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於・ホテルグリーンタワー幕張

尾形会長から林新会長へバトン
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平成28年６月４日（土曜日）、ホテルグリーンタワー幕張
において28年度定時総会が開催されました。
会員数が100名を割る中、参加者も過半数を下回ることが

の後、新役員の任命

懸念されましたが、総会には会員50名、懇親会にはビジター

式が行われました。

等併せて55名の参加をいただきました。

林新会長へは臼井先

第一部では、司会を木村光慶氏がつとめ、尾形会長の挨拶

生から認証状が手渡

の後、議長が選出され、議長には内藤太氏、議事録署名人に

され、林新会長から

は吉田光一氏がそれぞれ選任されました。

新役員へ任命証が手

はじめに、岩田幹事長より活動及び会計報告を、林副会長

渡され「威樹丸」の船

より来期の活動方針や予算、役員構成案等が上程され、すべ

出となりました。

て承認されました。

その後、髙柳相談役の発声で乾杯、参議院候補者の猪口邦

第二部では臼井先生による特別講演「なぜ、いま憲法改正

子先生も駆けつけ和やかな懇親会となりました。

か‼」を拝聴。会報連載の「こくせいふかんの目」の総まと

また、特別ゲストとして、宍倉相談役のお孫さんの宍倉秋

めともいえる内容で、参議院選を前に、日本の国防のあり方

穂さんが素晴らしいピアノ演奏を披露され、総会に花を添

や、憲法改正の意義等を改めて考える時間になったのでは

えて下さいました。

ないでしょうか。

最後に臼井正一氏と共に副会長に任命された木下副会長
の中締めの挨拶をもって28年度総会は終了しました。

若さの新役員に期待

会員数の減少に伴い年々厳しい運営状況となるなか、昨

恒例の写真撮影で和やかに空気になったところで第３部

年度にも増して若返った新役員に大いなる期待をして報告

の懇親会が始まりました。尾形会長の任期最後の会長挨拶

を締めくくります。
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（事務局記）

新会長あいさ つ
返りながら且つこれからの会の発展にいささかでも貢献出

テーマは「創立25周年を機に飛躍・発展」

来ればと身の引き締まる思いでいっぱいでございます。
本年は「創立25周年を機に飛躍・発展」をテーマに各会員

平成28年度月星会
会長

林

が積極的に会活動に参加し、学び、連携して地域の発展に貢

威 樹

献できる企業経営者を目指す一年にしたいと考えておりま

本年度、月星会会長を拝命致し

す。

ました林でございます。

そのために会員の出席率を高める充実した委員会活動を

諸先輩が多数おられる中、若輩

行い、新会員の入会増強を図ります。またテーマにも掲げ

者の身でこの大役はいささか荷が

た創立25周年の記念行事の成功を目指して会員の皆様と共

重く、ご辞退申し上げましたが皆

に取り組みます。

様からのご推薦で４日の定時総会で着任させて頂きました。

会員皆様の絶大なるご協力とご指導、ご鞭撻を心よりお

本年は月星会が創立されて25周年の記念の年に当たりま

願い申し上げまして年度初めに当たり私のご挨拶とさせて

す。これまで会員皆様方が築いてこられた会の歴史を振り

川柳コンテスト

特選
（２作品）

頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。

「 私 の 夏・お 盆・家 族 」

初孫に そっと頬づり 婆ちゃん似

選考結果発表！
百夜月（木村光慶）

【選者講評】 愛孫と愛妻と重ねて心がなごむ。

煩悩の 憂いを流す 蝉時雨

恒吉（産方恒吉）

【選者講評】 とてもきれいな句。心洗われる。

入選
（５作品）

佳作
（４作品）

受 賞 外
応募作品
（応募多数のため、
詠み手１名につき受
賞作を含めて２作
品までの掲載としま
す）

小さな手 合わせて感謝の 墓まいり
年ごとに 夜のネオンが 遠ざかる
孫来ても 5分でじーさん もてあまし
墓そうじ 末は我が家か 力入れ
夏休み ダムも財布も 底ついた
内緒だよ 真夏の夜の 熱い夢
孫たちの プールの水も 節水し
巣立ちゆき 家の広さが 目にしみる
年ですネ 孫も今年は 選挙権
還暦さ 5回目じゃなく 6回目
元気だネー 言われて思う その歳か
涙腺も 詰まっているか 舛添氏
涙伏せ 我が子迎える 盆飾り
牛や馬 あっちの世界も 大渋滞
菩提寺が バイクとばして 壇まわり
せみの声 先祖の顔を 思いだす
忘れてた！ 息子が告げる 夫の命日
なき父母の 教えを思う 盆提灯
大飯に よくぞ育てり 背越えし子
お盆玉 仏も孫も 金次第
この夏は 特別熱いぞ 4年ごと
年二回 期待してます ぼんとくれ
夏は来ぬ うなぎ食べたし 値は高し
中高年 フードコートで クールシェア
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百夜月
尾形文貴
山本康昭
珍宝山萬光寺住職  淫行覚柳生（髙柳啓一）
かわな野 案山子（川名利夫）
金田敏彦
淫行覚柳生
淫行覚柳生
片野洋子

山本康昭
池田正勝
池田正勝
金田敏彦
でーひー（木下英之）
かわな野 案山子（川名利夫）
鷲見隆仁
片野洋子
恒吉
☆の王子様
（星野浩之）
☆の王子様
選者総評
リオ（森本哲郎）
二回目だというのに皆さん、
サラリーマン
（森本哲郎）
とても上達しました。
林 威樹
臼井日出男
藤原勝己

新委員長挨 拶
例会委員長

鷲 見 隆 仁

また、最近の夕食例会の出席者を見ておりますと、毎
回だいたい決まった方が参加しているように見受けら

本年度、月星会例会委員長を仰せつか

れます。

りました鷲見隆仁です。今年度の夕食例
会のテーマは、地域で頑張っている個人、

出来るだけ多くの方に参加していただけるような夕

団体、企業に焦点をあてて卓話の講師を

食例会を開催できるように心がけて参りますので、ご

決めていきたいと考えております。

指導、ご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。

研修委員長

星 野 浩 之

の仕事をしているので、医療関係の研修会を開催すれ

このたび研修委員長を仰せつかりまし

ばお役に立てるかもしれない、と考えました。
この一年間、「健全な経営は健康な身体から」をテー

た、星野浩之です。
企業経営や研修会について浅学非才な
私が、どのように皆様のお役に立てるか

マに研修を企画してまいります。皆様のご参加ご協力
を、よろしくお願い致します。

を考えたとき、歯科医師という医療関係
親睦委員長

木 村 光 慶

族様が後に「楽しかったです」と言っていただけるよう

親睦委員長を仰せつかりにあたり、会
員の多くに参加をしていただくには、と
にかく「一に楽しく・ニに楽しく・三に

に……。
9月親睦旅行・11月ボーリング大会・3月観梅会・4
月簀立ての計画をしております。

楽しく」をモットーに今年度の行事に取

会員・会員のご家族・ビジターの多くの参加をお願

り組んでまいります。会員と会員のご家

いすると共に、
親睦委員の皆様よろしくお願い致します。

※広報委員会は前年に引き続き、森本哲郎が委員長を務めさせていただきます。

連 載

に反して……というより世界経
済の安定のためにもEU残留を

うすい日出男の
の目
〈こくせいふかん〉

願う諸外国の願望に相違して、
離脱派が勝利を収め、世界の為
替、株は一時、リーマンショッ
クの悪夢を思い出させる乱高下

今年の漢字は「選」か！

を繰り広げたが、アメリカの景

やっと半年過ぎたばかりなのに、年末、清水寺貫首が

気の先行きの明るさから一段落

揮毫する漢字を云々することは如何にも軽々しいが、こ

しているものの、EU離脱交渉は

こ数カ月の国際政治の動きは、「選択」の「選」が大きく社

いよいよこれから始まるので予断を許さない。
参議院議員選挙でいわゆる改憲勢力が2/3を取ってか

会を動かしていることを感ずる。
日本国内にあっても、参議院議員選挙で予想通り憲法

ら、マスコミの発言がまことにかしましい。確かに戦後初

改正グループが2/3を確保、すなわち憲法改正発議の議

めて改憲のための発議要件は整ったのだが、なにしろ日本

席を確保し、マスコミは鬼の首を取ったように連日書き

民族は現憲法を70年間も一度の改正もせずにいわばやり

続けている。また舛添前知事の公費の私的使用問題から

くりしてきた特異な民族である。憲法改正では、改正の発

の辞任で我が国首都の東京都知事選挙が行われ、アメリ

議が重要なのではなく、国民の意思が1/2を超えるのかど

カでは大統領選挙で、トランプ候補とクリントン候補が

うかが肝心なのだが、
“発議”
自体に過大の警戒心を持つ国
民が多いだけに、改正に極めて慎重な公明党のスタンスを

９月の本選に向けて最後の死闘を繰り広げている。
マスコミの報道では、極端な暴言が多いトランプ氏を

考慮すれば容易なことではなく、改正の正念場は次の衆

避けたい気持ちが強いが、クリントン候補もTPPには不

議院選挙後にならざるを得ない。とにかく、憲法調査会の
審議を一日も早く進めて欲しいと思う。本年前半は正に

参加を公約として発言してはばからない。要はどちらが

「選」
の時期だったが、さて後半はどうなるのだろうか。

大統領になっても、アメリカが内政に力を入れる方向に
変化することには変わりはないことを覚悟すべきだ。
また、イギリスのEU離脱の是非を問う国民投票は、予想

元衆議院議員

３

臼井日出男

けで541件の派遣実績があるとのことで、大規模災害だけで

例会委員会報告

なく、離島の救急患者を緊急輸送する際の出動など、常日頃

５月例会 平成28年5月26日（木）

より活躍されていることがわかります。27年９月の関東 ・

於：鮨割烹みどり

東北豪雨の際の映像では、捜索活動などの人命救助から、入

５月の夕食例会は、ウィルチェア

浴支援などの生活支援まで、関係諸機関と連携して幅広く被

ラグビー（車椅子ラグビー）日本代

災者のニーズに応える姿、また任務終了時に人々から感謝さ

表の官野一彦様をお招きしての卓

れて送り出される姿に、目頭が熱くなりました。重要な任務

話でした。もともとスポーツが好

に対する理解が深まった卓話でした。６月例会の参加者は

きで、サーフィン中に首の骨を折る

会員31名、ビジター３名、講師１名でした。

事故に遭い、リハビリ施設にてウィ

（例会委員長 鷲見隆仁）

ルチェアラグビーに出会ったそう
です。車椅子同士がぶつかり合う

永田洋子さん、内閣府から表彰！

激しさに衝撃を受け、興味を持たれたとのことです。
千葉市ではポートアリーナで例年車椅子ラグビー日本選

このたび内閣府より男女共同参画

手権の決勝大会が行われるなど車椅子競技に力を入れてい

に関する表彰があり、永田洋子会員

ます。官野さんも千葉市職員でもあり、千葉にゆかりのあ

が「女性のチャレンジ支援賞」を受賞

る障害者スポーツです。日本は2012年のロンドンパラリン

されました。

ピックでは４位、現在世界ランキング３位で、今年のリオで

日頃取り組んでおられる「女性の視

は悲願のメダル獲得に向けて練習中とのこと。障害を負っ

点を活かしたコンサルティングと女

ても人生に対する大変ポジティブな姿勢を持ち続ける姿

性の起業サポート」の実績が評価され

に、未来のメダリスト誕生を予感させました。５月例会の

てのことで、さる６月27日に首相官邸

参加者は会員25名、ビジター１名、講師１名でした。

において表彰式が行われ、加藤内閣府

（門山事務所・石原裕久）

特命担当大臣から表彰状が手渡されたとのことです。
誠におめでとうございます ！
＜ご本人から一言＞
今後も引き続き 「女性が女性らしく輝けるステージを創
る」をテーマに頑張っていきたいと思います。

８月〜10月のスケジュール

６月例会 平成28年6月23日（木）

8/10㈬ 役 員 会

18:00開会

8/25㈭ 夕 食 例 会

18:30開会

9/7㈬ 役 員 会

18:00開会

9/10㈯ 研修親睦旅行
〜11㈰

於：鮨割烹みどり

６月の夕食例会は、自衛隊千葉地方
協力本部より時久様をお迎えしての

9/21㈬ 夕 食 例 会

18:30開会

空３の合計10の基地 ・駐屯地があり

10/5㈬ 役 員 会

18:00開会

における防衛省 ・自衛隊の総合窓口

10/19㈬

として、自衛官の募集や広報、再就職
支援などを行っていらっしゃいます。

経営研修会

ホテル菜の花

鮨割烹みどり
ホテル菜の花

  集合 7:45

JR千葉 NTT千葉前
鴨川市 亀田病院 院長講演、施設見学会

10/27㈭ 夕 食 例 会

主に災害派遣についてお話いただきましたが、27年度だ

鮨割烹みどり

集合 7:15
JR千葉 NTT千葉前

卓話でした。千葉県内には陸４海３
ますが、地方協力本部の役割は、地域

ホテル菜の花

18:30開会

鮨割烹みどり

編集後記

◆ 第２回となった川柳企画、いかがでしょうか。夏の風情を感じさせつつ、会員の皆さんの個性が光る力作ぞろ
いでした。誌面で全てご紹介できないのが残念！他の作品もご覧になりたい方はぜひ広報委員会にお越しくだ
（森本）

さい。

◆ 永田洋子さんの受賞がなんだか嬉しい。会員企業訪問の際、
「世の中は私に何を求めているのか追い続けたい」
とさり気なくおっしゃった一言が忘れられません。それは「人はなぜ生きるか」の核心だと思うからです。大仰
なことは必要ない。自分が役に立つのであれば……。永田さんの今後のご活躍がますます楽しみです。 （奥平）
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