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新年度のスタートにあたって。
新年度を迎え、学校や職場にフレッシュな空気が流れている今日この頃
ですが、会員のみなさまには益々ご健勝にお過ごしのこととお慶び申し上
げます。
山口七夕会は、昨年度、創立 15 周年を迎えました。会報の創刊や 15 周
年記念誌の発行、会旗の新調にあたっては、みなさまからご寄稿、ご協力を
いただき、誠にありがとうございました。
山口七夕会では、新しい体制で 2010 年に「山口七夕会２０２０ビジョン」を
定めましたが、今年は折り返しの年にあたります。会員のみなさまの意見を
結集して新機軸を加え、向こう５か年の計画として、夏の総会でリニュ－アル
します。
そして、東京と山口を両極として、会員の輪を広げ、活動の充実を図っていきますので、みなさまから
お知恵を頂戴するなどよろしくご協力をお願いします。
また、私が代表理事を務めております、一般財団法人産業遺産国民会議では、「明治日本の産業革
命遺産 九州・山口と関連地域」の世界遺産登録をめざしています。今後、最終登録に向けて佳境の時
期を迎えますが、7 月初旬には山口県にも世界遺産が誕生することをみなさんと共に喜ぶことができれ
ば幸いです。
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会 長
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○「山口七夕会２０２０ビジョン」リニューアル・アンケート
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【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）
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平成２７年４月４日
山口七夕会会員・関係者 各位
平成２７年度山口七夕会山口本部交流会「第２回音楽祭 輪―Rin―」のご案内について
山口七夕会山口本部
本部長 児玉 秀文
春陽の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、山口七夕会山口本部では、今年度も会員間の親睦を図り、更なる輪を広げることを目的に下記のとおり交流会
を開催いたします。本交流会は、山口七夕会会員のみならず、会員関係者や山口市にゆかりのある方であればどなた
でもご参加いただけます。お誘い合せの上、是非、ご参加ください。
記
【日 時】 平成２７年５月２３日(土) １８時００分～２１時００分 (受付１７時４０分～)
【場 所】 ポルシェセンター山口 １階ショールーム (山口日産自動車㈱オートモール内)
〒753-0214 山口市大内御堀 1220-1
【会 費】 5000 円(食事、飲み付き)
【定 員】 ７０名程度
【出 演】 トロンボーン演奏 小野 隆洋
ピアノ演奏 橋本 絹代
カリンバ演奏 中野 光次郎
バンド演奏 BHW (坂本 哲也、米本 潔、田中 茂秋)
みっくすじゅぅす (神田 梨沙、金子 家忠、松本 浩)
Silvew Fox (田中 隆、山根 幼子、田中 節子)
他
【お申込み締め切り】
平成２７年５月９日(土) まで
【お申込み先】
山口七夕会山口本部事務局
メール fumimalu@c-able.ne.jp
FAX 083-924-1263
※ 別紙により、参加者氏名、職業、住所、連絡先(メールアドレス、電話番号等)を記載の上、メール又は FAX でお
申込みください。
【お問い合わせ先】
山口七夕会山口本部事務局 (担当 濱野)
電 話 080-4267-1906
メール fumimalu@c-able.ne.jp
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＝山口七夕会総会＆山口本部総会／会員イベント予告＝
◇山口七夕会総会/予告
○日時：7 月 25 日（土）
◆10 時から 11 時：総会
◆11 時から 12 時：講演会
『スローライフ at 徳佐with 七夕会』～『肩の凝らない農的な生き方』～
（ほほえみの郷「関農場」代表/関和貴、山口七夕会会員、楽農部会長）
千葉県からUターンしての山口七夕会楽農部会3年の取り組みや帰農、阿東徳佐での米作りから酒米作りに至る経緯
などについてお話しいただきます。
○場所：霞ヶ関ビル 35 階「東海大学校友会館」
○会費：7 千円
◇山口七夕会山口本部総会/予告
例年、「山中・山高同窓会総会」の後の夕方 16 時から山口市湯田温泉で開催しています。
○日時：8 月 16 日（日）
◆16 時から 17 時：講演会/卓話
１． 山仲秀子会員
「妻として母としての海外駐在生活～アパルトヘイト時代の南アフリカ共和国、ケープタウンとラス
パルマスの日々～」
２． 白石奈美会員
「影絵と劇団『角笛』の活動」
３． 法人会員㈱村重酒造/代表取締役社長/村重雅崇
「村重酒造 今後の展望」
◆17 時から 18 時：総会
◆18 時から 20 時：懇親会
○場所：西の雅「常盤」（山口市湯田温泉）
○会費：6 千円
◇会員イベント/予告
○バッハ礼讃音楽会～音楽で綴るバッハ物語～（入場無料）
◆日時：平成 27 年 7 月 26 日（日）14 時
◆場所：旧県会議事堂（山口市滝町 1 番 1 号）
◆主催：イコール式音楽研究所（橋本絹代会員）
◇山口七夕会・会報第2号/原稿募集！<締切迫る！4月30日＞
(1) 「編集委員会」（編集委員長：武内副会長）では、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。
④ 「自由テーマ」～山口七夕会の活動に関連するものを掲載させていただきます。
（２）字数
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２７年４月３０日必着
（４）送り先： □メール：yamagata1954@utopia.ocn.ne.jp（電子データ：Word、テキストなどでお願いします。）
（５）発刊：平成２７年７月（予定）
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《山口七夕会・第 22 回会員交流会を開催しました！》【東京】

【八木会長/挨拶】

【卓話/山仲秀子会員】

平成 27 年 3 月 1 日（日）、霞ヶ関ビル 35 階の東海大学校友会館で、第 22 回
会員交流会を 43 名の参加で開催しました。
先ず、八木会長から山口七夕会の平成 26 年の活動や設立 15 周年の取り組
みについて会員各位からのご協力について御礼があり、続いて今後の「山口
七夕会 2020 ビジョン」のリニューアルや明治産業革命遺産の世界遺産登録に
向けての動きについて、報告と協力のお願いがありました。
次に、恒例となった会員、法人会員代表からの卓話は、以下の 3 名の方々
から貴重な体験やお仕事についてのお話をいただきました。
○山仲秀子会員：「妻として母としての海外駐在生活～アパルトヘイト時代の
南アフリカ共和国、ケープタウンとラスパルマスの日々～」
○白石奈美会員：「影絵と劇団『角笛』の活動」
○法人会員㈱村重酒造/代表取締役社長/村重雅崇：「村重酒造 今後の展
望」
つづいて、山口県東京事務所の村田太所長と防長倶楽部の村野仁事務局
長から近況報告をいただきました。最後に幹事長の山縣から昨年秋以降の山
口や東京での活動について会務報告をしました。
懇親会は、石田順康副会長の乾杯の音頭でスタート！懇親の合間には、会
員や同伴者の近況報告や新会員の自己紹介がありました。また、俣野会員の
紹介で参加された京王ストア相談役の内藤雅氏から少子高齢社会が進む中で
の消費動向や経済活動、また、京王ストアで扱っておられる山口県産の食材
や近年人気の高い山口県の地酒の魅力などについて語っていただきました。
【山縣/記】

【村田/山口県東京事務所長】

【村野/防長倶楽部事務局長】

【卓話/白石奈美会員】

【卓話/村重酒造・村重雅崇社長】
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【内藤/京王ストア/相談役】

【石田/副会長】

