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福井あじさいロータリークラブ
国際ロータリー第2650地区

会長 /橿尾輝之　　　会長エレクト /古市恭也　　　副会長 /近藤実　　　幹事 /藤岡茂樹　　　副幹事 /細川直人

2020～2021年度 福井あじさいロータリークラブテーマ

「 初心に戻り、もう一度ロータリーに惚れよう」

本日の例会　第 848 回

RI 第 2650 地区 スローガン
2020～21年度

ガバナー　松原　六郎

前回の例会報告

四つのテスト　言行はこれに照らしてから     1. 真実か　どうか   2. みんなに公平か   3. 好意と友情を深めるか    4. みんなのためになるかどうか　
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RI会長 ホルガー・クナーク

2020-21Presidential Theme

メイクアップ

11月6日（金）

11月20日（木）

11月12日（木）

次回の例会案内 皆さん、今日は。11月6日と言えば、福井の人ならすぐにでもピンとくると思

いますが「蟹」の解禁日です。解禁期間は、越前ガニが11/6~翌年3/20日、セイ

コガニが11/6~12/31日、ズボガニが2/19~3/20日です。解禁日がなぜ11/6日

なのかというと一番有力な説は二十四節気の中の一つで、「冬の始まり」を意

味する「立冬」が11/6日だそうです。当日は、まだ暗い中をたくさんの船が出

港して昼頃に港へ戻ってきます。冬の間に、一回は食べたいと思います。今月

は、12日の福井クラブとのガバナー公式訪問、27日の異業種交流夜例会と重要な行事が控えていま

す。皆さんのご参加をお願い致しまして、今日の挨拶とさせて頂きます。本日も宜しくお願いしま

す

会長挨拶

○現在会員　62名　　○出席者　 39名
○届欠席者    33名　     ○出席率 　44%

橿尾輝之

○開会点鐘　１2時30分
○ロータリーソング斉唱　「我らの生業」
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○卓 話　日置友純 会員
○閉会点鐘

森陰輝夫（ガバナー補佐会議）

○開会点鐘　12:25
○国歌斉唱
○ロータリーソングー　「奉仕の理想」
○会長挨拶

○会長挨拶

会場　ザ・グランユアーズフクイ 3F 天山の間

2020-21年度  RI 第2650地区

松原 六郎ガバナー
profile

ロータリー歴 職　　　歴
○バナー贈呈

ガバナー御一行様紹介

○ガバナーアドレス　12:50～

○幹事報告
○委員会報告 （福井RC、福井あじさいRC） 

（福井RC、福井あじさいRC） 

○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表

○閉会点鐘
○ガバナー御一行様を囲み記念撮影

　　　2020-2021 松原六郎ガバナー 
福井RC、福井あじさいRC合同公式訪問例会

松原六郎ガバナー

（福井RC  清水会長）

（福井RC  清水会長）

（福井あじさいRC  橿尾会長）

（福井あじさいRC  橿尾会長）

所属クラブ

まつばら　　　ろくろう

福井フェニックス ロータリークラブ
生年月日

最終学歴 　1983年3月　金沢大学 大学院　卒業
職　　業 　公益財団法人 松原病院　（代表理事）

職業分類 　脳神経科

　1951年(昭和26年)6月26日生

【クラブ関係】
1993年1月26日　福井フェニックスロータリークラブ入会
1997-98年度　　国際奉仕委員長

1998-99年度　　社会奉仕委員長

2003-04年度  　会長
2012年9月15日　ＩＭ実行委員長
【地区関係】

2001-02年度　　地区世界社会奉仕委員長
2002-03年度　　地区ポリオ撲滅募金キャンペーン委員会委員長
2005-08年度　　ガバナー補佐
2011-12年度　　地区研修委員会副委員長

東日本災害復興支援特別委員会委員
【その他】
ロータリー財団メジャードナー、ベネファクター
ポールハリスソサエティ

【その他 受賞歴】

1999年3月　 　レイシーＲＩ会長賞受賞(大阪合同地区大会にて)

2002年4月　 　ＲＩ会長賞受賞「ポリオのない世界を目指す地域奉仕賞」

  

（ルイス・ビンセント・ジアイＲＩ会長）

2006年4月　 　拡大功労賞受賞（ガバナー賞）

1977年4月 　　金沢大学医学部附属病院 神経科精神科勤務

1983年4月 　　福井医科大学医学部 神経精神医学教室　講師

1992年5月 　　公益財団法人 松原病院　代表理事　現在に至る

2000年11月 　 医療法人 福井心のクリニック　理事長　現在に至る

【団体職】

公益社団法人日本精神科病院協会　理事

公益社団法人日本精神神経学会　代議員

日本航空宇宙精神神経学会　事務総長

公益社団法人福井被害者支援センター　理事長

認知症の人と家族の会福井県支部　支部代表

福井県精神科病院・診療所協会　会長

更生保護法人福井福田会　理事



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

25 名 　　35,000 円　　今年度累計　410,000 円

ニコニコ箱報告（順不同/敬称略）

21 名　31,000 円

18 名　28,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2020.11/6

事務所/〒910-0006 福井市中央1丁目3番1号　加藤ビル4F　　TEL.0776-28-7200  　FAX.0776-28-7255
例会場/ホテルリバージュアケボノ　　TEL.0776-22-1000  　 E-mail:mac7428@yahoo.co.jp

クラブ会報委員長/ 稲津敬史

県内クラブ
例会日

ビジター受付

火曜日

月曜日

水曜日 木曜日 金曜日

福井南RC

福井東RC

（ザ・グランユアーズフクイ）

（福井繊協ビル 8F）

勝山RC
（勝山市民活動センター）

（AOSSA 3F）
武生RC

（武生商工会館）

若狭RC
（ホテルせくみ屋）

福井フェニックスRC

丸岡RC

（ザ・グランユアーズフクイ） （ザ・グランユアーズフクイ）

（丸岡城のまちコミュニティセンター）

敦賀RC
（福井銀行敦賀支店 2F）

大野RC
（大野商工会館）

福井北RC

福井水仙RC
（福井パレスホテル）

武生府中RC
（越前たけふ農協会館 3F）

敦賀西RC
（敦賀プラザ萬象）

福井RC 三国RC
（三国観光ホテル）

鯖江RC
（鯖江商工会館 4F）

（福井県護国神社）
福井西RC

（ホテル リバージュアケボノ）
福井あじさいRC

前年度累計　600,000 円

橿尾輝之　　本日も宜しくお願いします。

藤岡茂樹　　久しぶりの移動例会、新鮮です。来週はガバナー公式訪問

　　　　　　例会です。

森陰輝夫　　早いコロナウィルスの終息を願って。

堀川和子　　今日からカニ漁解禁です。粟樹楼では一番セリのせいこがに

　　　　　　100 杯分を買付しました。値段が心配ですが、少しでもお安

　　　　　　く提供できるように頑張ります！！

光山晃　　　本日の例会場で久しぶりの食事でした。細川様ありがとう

　　　　　　ございます。

廣瀬充　　　息子の就職が何とか決まりました。

松本喜市　　久しぶりの会食、美味しかったです。

朝田健一　　今年も残り２か月弱、早いものです。

稲津敬史　　たまには移動例会もいいですね。

細川直人　　カニ解禁ですね！！古市さんのアズインに宿泊して、越前

　　　　　　ガニフルコースを食べて、実質5,000円のプランを始めます!!

                         是非ご利用下さい。

齊藤稔　　　新そば入荷しました。旬の香り味をお楽しみください。

山下徳太郎　久しぶりの卓話発表なので、ドキドキします。

小寺邦夫　　かりんとう饅頭感謝催。11 月 20 日～ 23 日まで半額です！

日置友純　　今年は寒い冬になりそうですね。雪が少ないといいですね。

松原淑裕　　11 月 23 日若狭へふぐ食べに行きましょう。

福澤幹也　　こんにちは！

田中義乃　　冬の気配を感じます。

河合正浩、今野義隆、野原哲也、南伊津美、島村真人、竹内義隆

近藤実、古市恭也円　　

クラブフォーラム　　社会奉仕委員会

第2回 ドリームフェス総括　　　山下徳太郎委員長

福澤幹也、橿尾輝之、藤岡茂樹、森陰輝夫、松本喜市、小寺邦夫、田中義乃
朝田健一、島村真人、山下徳太郎、齊藤稔、今野義隆、河合正浩、中村栄子
細川直人、近藤実、野原哲也、竹内義隆、南伊津美、日置友純、松原淑裕　各君

橿尾輝之、藤岡茂樹、長井眞見、森陰輝夫、松本喜市、小寺邦夫、福澤幹也
朝田健一、日置友純、細川直人、南伊津美、齊藤稔、阿部和久、竹内義隆
河合正浩、島村真人、廣瀬充、山下徳太郎　各君

2020 年 10 月 4日（日）ＪＲ福井駅前ハピテラスにて福井市に活
動拠点を置く福井あじさいＲＣは、クラブ創立 20 周年記念事業
として、福井市が施行した「福井市手話言語及び障がい者コミュ
ニケーション条例」の趣旨をふまえて「障がい者とのコミュニ
ケーション」をテーマにしたイベントを企画し、多くの市民が
手話を身近なものとして理解をして、さらに障がい者に対する
理解をも深めてもらい、参加者全員が楽しい一日を過ごしても
らいました。
ＨＡＰＰＹ　ＤＲＥＡＭふくい（手話サークル）さんには、手
話パフォーマンスが出来るゲストの人達や障がい者団体と福井
あじさいＲＣの間にたって、コミュニケーションをとってもら
いました。また、コロナ禍での開催となった為、県外ゲストの
人達にはリモート出演となり、その調整や実行のお手伝いをし
てもらいました。


