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「「「「山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会 2013201320132013 アクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムアクションプログラム」」」」をををを定定定定めましためましためましためました。。。。    

記録的記録的記録的記録的なななな猛暑猛暑猛暑猛暑、、、、酷暑酷暑酷暑酷暑のののの夏夏夏夏がががが去去去去りりりり、、、、いつのいつのいつのいつの間間間間にかにかにかにか秋秋秋秋もももも深深深深まるまるまるまる 10101010 月半月半月半月半ばをばをばをばを    

迎迎迎迎えましたがえましたがえましたがえましたが、、、、会員会員会員会員のみなさまにはごのみなさまにはごのみなさまにはごのみなさまにはご健勝健勝健勝健勝におにおにおにお過過過過ごしのこととおごしのこととおごしのこととおごし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をををを前前前前にににに 6666 月末月末月末月末にににに山口山口山口山口へへへへ帰帰帰帰りりりり、、、、渡辺市長渡辺市長渡辺市長渡辺市長、、、、山本県知事山本県知事山本県知事山本県知事    

におにおにおにお会会会会いしていしていしていして山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会のののの活動状況活動状況活動状況活動状況をををを報告報告報告報告しししし、、、、今後今後今後今後のののの活動活動活動活動のののの方向性方向性方向性方向性につにつにつにつ

いておいておいておいてお話話話話をしてきましたをしてきましたをしてきましたをしてきました。。。。    

そのそのそのその結果結果結果結果をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、7777 月末月末月末月末のののの定時総会定時総会定時総会定時総会でででで「「「「山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会 2013201320132013 アクションプロアクションプロアクションプロアクションプロ

グラムグラムグラムグラム」」」」をををを定定定定めめめめ、、、、今後今後今後今後のののの一年間一年間一年間一年間のののの事業計画事業計画事業計画事業計画とととと予算予算予算予算をごをごをごをご審議審議審議審議いただきいただきいただきいただき、、、、ごごごご了了了了承承承承

をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。    

またまたまたまた、、、、8888 月月月月のののの山口支部総会山口支部総会山口支部総会山口支部総会ではではではでは、、、、吉田副市長吉田副市長吉田副市長吉田副市長からからからから７７７７月月月月２８２８２８２８日日日日のののの豪雨豪雨豪雨豪雨によりによりによりにより、、、、市内各市内各市内各市内各地域地域地域地域でででで甚大甚大甚大甚大なななな被害被害被害被害

がががが発生発生発生発生したとのしたとのしたとのしたとの報告報告報告報告をををを聞聞聞聞きききき、、、、急急急急きょおきょおきょおきょお見舞見舞見舞見舞いのいのいのいの義援金義援金義援金義援金をををを山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会とととと山口支部総会参加者山口支部総会参加者山口支部総会参加者山口支部総会参加者のののの志志志志としてとしてとしてとして

おおおお預預預預けしましたけしましたけしましたけしました。。。。    

山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会もももも来年来年来年来年にはにはにはには創立創立創立創立 15151515 周年周年周年周年のののの節目節目節目節目のののの年年年年をををを迎迎迎迎えますえますえますえます。「。「。「。「祭祭祭祭りとりとりとりと絆絆絆絆でででで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」」」」のののの理念理念理念理念のののの

もとにもとにもとにもとに会員会員会員会員のみなさまとともにのみなさまとともにのみなさまとともにのみなさまととも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げげげ、、、、活動活動活動活動のののの充実充実充実充実をををを図図図図っていきますのでっていきますのでっていきますのでっていきますので、、、、よろしくごよろしくごよろしくごよろしくご協力協力協力協力をおをおをおをお

願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

      平成平成平成平成 25252525（（（（2013201320132013 年年年年））））年年年年 10101010 月月月月    

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        
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○「山口七夕会定時総会」を開催・・・・・・・・・・・・・２～３ 
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○＜首都圏だより＞ 

「やまぐち地酒維新」に参加しました！････････４ 
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「第19 回会員交流会」を開催します！  

「ふるさと山口探訪ツアー11/9-11」 

「小山田緑地～尾根緑道ウォーク＆いこいの湯湯治」 

○＜山口支部だより＞ 

「山口支部総会」を開催しました！･･･････････････７ 

○＜山口支部イベント情報＞･･･････････････････８ 

「山口支部ふるさと交流会」 

「第1 回おいでませ山口・夢発見ウォーク」 

○会員投稿楽農部会･･････････････････････９～１０ 

○会報原稿募集、会員情報コーナー･･････１１～１２ 

○山口七夕会会員名簿（都道府県別）･･････１３～１４ 

＝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」（７月、８月、９月、１０月１日号）  ○イベント出欠連絡票（FAX用紙） 
○山口市からのお知らせ ○とっておきのさんぽみち in山口 リーフレット 

【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 

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 
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平成２５年度定時総会を開催しました！ 

去る、7 月28 日、58 名の参加で定時総会を開催しました。 

【総会】には、山口から渡辺市長、小林市議会議長様をはじめとする市役所幹部に出席いただきました。 

平成 24 年度事業報告、決算及び監査報告、山口七夕会 2013 アクションプログラム、平成 25 年度事業計画（案）、平

成25 年度予算（案）、副会長・顧問の指名、幹事の選任（案）の議案を審議いただき、原案通りすべて承認されました。 

設立から 14 年目を迎えた山口七夕会も来年には設立15 周年を迎えることから今後一年間の行動計画「山口七夕会

2013 アクションプログラム」を定めました。 

また役員では、長年、会の活動に貢献された山仲秀子副会長、大和みち子さんが退任され、幹事の武内衛子さんが

副会長に、新たに吉松勇さんが幹事に選任されました。 

【渡辺・山口市長】                              【小林・山口市議会議長】 

総会に続き、はるばる山口市から上京された関係団体のみなさまから挨拶をいただきました。 

○椹野川漁業協同組合・白井副組合長、山口大学農学部・赤壁教授：「柑味鮎（かんみあゆ）」のPR 

○レノファ山口FC・柴田広報部長：Jリーグ昇格をめざすレノファ山口FCのサポータークラブ会員募集 

○山口情報芸術センター（YCAM）・川畑主査：YCAM10周年記念祭のPR 

【講演会】は、七夕会会員である金子成彦氏（東京大学教授・工学博士・日本機械学会会長）に『日本近代工学の

祖 山尾庸三と東京大学工学部』と題して講演いただきました。長州ファイブの一人で近代工学の礎を築いた山

尾庸三氏の功績を中心に、明治初期における山口市出身の学者の活躍等について幅広く講演いただきました。 

【金子成彦氏の講演会】 

 【懇親会】は、恒例となった「七夕合唱団」のリードで「花は

咲く」、「吉田松陰」の全員合唱で開会しました。 

山口市嘉川の銘酒「山頭火」に舌鼓を打ちながら、会員

同士、また市役所幹部のみなさんとふるさと山口の話題で

盛り上がりました。 また、恒例となったじゃんけん大会は、

山口特産品の「柑味鮎」を賞品に行われました。渡辺市長

の同期のみなさんが壇上で激励をしたり、参加者同士の会

話が弾んだり、賑やかなひと時でした。       
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～～～～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！！！！祭祭祭祭りとりとりとりと絆絆絆絆でででで「「「「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」～」～」～」～    

（（（（１１１１））））平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度「「「「山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会 2020202020202020 ビジョンビジョンビジョンビジョン」（」（」（」（10101010 カカカカ年計画年計画年計画年計画））））            

（（（（２２２２））））平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度「「「「山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会 2012201220122012 実行実行実行実行プログラムプログラムプログラムプログラム」（」（」（」（3333 カカカカ年計画年計画年計画年計画））））        

（（（（３３３３））））平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度「「「「山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会 2013201320132013 アクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムアクションプログラム」」」」    

～～～～祭祭祭祭りとりとりとりと絆絆絆絆でででで「「「「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」～」～」～」～                                                                                

＜＜＜＜活活活活    動動動動＞＞＞＞                                                                                                                            

①①①①「「「「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」」」」                                                                                    

○○○○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、、、、阿東阿東阿東阿東地域地域地域地域のののの観光観光観光観光スポットスポットスポットスポット探訪探訪探訪探訪とととと地域交流地域交流地域交流地域交流                

○○○○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活動活動活動活動のののの充実充実充実充実                                                                    

＜＜＜＜山山山山    口口口口＞＞＞＞◇◇◇◇県内県内県内県内のののの団体団体団体団体とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、同窓会同窓会同窓会同窓会やややや銀行銀行銀行銀行などのなどのなどのなどのネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、祭祭祭祭りとりとりとりと観光観光観光観光＜世田谷区民まつりでのちょうちん＞    

    ◇◇◇◇スポーツイベントスポーツイベントスポーツイベントスポーツイベントによるによるによるによる「「「「地域地域地域地域のののの絆絆絆絆」、「」、「」、「」、「人人人人のののの絆絆絆絆」」」」のののの創生創生創生創生    

＜＜＜＜首都圏首都圏首都圏首都圏＞＞＞＞◇◇◇◇「「「「防長倶楽部防長倶楽部防長倶楽部防長倶楽部」」」」とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、異業種交流異業種交流異業種交流異業種交流（「（「（「（「ふるさとふるさとふるさとふるさと山口法人山口法人山口法人山口法人ネットワークネットワークネットワークネットワーク」」」」とのとのとのとの連携連携連携連携））））    

        ○○○○山口市山口市山口市山口市のののの企業企業企業企業とととと首都圏首都圏首都圏首都圏のののの企業企業企業企業のののの連携連携連携連携のののの創造創造創造創造    

○○○○平成平成平成平成 26262626 年年年年のののの創立創立創立創立 15151515 周年記念誌周年記念誌周年記念誌周年記念誌のののの発行発行発行発行にににに向向向向けてけてけてけて「「「「会報会報会報会報」」」」のののの創刊創刊創刊創刊    

②②②②全国展開全国展開全国展開全国展開    

   ○○○○山口支部山口支部山口支部山口支部からからからから山口県内山口県内山口県内山口県内、、、、西日本西日本西日本西日本へへへへ                

    ○○○○首都圏首都圏首都圏首都圏からからからから東北東北東北東北、、、、東日本東日本東日本東日本へへへへ    

～～～～連携連携連携連携～～～～    「「「「山口市総合計画後期山口市総合計画後期山口市総合計画後期山口市総合計画後期まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり計画計画計画計画」」」」    「「「「山口山口山口山口アクティブエイジングシティアクティブエイジングシティアクティブエイジングシティアクティブエイジングシティ構想構想構想構想」」」」

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

議案第議案第議案第議案第６６６６号号号号        「「「「副会長副会長副会長副会長・・・・顧問顧問顧問顧問のののの指名指名指名指名、、、、幹事幹事幹事幹事のののの選任選任選任選任」」」」をををを承認承認承認承認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。。。。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

＜＜＜＜法人会員法人会員法人会員法人会員＞＞＞＞    

No. 法人名 代表者名 

1 株式会社 ヒューモア 小笠原 貴芳江 

2 旭水産有限会社 八木 政治 

3 株式会社 ヒューマンティー 寺崎 泰行（つぼ八湯田店） 

4 金光酒造（株）（山頭火） 金光 明男 

    

＜＜＜＜新会員新会員新会員新会員・・・・個人個人個人個人＞＞＞＞    

    

＜＜＜＜新役員新役員新役員新役員・・・・自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介＞＞＞＞    

初めまして、山高８６期(昭和５５年卒) の 吉松 勇(よしまつ いさむ) と申します。 

過日ようやく山口市に編入させていただきました阿東は、りんごと山口一寒いことで有名な徳佐の出

身です。徳佐で農業を始められた関様宅に国道９号線または徳佐駅からお伺いする途中に私の実家

がございます。大学卒業後、就職とともに関東に越してきて、練馬区に住み始めて２０年が経ちました。 

昨年の山高同窓会幹事のお手伝いを通じて、七夕会へも入会させて頂きました。何もわからぬ若輩

ものですが、先輩各位の暖かいご指導、ご鞭撻を仰ぎつつ、誠意精進して参りたいと存じます。これを

ご縁に、どうぞ今後ともよろしく願い申し上げます。    

受付番号 氏   名 

517 多々良 健司 

518 神谷 裕司 

519 相澤 哲朗 

520 牛見 和博 

521 寺尾 佳恵 

522 原田 尚 

523 松尾 昇子 

524 田中 輝之 

525 磯山 仲雄 

526 仙田 達夫 

527 寺田 昌行 

528 近藤 圭子 

529 野村 昇 

530 山崎 直和 

531 小谷 典子 

役職名役職名役職名役職名    氏名氏名氏名氏名    摘要摘要摘要摘要    

副会長副会長副会長副会長    武武武武    内内内内    衛衛衛衛    子子子子    新任新任新任新任＝＝＝＝理事理事理事理事からからからから    

幹幹幹幹    事事事事    大大大大    嶋嶋嶋嶋    愛愛愛愛    子子子子    新任新任新任新任    

幹幹幹幹    事事事事    山山山山    仲仲仲仲    秀秀秀秀    子子子子    副会長副会長副会長副会長からからからから    

幹幹幹幹    事事事事    吉吉吉吉    松松松松            勇勇勇勇    新任新任新任新任    

顧顧顧顧    問問問問    原原原原        田田田田        尚尚尚尚    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////新任新任新任新任    

「山口七夕会2013アクションプログラム」 
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＜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」」」」にににに参加参加参加参加ししししましたましたましたました！！！！    

１０月１１日、山口にゆかりの深い椿山荘での「第 5 回やまぐち地

酒維新」（山口県酒造組合主催）に八木会長をはじめ 12 名の会員

で参加しました。 

大宴会場は５００名の参加で盛り上がり、来賓として林農林水産

大臣、岸副大臣、安倍総理の昭恵夫人、タレントの松村邦弘さん

から挨拶がありました。 

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。 

また、上京された山口県の木村商工労働部長から「山口地酒乾杯宣言」があり、今後、山口ゆかりの方々の集

う場での乾杯は、「やまぐちの地酒」で行うことになりました。 

１８の酒蔵のブースを回っての試飲を楽しみ、郷土山口県の食材を生かした料理に舌鼓を打ち、和気藹藹の

楽しいひと時を過ごしました。    

さらに、同じテーブルの関西山口県同郷会の神足泰弘会長と八木会長、武内副会長も互いの活動に話の花

を咲かせておられました。地酒やお米など、ふるさとの香りのするお土産を手にして、家路に着きました。  
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「「「「山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会第第第第 19191919 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おのおのおのお知知知知らせらせらせらせ」」」」    

    

１．日時：平成 25 年 11 月 30 日（土）11:00～14:00（受付開始 10:30～） 

２．場所：霞ヶ関ビル 33 階 東海大学校友会館、 

３．講演会（11:00～11:45） 

◇講演：「八重の桜と白虎隊－白虎隊士の孫がその真相に迫るー」 

◇講演内容 

会津飯盛山で集団自刃した白虎隊。彼らはなぜ自刃したのか？  

同じ頃西郷頼母の家族 21 人が自刃した。彼女らはなぜ自刃したのか？ 

唯一の生残り白虎隊士が手記を残していた！ 直系の孫がその真相を明らかにする。 

    飯沼貞吉のその後―空白の 2 年間は長州にいた！ 

◇講師： 飯沼一元（いいぬまかずもと）氏 

【略歴】 

1943 年 仙台市生まれ 

     蘇生白虎隊士飯沼貞吉（後貞雄）の直系の孫（貞雄二男一精の三男） 

     1961 年 宮城県立仙台第一高等学校卒 

1965 年 東北大学工学部電子工学科卒 

1970 年 東北大学で工学博士取得 

同年、日本電気（株）へ入社。研究所で画像処理を担当し、MPEG の   

基本特許発明。後、本社理事支配人 

2003年 ㈱ライステックを設立し、米ぬか健康食品のベンチャー事業   

に携わる。 

2010 年 4 月 白虎隊の会設立。 

2011 年 7 月 被災した若者に奨学金を送る「ＮＰＯ海の会」設立。                                                 

<著書> 

2012年 「白虎隊士飯沼貞吉の回生」(ブイツーソリューション) 

４．会務報告（11:45～12:00） 

５．懇 親 会（12:00～14:00） 

６．会 費 ６，０００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。  

７．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１０月３１日（木）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。 

 

************************************  お知らせ  ********************************************* 

    

ホームページホームページホームページホームページをををを    

    

リニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープンしましたしましたしましたしました！！！！ 
 

山口七夕会山口七夕会山口七夕会山口七夕会⇒⇒⇒⇒検索検索検索検索    

 

HTTP://WWW.YAMAGUCHI-TANABATAKAI.ORG/ 

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



11111111月月月月9999日日日日 のぞみのぞみのぞみのぞみ19191919号号号号 東京東京東京東京 →→→→ 新山口新山口新山口新山口

（（（（土土土土）））） 9:109:109:109:10 13:3913:3913:3913:39

11111111月月月月10101010日日日日 9999::::00000000～～～～12121212::::00000000 西西西西のののの雅常盤旅館雅常盤旅館雅常盤旅館雅常盤旅館

（（（（日日日日））））
亀山亀山亀山亀山・・・・象頭山象頭山象頭山象頭山・・・・白狐白狐白狐白狐のののの湯巡湯巡湯巡湯巡りりりりウォークウォークウォークウォーク 温泉入浴温泉入浴温泉入浴温泉入浴＆＆＆＆昼食昼食昼食昼食

11111111月月月月11111111日日日日 のぞみのぞみのぞみのぞみ30303030号号号号 新山口新山口新山口新山口 →→→→ 東京東京東京東京

（（（（月月月月）））） 13:0513:0513:0513:05 17:3317:3317:3317:33

【【【【連絡連絡連絡連絡・・・・注意事項注意事項注意事項注意事項】】】】
フリータイムフリータイムフリータイムフリータイムにはにはにはには、、、、金光酒造金光酒造金光酒造金光酒造（（（（山頭火山頭火山頭火山頭火））））のののの酒蔵見学酒蔵見学酒蔵見学酒蔵見学やややや阿東徳佐阿東徳佐阿東徳佐阿東徳佐のののの関農場見学関農場見学関農場見学関農場見学などをなどをなどをなどを予定予定予定予定していますしていますしていますしています。。。。

・・・・２２２２名以上利用限定名以上利用限定名以上利用限定名以上利用限定

・・・・往復往復往復往復『『『『のぞみのぞみのぞみのぞみ号号号号』』』』同一列車利用限定同一列車利用限定同一列車利用限定同一列車利用限定

・・・・指定列車指定列車指定列車指定列車にににに乗乗乗乗りりりり遅遅遅遅れたれたれたれた場合場合場合場合、、、、後続列車自由席後続列車自由席後続列車自由席後続列車自由席をををを含含含含めごめごめごめご乗車乗車乗車乗車いただけませんいただけませんいただけませんいただけません。。。。

※※※※乗車券乗車券乗車券乗車券・・・・特急券共特急券共特急券共特急券共にににに無効無効無効無効となりますとなりますとなりますとなります。。。。

・・・・発着駅発着駅発着駅発着駅→→→→同一列車利用同一列車利用同一列車利用同一列車利用であればであればであればであれば品川品川品川品川・・・・新横浜新横浜新横浜新横浜にににに変更変更変更変更もももも可能可能可能可能

・・・・みどりのみどりのみどりのみどりの窓口窓口窓口窓口でのでのでのでの時間変更等時間変更等時間変更等時間変更等がががが一切一切一切一切できませんできませんできませんできません。。。。

【【【【基本料金基本料金基本料金基本料金】】】】
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、、、、西西西西のののの雅常盤旅館雅常盤旅館雅常盤旅館雅常盤旅館でのでのでのでの温泉入浴温泉入浴温泉入浴温泉入浴＆＆＆＆昼食込昼食込昼食込昼食込みのみのみのみの料金料金料金料金ですですですです。。。。

①①①①　　　　２２２２泊泊泊泊３３３３日日日日////５４５４５４５４，，，，３００３００３００３００円円円円（（（（１１１１名名名名１１１１室室室室））））

※※※※往復新幹線往復新幹線往復新幹線往復新幹線のぞみのぞみのぞみのぞみ号普通車指定席号普通車指定席号普通車指定席号普通車指定席（（（（東京東京東京東京⇔⇔⇔⇔新山口新山口新山口新山口）＋）＋）＋）＋２２２２泊泊泊泊（（（（朝食朝食朝食朝食２２２２回付回付回付回付きききき））））

11111111月月月月9999日日日日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ホテルニュータナカホテルニュータナカホテルニュータナカホテルニュータナカ

11111111月月月月10101010日日日日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旅館旅館旅館旅館　　　　西西西西のののの雅雅雅雅　　　　常盤常盤常盤常盤

【【【【実家帰省実家帰省実家帰省実家帰省・・・・そのそのそのその他中抜他中抜他中抜他中抜けけけけコースコースコースコース】】】】

②②②②　　　　１１１１泊泊泊泊３３３３日日日日////４３４３４３４３，，，，８００８００８００８００円円円円（（（（１１１１名名名名１１１１室室室室））））

※※※※往復新幹線往復新幹線往復新幹線往復新幹線のぞみのぞみのぞみのぞみ号普通車指定席号普通車指定席号普通車指定席号普通車指定席（（（（東京東京東京東京⇔⇔⇔⇔新山口新山口新山口新山口）＋）＋）＋）＋１１１１泊泊泊泊（（（（朝食朝食朝食朝食１１１１回付回付回付回付きききき））））

11/9or1011/9or1011/9or1011/9or10 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ホテルニュータナカホテルニュータナカホテルニュータナカホテルニュータナカ１１１１泊泊泊泊

株式会社　日本旅行

国際旅行事業本部　公務法人営業部

営業２課　担当：岡松　聖幸

〒105-0001

東京都港区虎ノ門3-18-19　虎ノ門マリンビル11階

ＴＥＬ：03-5402-6471　ＦＡＸ：03-3437-3955

Ｅ-Mail：kiyoyuki_okamatsu@nta.co.jp

◆◆◆◆1111２２２２月月月月１１１１日日日日((((日日日日))))

＜＜＜＜いこいのいこいのいこいのいこいの湯湯湯湯＞＞＞＞住所住所住所住所：〒：〒：〒：〒194-0215 東京都町田市小山東京都町田市小山東京都町田市小山東京都町田市小山ヶヶヶヶ丘丘丘丘1-11-5
TEL：：：：042-797-4126

●おおおお車車車車でおでおでおでお越越越越しのおしのおしのおしのお客様客様客様客様はははは・・・・・・・・

町田街道町田街道町田街道町田街道をををを町田方面町田方面町田方面町田方面からからからから、「、「、「、「小山小山小山小山」」」」右折右折右折右折、、、、多摩境通多摩境通多摩境通多摩境通りをりをりをりを右折右折右折右折

多摩多摩多摩多摩ニュータウンニュータウンニュータウンニュータウン通通通通りりりり多摩多摩多摩多摩センターセンターセンターセンター方面方面方面方面からからからから、「、「、「、「多摩境駅前多摩境駅前多摩境駅前多摩境駅前」」」」左折左折左折左折

国道国道国道国道16号線八王子方面号線八王子方面号線八王子方面号線八王子方面からからからから、「、「、「、「相原坂上相原坂上相原坂上相原坂上」」」」左折左折左折左折

●電車電車電車電車でおでおでおでお越越越越しのおしのおしのおしのお客様客様客様客様はははは・・・・・・・・

京王線多摩境駅下車徒歩約京王線多摩境駅下車徒歩約京王線多摩境駅下車徒歩約京王線多摩境駅下車徒歩約20分分分分
●バスバスバスバスでおでおでおでお越越越越しのおしのおしのおしのお客様客様客様客様はははは・・・・・・・・

京王線橋本駅京王線橋本駅京王線橋本駅京王線橋本駅よりよりよりより、、、、神奈中神奈中神奈中神奈中バスバスバスバスにてにてにてにて神奈中多摩車庫行乗車神奈中多摩車庫行乗車神奈中多摩車庫行乗車神奈中多摩車庫行乗車。。。。

「「「「京王多摩境駅京王多摩境駅京王多摩境駅京王多摩境駅」」」」をををを経由経由経由経由、「、「、「、「多摩境通多摩境通多摩境通多摩境通りりりり北北北北」」」」バスバスバスバス停停停停にてにてにてにて下車下車下車下車。。。。徒歩約徒歩約徒歩約徒歩約5分分分分

【問い合わせ＆参加申し込み】

下記下記下記下記へへへへ郵送郵送郵送郵送、、、、メールメールメールメール、、、、またはまたはまたはまたはFAXFAXFAXFAXでででで申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。

１１１１．．．．MailMailMailMail：：：：yamagatayamagatayamagatayamagata1954195419541954@@@@utopiautopiautopiautopia....ocnocnocnocn....nenenene....jpjpjpjp

２２２２． ． ． ． FAXFAXFAXFAX：：：：042042042042----596596596596----4816481648164816

３３３３．．．．郵送郵送郵送郵送：〒：〒：〒：〒190190190190----0161016101610161東京都東京都東京都東京都あきるあきるあきるあきる野市入野野市入野野市入野野市入野415415415415----19191919　　　　山縣正彦山縣正彦山縣正彦山縣正彦　　　　宛宛宛宛

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ＆＆＆＆申込申込申込申込

～～～～象頭山象頭山象頭山象頭山よりよりよりより山口市内山口市内山口市内山口市内をををを望望望望むむむむ～～～～

「小山田緑地～尾根緑道ラン＆ウォーク＆いこいの湯多摩境店湯治」

１１１１１１１１月月月月・・・・ふるさとふるさとふるさとふるさと山口探訪山口探訪山口探訪山口探訪ツアーツアーツアーツアー（（（（東京発東京発東京発東京発））））////先着先着先着先着８８８８名名名名

フリータイムフリータイムフリータイムフリータイム

AMAMAMAMフリータイムフリータイムフリータイムフリータイム

ﾆｭｰﾀﾅｶﾆｭｰﾀﾅｶﾆｭｰﾀﾅｶﾆｭｰﾀﾅｶ　　　　ﾎﾃﾙﾎﾃﾙﾎﾃﾙﾎﾃﾙ泊泊泊泊

同上同上同上同上orororor常盤旅館常盤旅館常盤旅館常盤旅館

またはまたはまたはまたは実家実家実家実家などなどなどなど

～～～～往復新幹線往復新幹線往復新幹線往復新幹線スペシャルセットプランスペシャルセットプランスペシャルセットプランスペシャルセットプラン『『『『のぞみのぞみのぞみのぞみ号号号号』』』』でででで行行行行くくくく～～～～

フリーフリーフリーフリー

タイムタイムタイムタイム

18181818::::00000000～～～～

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

【【【【日程日程日程日程】】】】

【〆【〆【〆【〆切切切切】】】】11111111月月月月25252525日日日日（（（（月月月月））））

＜＜＜＜スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール＞＞＞＞

湯治湯治湯治湯治・・・・懇親会懇親会懇親会懇親会のみののみののみののみの参加参加参加参加もももも大歓迎大歓迎大歓迎大歓迎！！！！

16161616::::30303030～～～～17171717::::30303030「「「「入浴入浴入浴入浴」」」」

17171717::::30303030～～～～19191919::::00000000懇親会懇親会懇親会懇親会（（（（オプションオプションオプションオプション））））はははは「「「「おおおお食事処食事処食事処食事処」（」（」（」（会員会員会員会員のののの俣野暁美俣野暁美俣野暁美俣野暁美さんのおさんのおさんのおさんのお店店店店ですですですです。。。。))))にてにてにてにて。。。。

○○○○参加費参加費参加費参加費：：：：１１１１，，，，５００５００５００５００円円円円（（（（ストレッチテキストストレッチテキストストレッチテキストストレッチテキスト付付付付））））

＜＜＜＜別途経費別途経費別途経費別途経費＞＞＞＞入浴料入浴料入浴料入浴料９００９００９００９００円円円円

12121212::::45454545～～～～13131313::::00000000小田急多摩線小田急多摩線小田急多摩線小田急多摩線「「「「唐木田駅唐木田駅唐木田駅唐木田駅」＜」＜」＜」＜集合集合集合集合・・・・受付受付受付受付＞＞＞＞

13131313::::00000000～～～～13131313::::30303030「「「「ストレッチストレッチストレッチストレッチ指導指導指導指導」（」（」（」（会員会員会員会員のののの赤木一恵先生赤木一恵先生赤木一恵先生赤木一恵先生）　）　）　）　

13131313::::30303030～～～～16161616::::30303030「「「「小山田緑地小山田緑地小山田緑地小山田緑地」、「」、「」、「」、「尾根緑道尾根緑道尾根緑道尾根緑道」、「」、「」、「」、「都立小山内裏公園都立小山内裏公園都立小山内裏公園都立小山内裏公園」（」（」（」（約約約約７７７７㎞）㎞）㎞）㎞）をををを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウォークウォークウォークウォークでででで3333時間時間時間時間おおおお楽楽楽楽しみくださいしみくださいしみくださいしみください。。。。

-6-
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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〉〉〉〉    

〇平成 25 年度「山口七夕会山口支部総会」

を開催しました！ 

 山口支部では、8 月 11 日に平成 25 年度の山口

支部総会が開催されました。 
 総会に先立って、講演会が開催され山口市出身

の山口七夕会会員の梅田圭良、藤村啓両氏に講演

していただきました。 
講演の内容は、「オリンピックと山口」梅田圭

良会員、「裁判の仕事」藤村啓会員でした。 

＜「オリンピックと山口」梅田圭良会員＞ 

＜「裁判の仕事」藤村啓会員＞ 
講師の先生には紙面を借りて厚くお礼申し上げ

ます。 
東京からは、八木会長、山縣幹事長を始め沢山

の方においでいただきました。ありがとうござい

ました。 
講演会、総会、懇親会共に 32 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 

また、7 月末の豪雨災害に対してのお見舞いの

義援金を山口七夕会と参加者からの志として山

口市の吉田副市長に託しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜八木会長から義援金を吉田副市長に＞ 
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〈〈〈〈山口支部山口支部山口支部山口支部イベントイベントイベントイベント情報情報情報情報〉〉〉〉 

〇第 8回「山口七夕会山口支部ふるさと交流会」を開催します！ 

◇11 月 9 日（土）17：15～18：15 

◇講演会：17：15～18：15 パルトピア山口（防長青年館） 

〒753-0064 山口県山口市神田町 1-80 TEL:083-923-6088  FAX:083-923-0992 

◇演題（仮）「長州藩教育の源流」牛見真博先生（山口中央高校） 

◇交流会：18：30～20：30 シバ 〒753-0079 山口市糸米 2-7-45 TEL083-932-4802 

◇会費：6000 円（講演会のみ参加は 1000 円） 

◇参加申し込みは、事務局まで。 

〇第 1回「おいでませ山口・夢発見ウォーク」を開催します！ 

◇ウォーキングイベント（ウォークラリー） 

「おいでませ山口・夢発見ウォーク 第１回 亀山・象頭山・白狐の湯めぐりウォーキング」 

◇11 月 10 日（日）9：00～12：00 スタート：山口市役所、ゴール：湯田温泉井上公園（旧高田公園） 

市役所に集合して、赤木一恵先生（会員）のストレッチ・健康体操の指導を受けた後、亀山・象頭山・椹野川・

湯田温泉を巡ります。象頭山では、象頭山再生プロジェクトのメンバーの皆様から山口の歴史のレクチャーが

あります。スタンプラリーになっていてスタンプを３個集めると記念品がもらえます。 

◇参加費：1000 円（テキスト＆参加賞付き） 

◇オプションで、常盤の入浴・昼食（2000 円）が準備されています。 

＝実行委員長：福田百合子先生＝実行委員：入江幸江、坂本強、小林和弘、河内義文、佐藤英仁、山縣正彦 

詳しくは、事務局にお問い合わせください。 

◇参加申し込みは、事務局まで①氏名（フリガナ）②生年月日（年齢）③〒住所④電話＆ＦＡＸ番号⑤メールア

ドレス⑥昼食＆温泉入浴希望の有無をお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜象頭山ガイドマップ＞        ＜実行委員のみなさん・中央はアドバイザーの YCAM足立館長＞ 

＜事務局＞株式会社ケイズラブ：河内・藤野 

電話 083-927-7004、FAX 083-941-0020 

メール kslab@mve.biglobe.ne.jp 
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平成 25 年 10 月 3 日 

    

関関関関    和貴和貴和貴和貴    

〒 759-1512  山口市 阿東徳佐中 955 番地 

楽農部会楽農部会楽農部会楽農部会のののの記録記録記録記録とととと新米新米新米新米のごのごのごのご案内案内案内案内    

10 月となり朝夕の気温も 10℃近くなって参

りました。皆様には御健勝のこととお慶び申し

上げます。 

今年も七夕会山口支部楽農部会では、部会員

の皆さんや応援団の方々の活躍で無事収穫作

業を終えることが出来ました。 

当地、山口市阿東徳佐地区は 7 月に集中豪雨

に見舞われました。近所の集落では河川が氾濫

し、田畑は相当数が流失や埋没してしまいまし

た。幸いにも、私方は高台にありましたので、

家屋や田畑には被害が無く、何とか収穫の季節

を迎えることが出来ました。近所の百姓として

複雑な気持ちです。 

さて、今年の稲作に当たっては前年以上に減

農薬栽培に努めました。特に七夕会の交流田に

ついては、化学肥料の使用も控え、除草剤も使

用しておりません。『無農薬・無化学肥料』に

よる栽培を試みました。ただ、隣接する田から

の水が流れ込むのは止むを得ませんでした。私

方の田圃に於いても、田植え前の除草剤と、田

植え時に苗の消毒・除菌剤以外には薬剤を使っ

ておりません。ミツバチの減少で最近話題とな

っている『ネオニコチノイド』系の殺虫剤は使

用を見合わせました。このためカメムシやウン

カの食害にあった米も、少しばかり混入してお

りました。籾すり・精米の段階で光センサーを

当てて、『虫食い米』を可能な限り取り除いて

おります。 

ネオニコチノイド系農薬は昆虫類の神経回

路を断ち切ることで駆除するのですが、最近の

研究では人体(特に成長期の子供)への影響が

懸念されています。既にＥＵ諸国では使用が禁

止されております。私の圃場では使用すること

はありません。徳佐の子供たちの笑顔を見ると

使いたくないのです。 

今年の楽農部会の記録を以下に取り纏めま

した。MY RICE IN MY TANBO。オヤジたちの微

笑ましい夢の米作りです。  

 

 

田植え風景 国光さんと中電の方々。5 月 7日 

 

痛ましい豪雨災害の直後 山口線鍋倉駅付近。 

7 月 30 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員投稿会員投稿会員投稿会員投稿    
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減農薬でも立派に育ってくれました。 刈取り

直前の誇らしげな稲穂達です。9月 16日 

           

稲刈りとハザ掛け風景 右は入江副支部長。 

9月 21 日 

        

徳佐の朝霧を浴び、日中の乾燥気候で『湿』 

『乾』の繰り返しで米の水分量を調整しま 

す。 

米の水分量が 15％程度になり、脱穀・籾すり

と最終段階です。10 月 3 日 

取れた米は、約 120㎏/0.5反(5a=500㎡)で

無農薬栽培では上出来の部類です。『田植え』

と『稲刈り』に参加された方には『ハザ掛け米』

を無料にて配分いたします。1 回参加された方

には 2㎏、2回参加された方には 5㎏を差し上

げます。 

また、山口七夕会会員の方には縁故米価格で

お分けしております。 

○無農薬・無化学肥料 

ハザ掛け米(玄米)    ・・・450円/㎏   

○  同  (精米)    ・・・500円/㎏ 

 

○減農薬栽培米(玄米)・・320円/㎏(10㎏程度)  

○同(精米)     ・・380円/㎏(10㎏程度) 

 

※関東・関西地区の会員の方には、これに送料

実費が掛ります。詳しくは関 和貴まで。 

 

◎山口市阿東徳佐中 955 ℡(050)5207-8124 

携帯 0920-2751-1505 です。 
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＜山口七夕会・会員情報コーナー①＞ 

＜首都圏＞ 

会員の方や関係団体の公演の情報が届きましたので、お知らせします。 

＜山口＞
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＜山口七夕会・会員情報コーナー②＞ 

＜会員＞

八木重二郎会長が、明治日本の産業革命遺産=九州・山口と関連地域＝を世界

遺産に登録すること、産業国家の歴史・文化及び技術の歴史に関する教育啓蒙活

動と産業遺産の保全に資する事業を行うことを目的に設立された一般財団法人「産

業遺産国民会議」の理事長に就任されました。詳しくは、以下のホームページをご

覧ください。 

⇒http://www.sangyoisankokuminkaigi.com/ 

＜山口＞ 

 

 

 

 

 

＜山口七夕会・会報創刊号/原稿募集！＞ 

設立から 14 年目を迎えた山口七夕会も来年には設

立15 周年を迎えることから今後一年間の行動計画「山

口七夕会2013 アクションプログラム」を定めました。こ

の中に、「会報の創刊」があります。 

役員会で、「会報編集委員会」を設け、武内副会長、

山縣幹事長、吉松幹事を中心に 26 年3 月末の創刊を

めざすこととしました。一緒に編集をしていただく編集

員と原稿を以下のとおり募集しますので、会員の皆様

の積極的な応募をよろしくお願いします。 

１． 会報創刊号原稿募集 

(1)以下のテーマで原稿を募集します。 

① 私と山口七夕会～会発足から今までの出来

事やエピソードをお寄せ下さい。 

② 私と山口～山口にゆかりのある思い出から最

近の出来事までお寄せ下さい。 

③ 私の今～会員の方の今を語る原稿をお寄せ

下さい。 

 （２）字数 

より多くの方々の原稿を掲載するため、１，２００字

以下でお願いします。 

 （３）原稿締め切り：平成２５年１２月３１日必着 

 （４）創刊：平成２６年３月３１日（予定） 

２． 編集委員募集 

会報創刊号の発行をめざして、編集などの仕事を

一緒に行っていただく編集委員を募集します。経

験不問でやる気重視です。 

＜締め切り＞ 平成２５年１０月３１日 



山口七夕会会員一覧
平成２５年１０月現在

総会員数 331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

108 福井　廣海 436 矢儀　一仁 361 縄田　清

219 武内　衛子 465 内海　公介 449 竹村　順子

365 原元　典夫 75 末谷　芳朗 142 森脇　幸治

17 藤永　忠 127 藤井　忠俊 276 品川　和子

74 清水　邦夫 164 嶋　雅章 500 松田　勝彦

113 楠川　徹 179 熊谷　繁夫 501 松田　憲子

174 石井　志都子 264 國近　正子 524 田中　輝之

269 細谷 美子 393 河内　佑己 226 山縣　正彦 東京都あきる野市

277 宍道　晃 52 八木　重二郎 525 磯山　仲雄 東京都大島町

325 藤村　幸絵 160 戸倉　敏雄

342 米川　孝宏 189 石田　順康

373 内海　勝彦 251 森 清子 受付番号 氏名 住所

441 小林　洋平 336 坂　治彦 57 田中　邦治

233 田中 亨 東京都台東区 367 利重　尚義 76 多田　敏秋

348 河本　毅 394 益田　理 120 高橋　紀夫

442 小林　兼太 400 安田　博延 289 品川　征志

466 山本　麻里 410 匹田　吉朗 323 澤野　勝文

467 内山　誠一 432 後藤　大 340 引頭　和江

252 宮原　久美 468 八木　良子 341 藤永　範行

274 藤井　邦夫 472 太田　真 345 味村　知英

352 西木　富雄 67 久保　潤二 376 徳田　和美

15 酒井　和夫 153 吉原　勲 399 高木　俊彦

61 藤井　健次郎 416 大枝　幹夫 21 河村　良昭

425 小須賀　正典 445 堂山　充子 29 徳久　徹

344 原田　耕治 137 岡村　史利 東京都板橋区 34 小山　昭一郎

364 渡邊　史信 69 重宗　雄造 39 山根　和也

374 吉村　美旋律 79 山本　直和 117 藤井　朋憲

439 古賀　万希子 371 久重　剛志 176 藤井　靖史

44 森脇　逸男 390 瀨川　哲生 198 梶間谷　允

280 能地　修三 405 田原　貴美子 227 山本　克之

313 渡辺　勝正 437 松隈　昌子 231 矢原　武紀

358 柴田　知夏子 459 吉松　勇 232 久永 洋子

379 密田　孝代 485 白石　奈美 240 安田　和紘

423 土光　洋子 175 石井　能成 241 杉川  明

496 三隅　美奈子 31 野村　克政 256 辰巳 日出子

529 野村 昇 38 宮崎　隆晴 257 臼井 光太郎

80 山根　孝之 418 阿部　勝志 270 江川　紘史

122 蔵成　洋三 476 村野　仁 288 石津　浩二

278 日野　加代子 273 浜田　剛志 東京都北区 291 山本　博巳

326 大野　榮子 150 寺内　敬 東京都足立区 296 梅田　圭良

419 原　早苗 316 横田　理博 308 安田　雄彦

429 村田　常雄 377 徳田　成美 338 西嶋　一郎

448 小林　責 36 岡本　浩次 346 白鹿　敦己

456 池田　和典 320 小田　洋 363 山仲　秀子

506 吉村　節 471 赤木　一恵 386 宮本　忠政

522 原田　尚 11 津田　恭子 426 神足　謙治

530 山崎　直和 37 原田　喜久男 458 柳井　章雄

27 鬼武　正彦 406 佐藤　和雄 512 桂　靖雄

47 京野　賀典 181 白木　肇 204 佐々木　幹生 神奈川県横須賀市

62 原田　兆 295 倉石　肇 119 北村　勝彦 神奈川県鎌倉市

83 原野　和夫 327 俣野　暁美 422 林　健一 神奈川県南足柄市

115 小嶋　明 311 小野　美穂子 東京都狛江市 146 中村　隆夫

162 新関　祐子 392 山縣　迪彦 東京都東大和市 206 河野　義彦

190 賀屋　仁 454 森口　律子 東京都武蔵野市 385 三好　正信 神奈川県小田原市

236 野村 文昭 455 村重　盛紀 東京都三鷹市 163 石山　嘉平

378 藤村　啓 473 西村　卓也 東京都国分寺市 187 西嵜　守

424 大田　宗 138 伊藤　孝雄 380 玉屋　俊輔

474 佐鹿　妙子 337 持山　銀次郎 397 山根　征治

242 三井 髙公 370 杉山　茂 89 國司　由行 神奈川県中郡

248 末貞　哲郎 421 山田　一夫 東京都小平市 216 山本　篤 神奈川県足柄上郡

527 寺田　昌行 東京都葛飾区 391 山縣　徹彦 東京都東村山市

東京都新宿区

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

東京都西東京市

東京都八王子市

【神奈川県】 48名

東京都日野市

神奈川県川崎市

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

137名【東京都】

東京都文京区

東京都港区

東京都中野区

東京都豊島区

東京都立川市

東京都世田谷区

東京都目黒区

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

東京都練馬区

東京都杉並区
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山口七夕会会員一覧
平成２５年１０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 450 小笠原　貴芳江

42 板藤　滋 167 中畑　秋恵 451 島瀬　達也

215 重宗　弘久 172 白須　宏 452 藤野　宣子

294 河合　正克 351 渡辺　敬 453 平田　由美

407 藤嵜　美智子 209 金子　成彦 457 八木　政治

409 兄部　淑子 千葉県流山市 398 坂田　学 460 佐藤　英仁

247 安田 宏 千葉県我孫子市 14 寺下　英明 461 濱野　文彦

299 倉澤　進 260 吉川 美世子 462 宮川　英之

305 本永　茂 514 福田　俊郎 463 松浦　正明

356 板橋　初恵 302 三好　耕之 埼玉県八潮市 464 西村　弘文

382 松本　和江 303 野村　和成 469 山下　竜也

384 山根　洋平 355 玉城　利明 470 坂本　哲也

415 楠原　秀俊 210 藤永　俊明 埼玉県越谷市 475 庄　栄一郎

516 藤村　潔 319 大和　みち子 埼玉県春日部市 477 申神　正子

528 近藤　圭子 417 山本　坦 埼玉県蓮田市 478 田畑　貴之

357 吉村　敬直 千葉県鎌ヶ谷市 102 藤村　規 埼玉県川越市 479 中野　光昭

312 大嶋　愛子 千葉県船橋市 388 入山　アキ子 埼玉県狭山市 480 辰村　正人

300 村上　忠嗣 千葉県習志野市 328 三井　弘太郎 481 有田　敦

140 藤井　美和 千葉県八千代市 366 平　和俊 482 久保井　英雄

284 木村　均 6 原田　俊明 483 中野　勉

324 杉山　義孝 136 小口　ゆい 484 岡村　恵子

194 田中　洋 272 松田　省吉 埼玉県飯能市 486 山下　憲治

447 山本　啓子 301 弘中　治雄 埼玉県入間市 487 國村　栄次郎

53 山本　正生 千葉県佐倉市 268 上村　洋一郎 488 大下　哲治

20 冨田　捷治 千葉県八街市 339 磯野　日出夫 489 阿部　公彦

282 大村　享子 千葉県山武郡 360 野村　邦武 490 作間　悦次

297 浜中　イソ子 千葉県市原市 389 瀨川　紘史 491 岡本　暁彦

438 田村　廣修 492 福田　百合子

443 山崎　弘美 494 藤沖　まゆみ

446 森下　喜久雄 495 磯部　竜次

受付番号 氏名 住所 497 森山　亮一

186 佐々木　節子 茨城県土浦市 498 石川　弘之

499 松前　了嗣

502 中村　澄夫

受付番号 氏名 住所 503 井上　秀則

受付番号 氏名 住所 444 林　和彦 山口県下関市 504 大和　佳太

330 奥原　保 栃木県下都賀郡 322 末繁　哲雄 505 油川　誠

515 山縣　信彦 508 山田　禎二

387 河内　義文 山口県防府市 509 宮野　伸二

493 高村　正大 山口県周南市 511 安野　孝

受付番号 氏名 住所 396 山下　大輔 山口県柳井市 510 西村　亘代

188 三瓶　玲子 福島県石川郡 9 山本　和生 513 河村　和夫

107 渡辺　光 517 多々良　健司

183 関　和貴 518 神谷　裕司

184 吉田　充宏 519 相澤　哲朗

受付番号 氏名 住所 223 大田　哲夫 520 牛見　和博

368 阿川　清隆 大阪府豊中市 228 児玉　秀文 521 寺尾　佳恵

354 川口　由美子 523 松尾　昇子

359 藤井　哲男 526 仙田　達夫

375 齋藤　なお 531 小谷　典子

受付番号 氏名 住所 381 吉田　護昭

229 山根　多栄子 鳥取県米子市 383 髙邑　勉

395 河村　徹

401 石川　博一

402 国光　文夫 受付番号 法人名 住所

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

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

428 山口　進

430 八木　宗十郎

431 武永　家要彦

434 荒瀬　希淑

440 小林　訓二

埼玉県和光市

埼玉県所沢市

埼玉県新座市

埼玉県朝霞市

千葉県千葉市

山口県山口市

山口県宇部市

【平成25年度法人会員】

岩国市由宇町㈱ヒューマンティー

山口市秋穂西旭水産(有)

千葉県浦安市

3

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】続き30名【千葉県】 【埼玉県】27名

【島根県】

【福島県】 1名

82名【山口県】

【栃木県】 1名

【茨城県】 1名

1名

1名

【広島県】

1名

1名【鳥取県】

【大阪府】

山口県山口市

山口市嘉川金光酒造㈱4

2

山口市緑町㈱ヒューモア1
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