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第二部の懇親会では、参院選
挙で飛び回っていた臼井正一会長も合流し、ムードも変
わり、いつもの明るく元気な懇親会となりました。恒例
の写真撮影は密を避け、広いパーティー会場で行い、こ

コロナ禍からの脱却と共に
会活動の活性化へ

の日はお開きとなりました。
マザーテレサ

６月４日㈯ホテルグリーンタワー幕張において、令和

の言葉に「愛情の

４年度定時総会が開催されました。

反対は憎しみで

昨年は書面での開催でしたが、今年は実際に会場で行

はなく、無関心で

う「リアル開催」となり、38名の参加を頂きました。

ある」といった名

第一部では、土屋副会長の挨拶のあと議長が選出さ

言 が あ り ま す。

れ、議長には永田洋子氏、議事録署名人には高橋通博氏

総会というとい

がそれぞれ選任されました。

わゆる 「チャン

執行部より第１号議案「令和３年度の活動報告」およ

チャン」で終わって、「さあ一杯！ 」みたいなものも少な

び第２号議案「会計報告並びに監査報告」があり、議案

くありません。

は満場一致で採択されました。

月星会は、設立の理念、想いが脈々とつながって現在

続いて、第３号議案「令和４年度活動方針、活動計画

があります。ですから、総会ではきちんと質問をしてく

案」
、第４号議案「予算案」
、第５号議案「役員、委員会

れる会員がいます。これは、本当に貴重なことです。楽

構成案」が発表されました。

しさの質が違うのです。

こちらについては、委員会名の変更理由や組織変更、

執行部には宿題が多くでましたが、土屋新会長のもと、

役員人事等について質疑がありました。内容が多岐にわ

楽しい中にも、月星会の在り方を再発見していただくよ

たるため、再度検討し総会資料を修正した後に改めてご

うな１年を期待します。会員各企業のコロナ禍からの脱

提示することとし、終了となりました。

却と共に、会も再度活性化することを祈念し、
総会のレポートといたします。（木下英之記）
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運営してまいります。どうぞよろしくお願いいたします

令和４年度月星会会長挨拶
会長

例会委員会 委員長 小 川 智 之

土屋文武

２年連続で例会委員長を仰せつかりました小川智之で

会員の皆様、こんにち

す。

は。今期会長に任命され

今年度は、昨年に引き続

ました土屋です。ここ２

き、卓話は会員さんを中心

年あまり、コロナウィル

に、時宜に適った卓話者もお

スにより色々と委員会行

呼びして、楽しく、そしてた

事、総会が中止となりま
した。今年度は、コロナ

めになる例会を企画してい

対策をしながら各委員会

きたいと思います。おすす

行事を実施していきます。

めの卓話者がいましたら、是非小川までご連絡ください。
また、ビジネス交流も強化していきたいと思いますの

さて、今回の人選は、コロナの影響でそれどころでは

で、新商品やサービスをアピールしたい会員さんも絶賛

ない、もう高齢だから、今の会に魅力がない……と、い

大募集しております。

ろいろ意見をお聞きしました。そこで委員会、委員会行

まずは毎月第４木曜日18時を手帳に書き込み、出席す

事を見直しまして委員長の新しい行事案を実施していこ

るための日程調整をよろしくお願いいたします！

うと思っています。
また、世界で日本でも悲しいニュースがあります。月

広報委員会

星会会員の皆様の力と友情で楽しく１年間のりきりましょ

委員長 川 名 利 夫
20数年ぶりに広報委員会

う。今年度は当会では初の２泊３日の旅行を計画している

委員長のご指名をいただき

ようです。日頃、臼井日出男先生は、腰が痛い、体力が
落ちたと言っておられましたが、今回の選挙戦で元の血

ました。多分に浦島太郎の

がさわぎ体力復帰でおおくの会員の皆様との旅行を楽し

ような気分ですが、委員の

みにされていると思われます。

皆様と楽しく活動出来る広
報委員会を目指したいと思

これからも臼井日出男先生を中心として50周年祝賀会

います。

に向けて、役員と委員長共に一丸となって頑張って参り

今期、会長・幹事長から決められた期日の発行を要請

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

されていますので、新たに加わったメンバーのお力も借

新委員長挨拶
総務委員会

委員長

りて実現したいと思います。

木下英之

親睦委員会

委員長 星 野 泰 広

総務委員会は今季から新設された委員会です。目的は

この度、親睦委員長を拝

何をおいても会員サービス

命しました、星野と申しま

を向上させるためです。そ

す。

のためには、現事務局の負

まだ月星会へ入会して１

担の軽減と月星会らしい経

年少々で、お会いしたこと

営研修会の開催。この２つ

のない方もいらっしゃるか

が求められています。

と思います。

月星会は後援会でも親睦

経営者としても脱サラして３年、会社設立から２年と

会でもなく、あくまで経営

まだまだ駆け出しの私ですが、これから少しでも会のお

者の学びを深める会です。これを体現するのが月星会の

力になれるよう、まずは１年間勉強させて頂くつもりで、

経営研修会だと私たちは認識しています。

取り組ませて頂きます。諸先輩方にお知恵を借りること

裏方と表舞台の両方の役割を果たすべく、委員や時に

も多くなるかと思いますが、何卒よろしくお願いいたしま

は現役員の皆さんにお力をお借りして１年間、委員会を

す。
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臼井正一前会長
参議院議員選挙に
（千葉県）
トップ当選！
月星会員からお祝いのメッセージ、続々

れからも私達の代表として、初心を忘れ
ずに、若い力を存分に発揮して、ご活躍
されますことを期待しております。

★「お 」おきな山を越え 「め 」ざすは永田町のナンバー

ます。新世代の政治家として元を忘れず時流適応ご活

ワン！ 「 で 」ぐちの見えない日本の 「 と 」もしび

躍されますよう願っております。月星有志の会の皆さ

となれ 「う 」すいしょういち

ん方も様々な形で応援をされ共に喜びを分かち合って

め臼井家の悲願が叶いました。安全保障政策に期待し

叶い何よりの事と、心からお祝い申し上げます。

ています。

（藤原勝己）

からご期待申し上げます。

（霜 礼次郎）

事が出来たお慶びと共に感謝申し上げます。当面は安

う大きな枠で一緒に生きてきたこと、自分ではでき

全保障と人口減少かなー？行先は国務大臣更に総理を

ないことを分身として活躍して思うと力が入った選挙

昇べし。

戦でした。真田さんも喜んでくれていると思っていま

（早野 暉）

★ おめでとうございます。月星会より「正(まさ)」に

す。希望を胸に頑張ってください‼当選おめでとうご

「一（いち）」番星が輝きました。これからは国民の

（高橋通博）

ためにその輝きを増して下さることを切に願って居り

★ ６年間、ゆっくり、じっくり、そしてしっかりと国

ます。

民のための政策を創ってください。期待しています。

（片野洋子）

★ 店の２階の社民党のスタッフからも「正一さんトッ

(砂川 稔）

プ当選おめでとう」と声を掛けられました。私が30

★ 当選おめでとうございます‼初志貫徹してくださ

周年パーティーの際トップ当選すると予想していたの

（濱岡幸男）

でとてもうれしかったです。しっかり食べて体に気を

★ トップ当選おめでとうございます。老体になり各会

つけ今までの様に頑張ってください。 （再名生文江）

（岩田代三）

★ この度の選挙には、会員の皆様全員でお慶び申し上
げます。国会に行かれても空気や水が汚れているかも
知れませんけど、千葉公園の大賀蓮の様に美しく花を
（池田正勝）

★ この度はトップ当選おめでとうございます。次の時
代を担う千葉県代表のホープとして活躍を期待してい

臼井正一議員からも

回訪問したのみになりました。今後の活躍を祈ってい

皆様へのメッセージが

届きました！

場に回れず申し訳ございません。期間中に事務所に３

ます。

（山本康昭）

★ 臼井正一殿。御高祖父母及びご両親に対し恩を孵す

★ 同じ歳だから言うことではないのですが、世代とい

咲かせて下さい。活躍を期待します。

（川名利夫）

★ トップ当選おめでとうございます。今後の活躍を心

★ 祝親子三代、悲願達成。臼井家は千葉氏たれ。

ます。

（木下英之）

★ トップ当選おめでとうございます。日出男先生はじ

おられますが、臼井日出男先生、臼井家皆様の願いが

い！

プ当選、誠におめでとうございます。こ

（志村美知子）

★ 臼井正一さん、トップ当選の快挙おめでとうござい

ざいます。

★ 猛暑の中の選挙戦を勝ち抜かれてのトッ

（林 威樹）

★ 千葉県選挙区でのトップ当選おめでとうございま

この度の参院選に際し、月星会有志皆様の心

す。臼井正一様の誠実で優しいお人柄が県民の支持を

からのご支援を賜り、656,952票という好成績

集めました。国と千葉県の太いパイプ役となり、ご活

で当選させて頂きました。暑いさなか広い千葉

（長田研自）

県を回る中で、皆様のお顔が見えることでどれ

躍されますことを期待します。

だけ励まされたかわかりません。

★ 「清く、正しく、美しく」 政治を司る人に一番求め
たい言葉です。人の代表となる人はいつまでも常に自

これからも千葉と日本国の発展のために粉骨

分を振り返れる人であって下さい。若い正一さんなれ

砕身頑張りますので、今後とものご指導ご鞭撻

ばこそ送りたい言葉です。

をよろしくお願い致します。

（林 理智子）
３

4月例会報告 令和３年４月22日(木)
７月度夕食例会
令和４年７月28日（木） 於：鮨割烹みどり

例会委員会報告
６月度夕食例会 令和４年６月23日（木） 於：鮨割烹みどり

６月度の卓話は、食育ネット株式会社の若き美人社長、
浅野美希氏をお招きし、
「ゼロから始めた千葉県産農産物
の輸出と販路開拓」というテーマで、講話していただき
ました。創業は 2007 年で、メディアを扱う広告代理店
として各種メディアで紹介を図り、国内流通の販路開拓
から、海外輸出販路開拓まで総合的な支援活動を行うこ
とが主な業務内容となっています。海外輸出を始めたきっ
７月度の卓話は、かつて月星会で一世を風靡した（？）

かけとして、様々な統計データを用いて説明してくださ
いましたが、根底には、祖父母が農家で、せっかく美味

「美術鑑賞の壺」を久々に拝聴したいと思い、無理を言っ

しい野菜を作っているのに、自家消費が多かったことと、

て、山本康昭相談役にお願い致しました。冒頭に博物館

2014 年に千葉県がマレーシアでトップセールスを実施し

と美術館の違いについて質問がでました。以前の美術鑑

たことだそうです。森田健作さん、仕事をしていますね。

賞の壺でお話しましたことがあるそうですが、皆さん覚
えていますか？私は完全に忘れていました。（笑）

その後、浅野社長は、千葉県産の様々な食材を輸出す
ることになったというお話を伺いましたが、おかげさま

知りたい方は山本相談役にお聞きください。主な内容

で我々も千葉県産の良さを知るいい機会になったと思い

としては、これまで巡ってきた美術館のエピソードと新

ます。最後に、浅野社長から粒すけ（千葉県産の米）と

たな目標について、お話いただきました。

岩田相談役から

私もルーブル美術館に行ったことがありますが、時間

いちごプリンを

がなく、ただ通り過ぎただけなので、いずれゆっくり

参加者にプレゼ

世界の美術館巡りをしたいと思いました。また、７月度

ントしていただ

は、土用の丑にちなんで毎年鰻を出していただいており

きました。あり

ます。無理を言って、破格の金額で鰻を出していただい

がとうございま

たみどり鮨様にこの場を借りて御礼申し上げます。
ぜひ皆様、毎月第４木曜日が夕食例会になっていま

した。

す。皆さまのご参加をお待ちしております。

入会

（以上、例会報告は小川智之委員長）

9 月〜 11 月のスケジュール
9/7㈬ 役 員 会

18時00分開会  

9/22㈭ 夕 食 例 会

18:00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

10/5㈬ 役 員 会

18時00分開会

鮨割烹みどり

鮨割烹みどり

10/15㈯ 会員研修会 ホテルグリーンタワー幕張 詳細未定

会員 異 動
勤務先変更
御園一成氏
新勤務先：株式会社ジェイシー教育支援センター

10/27㈭ 夕 食 例 会

18:00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

11/2㈬ 役 員 会

18時00分開会  

11/24㈭ 夕 食 例 会

18:00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

鮨割烹みどり

編集後記

※尚9月2日～4日に予定していました親睦旅行は都合によ
り延期致しました。

前号のあとがきで産方さんがしんみりと昔の話をされていましたね。そこで、小生もあやかって振り返りをして
みます。月星会に入会させていただいてから15年くらい経つでしょうか。産方さんと同じく、故栗原さんに引っ張
られて広報委員会に入り、
以来ず～っと会報の編集実務をしております。これはナント幸せなことか、
と本気で思っ
ています。あれ ？書き始めたら文が次々に浮かんでこのスペースでは無理！ というわけでまた後日に。 （MO）
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