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創立25周年記念式典・祝賀会 平成29年1月28日（土）

於：ホテルグリーンタワー幕張

盛大なる祝賀と感謝！
97名の参加で25周年を祝う
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平成29年１月28日、月星会創立25周年記念式典・
祝賀会がグリーンタワー幕張において開催された。
前回の20周年行事から５年にわたり予算を積み
立て、藤原相談役に実行委員長を、尾形直前会長に
は運営委員長をそれぞれお願いし、林会長以下現執
行部が企画会議を重ね、
当日を迎える運びとなった。
第一部は、バスケットボール全日本総合選手権で
初優勝を飾った千葉ジェッツの運営
会社、(株)ＡＳＰＥ代表取締役

島

田慎二氏に「千葉ジェッツの再建と
経営革新」の表題のもとご講演いた
だいた。
46歳の若き経営者は５期連続黒
字、観客動員数日本一、業界初の
６億円超えの売上高に加え、天皇杯
優勝など華々しい実績を築いてきた
が、その背景には確固たる戦略があった。しっかりと自社

ださった臼井日出男先生、および20周年以降に会長を務め

の強み弱みを把握し、経営理念・行動指針・ミッションを

た直近歴代会長５名への記念品贈呈が行われた。また、ご

明らかにすること。それを外国人選手にまでしっかりと浸

列席のチャーターメンバー 19名にも感謝状と記念品が贈ら

透させ、共有が出来なければどんなに優秀な選手であって

れ、代表して池田正勝氏が謝辞を述べられた。
さらに、例会や行事の度に集められた「ふくろう募金」か

も契約しないという徹底ぶりだ。いば「王道」ともいえる経

ら、公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターおよび公益

営理論に基づくものであった。

社団法人千葉県肢体不自由児協会にそれぞれ10万円を贈呈

スポーツビジネスという特別なものでなく、自社の経営

させていただいた。

とリンクすることが多い大変有意義な講演会となった。

尾形運営委員長の乾杯の発生の後に歓談、会場が一気に
その後、会場を移して記念式典・祝賀会が開催された。

盛り上がった。チャーターメンバーの相澤氏から臼井先生

会員68名、ご来賓・ご招待17名、会員紹介のお客様12名を

へのサプライズプレゼント、森田千葉県知事からの祝電披

お迎えし、合計97名という久々の大盛況であった。

露、紺谷会員の三味線披露、誕生日の花束贈呈、千葉ジェッ
ツのチケット抽選会、最後はやっぱり「日の出の男」の合唱

式典の中で、当会のシンボルとして25年間、会を支えてく
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と 盛 り 沢 山 の 内 容 で、
あっという間に中締め
と な っ た。 臼 井 正 一 副
会長の万歳三唱で締め
くくり、25周年祝賀会は
お開きとなった。
当日はわずか４時間
ほどの行事であるが、年
末年始の忙しい中を、藤
原実行委員長、岩田相談
役、土屋幹事長の３名が
中心となり当日の何十
倍の時間を使い会員企
業を回って動員にご尽
力いただいたことに感
謝申し上げ、25周年行事
の報告を締めくくりま
す。 ご 参 加 い た だ い た
皆さま、ありがとうござ
いました。
（副会長 木下英之記）

連 載

うすい日出男の
の目
〈こくせいふかん〉

おり、反対の40％を超えている
という事実である。
メキシコとの国境に壁を造る
大統領令、オバマケアの廃止、

毅然たる首脳の対応を！

中東・アフリカのイスラム圏７
カ国からの入国一時停止の大統

昨年の半ばに発行された
「つきぼし」vol.104で、
“今年
の漢字は「選」か！”と題する一文を載せた。毎年の年末

領令の発令等々、世界の各国、

に清水寺の管首がその年に一番相応しい漢字一字を披露

各層の轟々たる批判、反対の声

しているが、不遜にも私は2016年の漢字に選択の
“選”
を

をものともせず自らの正しいと

選んだ。結果は
“金”
が第１位に選ばれ、
“選”
は第２位だっ

信ずる活動を続けている。
すでに我が国に対しても、いろいろな指摘や要求が出て

た。
“金”は、リオオリンピックで日本選手が多くの金を

きているが、安倍総理には毅然とした対応を望みたい。こ

取ったり、金にまつわる出来事が多発したので異論はな

れらの発言が、事実に基づいたものではなく、誤った思い

いが、私が
“選”
を選んだ理由は、アメリカ国民によるトラ

込みによるものだからだ。例えば米軍駐留経費の負担増

ンプ大統領の逆転当選の選択、イギリスのＥＵ離脱の選

の示唆に対しては、日本の負担率が74・5％と第２位の韓

択、そして日本においても、小池百合子氏の東京都知事当

国の40％をはるかに超えて多いこと、米国車に対する優

選、さらには昨年の参議院議員選挙で憲法改正推進勢力

遇措置の要求には、すでに米国車の輸入関税がゼロになっ

が３分の２を占めた結果、戦後70年で初めて衆参共に憲

ていること、円安への我が国政府の介入批判には我が国

法改正発議に必要な３分の２の議席を確保することが出

はここ５年間、日銀の為替介入をしていないこと等々、率

来た等々、これらの“選択”が世界を激しく揺り動かすこ

直に誠意を以て毅然と対峙してほしいと思う。
これからもトランプ大統領から、日本が優れている部門

ととなると予測したからだ。
本年1月20日にトランプ氏がアメリカ大統領に指名さ

へは次から次へと過剰な攻撃の対象になる可能性がある

れた。トランプ氏の特徴は「アメリカ第一！」という内政

が、私はあえて申し上げるが、トランプ大統領は“敬意を

重視の政策にある。就任後、矢継ぎ早に大統領令を発し

もって話せば判る男”
だと思うがいかがでしょうか？

て、まさに公約の実行を強行しているが、注目すべきはこ

元衆議院議員

の入国制限の急進政策をアメリカ国民の49％が支持して
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臼井日出男

新春川柳コンテスト

〈年越し・初詣・新年の決意〉 選考結果発表

最優秀作品

羽子板より バドミントンの 現代子

優秀作品

年越しや 紅白までには 夢の中

準優秀作品

片野 洋子

【選者講評】 正月に和装の女性が袖をおさえながらバドミントンをする姿が目に浮
かびます。

尾形 文貴

【選者講評】 我が家をのぞいたんじゃあるまいね？ 私も除夜の鐘までもちません。

初詣 気持ち新たに 神頼み

誠（МＮ）
※本人希望によりイニシャル表示

【選者講評】 誰でも新年は気持ちが新たですが、毎年の神頼みは欠かせませんね。

応 募 作 品

除夜の鐘 苦情で止めたら 意味がない
正月だ 良い子は早く ねんねしな
年越しは やはりこれだと うどん食う
お正月 初日の出より 朝睡坊
今年こそ この穏やかさ 続けと願う
むかし母 いまは孫とで 初詣
初詣 今年は奮発 五百円
夜遊びの 数より多く ジム通い
トランプ氏 ことしをなんで 占うの
神前で 祈る横目で 巫女を見る
おついたち 届けて嬉し ごあいさつ
百八つ 遠くに聞こえる 除夜の鐘
孫連れて 幸せ願う 妙⾒に
紅⽩や 鐘の⾳聞いて ⾣になり
今年こそ ⼋キロ減らすと ⼥房⾔い
除夜の鐘 我が煩悩と 腕比べ
ジャンボくじ やったーて目覚める 初夢か
また来たか 正月来るの 早すぎる
一年の 始めが一番 ぐうたらだ
駅伝の 選手の体型 昔俺
バタバタと した一年が 今暮れる
開運を 願って神社 はしごする
年頭に 決意したこと もう忘れ
選者総評
３

林 威樹
誠
誠
片野 洋子
片野 洋子
山本 康昭
尾形 文貴
尾形 文貴
池田父（池田正勝）
池田父
まんだい（竹口満代）
まんだい
百夜月（木村光慶）
百夜月
百夜月
恒吉（産方恒吉）
恒吉
☆の王子様（星野浩之）
☆の王子様
☆の王子様
かわなの案山子（川名利夫）
かわなの案山子
かわなの案山子

皆さん、とっても上手になりました。
「事実」
を述べるだけでなく、もうひと捻りを！

例会委員会報告
12月例会 平成28年12月19日（月）

私の近況
於:鮨割烹みどり

中島美香さんの巻

自分磨きは心のビタミン

12月の夕食例会（望年例会）は、

昨年の春に息子が私立の医

千葉商工会議所常務理事の河野
功様をお迎えしての卓話でした。

学部に入学をしたために大学

11月にＪＲ千葉駅がリニューアル

近くに一人暮らしをすること

オープンする一方、千葉パルコ、三

になりました。どちらかとい

越と大型デパートの閉店が続く千

うと教育ママで息子中心だっ

葉市の中心市街地の街づくり構想

た私は寂しさと同時に時間と

について、市の計画と今後の展望をお話くださいました。

いうご褒美をいただいたよう
な気がしました。

東口駅前エリアの再開発や、千葉神社に至る公園区画の充

「さて、何をしようかな」ま

実などまだまだやることは多いとのことです。東口駅前の
クリスタルドームもいずれは撤去され、商業ビルに再開発さ

ずは美容と健康のために週に

れるとのこと。駅から街

１回だった水泳を週３回に増やし、泳ぐ距離も２キロか

に人が出てくるように回

ら４キロを四泳法で友人と楽しく泳いで泳力と筋力を鍛

遊性を確保し、賑わいを絶

えよう。知力も磨きたいし、世界遺産も含めてたくさん

やさないようにしたいも

旅行に行き、歴史の知識も深めたい。ママ友のランチ会

のです。

も息子が卒業後も話が絶えなくて面白い。文武両道で母
親情報の話題や美術などの話題も興味深く探究心ばっち

参加者数は会員24名＋

りの私です。

講師1名の25名でした。

旅行といえば去年の夏に日頃我が家で頑張ってくれて
2月例会 平成29年2月23日（木）

於:鮨割烹みどり

いる家政婦さん二人を連れて伊勢神宮に参拝に行ってき

２月の夕食例会は、千葉交響楽

ました。とても彼女達は喜んでくれて私にも良い思い出

団の玉浦洋子理事長をお迎えして

となりました。心も体も健康で毎日心穏やかに満面の笑

の卓話でした。玉浦さんは県庁職

みで過ごせる私って幸せ者ですね……夫にも感謝してお

員として幕張メッセの運営や、県

ります。月星会の皆さんよろしくお願いいたします。

立美術館長を務められた等、決し

３月〜５月のスケジュール

てクラシック音楽の専門ではない
のですが、運営の観点からオーケ

3/23㈭

ストラを身近なものにするための
取り組みを、熱意を込めて語ってくださいました。
プロのオーケストラはすべての都道府県にあるわけではな

夕食例会

鮨割烹みどり
卓話講師 ジェフ千葉・市原 前川社長
参加費 会員3,000円 ビジター 4,000円

4/5㈬ 役 員 会

く、千葉にオーケストラがあることの素晴らしさを一人でも

第2回経営研修会

多くの人に感じてほしいと、2016年から迎え入れた山下一史
音楽監督とともに、「おらがまちのオーケストラ」を合言葉に

4/15㈯

創意工夫をされているとのことです。チケット代が割引にな
る会員制度もありま

ホテル菜の花
  講師 千葉公慈先生

講演テーマ 仏教からみた“和らぎ”の文化
参加費 講演会 無料
懇親会 会員5,000円 ビジター 6,000円

食例会
4/27㈭ 夕参加費
会員3,000円

すので、是非多くの
方にコンサートにも
足を運んでいただけ

4/29㈯

ればと思います。
参加は会員25名+

簀立遊び会

参加費 会員6,000円 家族7,000円
子供4,000円 ビジター 8,000円

5/10㈬ 役 員 会

講師の26名でした。

食例会
5/25㈭ 夕参加費
会員3,000円

（12月、2月共、門山事務所・石原裕久）

鮨割烹みどり
ビジター 4,000円

ホテル菜の花
鮨割烹みどり
ビジター 4,000円

編集後記

２月に事務所の引っ越しがあり、年明けからずっとバタバタとしておりました。新しい事務所にもようやく慣
れ、やっと仕事にも集中できそうです。広くて静かで快適になったので、遅くまで残業していても時間がたつの
を忘れ、気付けば夜中で…などということも。働き方改革を飯の種の一つにしている職業としては、まず自分か
ら改革していきたい、今日この頃です
（※従業員さんは帰らせてます）
。
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（森本哲郎）

