分の田植えでした。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関さんはこの田んぼの他にも三反の田んぼでコシヒカリを無

農薬で育てる予定とのことで、秋の収穫が楽しみです。 

 最後に、関さんが耕作放棄で笹に覆われていた場所を開墾し

た畑で、土おこし、畑づくりをして、徳佐瓜の苗を植えました。徳

佐瓜は奈良漬にも向いているということで、秋の収穫と奈良漬の

味が楽しみです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇お昼は阿東牛でバーベキュー！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜左から、農業応援隊長の国光さん、副隊長の油川さん、関さん＞ 

  国光さん、油川さんは、家庭菜園の経験はありますが、本格的

な田植え、畑作は初めての体験でした。関さんも人手はいくらあ

っても足りないようなので、みなさんも農業応援隊員となって関

さんをサポートしてみませんか！？ 

関さん宅の近くに、阿東開拓団「入植３０周年記念碑」がありま

した。そこには、次の言葉が刻まれており、印象深く読みました。 

 

見てくれ僕らの開拓地 

がっちり組んだ若人 

雨の降る日も風の日も 

精魂込めた開拓に 

             昨日の森も今日の畑 

昭和５２年１１月１０日建立 
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＜関さんからのメッセージです。＞ 

皆さんに植えていただいた稲は出来るだけ無農薬・無化学肥

料で育てて、秋には稲刈り、ハゼ掛けをして天日干しの昔なが

らの米にしてみたいと思っています。当日参加していただいた

方には植えていただいた米を差し上げるか、原価でお届け出来

ればと思っています。この地区は徳佐米の有力栽培地ですから、

6俵(1俵=60㎏)/1反は取れるところです。(農薬・化学肥料使用

して。)無農薬・無化学肥料でも3俵(約180キログラム 玄米状態

です。精米すれば約 150㎏程度でしょうか。)程度は取れるでし

ょう。今後、皆様方のご希望やご提案があれば柔軟に対応させ

ていただきます。よろしくご検討いただければと思います。 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

〒759-1512  山口市 阿東徳佐中９５５番地 関 和貴 

℡ 050-5207-1824 Mobile 090-2751-1505 

e-mail  catponta@c-able.ne.jp 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

３．「亀山＆象頭山ウォーク下見会」 

◇日 時：５月５日（祝）９：００:山口市役所集合 

◇会員の坂本強さん（坂本整形外科理事長、NPO法人亀山を愛

し育てる会理事長）と八木政治さんと私の三人で亀山から象頭山、

市内を巡りました。 

＜亀山＞ 

6年前から坂本先生を中心に、市民はもとより観光客からも親

しまれ利用される公園になることを願って、清掃や亀山から市内

が眺望できるように樹木の伐採、遊歩道の階段整備、つつじや

紫陽花の植栽などを行ってこられました。 

今後も楽しくゆっくり散策ができ、市民の憩いの場となり、児童

や青少年に安心して利用される場をめざして池や滝の復活もめ

ざしておられました。 

山口七夕会も賛助会員となって連携を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜象頭山＞ 

北と南に旧山口市域を一望できる小高い山です。 

平成２０年度に（財）やまぐち農林振興公社より助成金を受け

て「記念の森」造成事業「気晴らしの丘 象頭山」として、「象頭山

再生プロジェクト」として、地市民のみなさんの尽力で整備され

ています。この事業は、地域社会貢献活動を通して、山林を機

能の高い山として整備することを目的としています。 

みなさん、この亀山、象頭山を実際に登り、景色を眺め、ま 

た、歩いて健康増進に役立てましょう！ 

秋には、亀山から象頭山などを巡るウォークイベントを山口 

七夕会として企画することを考えています。 

また、将来的には、市内の名所旧跡とあわせて巡る「スタンプ

ウォークラリー」などを企画していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市内巡り＞ 

会員の瀬川英顕さんからの突然の電話で山口護国神社近く

の自宅を訪ねました。近くに「寺内正毅」元帥・総理の墓や「陸軍

墓地」があるということで訪ねてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私も旧市域（熊野町→緑町）で生まれ18歳までを過ごしました

けれど、知らないことが沢山あることに気付いた一時でした。 
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＝＝＝＝編集後記編集後記編集後記編集後記＝＝＝＝    

交流会交流会交流会交流会ややややイベントイベントイベントイベントにごにごにごにご夫妻夫妻夫妻夫妻でのでのでのでの参加参加参加参加がががが増増増増えていますえていますえていますえています。。。。 

５５５５月月月月３１３１３１３１日現在日現在日現在日現在でででで会員数会員数会員数会員数もももも２９８２９８２９８２９８名名名名になりましたになりましたになりましたになりました。。。。あとあとあとあと一息一息一息一息でででで 300300300300 名名名名

突破突破突破突破！！！！さらにさらにさらにさらに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るためにげるためにげるためにげるために、、、、みなさんのごみなさんのごみなさんのごみなさんのご協力協力協力協力ををををよろしよろしよろしよろし

くくくくおおお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    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    

４．「第2回山口七夕会ふるさと交流会オフ会」 

◇日 時：５月５日（祝） 

① １７：００～◇意見交換会 

② １８：００～◇交流＆懇親会 

◇場 所：プラザホテル寿（湯田温泉） 

◇参加者 

＜意見交換会のみ＞ 

１． 高邑勉＜会員＞衆議院議員 

２． 田中信之＜会員＞ｼﾞｮﾙｼﾞｭﾑｽﾀｯｼｭ・オーナーシェフ 

３． 濱野文彦＜会員＞山口県国民健康保険団体連合会、照隅

クラブ事務局、津軽三味線奏者・一燈 

４． 大和佳太＜「萩焼 明善窯」所属＞ 

５． 岡本暁彦＜山口大学時間学研究所で特任教授＞ 

６． 山本和生＜顧問・前幹事長＞ 

＜懇親会＞ 

１．児玉秀文＜会員＞（児玉企画代表） 

２．坂本強＜会員＞坂本整形外科理事長、NPO法人亀山を愛し

育てる会理事 

３．福田百合子<中原中也記念館名誉館長・桜圃会会長>欠席 

４．八木政治＜会員＞旭水産代表取締役社長 

５．関和貴＜会員＞（阿東徳佐で農業） 

６．磯部竜次＜山口市ターミナルパーク整備部＞ 

７．瀬川英顕＜会員＞山口県警察本部刑事部参事官 

８．山縣正彦＜幹事長＞東京都庁 

【次第】 

○開会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○出席者紹介（山縣） 

○山口七夕会の現状と今後の課題（山縣） 

○出席者自己紹介と意見交換 

＝休憩＝ 

○新山口駅ターミナルパーク整備事業について（磯部竜次） 

 

 

 

○意見交換 

 ＜高邑＞東日本大震災からの復興支援で、福島県南相馬市

で延べ約 80 日間活動してきた。もっと東北を知るべきで会津市

と周南市の交流も手伝っている。また、農業応援隊の取り組みも

おもしろい。土佐の高知では、林業を応援する「土佐の森救援

隊」の活動もある。木屑やチップを燃やして発電し、余剰電力を

買い取ってもらうなど参考にしてみては。 

＜田中＞得意なジャンルで活動してもらうことを考えてもらいた

い。そのためには、地元でのまとめ役が必要ですね。 

＜濱本＞若い世代の仲間の輪を広げて行きたい。世代間交流

も大切だと思う。日本の歴史だけでなく、郷土史を学ぶことも重

要だと思う。 

＜大和＞萩焼の創作をしているが窯で燃やす薪が高騰して手

に入りにくくなっている。農業高校の生徒さんにも萩焼の体験を

してもらっている。 

＜岡本＞山口市で生まれ育ち、岡山、京都で学び働き昨年5月

に U ターンしてきた。山口に戻りたいが仕事がない一方で、後

継者がいなくて田や山が荒れている現状がある。帰ってこれる

受け皿を行政や民間の連携で考えて欲しい。 

＜関＞昨年千葉からUターンして阿東徳佐で農業を始めた。妻

も防府市佐波の出身なので一緒に帰ってくれた。山口市役所の

空き家情報や農地の斡旋で助かった。若い人が帰って農業を

やれるように次に繋げる役目を果たして行きたい。 

＜山本＞東京で高校の同窓会のまとめ役をやってきた。同級生

だけでなく、先輩や後輩と交流したい。 

＜八木＞秋穂で車えびの養殖業をしている。後継者の問題や

雇用が厳しい状況にある。とらふぐの放流やあさりの研究もして

いる。 

＜坂本＞謡曲、仕舞、囲碁、社交ダンス、俳句など趣味の同じ

人で集まるのも楽しい。 

○懇親会 

【参加者のみなさん】 



山口七夕会定時総会山口七夕会定時総会山口七夕会定時総会山口七夕会定時総会////出欠出欠出欠出欠連絡連絡連絡連絡票票票票  

 

      送 信 先  山口七夕会首都圏事務局 行き 

 

      ＦＡＸ番号  ０４２－５９６－４８１６ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
◆ ふるさと山口市での人と情報の交流をめざす「ふるさと探訪ツアー」、「第 5 回ふるさと交流

会」を１１月２日（金）、３日（祝/土）、４日（日）の二泊三日（東京発着）で予定しています。 

◆ 詳細な案内を希望される方は下記によりお願いします。 

   案内を、希望希望希望希望するするするする。。。。                希望希望希望希望しないしないしないしない。。。。 

（（（（どちらかにどちらかにどちらかにどちらかに○○○○をおをおをおをお付付付付けくださいけくださいけくださいけください。）。）。）。）    

【通信欄】 

七夕会の活動にご意見・要望があれば記入ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 日 時 平成２４年７月２８日（土） １０：００～ 

 
 場 所 東海大学校友会館「東海の間」 

東京都千代田区霞ヶ関３－２－５霞ヶ関ビル３５階 
 

◇◇◇◇総総総総            会会会会    ：：：：出席出席出席出席・・・・欠席欠席欠席欠席（（（（どちらかにどちらかにどちらかにどちらかに○○○○をおをおをおをお付付付付けくださいけくださいけくださいけください。）。）。）。） 

◇◇◇◇講講講講    演演演演    会会会会    ：：：：出席出席出席出席・・・・欠席欠席欠席欠席（（（（どちらかにどちらかにどちらかにどちらかに○○○○をおをおをおをお付付付付けくださいけくださいけくださいけください。）。）。）。） 

◇◇◇◇懇 親 会懇 親 会懇 親 会懇 親 会 ：：：：出席出席出席出席・・・・欠席欠席欠席欠席（（（（どちらかにどちらかにどちらかにどちらかに○○○○をおをおをおをお付付付付けくださいけくださいけくださいけください。）。）。）。） 

 
御芳名                   

 
御同伴者氏名                

 
氏名                

 
氏名                

 
 

準備の都合上、誠に勝手ながら６月２９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。 

 



会場案内図 

 

 

下鉄銀座線 [虎ノ門駅 G07] 11 番出口より徒歩 3 分 

    [虎ノ門駅 G07] 5 番出口より徒歩 3 分 

 

地下鉄千代田線 [霞ヶ関駅 C08] A13 番出口より徒歩 5 分 

 

地下鉄日比谷線 [霞ヶ関駅 H06] A13 番出口より徒歩 5 分 

 

地下鉄丸の内線 [霞ヶ関駅 M15] A4 番出口より徒歩 8 分 

 

地下鉄南北線 [溜池山王駅 N06] 8 番出口より徒歩 5 分 

 

地下鉄有楽町線 [桜田門駅 Y17] 2 番出口より徒歩 6 分 
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