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いちごに地酒、成田山

今年の「春の宴」は

「バスで行くミステ

リーツアー」と題して行

き先、内容共に明かさ

ずに出発するというユ

ニークな企画で行いま

した。

４月５日（土）うすい先生、産方会長を初め会員１９名・ビジ

ター１名、計２０名の参加をいただき、小川会員のお見送りを

受けて午前９時に千葉ＮＴＴ前を出発。風は冷たかったもの

の天気は良好、絶好のお花見日和でした。

出発と同時に皆さんビールを片手にそれぞれに行き先を推

理してあそこだ、いやあっちだと楽しく始まりました。途中、

バスから見える桜は実に美しく、ビールの空き缶が増えていき

ました。

藤井いちご園から九十九里の守屋酒造へ
そうこうしているうちに初めの行き先である九十九里の藤

井いちご園に到着。３種類のいちごが用意され、それぞれ味

の特徴を楽しみながら美味しくいただきました。

いちごの味がまだ口の中に漂う中、次のミステリー地・

九十九里の地酒舞桜の守屋酒造に到着。昭和初期に建てられ

た蔵で社長のお話を伺いながら見学、酒作りの繊細さ、酒造タ

ンクの処理、酒税法への対応など酒作りのご苦労を教えてい

ただきました。

そのあと試飲にしては多めのお酒を販売所で味わい、気分

が高揚したところでいよいよランチタイムです。

磯料理のランチ、そして成田山へ
ランチは、海鮮和食・網焼き浜茶屋網元の新鮮な磯料理。

お刺身はもちろん、大きいハマグリも実に美味しく、大いに食

べて飲んで幸せな気分となりました。

最後のミステリーは成田山。少し冷たい風が心地よく、参道

をふらふらとそぞろ食べ歩きをしながら紺谷会員の兄弟堂さ

んをはじめ、お土産店を見て回りました。ほどよい疲れを感じ

たところで帰途に着き、夕方には千葉に無事到着しました。

ご参加くださいました会員の皆さま、ご協力いただいた親睦

委員の皆さま、ありがとうございました。

これで今期の親睦委員会の行事は終了致しました。

それぞれの行事にご参加いただきました会員の皆様に、あ

らためて厚く御礼申し上げます。

親睦行事は、研修会と並んで月星会の中心的な活動です。

行事を通しての会員同士の交流も意義あるものだと思います

し、今回の酒造会社見学のように、現地において新たな発見や

感動、学びも間違いなくあります。

来期の親睦行事にも、ぜひ多くの会員の方々やビジターさ

んが参加されることを期待いたします。

（親睦委員長・吉田光一）

藤井いちご園での味比べ

地酒舞桜の守屋酒造社長

皆でこぞっての試飲

ランチタイム 成田山

「春の宴」は、県内ミステリーツアー
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日の出の男を合唱

懇親会

産方会長挨拶

うすい先生挨拶
平成25年度第２回経営研修会を３月14日（金）にホテルグ

リーンタワー幕張において開催いたしました。

当日は会員30名、ビジター35名、合計65名というたくさん

の参加を頂きました。

テーマは「我が国、防衛の現況と問題点」
第１部の講演会には昨今の近隣諸国との諸問題等がマスコ

ミに取り上げられることも多いことから国防関係の講師をお

招きしました。

臼井先生が防衛大臣をされたこともあり、先生にお骨折り

いただき、第23代陸上幕僚長を歴任され、隊友会直前理事長

でもあります冨澤 暉氏です。

より国防に近い方の講演ですから参加された会員やビジ

ターの皆さまも熱心な姿勢で聞き入っていました。冨澤先生

は、「我が国、防衛の現況と問題点」をテーマに、事前にたくさ

んの資料もご用意され、日本の防衛について熱心にお話しく

ださいました。

内容はとてもわかりやすく、学ぶところも多かったと思い

ます。

講師参加の懇親会で質問コーナー
第２部の懇親会には38名の参加を頂きました。産方会長、

うすい先生の挨拶、乾杯と進み、歓談となりました。

今回は、冨澤先生が懇親会に参加頂けることもあり、アトラ

クションを設けず歓談や講師への質問等もできるようにして

みました。

懇親会の時間をあまり長く取れなかったこと、また多くの

ビジターにご参加いただき紹介に手間

取ってしまったことなど、反省点もあ

りましたが、中だるみすることもなく

有意義な時間を過ごせたのではない

でしょうか。

最後に「日の出の男」を参加者全員

で合唱し、無事終了いたしました。

当日はたくさんのご参加ご協力い

ただきありがとうございました。この

場をお借りして御礼申し上げます。

（研修委員会委員長　阿佐一郎）

〈講師　第23代陸上幕僚長・冨澤暉氏〉

いま注目の防衛問題に聞き入る！
平成25年度第２回経営研修会　　平成26年３月14日㈮ 於：ホテルグリーンタワー幕張
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＜会員企業訪問＞

先日テレビで”池上彰と考える借金大国ニッポン”という
番組を興味深く見た。この番組には、日本の若者たちと多
数の日本在住の外国人が出演していた。特に私の興味を引
いたのは日本の若者たちと外国人との反応の違いだ。
例えば、日本の若者たちの「昔の人が造った借金を、何

故私が払わなければならないの！？」との意見に対し、外国
人の「あなたに愛国心はないの？あなたもいずれ若者の世
話になるのよ。ギブ・アンド・テイクでしょ！」。また消費税
８％化に文句を言う日本の若者に対し、消費税２５％のデ
ンマークをはじめとする２０％を超える消費税の国の出演
者、なんと全員が「なに言ってんの！国に支払った金は巡り
巡って自分に帰ってくるんじゃない！だから不満はないは
ず！」といった掛け合いで日本と外国の考え方の違いがはっ
きりした。
此処で疑問が浮かんだ。国民の幸せとは何か？と言うこ

とだ。消費税の高い国は北欧に多く、人口は少なく国力は
弱いが、国民はすべからく国の施策に万感の信頼をしてい 元衆議院議員　臼井日出男

うすい日出男の
〈こくせいふかん〉の目

ᇦ

੪

る。一方、日本は経済的に
は進んでおり、平和で、欲
しいものは何でも手に入れ
ることが出来る環境だが、
若者たちは、決してそれに
満足することなく常に心に
不満を抱いている。一体国
民にとって国力の強大さと
国民の幸福とをどう考える
べきなのか、今改めて問う
てみる必要がある。
先般、内閣府が日本の人口の予測を発表した。要は現在
の１億２千万人の人口を維持するためには政策として毎年
２０万人の移民を受け入れる必要があるというのである。
この移民政策には問題点が多すぎてここで論ずることはし
ないが、最大の問題点は、この政策を押し進めるとやがて
純粋の日本人が少数民族となってしまう、つまり”日本が日
本ではなくなってしまう”ということだ。やはり我々日本人
は天皇を敬い、日本の伝統文化を大切にする国民性を大事
にすることが必要ではないか。とするならば、人口が五千
万人になった時、そこに生きる日本人の”幸福度”がどうな
のかを、デンマークをはじめとする北欧諸国などの、人口
が少なく税金こそ高いが、幸せ感に満ち満ちた国々に学ぶ
必要があるのではないか。

日本人の“未来の幸福”を考える
－人口が減ると国民は幸せになれないか？―

今季のスローガン「三つの輪」(人の輪・心の輪・笑顔

の輪)は宍倉直前会長から引き継がせて頂いた二つの輪に

「笑顔の輪」を追加した合作でした。さらに歴代の会長の

皆様の不連続の連続の思いであったと感じながらの１年

だったのです。

「学びのある会」を目指して例会に毎月卓話の講師を

お招きしたり最後に皆で歌ったりしました。歌は、東日本

大震災以来の復興に果たした可能性・力が絆を強くする

と信じ月星会にもとの考えからでした。「親睦と学び」は月

星会活動の両輪です。どちらが欠けても味気ないものに

なってしまうとの思いで各委員長さんも熱心に企画運営

頂きすばらしい成果をあげました。

特に印象深かったのは、昨年世界遺産に登録された「富

士山」を望む旅、睦研修旅行の２日目の早朝に2020年東京

オリンピック招致が決まり朝食の席で参加者全員で喜び

合えた事。又、経営研修会の参加者数がピンチになった

際、最終的に約70名の参加で開催できた時に「月星会は臼

井先生の大きな愛に見守られている」と実感した事です。

さらに会報の発行に

おいて、会員企業訪

問等の企画・年５回

発行への取組み･実

現等月星会の会長で

あったからこそ見る

ことの出来る景色に

巡り合えたかなと思

います。さらに財務

面での課題も皆様の

ご協力によりある程

度改善することがで

きました。今にして

思えばあっという間

の１年間で執行部・

各委員長・会員各位

のご協力の賜物と

厚く御礼申し上げま

す。感謝！

反省・改善点も多々ありましたが、今年度の成果を更に

月星会の将来に向けて発展させて頂けたらと思います。

─１年間会長を務めて─

産方会長手記
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6・7月のスケジュール

6/7㈯ 平成26年度 定時総会
 17:30受付　　18:00開会

会場：ホテルグリーンタワー幕張 3Fチェルシー

6/11㈬ 役 員 会 18:30開会  プラザ菜の花

6/18㈬ 定例夕食会 　 18:30開会  参加費 3,000円　　　　　　　　　  会場：鮨割烹みどり　  卓話未定

7/2㈬ 役 員 会 18:30開会  プラザ菜の花

7/16㈬ 定例夕食会 　 18:30開会  参加費 3,000円　　　　　　　　　  会場：鮨割烹みどり　  卓話未定

広報委員長を仰せつかり１年が経ちました。この１年間で歯科医師会という同業者の集団ではない、異業種交流

会である月星会の広報委員長として、個人的に会員企業訪問を通して、浅学非才な私が人間としてもっと成長した

いと考えていました。人間として成長出来たかどうかは、自分自身では残念ながら実感がまだありません。自分自

身の腹囲の成長は、実感がはっきりとあるのですが……。 （広報委員長　星野浩之）
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金田　俊彦氏 ㈱カネダ工作所
 代表取締役→取締役技術顧問

池田　正勝氏 ㈱池田商会
 代表取締役→取締役会長

池田　　徹氏 ㈱池田商会
 専務取締役→代表取締役

２月例会　２月25日（火）

受付開始17:50分、食事は18:00から、例会を18:30から

「鮨割烹 みどり」で開催しました。

今月の卓話は医療法人社団葵会 東京ベイ先端医療･幕張

クリニック 幡野和男院長様より『早期発見 身体にやさしい

がん治療』についてお話しを頂きました。

癌でも早期発見で治る。医療機器も年々進歩してわかり

にくかった場所でも今では発見できます。

３月例会　３月25日（火）

受付開始17:50分、食事は18:00から、例会を18:30から

「鮨割烹 みどり」で開催しました

今月の卓話は㈲井口薬局 代表取締役井口昌樹様より『中

高年男性の健康法』についてお話を頂きました。

長寿の心得をアンケートにより色々なデータをお持ちで、

還暦（60歳）から大還暦（120歳）までの楽しい生き方を教

えて頂きました。

４月例会　4月22日（火）

受付開始17:50分、食事は18:00から、例会を18:30から

例会委員会

幡野和男院長様 井口昌樹様 臼井正一様

「鮨割烹 みどり」で開催しました。

今月の卓話は、千葉県議会議員 臼井正一様より『県政報

告』についてお話を頂きました。

県政報告と言う幅広い千葉県の今動いてる事、考えてい

る事、様々な事を教えて頂きました。また、正ちゃん人気で

ビジターが11名も参加して頂きました。

５月例会　５月27日（火）

受付開始17:50分、食事は18:00から、例会を18:30から

「鮨割烹 みどり」で開催しました。

今月の卓話は、前習志野市副市長 島田行信様より『千葉

市政令都市への移行』についてお話を頂きました。

千葉市が政令都市になる時、まさに当時千葉市助役と言

う役職だった為、千葉市の歴史を当時の未来像をお話して頂

きました。

一年間ありがとうございました。

 （例会委員長　土屋文武）
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昭和54年2月20日生

血液型　 A型　 紹介者 臼井日出男、川名利夫
事業所名　医療法人社団 福寿会　鷲見医院
役　職　理事長
所在地　〒260-0834 千葉市中央区今井2-7-9
TEL.043-266-2660　FAX.043-262-9930
携帯電話　090-2229-6118

 e-mail： sstakahito@gmail.com
趣味：スノーボード、読書　　家族：妻・長男・次男

会員異動　新入会

役職変更

土屋達朗氏 ㈱永大 一身上の都合

退　会
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