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コロナ禍に負けない！令和３年度の総会を実施
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２年ぶりの定時総会
依然、出口が一向に見えないコロナ禍ですが、感染
対策を十分行いながら、２年ぶりに定期総会を開催す
ることを役員会で決定しました。
一月前に会員にご案内を出しましたが、残念ながら
反応はあまりよくありませんでした。千葉県において
も感染者の数が上向きなので仕方がないのですが、人

態を見ると、現下のコロナ禍を恨みたい気持ちにもなって

数が集まらないことの寂しさを禁じ得ません、

しまいます。

感染対策は、会場のホテルにおいては十分な換気、検温、
手指の消毒、座席は１テーブル２名のスクール形式とし、座

弁当
（かなり豪華）
とお土産で…

席の間にはアクリルパーテーションを置き、会では会員よ
り借用した次亜塩素噴霧器３台を設置しました。参加者に

総会は17時に開会宣言、続いて臼井正一会長挨拶。その

は健康管理シートを記入して入場していただくことにしま

後、議長に永田洋子さん、議事録署名人に片野洋子さんを選

した。また、３密を避けるために恒例の記念撮影、懇親会を

出して議事に入りました。議案は例年通り第１号議案から

断念しました。

第５号議案までで、それぞれ木村幹事長、臼井会長、内藤副
会長の提案説明があり採決の結果、すべて承認されました。

開催の１週間前にこれらの対策をご案内して動員に努め

引き続き役員の任命式を行い、２年ぶりの定時総会は、豪

ました。

華弁当と幕張ロールのお土産を持ち帰りいただき、無事お

結果、35名の会員の参加をいただきました。例年より少

開きとなりました。		

ないことは予想していましたが、実際に空き席ばかりの状

1

（事務局

川名利夫）

令和３年度月星会会長挨拶
会長

臼 井 正 一

皆様こんにちは。６月５日の定時総会にて再任させていただきまし
た臼井です。
今年度もいまだコロナ禍より抜け出せない状況が続いています。大
変な中ではありますが、活発な会活動を各委員長様にお願いしており

会長

臼 井 正 一

ます。その大変な時期でも強く推し進められる方々に委員長職を受け
ていただきましたので頼もしくもあります。
来年には 30 周年記念事業も控えまして、きっと皆様にも実りある
会行事をお届けできると私自身も楽しみにしております。
どうか今年度もよろしくお願いいたします。

新委員長挨拶
広報委員長

産 方 恒 好

例会委員長

今期、広報委員長を仰せつかりま

小 川 智 之

今年度の例会委員長を仰せつかり

した産方です。何度目かの広報委員

ました小川智之です。夕食例会は、

長になりますが、会を取り巻く状況

月星会の事業の中で基幹的なもの

は以前とまったく違います。違うの

で、会の活性化を図る上でも、夕食例

はむろん、コロナ禍においての会活

会の参加者を増やしていくことは極

動を余儀なくされていることです。

めて重要なことと考えております。

コロナ禍が収束に向かうまでは、会活動はある程度制限

そして、夕食例会のメインは何と言っても卓話でありま

して行わざるをえません。

すので、講師の選定については、なるべく皆様の興味が湧

しかしその一方で、会員同士の交流が制限されているか

くような方やテーマを選定していきたいと思っておりま

らこそ 「会報つきぼし」
にて会活動の状況や会員一人ひと

す。もしお奨めの講師がいましたら、ご推薦いただければ

りの率直な声を紙面でお伝えしなければならないと思っ

幸いです。

ています。それが広報員会の使命だと強く感じます。

１年間、よろしくお願いいたします。

前期も広報委員一人ひとりがそうした使命を感じ、月に
１回の委員会に集まってくださったと前任者から聞いて

親睦委員長

おります。
ただ、状況が状況ですから、どうしても入稿が遅くなっ

月星会会員の皆さま、こんにち

てしまったという面もあったようです。今期はできる限

は。親睦委員長の中島美香です。

り、遅れのない発行に努力したいと思っています。広報副

さて、今年は全国的に猛暑日が続

委員長をはじめ、委員の皆様と共に精一杯頑張っていきま

いていますね。

すのでご協力のほどを何卒よろしくお願いいたします。
研修委員長

中 島 美 香

感染対策ばかりに気を取られがち
ですが、熱中症対策を忘れてはいけません。こまめな水

鷲 見 隆 仁

分補給、ソーシャルディスタンスを確保したうえで屋外

皆様こんにちは。研修委員長の鷲

ではマスクをはずすなど、体調管理を万全に整えて、どう

見隆仁です。初めての研修委員会の

かこの夏を乗り切ってください。

委員長ということもあり、大変緊張

コロナ禍の終息は未だに見通せず厳しい状況が続いて

しておりますが、会員の皆様の経営

おりますが、このような時期であるからこそ会員相互の

に役立ち、多くの会員の皆様が喜ん

絆をつないでいく必要があると感じています。

で頂けるような研修会の開催をしていきたいと考えてお

引き続き感染対策に万全を期し、皆様からお知恵を拝

ります。

借しながら、安心安全な親睦活動を企画推進してまいり

１年間、委員会メンバー共々どうぞよろしくお願い致し
ます。

ますので、ご支援、ご協力の程、宜しくお願い致します。
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みんなどうしていますか～［第二弾］
前号で 「みんなどうしていますか～」というテーマで会員皆様に「つぶやき寄稿」をお願いしたところ、予想よ
りたくさんの数が集まりました。 やっぱり、会員同士が会えないというのは、とても寂しい状況なのですね。
というわけで、広報委員会は「みんなどうしていますか～」の第２弾を企画しました。
今回はオリンピック ・パラリンピック編です。 東京2020の延期や中止の声がスタート直前まで消えない状況の
中でオリンピックは始まりました。 始まれば皆、アスリートたちに熱い声援を送ります。 テレビ観戦ではあります
が、きっと誰もが声高に応援したのではないでしょうか。。
なお、皆様からの 「つぶやき」は大半、開催前にいただいたものですが、制作事情により掲載会報がお手元に届
くまで日数が経ってしまいました。 すみません!
どうそ、みんなの声を聞きながらオリンピックを振り返ってみてください。 （先生と会長以外は順不同）

▼臼井日出男先生

▼尾形文貴さん

ここ一年、ほとんど家に蟄居してお

私は高校時代にバトミントンをやっ

り撮り溜めたDVDを見ていました。

ていたので、特に男子シングルス金メ

野球、サッカーが観客OKで、五輪が駄

ダル候補の桃田選手を応援したいと

目っていうのはおかしい‼

思っています。
▼中島美香さん

▼臼井正一会長

せっかく観戦チケットを購入できた

築約50年の拙宅を全面改築中。費

のに一年延期されたあげく無観客開催

用を節約するため引っ越しは自分たち

とは…。日本人選手応援したいのに残

で、仮住まいに関しては、私は検見川の

念です。史上初の無観客開催のオリン

実家へ。家内と子供達は船橋の家内の

ピックで選手の気持ちや独特な環境で

実家へ。お陰様で夫婦仲はここ最近で

どのような記録が出るのかが楽しみな

最も良いです。

所であります。
▼木下英之さん

▼山本康昭さん

チケットを購入していたわけではな

当初よりテレビ観戦を予定。入場の

いので、いずれにしてもTVで楽しみま

状況よっては、パラ競技を観戦しようか

す。無観客な分、中継も創意工夫され

とも思います。

るでしょうから、より楽しめるのではと
期待しています。

▼霜礼次郎さん

▼川名利夫さん

35才のとき剣道でアキレス腱断裂。
剣を銃に持ちかえて、42才のときにク

まん延防止下ではスポーツバーと

レー射撃で日本選手権優勝。モスクワ

もならず、家でハイボールかレモンサ
ワー缶を片手に金メダル30個を期待し

五輪の候補選手。日本不参加。バル

てTV観戦です。無観客で選手のモチ

セロナ五輪日本選手団監督。東京パラ

ベーションはどうなるのでしょう ？

リンピック射撃競技主管会長として参
加。応援よろしくお願いいたします。
▼岩田代三さん
テレビのみ。すべて見る予定。

３

もこれから利用機会が増えてくるかもしれません。

例会委員会報告

（石原裕久）

4月例会報告 令和３年４月22日(木)

於：鮨割烹みどり

４月22日の例会では月星会会員でもある小名木隆男様よ
り、「光触媒におけるコロナウイルス対策等について」という
テーマで卓話をしていただきました。光触媒とは、光を受け
ることで除菌、消臭などの機能が発揮される触媒作用がある
酸化チタン等の物質のことを指し、住宅 ・医療等の分野で実
用化されています。光触媒
技術は日本が世界をリード
しているとのことで、革新的
な技術によって生活の利便
性、安心が高まることが期
待されます。 （石原裕久）

4月例会報告 令和３年6月24日(木)
令和３年４月22日(木)
6月例会報告

於：鮨割烹みどり

今回は、年度変わりの時期で講師選定に悩みましたが、前
任の例会委員長であります、医療法人社団福寿会鷲見医院の
院長であり、千葉市議会議員の鷲見隆仁氏に 「千葉市のコロ
ナ対策」
についてパワーポイントを用いて、こと細やかにご説
明いただきました。時宜に適った内容で参加者の方にも好評
５月例会報告 令和３年５月13日(木)

於：ZOOM

を博しました。なお、ワクチン接種は鷲見医院でも受け付け
ておりますので、ぜひご利用ください。また、臼井会長から来

５月13日の例会はZoomでの開催となりました。千葉市
経済農政局

年度の参議院選挙に千葉県選挙区から立候補する旨のご報告

鴻崎豊宏参事をお迎えして、千葉公園ドーム

がありました。皆さんでぜひ応

（千葉JPFドーム ・旧千葉競輪場）についてお話しいただ

援しましょう ！

きました。オリンピックや世界選手権などと同等の国際

（小川智之）

ルールに基づいて行われる 「250競輪」
としてリニューアル
する千葉の競輪、10月から開催予定とのことです。
全天候型のドーム施設で競輪だけでなく屋内スポーツや
イベントにも活用できるとのことで、競輪ファンでなくて

8 月〜10 月のスケジュール
8/26㈭ 夕 食 例 会

中止いたしました

9 /１㈬ 役 員 会

18時00分開会  寿司割烹みどり

9/24㈮ 夕 食 例 会

18:30開会 会場：鮨割烹みどり  
参加費 会員3,000円  ビジター 3,500円

10/6㈬ 役 員 会

会員異動 新入会
濱岡幸男氏
関東ホーム代表
（マンション戸建て住宅のリフォーム事業）
所 在 地 千葉市中央区南町2-10-1 若葉ビル４F
TEL. 043-266-9630 FAX. 043-208-5540

18時00分開会  寿司割烹みどり
行き先 東京都内（国会、迎賓館

10/10㈬ バスハイク  他）詳細未定

退

10/28㈭ 夕 食 例 会

片 岡 通 信 氏
星 野 浩 之 氏

18:30開会 会場：鮨割烹みどり  
参加費 会員3,000円  ビジター 3,500円

会
株式会社舞花
星野歯科クリニック

編集後記

久しぶりに会報制作に携わりました。正確には
「制作」
というよりも掲載記事の企画・選定への参画ですが、毎月、
副委員長や広報委員と忌憚のない議論をするのは楽しいものです。喉を潤しながらの進行ですが、後半はほとんど
「飲酒付きの雑談専科」
となります。でも、これがいいのです。飲酒専科になると結構、グッドアイデアが出てきた
りもします。コロナ禍なので時間は限定されますが、これからも飲酒会議を楽しみたいと思います。 （産方）
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