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第１回経営研修会 平成29年10月21日㈯

於：ホテルグリーンタワー幕張

採用難時代は「いかに人を育成するか」がカギ！

INDEX
第１回経営研修会 ……… 1
臼井先生連載 …………… 2
例会委員会報告 …… 2〜4
門山宏哲さん
選挙区から国会へ …… 3
新入会員・各種案内・
スケジュール・編集後記 … 4

10月21日㈯に第一回経営研
修会を行いました。講師には
㈱協同工芸社
長

箕輪

代表取締役社

晃氏を迎え、「採用

難の中、いかに人を採用して育
成するか！生き残りをかけた
戦い」をテーマにご講演してい
ただきました。
季節外れの台風21号が上陸
し、翌日は衆院選の投開票というあいにくの日程ではござ
いましたが、会員の方々を始め、商工会議所青年部の方々や
その他のビジターも合わせ、47名のご参加を頂きました。
この場を借りて御礼申し上げます。
「お客様の「想い」を伝える看板を作る会社」をモットーと
されている箕輪様のお話からは、従業員の方々への熱い想
いが垣間見え、アットホームな関係の中に生まれる信頼性・
協調性を大切になさっていることが伝わりました。またイ
ンターシップの活用やCSR活動（社会貢献活動）を行うこと
により、若手の活躍の場を設け、活気のある会社に育てるこ

おりますが、改めて課題の大きさを認識した研修会だった

とで、今回のテーマである、採用、育成、生き残るための戦い

と私自身思いました。

を実践していると理解しました。

次回の経営研修会は来年の２月を予定しております。多

採用難というこの環境下、
「いかに人を育成するか」が、会

くの方々のご参加をお待ちしております。よろしくお願い

社が生き残るための大きなポイントになることは承知して

致します。
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（経営研修委員長

早野泰広 記）

張をしたと言う話や、中国の水

うすい日出男の
の目
〈こくせいふかん〉

源地の買収の話は数え切れな
い。最近は中国企業による企
業買収の話もよく聞かれ、この
ままいくと、「日本」と言う名
前の別の国になってしまう危
険がある。

先日、月星会夕食会で、講師のドイツ人アーミン氏と
の雑談で、次の話を聞いた。
「最近はドイツに居ても、街

いま我が国では、北朝鮮が開

でドイツ語を聞くことが少なくなった。かつては日本
人が多くいたが、いまでは中国語や韓国語が良くきか

発発射した火星15号ミサイルへの恐怖や増大する中国

れる。中国人には土地も買いあさられている」と言うの

の軍事力と尖閣諸島に対する侵略への危機感ばかりに

だ。ドイツがドイツでなくなる危機感を述べたと感じた。

関心が集まっているが、もっと視野を広げた国防努力を
しなければならないと思う。こうした侵犯行為に対し

まだ日本ではそこまでの危機感はないが、実態は同

ては 「日本人に土地を売ることをしない国には、土地を

じような状況で、日本人がのんびりしすぎているにす

売らないという法律を作るべき」だと思うがどうだろう

ぎないのではないか。大分以前のことだが、「最近、高

か。残念乍ら自国の安全は 他国の善意に依存すること

層高級マンションが建っても、最上階の高級スペース

は出来ない 。この事を確りと胸に刻んで対処しなけれ

に住むのは、ほとんど中国人だ」と言う話を聞いたり、

ばならない。

北海道の千歳自衛隊基地の隣接地を中国人が買収しよ
元衆議院議員

うとしたと言う話や、新潟の中国領事館が、５千坪の拡

10月例会 平成29年10月26日㈭

例会委員会報告
９月例会 平成29年９月28日㈭

於：鮨割烹みどり

「会社は何のためにあるの

於：鮨割烹みどり

か」と題して（有）高山測量代表

「スーパードライ発売30年の

高山尚士氏にご講演いただ

歩み」と題して、アサヒビール千
葉統括支社長

臼井日出男

きました。学生の頃、肢体不自

中村昭彦氏をお

由児のボランティアから臼井

迎えしてスーパードライを中心

先生の父上、臼井荘一先生と出

としてアサヒビールの変遷をお

会い、世の中には人のために生

話しいただきました。ビール業

きる人生もあることに気付き、人生観が変わったそうです。

界の激烈な競争のなかで、様々な

父親から会社を引き継いでからは社員教育に重点を置き、

工夫や試行錯誤を行って売り上げを伸ばしたお話は臨場感
がありました。スライドでは昔のポスターや缶のロゴなど

初めてのお給料を親の前で正座してお礼を述べながら手渡

を見せて頂き、「そう言えばあったなー」と懐かしい思いも

すお話などは目頭が熱くなる思いでした。
参加者

させて頂きました。
参加者

会員30名

ビジター 2名

計32名
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会員29名

ビジター 1名

計30名

門山宏哲さん 選挙区から国会へ
平素より月星会の皆様には大変お世話になっておりま
す。先の衆議院議員総選挙におきましては、皆様からの大
いなるお支えを賜りまして、三たび国政に送っていただき
ました。小選挙区では初めての当選をさせていただきまし
たことにつき、ありがたく思うとともに改めて身が引き締
まる思いです。
国会議員として三期目の活動が既に始まっております。
皆様にお訴えさせていただきました政策の実現に向け、与
党の一員として、また国民・地域の皆さまの代表として全
力で活動しております。特に、憲法改正について、かつてな
い機運が高まっている現在、党内議論および国会での議論

これからも初心を忘れず、謙虚に誠実に、日本国のため、

を加速化させ、広範な国民の皆様の合意形成ができるよう

皆様のために粉骨砕身働かせていただきます。未来の子供

に、この分野では先駆者である臼井日出男先生にもなお一

たちのために、日本の政治、経済、文化が世界に誇れるもの

層のご指導を仰ぎながら、憲法改正の悲願をなし遂げるこ

だと胸を張って言えるような国づくりを目指して活動を続

とが、国政を預かるものとしてやらなければならないこと

けてまいります。月星会の皆様方のご指導とご鞭撻を賜り

であると考えております。

ますようよろしくお願い致します。

11月例会 平成29年11月22日㈬

於：鮨割烹みどり

12月例会 平成29年12月21日㈭

「人生は波乱万丈」と題して

今年最後の例会でゲス

（有）桜木観光代表 高柳啓一氏

ト講師をお招きしての企

に ご 講 演 頂 き ま し た。 学 生 の

画です。講師は相澤会員

頃、へリコプターのパイロット

のご尽力でこの季節にふ

に憧れ自衛官幹部候補生を目指

さわしい方をお招き出来

しましたが、千葉県からたった

ました。ドイツ人チェロ
奏者であり尺八古琴流師

１人の採用に断念。大学卒業後

範のアーミン・ローベッ

は会社員として三菱に入社。自

ク氏です。

動車・バスの営業マンとしてナンバーワン営業マンとして

1967年 ド イ ツ・ レ ム

活躍。しかし5年も勤めると、自身で会社を興したいと運送

ゴ市生まれ。音楽一家に

会社を創業。創業まもなく子どもも生まれ、順調に進展す

育ち、ケルン音楽大学に

ると思いきや、とても助かる見込みのない病に。同じ病室

てチェロの演奏家ディプ

の患者が亡くなるなか、奇跡的に回復。また何度か事故に

ロマを取得。卒業後、日

あったものの乗り切ったお話から、会社経営はつくづく波

本に６年間滞在して「日

乱万丈だなと感じました。
参加者

会員26名

ビジター 0名

於：鮨割烹みどり

本フィルハーモニー交響

計26名

楽団」に在籍。退団後は
ドイツに戻り数々のバ
ロック・アンサンブルに
て演奏活動を行う。在日
中に尺八と出会いその後2002年よりドイツにて一朝軒派の
故花田一茎先生に師事古琴流師範となった方です。
クリスマスとお正月を前にしてチェロ演奏と尺八演奏の
ぴったりの組み合わせ。参加者には相澤さん、衛藤さん、木
村修さんなど、久しぶりの方にもご参加頂きました。また、
金田夫人の寛子さんにはお着物でご参加頂き、華やかな雰
３

囲気のなか演奏が始まりました。最初はチェロで優雅な音

なお、新年1月6日（土）13時から放送される TBS ラジ

に皆さん聞き入っておりました。

オ（AM954）『久米宏 ラジオなんですけど』にアーミン・

続いて尺八の演奏ですが、その迫力たるや初めて聞いた

ローベック氏が出演しますので、ぜひお聴きください。

私は圧倒されました。尺八での演奏曲では「りんご追分、七

その後、新会員になる片岡通信氏の入会式や茂手木市議、

つの子、ふる里、遠き島」などの懐かしい曲もあり楽しく聞

小川市議、うすい県議による議会報告が行われ、華やかな

けました。演奏後にローベックさんから、尺八との出会い

12月例会となりました。

や真言宗に改宗したことなどを流暢な日本語でお話し頂き

参加者

会員27名

ビジター 5名

計32名

（例会委員長

ました。

平成30年

吉田光一）

広告チラシ同封サービスについて

新春の集い 賀詞交歓会のご案内

会社のPR等にご活用ください ！
商品紹介やイベント案内などのPRチラシを、

会員の皆様とご一緒に新春のひとときを大

会報つきぼしの発送封筒に同封するサービスを

いに盛り上げて祝いたいと存じます。お友達や

開始しました。約100名の月星会会員へお届け

お知り合いの方々をお誘い合わせてご参加く

する会員限定のサービスです。格安で効果的な

ださいますようお願い申し上げます。

広報手段としてぜひご利用ください。

親睦委員長

A4サイズ３〜４枚まで

宍倉龍子

１回3,000円。（紙限定 ・
サンプル等は不可）

プログラム
● 奈良崎正明さん（日本エンカフォンレコード）

詳細は事務局まで。

の歌謡ショーと楽しい
おしゃべり、女性会員
とのデュエット

１月〜３月のスケジュール

● 紺谷英和さんのウェル

１/10㈬ 役 員 会

カム三味線
● 空クジ無の初夢抽選会

会員異動

１/27㈯

新入会

昭和26年8月27日生

２/17㈯

18:30開会

ホテルグリーンタワー幕張
20F スカイバンケットルーム
参加費 会員5,000円 ビジター 6,000円
18:00開会

ホテル菜の花

第２回 経営研修会
詳細は委員会で検討中（乞うご期待を）

会 18:00開会 鮨・割烹みどり
２/22㈭ 夕 食 例 参加費
会員3,000円 ビジター 3,500円
３/７㈬ 役 員 会

会
昇氏

新春の集い 賀詞交換会

２/７㈬ 役 員 会

血液型 A 型
事業所名 有限会社舞花
役 職 代表取締役
所在地 千葉市花見川区千種町167−2
TEL. 043-250-5755
FAX. 043-259-8005
携帯電話 090-3216-5531
趣味：旅行
家族：妻、長女

横 田

ホテル菜の花

平成30年

片 岡 通 信

退

18:00開会

18:00開会

ホテル菜の花

３/22㈭ 夕 食 例 会

18:00開会 鮨・割烹みどり
参加費 会員3,000円 ビジター 3,500円

逝去のため

2017年を振り返って何か書こうと思ったところ、
「１年前の記憶が定かでない」
ことにまず気がつき、ちょっと
落ち込みました。年明け早々に誓ったダイエットは、秋までは順調でしたが、年末に入って元の木阿弥。2018年
に持ち越しになりそうです。2017年は下の娘が幼稚園に入り、2018年は上の娘が小学校に入ります。子どもた
ちの成長を何よりの楽しみにしつつ、私も体だけでなく中身を成長させていきます！
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（森本哲郎）

