
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 本日の卓話 》  ８月１日 
「  ガバナー講評  」 

第2580地区ガバナー 水野正人氏 

《 次回の卓話 》  ８月８日 
「  会員増強について  」 

当クラブ会員 岡本紀雄君 

 第２１９４回 ２０１１年７月２５日 創立４８周年記念例会報告  
＜点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング＞ 
 「君が代」「愛国歌」「奉仕の理想」 
＜来客紹介＞ 
 ◎ご来賓１６名 
 金谷 宏治 様（東分区ガバナー補佐） 
 今 井  達 様（東分区副幹事） 
 田口 典彦 様（東京東 RC 会長） 
 猪野 弘行 様（東京東江戸川 RC 会長） 
 鈴木 義雄 様（東京東江戸川 RC 副会長） 
 田村  亘 様（東京東江戸川 RC 幹事） 
 大澤 成美 様（東京臨海 RC 会長） 
 田村 浩康 様（東京臨海 RC 副会長） 
 橋本 豊之 様（東京臨海 RC 幹事） 
 今井   忠 様（東京臨海 RC 通訳） 
 全   炳台 様（セ･ソウル RC 会長エレクト） 
 李   鎭善 様（セ･ソウル RC 査察委員長） 
 韓   根植 様（セ･ソウル RC 国際奉仕委員長） 
 朴   春南 様（セ･ソウル RC 財務） 
 中村 孝徳 様（関東第一高等学校 校長） 
 桑原 直幸 様（関東第一高等学校 ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ顧問） 
 ◎ビジター２名 
 須賀 精二 様（東京東江戸川 RC） 
 芦澤 達雄 様（東京臨海 RC） 
＜創立会員紹介＞ 
 初代幹事・第 2 代会長 大澤恒也 会員 
 第 11 代会長 久米和夫 会員 
＜インターアクト・ローターアクト紹介＞ 
 長谷川 聡美 様（インターアクトクラブ幹事） 
 増田 盛仁偉 様（インターアクトクラブ ） 
 野平 司 様    （インターアクトクラブ ） 
 大内 邦彦 様  （ローターアクトクラブ会長） 
 岡本 浩二 様  （ローターアクトクラブ副会長） 
 杉山 雄一郎 様（ローターアクトクラブ幹事） 

＜会長挨拶＞ 
 
＜来賓挨拶＞ 
 金谷 宏治 様（東分区ガバナー補佐） 
 田口 典彦 様（東京東 RC 会長） 
 猪野 弘行 様（東京東江戸川 RC 会長） 
 大澤 成美 様（東京臨海 RC 会長） 
 全   炳台 様（セ･ソウル RC 会長エレクト） 
 中村 孝徳 様（関東第一高等学校 校長） 
＜創立会員代表挨拶＞ 
 初代幹事・第二代会長 大澤恒也 会員 
＜会長報告＞ 
 ●お祝いのご芳志の報告 
 ●セ・ソウル RC より 1,000 ドルをニコニコに頂きまし 
  た。又、プレゼント交換をしました 
 ●いわき勿来 RC へ義援金を届けに、横山理事・岡本前 
  理事・高田前社会奉仕委員長・山本(昌)新睦活動委員 
  長の報告がありました 
＜幹事報告＞ 
 ●8 月のロータリーレート＝1 ドル 80 円 
 ●8/1(月)は水野ガバナー公式訪問と第 4 回クラブ協
  議会が行われます。水野ガバナーは、クールビズでの
  開催を望んでおりますのでその様に致します。 
  但し、当日は写真撮影がありますので、ネクタイは
  ご持参下さい。 
＜委員会報告＞ 
 ●国際奉仕委員会（松井委員長）…WCS 活動で親交の 
    ある、タイ国プララメスアン RC より義援金 263,468 
    円を頂戴致しました。ありがたいことです。理事役 
    員会で義援金先を検討致します。 
＜出席状況報告＞ 
 50 名中  41 名出席 出席率81.63%(7/4 出席率100%) 
 

 
 

 創 立 １９６４年７月３０日 会   長 武田英彦 
 例会日 月曜日（12:30～13:30） 副 会 長 山本和夫 後関和之 
 例会場 タワホール船堀 TEL (5676-5511) 〒134-0091 江戸川区船堀 4-1-1 幹   事 須賀雅文 
 事務局 〒130-0013 墨田区錦糸 1-1-5 A ビル６階（事務局員／松本育子） 会報委員会 高田、稲山、長尾、西川、田中(吉)、小林 
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心の中を見つめよう 博愛を広げるために 

Reach Within to Embrace Humanity 
国際ロータリー会長 カルヤン・バネルジー 

より楽しもう より奉仕しよう 

Enjoy and Serve more 
東京江戸川ロータリークラブ会長 武田英彦 

国際ロータリー第 2580 地区 

東京江戸川ロータリークラブ 
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小松川境川親水公園 

（提供 ･ 江戸川区） 
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東分区ガバナー補佐 金谷宏治 様、東分区幹事 猪越行廣 様、東分区副幹事 今井達 様… 
48 周年記念例会をお祝いして 

東京東江戸川 RC 三役様…東京東江戸川 RC 三役で参りました。48 回目のバースデーおめでとうございます 
武田君…創立 48 周年記念例会に、多くのご来賓・奥様・ゲストの方々にご来会頂きありがとうございます。 
       この佳き日を共にお祝いしましょう 
大澤君…47 年間お世話になりました 
増田君…おめでとう、50 周年に向って頑張ろう 
上野君…金谷ガバナー補佐をはじめ大勢のご来賓の皆様、我々のお祝いの為お越し頂きありがとうございます。 
       心より御礼申し上げます 
佐久間君、大野君、保土田君、岡本君、市川君、池田君、横山君、岩倉君、梅田君、後関君、中山君、髙橋君、 
荒井君、関口君、田中(伴)君…創立 48 周年記念例会おめでとうございます 
須賀君…創立 48 周年記念例会おめでとうございます。又、例会準備をされた各委員会の皆様ご苦労様でした 
山本(和)君…親睦活動及び SAA の皆さん、本日は早くからご苦労様です。又、宜しくお願い致します 
久保田君…記念例会おめでとうございます。屋形船では大いに楽しませて頂きました 
森田君…48 周年記念例会おめでとうございます。セ･ソウル RC の皆さん、ようこそいらっしゃいました 
高田君…創立 48 周年を全員でお祝いしましょう 
西川君…上野さん・池田さん、お世話になりました。創立 48 周年記念例会を祝します 
飯田君…宇田川芳雄会員の御子息の会では、皆様にご出席頂き誠にありがとうございました 
多賀君…出席 100％お祝いを頂いて 
菅谷君…なでしこジャパン万歳！少ないチャンスを物にして価値ある優勝！ 

本日合計    ９４，０００円 
今期累計   ２９３，０００円 

 

水野正人ガバナー略歴 

１９４３年（昭和１８年） ５月２５日生まれ 
本籍地 大阪市 

１９６６年（昭和４１年） ３月 甲南大学 経済学部 卒業 
  ７０年（昭和４５年） ５月 米国ウイスコンシン州 
                        カーセージカレッジ理学部 卒業 
 

＜職  歴＞ 
１９６６年（昭和４１年） ３月 美津濃（現ミズノ）株式会社入社 
  ７８年（昭和５３年） ５月 取締役 就任 
  ８０年（昭和５５年） ２月 常務取締役 就任 
  ８３年（昭和５８年） ６月 代表取締役常務 就任 
  ８４年（昭和５９年） ５月 代表取締役副社長 就任 
  ８８年（昭和６３年） ５月 代表取締役社長 就任 
２００６年（平成１８年） ６月 代表取締役会長 就任 
 （現在に至る） 
 

＜ロータリー歴＞（職業分類：運動用具販売） 
           大阪ロータリークラブ 
1985 年 12 月 東京ロータリークラブ入会 
1999 年 7 月～2001 年 6 月 
   東京ロータリークラブ国際奉仕理事 
2002 年 7 月～2003 年 6 月 
  第 2580 地区中央分区副幹事・ロータリーの友地区委員 
2004 年 7 月～2005 年 6 月 東京ロータリークラブ会長 

ロータリー財団メジャードナー 

マルチプル･米山功労者 

 

 

 

 

 

＜その他団体役員歴＞ 
1991 年６月～現在 （社）日本ゴルフ用品協会 会長 
1996 年２月～現在  国際オリンピック委員会(IOC)スポーツ 
  と環境委員会委員 
1999 年５月～現在 （財）ミズノスポーツ振興会 会長 
2000年５月～2004年５月 （社）日本スポーツ用品工業協会 会長 
2001 年４月～現在 （財）日本オリンピック委員会(JOC) 理事 
2001年８月～2004年７月  世界スポーツ用品工業連盟 会長 
2002 年４月～現在 （財）日本アンチ・ドーピング機構 理事 
 

＜賞  罰＞ 
1990 年５月 カーセージカレッジ 名誉博士号 
2001 年６月 オリンピックオーダー銀章受章 
2004 年４月 藍綬褒章受章 

【【【   よよようううこここそそそ   水水水野野野正正正人人人ガガガバババナナナーーー   】】】   

             ８月のお祝い  
（※結婚記念日お祝いの方はいません） 

■誕生日お祝い ■奥様誕生日お祝い 

  市川君、高田君   市川君、小林君、川野君 

■出席 100％お祝い 

  大澤君(47 回)、久米君(47 回)、 

  長尾君(34 回)、久保田君(30 回)、 

  岡本君(28 回)、山本(和)君(9 回)、 

  久保君(1 回) 


