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平成29年6月3日（土） 於：ホテルグリーンタワー幕張

若き行動力に期待！ 木下新体制スタート

平成29年度定時総会は、６月３日㈯ホテ
ルグリーンタワー幕張チェルシーを会場と
して開催されました。
今回も役員の皆様の声がけで定時総会・
懇親会を併せ49名の参加申込みをいただ
きました。
定刻の午後６時00分に森本広報委員長
の司会で定時総会が開会され、創立25周年
記念祝賀会等の活動報告を含め、次年度活
動方針、予算、役員・委員会構
成案等すべての議案が承認され
ました。
第２部特別講演は臼井先生の
「憲法改正は国民の意識改革で
ある」とのテーマで現憲法制定か
ら70年を経て一番可能な時期に
あると熱く語られました。終了
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後、記念写真撮影に移り、全員で記念写真に納まりました。

拶では林前会長へ慰労の花束が贈呈され、木下新会長へは

第３部懇親会は隣のメイフェアに会場を移し木村前親睦

新役員と新年度に期待の言葉があり、その後尾形相談役の

委員長の司会で開会されました。林前会長の挨拶の後、新

乾杯で懇親会は始まりました。

役員の任命式へと進みました。

懇親会は日頃、会行事になかなか参加できない会員を囲

木下英之新会長には臼井先生より認証状が渡され42歳の

み和やかに懇親を深め、午後９時にお開きとなりました。
（事務局長

若さ溢れる木下新体制がスタートしました。臼井先生の挨

川名利夫）

新会長あいさ つ

月星会をもっと好きになろう！

んな中で自分も会社も成長させていただきました。恩返し
とまではいきませんが、この会のため、皆さんのために自分
の出来ることを精一杯させていただきたいと思う次第です。

平成29年度月星会
会長

会員の魅力を引き出し、会員同士が認め合い、学び合い、

木 下 英 之

思い合う、そんな会活動にしていきたいと思います。

いよいよ新年度が始まりました。

それを踏まえ、次の３点に力を注いでまいります。

本当に、本当に若輩者ですが会員の皆

１ 会員の魅力を引き出し、学び合います。

さんお一人お一人に教えていただき

２ 会員増強に努め、会員数を100名台に戻します。

ながら、目標を実現していきたいと思

３ 委員会活動を盛り上げ、最高のチーム作りをします。

います。
それは何より臼井先生

すべての会行事・会活動がこの３点を踏まえたものであ

をはじめとして、魅力的な会員の皆さんでこの会が成り

るように各委員長、委員の皆さんと思いを共有してまいり

立っているからです。

ます。
「今の月星会ちょっと違うんじゃねーの？」と思った

何故、自分は月星会が好きか？

時には叱咤激励をいただければ幸いです。

私は25歳で入会して17年が経ちます。実家に戻り右も左

そして１年後、皆さんが月星会をもっともっと好きになっ

もわからない、社会常識も全くない自分をこの会は温かく

てもらえたら嬉しいです。25周年を終え、30周年に向けた

受け入れてくれました。

第一歩です。どうか、皆さんの力を貸してください。よろ

仕事の内容も取り巻く環境も変わる中で、月星会だけは

しくお願いいたします m ( _ _ ) m

いつも変わらずに心のどこかにあったように思います。そ

連 載

かり得て、成立に向けて頑張っ

うすい日出男の
の目
〈こくせいふかん〉

てもらいたい。
そこで困るのが、すでに国民
投票までの行程を明らかにして

政治の本質を見失うな！

いる憲法改正への影響である。

─ マスコミの偏見を見逃すな ─

安倍政権の求心力が失われるこ
とが心配だ。ここは一番全ての

スポーツ好きの私に、その日のスポーツニュースは欠

政治日程を憲法改正に集中して

かせない。だが、今年の夏はどうも機嫌が悪い。それは

進めてもらいたいと思う。今回

大好きなチーム、巨人軍が全く弱いからだ。スポーツと

の引き続いた不祥事には、なんとも弁解の余地はないが、

比較しては如何と思うが、国政のほうもいわゆる
“魔の二

一方では、最近のマスコミの偏向報道振りが心配だ。

回生”
が次々と不祥事を起こし、安倍内閣の足を引っ張っ

皆さまお気づきの方もあろうかと思うが、プライム

ているのが気が重い。こうした出来の悪い輩はどんどん

ニュースを除いてほとんど全てのニュース解説番組が、

首のすげ替えをするしかないのだが、問題はこうした事

その番組の意向に賛同するメンバーをずらりと揃え、反対

件で大切な国政の課題解決にブレーキがかかることだ。

の意見を主張する者をまったく出演させないという偏向

一連の国レベルの不祥事の影響によって東京都議会議

ぶりが気にかかる。アメリカのトランプ大統領のように、

員選挙で歴史的大敗を喫する結果となった。東京都議会

真っ向から対決しろとは言わないが、自らの立場の正しさ

議員選挙は他の地方選挙と異なり、国政と密接に関連し

を確りと主張していくことも必要だと思います。

ている。現下の最大の課題は、いうまでもなく憲法改正
元衆議院議員

問題だが、
来年が乾坤一擲の年となる。国民の理解をしっ
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臼井日出男

新委員長挨 拶
例会委員長

吉 田 光 一

していきたいと考えております。
例会案内書にご意見・ご希望記入欄があります。出・

今期月星会の例会委員長を仰せつかりま

欠席にかかわらず皆様のご意見お待ちしております。

した吉田光一です。
今期の例会は、会員同士の情報や意見の

よろしくお願い申し上げます。

交換、企業ＰＲなど会員の皆様中心の場に

研修委員長

早 野 泰 広

制作り」
をテーマに、
企画・運営を心掛けてまいります。

本年度の研修委員長を仰せつかりました

「食」という字は、人に良いと書きます。そこで、少

早野泰広です。私は外食産業に携る者とし

しでも多くの方々に食の良さを感じていただきたい

て、
「食を通じて皆様と共に学び、より多く

と思いますので、皆様方のご参加、ご協力のほど、よろ

の方々とのコミュニケーションが取れる体

しくお願いいたします。

親睦委員長

人の輪・心の輪を広げ、深めていく一番の機会です。

宍 倉 龍 子

花火大会、研修旅行、新春の集い、春の宴……と、行

「人の輪・心の輪を大切に」とは、平成24

事は盛り沢山です。会員の皆様はもとより、ご家族や

年度に会長を務めさせていただいときのス

ビジターとしてご友人の方々も喜んで参加したくな

ローガンですが、これはずっと抱いている

るような楽しい企画を考えていきます。どうぞご期待

月星会への私の想いでもあります。親睦は、

ください。

広報委員長

永 田 洋 子

読んでいただき、また次号の発行を待ち遠しく感じて

二年度に亘って広報委員長を務めてくだ

いただけるような会報を作りたいと思います。併せて

さった森本さんに代わり、今年度、委員長を

ホームページの情報更新を適宜行い、充実を図ってい

仰せつかりました永田洋子です。

きます。どうぞよろしくお願いいたします。

ワクワクしながら封筒から取り出して

第４回川柳コンテスト

「わたしの夏」

選考結果発表

最優秀作品
墓まいり 線香花火 あんず飴

ゆきぼー（阿佐幸雄）

【選者講評】 墓まいりで楽しく遊ぶ子供の姿が見えるよう

優秀作品
手分けして 新盆見舞いの 盆休み

百夜月
（木村光慶）

【選者講評】 盆休みにもいろいろありますね

準優秀作品
空にさく 花火の中の 笑顔かな

片野 洋子

【選者講評】 歓ぶ子供の笑顔が見えるようですね

総 評

回を重ねるごとに皆さんの腕前が上がり、選ぶのに苦労しま～す。
うすい日出男

３

※受賞外応募作品は次ページ

川柳

応募作品

夏休み早く終れと孫をみる／尾形文貴

孫連れてプールで歩く夏休み／百夜月（木村光慶）

鳴く虫と草のかおりの田舎道／片野洋子

山宿に妻と来りて蛍舞う／同

受験生焦っているのは親の方／でーひー（木下英之）

ガキの頃河童を捜し川泳ぎ／川名利夫
古里で蛍追いかけ田に嵌る／同

「どけどけ～い」提灯ひっさげ先導す／同
川柳のセンス無いけど団扇あり／林理智子

友が逝く紫陽花の涙悲しき／恒吉（産方恒好）

吸いつくなこのオッパイに藪蚊あと／同

また欠けた保険の入れ歯はこんなもの？／同

吸いつくな藪蚊の野郎しつこいぞ／同

森加計さらに失言までして小池支援／同

尺玉の音で腹減る千葉の夜／ゆきぼー（阿佐幸雄）

もろこしの甘み飲み込む夏来たり／☆の王子様（星野浩之）

夏の夜 ついつい手伸びるビール瓶／同

初夏の夜ちょっとひんやり気持ちよし／同

平日にイカと鳥焼く夏まつり／同

甲虫の飛び込む夏の田舎の夜／同

平成28年度を振り返って
直前会長

林

１年は会員皆様と「月星の絆」を深めることができた本当に
貴重な１年でした。これからもこの経験を活かして月星会

威 樹

の事業活動を皆様と一緒に充実させていきたいと思いま

「創立25周年を機に飛躍・発展」をテーマとしてスタート

す。１年間本当にありがとうございました。

した平成28年度でしたが、１年を振り返ってメイン事業の
25周年記念式典・祝賀会は多くの来賓、会員にご参加いた

例会委員会報告

だき成功裏に終え、次の30周年への新たな１頁とすること
ができました。これも偏に実行委員会はじめ会員の皆様の

5月例会 平成29年5月25日（木）

お力添えの賜物と感謝しております。

５月の夕食例会は、整形外科医・

一方で新会員の入会増強については私自身の努力不足で

スポーツドクターとして活躍され、

１名の入会に止まり、今後への課題を残してしまいました。

臼井日出男先生の千葉高剣道部の

委員会活動の充実については、私も可能な限り各委員会

一級先輩でもいらっしゃる霜禮次

には参加し、会員皆様と様々な議題、課題について議論を重

郎会員からの卓話でした。
「月星は

ねて活発な事業活動を展開することができました。

日本の神様」という演題で千葉氏一

１年間はあっという間でしたが、私にとりましてのこの

族による妙見信仰、北斗七星信仰を

8・9・10月のスケジュール
8/2㈬ 役 員 会

18:00開会

紐解かれ、月星の名前を擁する会の
ますますの発展に向けたエールを

ホテル菜の花

送っていただきました。
霜先生は射撃の日本代表選手・トレーナーとしてのご経

千葉市花火大会

見物
8 / 5 ㈯ “幕張ビーチ花火フェスタ2017”
集合時間：19:00 集合場所：幕張海浜公園観覧スペース

験もあり、オリンピックでメダルを取るために必要なメンタ
ルトレーニングについての著作もお持ちです。日本人は単

参加費：会員3,000円 家族・ビジター 4,000円

8/24㈭ 夕 食 例 会
9/6㈬ 役 員 会

9/9㈯〜 研修親睦旅行
9/10㈰

9/28㈭ 夕 食 例 会
10/4㈬ 役 員 会

を見抜いてトレーニングの方法も変える必要があるという
ことでした。

ホテル菜の花

卓話の後の質疑応答で

宿泊先 鴨川館（千葉県鴨川市）
現地集合現地解散 参加費 未定

はお持ちいただいた火縄

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

するなど大変興味深い話

18:00開会

10月中旬 第１回経営研修会
10/26㈭ 夕 食 例 会

一民族といっても北方系と南方系の混血であり、性格の違い

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

18:00開会

於：鮨割烹みどり

銃についての質問が集中
の連続で、今年度の例会

ホテル菜の花

の締めくくりに相応しい
大団円の卓話となりまし

詳細未定

た。参加者人数は講師を

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

含めて27名でした。

（門山事務所 石原裕久）

編集後記

広報委員長の命を受けてから日が浅く、制作過程など分からない事も多いままでしたが、皆さんに助けられ
ながら何とか発行にこぎつけました。ありがとうございました。
今回勉強のため、過去の会報を遡って読んでみました。私の手元には54号
（2006年4月22日号）
以降があるの
ですが、その頃の会報は白黒で今よりもページ数が多く読みごたえがあるものでした。それ以前の会報もぜひ
読んでみたいのでお持ちの方はお貸しください。一年間、どうぞよろしくお願いいたします。
（永田洋子）
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