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「チャレンジプラン 2015 to 2020」を策定しました！ 

記録的な猛暑の日々が去り、秋本番の 10月を迎えて、会員のみなさまには益々ご健勝にお過ごし
のことと存じます。 
さて、7月の定時総会では、今後の 5年間の中期計画として「山口七夕会２０２０ビジョン」

を改訂して「チャレンジプラン 2015 to 2020」を策定しました。「継続は力！みなさんが主役で
す！」のサブタイトルを付けて、 
１．「ふるさと納税」の推進と財政基盤の確立！ 
２．会員の拡大と組織の充実！ 
３．「祭り」で交流、全国からアジアへ！ 
を三本柱に具体的な数値目標も定めました。また、次の世代を見据えて 50代から 30代の若手の役
員を新たに選出しました。長州の伝統である先見性と若い力の活用によって、山口七夕会の活動をさら
に盛り上げて行くことができると考えています。 
 また、会報山口七会第 2号も一年の活動を記録し、多くの会員の方から寄稿をいただいて発行
できましたので、みなさんにお届けします。 
時を同じくして、うれしい知らせが山口から届きました。郷土山口市では平成の大合併で新しく市域

を広げた山口市誕生から 10年を記念して「山口市誕生 10周年記念式典」が 10月 3日に執り行われま
した。この式典で、山口七夕会が特別表彰を受賞しました。この受賞を会員のみなさまと共に喜ぶととも
にさらなる山口七夕会の活動の充実とふるさと山口市の発展に寄与できるよう努める決意を新たにした
ところです。会員のみなさまのご支援とご協力をよろしくお願いします。 
      平成 27（2015年）年 10月        

山口七夕会  幹事長  山縣 正彦  
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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」（７月、８月、９月、１０月１日号）   ○「会報 山口七夕会」第 2号 

○平成２７年度山口七夕会山口本部 秋の講演・交流会の開催について(ご案内) 【１１月２１日(土)】 

○平成２７年度山口七夕会東京本部 秋の講演・交流会の開催について(ご案内) 【１２月１２日(土)】 

○山口市からのお知らせ「ふるさとやまぐち寄附金」にご協力をお願いします」 

○東京やまぐちフェスタ2015＆世田谷・幕末維新ウォークラリー（大阪以東の会員配布） 

【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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山口市誕生１０周年記念式典にて特別表彰！ 

山口七夕会が、平成２７年１０月３日（土）に開催された山口市誕生１０周年式典において、特別表彰を

受章しました。 

式典には、八木会長の代理として、児玉山口七夕会山口本部長が出席しました。 

今後とも、ふるさとやまぐちの活性化につながるような取り組みを行ってまいりますので、会員のみなさまの

御支援と御協力をよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

        

10月3日（土）に山口市民会館大ホールにおいて執り行われました「山口市誕生１０周年記念式典」にて、山口

七夕会が特別表彰を受賞しました。八木重二郎会長の代理で山口本部長としてお受けしました。 

 山口七夕会は東京の山口市人会（設立１６年）ですが、今では山口本部会員も活動開始６年で１２０名を超えま

した。 

 今回の特別表彰は、東京・山口 ３６０余名の会員全員の活動が評価されたものです。 

 ありがとうございました。 

 

平成 27年（2015年）10月 3日 

山口七夕会 山口本部長 児玉 秀文 

 

■特別表彰 

山口七夕会（会長 八木 重二郎） 

山口市をこよなく愛し、山口市の発展を願う人々の会として、首都圏を中心に、山口市出

身者の方および山口市にゆかりのある方たちが集まって平成１１年に創られた。郷土山口

市のますますの発展に御尽力されるとともに、会員相互のネットワークの拡大やふるさと

やまぐちとの情報交換に継続的に取り組まれ、山口市の活性化に寄与されている。 
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「ねついぜ！レノファ ねついぜ！山口七夕会」 

悠久の歴史の流れの中で、長州には幾度も天下分け目

の時が訪れる。2015年9月20日。レノファの歴史にも、レノ

ファン（著者はレノファのサポーター、熱いファンをレノファ

ンと呼ぶ）の心にも、この日の戦（いくさ）は天下負け目の戦

として、永遠に刻まれるに違いない。 

大型連休となった、シルバーウィーク二日目の夜。町田

市立陸上競技場が、しぶとく存在感を示す夏の暑さと、レノ

ファンの熱気に満たされた。この日の開戦、キックオフは、

アウエイの洗礼か「花燃ゆ」放映と重なる 19 時に。どっこい、

レノファンはそんなことで動揺しない。 

16時 30分に会場

入りされた山口七夕

会の大先輩、山口高

校69期の利重先輩、

山根先輩はもちろん、

長州から大勢のレノ

ファンが到着し、数で

圧倒する町田ゼルビアファンを迎え撃つ。レノファンは知っ

ている。サポーターの価値は数で計られるものではない。

熱と志で決まる。J3 維新は民（レノファン）の力によってこそ

成功するとばかり、山鹿流（筆者の妄想）陣太鼓にあわせ、

「レノーファやまぐち！」のコールが熱い。開戦直後より選手

間の小競り合いが頻発。この一戦が、お互いの意地の壮絶

なぶつかり合いであることが伝わってくる。 

そして前半36分、古巣への恩返しとばかりに岸田選手の

先制ゴールが生まれる。一旦は同点に追いつかれるものの、

勝ち越し点はＰＫでゲット。そして鮮やかなパス回しから、

追加点が生まれる。 

レノファンのボルテージが高まる中、ついに迎えた歓喜

の瞬間。ゲーム終了のホイッスルは、町田ファンのため息を

かき消すかのように響きわたった。勝利を喜ぶ選手のダン

スとレノファンの雄たけびに、J2 が近いことを感じつつ競技

場を後にする。大田兄、片山兄の山高86期同期に、埼玉か

ら駆けつけてくれた著者の後輩永野君を交え、熱い祝勝会

は深夜まで続いた。 

山口七夕会は長

州のリノベーション、

ファイトを支えていく。

強いぜ！レノファ、 

ねついぜ！レノファ

ン。（椙山幹事/東京本

部長・記） 

 

 

 

 

 

 

 

～この秋、やまぐちの魅力が集結！ 

東京の中のやまぐちを楽しもう～ 
 山口県東京営業本部から以下の通信が届きました。 

同封のチラシをご覧いただき、今が旬の「山口県」を満喫し

ましょう!! 

なお、10 月 24 日（土）開催の『 世田谷幕末維新ウォーク

ラリー 』では、武内衛子・副会長と私が受付でお待ちしてお

ります。イベントの詳細は、同封しております以下のチラシ

をご覧ください。     （幹事長・山縣/記） 

１．東京やまぐちフェスタ 2015（大阪以東の会員配布） 

２．世田谷・幕末維新ウォークラリー（同上） 

■□□□□■□□□■□□□□■  

『 山口県応援隊東京本部 』  通信  

          （９月３０日号） 

■□□□□■□□□■□□□□■ 

 〓★１０月イベント★〓 

□24日(土） ■東京やまぐちフェスタ 2015■  

【イベント】 『 世田谷幕末維新ウォークラリー 』 

（申込締切:１０/９）   

■┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏■  

『 東京やまぐちフェスタ 2015 』 開催!!!  

■┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏■  

１０月～11月に下記のイベントを開催します!! 

皆様のご参加をお待ちしています!!  

①三茶でやまぐち食べちゃろ祭り  

②世田谷幕末維新ウォークラリー  

③やまぐち在京学生フォーラム   

④おいでませ山口館フェア  

⑤ゆかりのお店食べちゃろキャンペーン  

⑥霞マルシェ 2015  

⑦やまぐち地酒維新  

⑧「紀ノ国屋」山口フェア  

⑨萩・世田谷幕末維新祭り  

⑩ホテル協賛イベント   

詳しくはこちら→http://www.oidemase-t.jp/tokyoin/fest/  

<お問合せ等連絡先>            

山口県東京営業本部 電話 ０３－３５０２－３３５５ 

ＦＡＸ ０３－３５０２－５４７０   

E-mail a10001@pref.yamaguchi.lg.jp 

 

 

 

http://www.oidemase-t.jp/tokyoin/fest/
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＝平成27年度山口七夕会定時総会を開催しました＝ 

7月25日（土）、東海大学校友会館に於いて石田副会長

の進行で定時総会を開催しました。 

八木会長の挨拶に続いて、山口からおいでいただいた

渡辺市長、原市議会議長様から挨拶をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

【渡辺/山口市長】        【原/山口市議会議長】 

続いて、会則に則り八木会長を議長に選出して定時総会

の議事に入り、すべての議案を承認いただきました。 

＜議事＞（説明：山縣幹事長、濱野山口本部事務局長） 

議案第１号 平成26年度事業報告について 

議案第２号 平成 26 年度収支決算及び監査報告について

（報告：矢儀、原監事） 

議案第３号「山口七夕会２０２０ビジョン」の改訂 

及び「チャレンジプラン 2015 to 2020」の策定について 

議案第４号 平成27年度事業計画（案）について 

議案第５号 平成27年度予算（案）について 

議案第６号 幹事の選任(案) について 

 また、今回を機に後進

に道を譲られた原田幹事

から退任の挨拶、後任に

指名いただいた杉山幹事

について指名に至った経

緯の紹介がありました。  

  

 

講演会は、千葉県から山口市阿東徳佐にUターンして農業

を営まれる会員で山口本部楽

農部会長の関 和貴氏に「スロ

ーライフ at徳佐with山口七夕

会」と題してお話しいただきま

した。 三年間の阿東徳佐で

農業や生活体験、今後の抱負

を語っていただきました。 

 

 

続いて吉松幹事の司会進行で懇親会が、恒例の全員合

唱を山仲幹事の指揮で「吉田松陰」を歌い、石田副会長の

乾杯の音頭でスタートしました。    

初めて参加の方の紹介や会員

の近況報告があり、また、恒例のじ

ゃんけん大会も松冨/ 総合政策部

長を相手に白熱した戦いが繰り広

げられました。 

締めは武内副会長が元気一杯に

執り行い、お開きとなりました。  

 

 

 

 

 

【じゃんけん大会の模様】 

 

 

 

 

 

   

 

 

 【原田幹事/退任挨拶】 【新任の椙山、岡本、濱野幹事】  【締め/武内副会長】 

【乾杯/石田副会長】 

【関 和貴氏/会員】 
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＝平成27年度山口本部総会を開催しました＝ 

８月１６日(日)西の雅常盤（山口市湯田温泉）において山

口本部総会を開催しました。＜参加者：57名＞ 

総会に先立つ講演会は、卓話形式で次の三人の会員か

ら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、ケープタウンとスペイ

ン・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」 

総会は、若手の山下/山口本部事務局員の進行で、児玉

/山口本部長のあいさつから始まりました。 

続いて来賓としてご出席いただいた吉田副市長、原市議

会議長、氏家市議会副議長様を代表して吉田副市長、原市

議会議長様からご挨拶をいただきました。 

【【吉田/副市長】         【原/市議会議長】 

総会では、以下の報告、議案を全て承認いただきました。 

（１）報告第１号 平成２７年度山口七夕会定時総会 

（２）議案第１号 平成２６年度山口七夕会山口本部事業報

告 

（３）議案第２号 平成２７年度山口七夕会山口本部事業計

計画(案) 

引き続いて懇親会は、八木重二

郎会長からの明治産業革命遺産の

世界遺産登録決定の報告、関係各

位の協力に対しての御礼と山口七

夕会の今後の活動の方向性につい

ての挨拶から始まり、氏永市議会副

議長様の乾杯の音頭  

で賑やかにスタートしました。     

途中、新しい会員や会員の関係 

される同窓会の活動状況を報告い  

ただきながら和やかに懇親の輪が 

広がっていました。 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

 

 【八木/会長】 

 

【

【氏永/市議会副議長】 

 

【山仲秀子会員/卓話】 

 

【白石奈美会員/卓話】 

 

【村重雅崇会員/卓話】 

 

【吉田副市長とじゃんけん大会】  【学生会員第 1 号門周祐

さん（山大3回生）】 



（敬称略）

原　田　俊　明 杉　山　　　茂

安　 田　　 宏 椙　山　俊　哉

河　内　義　文 濱　野　文　彦

重　宗　雄　造 岡　本　暁　彦

久　保　潤　二 奥　原　光一朗

氏名

八 木 重 二 郎

石　田　順　康

武　内　衛　子

山　縣　正　彦

杉　山　　　茂 （新任）

平　林　英　昭

竹　重　高　志

椙　山　俊　哉 （新任）

大　嶋　愛　子

渡　邊　史　信

濱　野　文　彦 （新任）

岡　本　暁　彦 （新任）

山　仲　秀　子

奥　原　光一朗 （新任）

吉　松　　　勇

曽　我　徳  將

 原　　 早　苗

原　野　和　夫

山　本　和　生

村　田　太　　

氏名 担当 氏名 担当

児玉秀文 椙山俊哉

入江幸江　　　　　 杉山　茂

濱野文彦　　　　　 岡本暁彦

関　和貴　　　　　 楽農部会長 大嶋愛子

橋本絹代　　　　　 音楽部会長 田原貴美子

申神正子 大田　宗

杉本理恵子 伊藤　晋

庄　栄一郎 奥原光一朗

牛見和博　 徳地地区 引頭和江 会計担当

山下大輔 会計担当 大枝幹夫

国光文夫

原田茂樹　　　　 小郡地区

吉田充宏

山本和生　　　　

山下憲治　　　　

顧問

山口七夕会顧問

アドバイザー

＜山口本部役員＞ ＜東京本部役員＞
役職

本部長

副本部長

事務局長

事務局

監事

役職

本部長

副本部長

事務局長

事務局

監事

理事の交代(平成27年度定時総会議案第3号）

＜山口七夕会/東京本部/山口本部・役員一覧表＞

役職名

山口七夕会通信

２　新任幹事１　退任幹事

監　事

顧　問

幹　事

会　長

副会長

幹事長
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