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例会予定    １２月３０日 休会 

          ２０２１年 １月 ６日 新年例会  

 

 

VOL.５８  Ｎｏ．１２ （通算Ｎｏ．2640） 

 

２０２０年１２月２３日（水）  例会プログラム           

点     鐘 

（ロータリーソング・四つのテスト）→なし 

ビジター紹介 

出 席 報 告 

ＳＡＡ報 告 

諸 報 告  

幹 事 報 告 

会 長 挨 拶                                     

ガバナー公式訪問 

         池田正純ガバナー                   写真提供者：河合恒夫会員 

                                                                                                                

２０２０－２０２１年度      会  長  北 村 英 明       幹  事  五木田裕一 

創立 １９６３年９月２５日 

≪例会場・例会日≫                        ≪事務所≫ 

〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町 2790         〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町 3386 

常陽銀行水海道支店内 3 階                             釜久ビル 3 階 

毎週 水曜日 12：30～13：30 �����0297-22-1251        ℡ 0297-30-0875    Fax 0297-30-0876 

                                              Email mitsu-rc@lapis.plala.or.jp 

                                                       URL http://www.mitsukaido~rc.jp/ 
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例会報告    VOL.５８  No.  １１ (No.2639)  １２月２日(水) 曇り (司会 齋藤政博副委員長) 

  本例会での主な事項 

◎会長あいさつ            ◎ガバナー公式訪問前クラブ協議会 

                                    ガバナー補佐 山崎恭弘様 

 

ビジター 

第７分区ガバナー補佐 山崎恭弘様 （竜ケ崎ロータリークラブ） 

               沼野晃広様 （竜ケ崎ロータリークラブ） 

 

誕生祝 

 

≪会員≫五木田裕一会員  前島 聡会員  秋田政夫会員  白井 豊会員 

≪ご夫人≫五木田会員  大塚会員  斎藤（広）会員  染谷（秀）会員 

 

幹事報告   倉持功典会長エレクト 

週   報  なし 

例会変更  牛久ＲＣ １２月２１日（月）・１２月２８日（月）・１月４日（月）・１月１８日（月） 

   １月２５日（月）→休会 

理事・役員会 

１． １月例会よていについて 

１月６日（水）新年例会・・・・一言主神社（詳細については後日） 

１月１３日（水）休会 

１月２０日（水）例会開催 

１月２７日（水）休会 

２． 備品購入について 

メンバーズラックの購入 

              ・・・・・・・承認されました・・・・・・・ 
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会長挨拶   北村英明会長    

今日も１月初旬の気温、いよいよ寒さも厳しくなって参りましたが、皆さんに

おかれましてはお変わりなく元気にお過ごしのことと思います。 

コロナ禍の件も、テレビ報道でも新聞でも連日 TOP NEWS となるのが当

たり前になってきております。東京都内も凄まじい勢いで感染拡大しており、

港区三田にある国際ロータリー日本事務局も 12月いっぱいは在宅勤務を決

定したようです。茨城県内でも感染が特に増えている９つの都市に大井川知

事から不要不急の外出自粛要請が出されております。土浦 つくば つくば

みらい 牛久 取手 境 阿見 かすみがうら 古河の各市町です。人口 1 万人あたりの陽性者数がいずれ

も 1.5 人を超えているということで、特別警戒の指定を 11 月 27 日と 11 月 30 日に発令しました。つくば市・

つくばみらい市 は常総市に隣接、境町・取手市も極近い地域です。いつでも交流可能なこれらの地区か

ら波及することも考えられます。加えて、居酒屋・飲食店・スナックなども営業自粛要請が出て、夜 10時まで

の営業をお願いされてます。12 月 13 日までの 16 日間が自粛要請期間ではありますが、延長の可能性も

あるほど切羽詰まった先の読めない状況の様です。屋外での会話であっても近接の場合感染の可能性が

あること、家族や近親者同士でない集まりの場合は食事中もマスクをしてほしい、と推奨してます。どうぞ皆

様、今一度ご自分の行動を振り返って頂き、12 月以降の忘年会を含めた飲食・会合の在り方を見直して頂

ければ、と思います。加えて、メンバーの皆さんのご家庭・各事業所内でのうがい・手洗い・マスクの徹底を

今一度お願いしたいと思います。もはや、対岸の火事ではありません。万が一、ご自分を含め身の回りの

方・事業所内などで感染者がでた場合は、クラブで選任された 6 名の危機管理委員会の何方かに速やか

に状況を連絡・相談頂けますよう重ねてお願いいたします。 

さて、去る 11 月 24 日、茨城県内の一人の巨星が亡くなられました。木内幸男さんです。特に野球に興

味がある方は知らない人はいないと思いますが、高校野球で３度の全国優勝を成し遂げた、初めて茨城県

に深紅の大優勝旗をもたらした、伝説の熱血監督でした。土浦一高卒、同校で監督就任⇒取手二高に移

り１９７７年に甲子園初出場、８４年には１７回の甲子園出場、春夏連覇を含め４度の優勝を誇る、黒潮打線

で有名な、あの和歌山県立箕島高校（尾藤監督）を破り、勢いに乗って決勝戦まで進出しました。決勝の相

手は “KK コンビ” で有名な桑田・清原擁するＰＬ学園を延長戦（8 対 4）で下し、県勢初の甲子園大会優

勝を果たしました。その後常総学院の監督に就任すると、選抜大会・夏の大会それぞれで優勝に導きまし

た。生涯で春 7 度･夏 15 度の甲子園出場、3 度の優勝、歴代監督として全国第 7 位の通算 40 勝を挙げま

した。試合の中で、ここ一番の流れやターニングポイントで、選手の起用方法や戦術が、常識やセオリーに

とらわれず誰も想像がつかない戦法を繰り広げ、それがことごとく好転を繰り返し勝利に導く。そういった采

配や戦法に対して、「木内マジック」という敬称･呼び名まで生まれました。地元茨城県民でもハラハラする

ようなコテコテの茨城弁で本音や建て前を織り交ぜたインタビューで記者達を翻弄し、また、その人柄が人

懐っこいというか実直で包み隠さず話す姿に、知らない人たちもいつの間にかＦＡＮになってしまうような、

そんな魅力のある方でした。「マジックなんてどこにもねーよぉ」とか、予選で負けて甲子園に出れなかった

ときは、「3 年に 1 回くらい出られれば良いの！あまり出すぎっと他から恨まれっから！」などといった、冗談

交じりの負け惜しみをコメントして周囲を笑わせていたようです。人情味あふれる温かい人柄が、周囲の人

間に大きな深い印象を与え続けたのでした。そのような温かい面と併せ持って、野球に対するシビアさ・真

剣さ、チームを勝利に向かわせる貪欲さは並はずれたものがあったようです。バッティングケージの後ろで

見ていて、教えたようにできない選手には「ヘタクソ」 「何度言ったら分かるんだ、できねぇんだったらやめ

ちまえ！」など、叱咤激励を通り越したスパルタ的な指導もあったそうです。“チームの勝利”の為には選手

を鍛え上げる、と共に選手との信頼関係を築き上げる、ということなのでしょう。選手にとっては、どんなに厳

しい練習でも、試合に出場すること⇒勝ち抜くことでその苦労は全てが報われる、ということでしょうか？一



１２月は疾病予防と治療月間 

4 
 

度レギュラーから補欠に落とした選手を、その後の奮起の様子をしっかりと見ておいて、結果が出てくれば

ここぞという試合の時に再起用する。エースピッチャーも不振なときは試合中外野に配置して、頭を冷やし

て冷静になったらまた投手に戻す、といった奇想天外な選手起用も、一人ひとりの選手の性格・特性・能力

などを分かっていないと出来ない特殊な采配だったと思われます。そしてそれがなければ数々の「木内マ

ジック」も生まれなかったのかも知れません。 

ステージは全く違いますが、我々中小企業の企業経営の中でも、従業員の教育や配置・起用･評価の仕

方に関しても相通じるところがあるのではないでしょうか？個々人の特性や気質･性格を把握して、如何に

適材適所で活躍してもらうか、、会社の成長のために貢献してもらうか、、ある意味我々経営者にとっても永

遠の課題でありますが、とても参考になるのではないでしょうか？ 

木内幸男さんの著書に「木内語録 子供の力はこうして伸ばす」という本があります。私もあらためて手に

取ってみたいと思います。皆さんにもご一読をお勧めしたいと思います。そして最後に心からご冥福をお祈

りいたします。 

本日、第 7 分区ガバナー補佐の山崎様 竜ケ崎ロータリークラブ直前会長の沼野様にお越し頂きました。

来週のガバナー公式訪問に関する様々な事前情報・必要な準備について・池田ガバナーの人となり など

をうかがえることと思います。クラブ協議会後の懇親会が出来ないなど例年と違い、いわゆる恒例行事が変

化する可能性が大きいと思われます。その辺のお話もうかがえれば幸いです。例会開催のペースも 2 週間

おき、各種クラブ親睦行事や奉仕活動も中止を余儀なくされている状況ですが、来週の当日には、そのよ

うな中で他のクラブがどのように対応･活動されているのか？工夫されているのか？対コロナ対策の仕方も

含め、お話しをうかがえればと思います。そして何よりも、山崎ガバナー補佐には「池田ガバナー お手柔

らかにお願いします」という気持ちを、来週に向けてお伝え頂ければ、と思います。本日はどうぞ宜しくお願

いいたします。 

 

年次総会 

１１月１８日に開かれました指名委員会より 

２０２２－２０２３年度会長に古矢 満会員が推薦されました。 

                  ・・・・・・拍手 承認・・・・・ 

 

ガバナー公式訪問前クラブ協議会  第７分区ガバナー補佐 山崎恭弘様 

水海道ロータリークラブ 現況報告書を拝見して 

１． 会員増強委員会 

今年度は新型コロナウイルスで思うように会員増強運動しにくいと思います。

今年度は特に会員の退会防止に力を入れて頂くことが大切ではないでしょ

うか。 

２． クラブ管理運営委員会 

如何にクラフの会員が多く参加してもらいクラブの各委員会の運営の基にな

る委員会であるから頑張っていただきたい。 

３． 公共イメージ委員会 

クラブ内外の情報の基として大切な委員会と認識しております。特に気付いたことは、私は去る倉沢ガ

バナー年度の時、第２８２０地区のロータリーの友地区代表委員を仰せつかって１年間務めさせていた

だきました。ロータリーの友委員会で毎月第１例会に「ロータリーの友」誌の内容を紹介することが現況

報告書の中で明確に表示されていることを拝見したのは初めてで「ビックリ」致しました。このように「ロ

ータリーの友事務局の意向」が十分に理解され実践されていることに感謝申し上げます。 
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４． 職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、各委員会 

共に新型コロナウイルスのため、各々を実行するのは困難と思われます。今年度は現状を踏まえ粛々

と行うしかないと考えます。 

５． ロータリー財団、米山記念奨学会 

多額の寄付ご苦労様です。何も言う事はありません。ロータリー財団のベネファクターも多くの方がいら

っしゃり、私どものクラブでも見習わなくてはならないと思います。 

 

尚、公式訪問当日には現況報告書に記載されていないことをお話しいただければと思います。 

 

出席報告   松崎隆詞委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出 席 率 

５１名 ３３名 １８名 ０名 １名 ６６．６７％ 

 

ニコニコボックス   石井康弘委員長            入金額  82,000 円   累計  806,000 円 

誕生祝御礼≪会員≫五木田・前島・秋田・白井（誕生日を迎えました。干支も６回りはやいものです） 

各会員    松村会員（１１月分） 

≪ご夫人≫五木田・大塚・斎藤（広）・染谷（秀）  各会員 

来週９日は池田ガバナー公式訪問です。現況報告書を忘れずに是非是非ご参加お願いします。 

北村（英）会員 

山崎ガバナー補佐、沼野セクレタリー、本日はよろしくお願い致します。  五木田・倉持  各会員 

ガバナー補佐山崎様、本日宜しくお願いします。  松崎会員 

山崎ガバナー補佐、本日はヨロシクお願い致します。また会場設営準備に際し、青木正弘会員誠にありが

とうございました。  石井会員 

１２月に入りいよいよ年の瀬を迎えたわけですが、コロナ感染はますます激しさを増すばかりです。皆さん

充分に体調には気を付けて下さい。もう少しの辛抱と思います。頑張りましょう。  松坂会員 

お体ご自愛ください。   田上会員 

寒くなりました。ご自愛ください。  染谷（正）会員 

寒くなりました。くれぐれもコロナ・インフルエンザにかからないよう、ご注意下さい。  青木（英）会員 

今年も残り１カ月、体調に十分気をつけましょう。  淀名和会員 

寒くなってまいりました。お体ご自愛ください。  中山会員 

早退します。 山﨑（哲）会員 

 

会報委員会  染谷正美委員長  河合恒芳副委員長  中島成則委員 
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２０２０－２０２１年度ガバナー公式訪問スケジュール表 

 

期日 令和２年１２月２３日（水） 

時 間 内 容 備 考 

10：30 会長・会長エレクト、正副幹事集合 報国寺開山堂 

11：00 

～ 

12:20 

報国寺開山堂２階にて懇談会 

ガバナー、ガバナー補佐、会長・会長エレクト、 

正副幹事出席 

昼食を含む 

会員は例会前食事 

12：25 ガバナー、ガバナー補佐 会長の案内で例会場入場  

12：30 クラブ例会 

1. 点   鍾          8. 会長挨拶 

2. ロータリーソング→なし  9. 卓 話 

3. ビジター紹介           （池田正純ガバナー） 

４． 出席報告             10．ガバナーの講評 

５． ＳＡＡ報告          11．ガバナー補佐の総評 

６． 諸 報 告          12. 点 鍾 

7. 幹事報告 

通常例会 

 例会終了後全員にて写真撮影  

 

※ 例会前食事にご協力お願いします。 

※ ２０２０－２０２１年度現況報告書を必ずご持参ください。 

※ ２０１９年手続要覧をご持参ください。 

 

 

      


