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【ガバナー経歴】 

松原六郎（まつばら ろくろう）福井フェニックス RC

生年月日 1951 年（昭和 26）6月 26 日生  

最終学歴 1977 年 3 月東京慈恵会医科大学医学部卒業 

1983 年 3 月 金沢大学大学院卒  

職業     公益財団法人 松原病院 代表理事  

職業分類 脳神経科 

【ロータリー歴 クラブ関係】 

1993 年 1 月 26 日 福井フェニックス RC 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 

【ロータリー歴 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 

【職歴】 

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 

【団体歴・公職歴】 

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 

 

歓迎の言葉                 
武生ロータリークラブ 会長 白﨑弘康 

 本日、国際ロータリー第 2650 地区ガバナー松原六郎

様をお迎えするにあたり、武生 RC 会員一同、心より歓

迎を申し上げます。 

2020～2021年度国際ロータリー会長のホルガー・ク

ナーク会長は「ロータリーは機会の扉を開く」をテー

マに掲げられ、これを受けて、第 2650 地区松原六郎ガ

バナーは「ロータリーの原点に返る」誠意をもって語

り合い、勇気をもって共に未来へ を地区のスローガ

ンとされました。 

今年度、武生ロータリークラブのテーマは「明日に

繋げて行こう」とさせていただきました。新型コロナ

ウィルスにより停滞を余儀なくされたクラブ運営・奉

仕活動を取り戻し、自クラブ及び地域社会の明日に繋

がる運営・奉仕に取り組みたいと思います。 

次に掲げますのは、武生ロータリークラブの重点目

標です。 

○クラブの基盤を固める親睦活動を重視する。 

○職業奉仕を基本に、その他奉仕活動へ展開する。 

○各委員長の意向を重視し、会員相互の自由闊達な 

意見交換を基に事業を進める。 

伝統ある歴史を踏まえ、生きがいや楽しさなどと活

力のある武生ロータリークラブとなるよう努力したい

と思っております。 

 最後になりますが、今年 1年、松原ガバナーのご

指導をいただきながら、充実したクラブ活動を行い

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
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松原六郎ガバナーをお迎えして 



 
 

  本日出席会員 37 名 

 メークアップ（前々回）8名 

 出席率（前々回補正） 88.46% 

ロータリーソング「我らの生業」 

 ビジター 敦賀 RC 山本等ガバナー補佐 
 

副会長挨拶 副会長 小林 幸一                 

皆さんこんにちは、今日はガバ

ナー補佐の山本等様をお迎え

して、クラブ協議会を行います。 
山本ガ

バナー

補佐を

紹介させて頂きます。 
ここ暫く良い天気に恵まれ

て、紅葉に皆様楽しまれている

のではないかと思いますが、そしてその中で美味しい

ものを食べに行くなり、この様に経済活動に軸足を掛

かった様に感じます。その中でもコロナ禍や大きな病

気に罹らないように、自分を聘して自分を守り、健康

体で居られるという事を大切にして頂きたいと、私は

思っています。それと今日の例会は、ご案内の様に「炉

辺会合の発表」がございます。各班どの様な活発なご

意見が出ますか、楽しみに聞かせて頂きたいと思いま

す。ありがとうございました。 
 

プログラム 炉辺会合                           
「コロナ禍でのロータリー奉仕活動について」 
【1班】日時：11 月 6日(金)18：30～場所：うおとめ 

責任者：三村昌之 発表者：市川隆成 

参加者：奥村忠、笠原章、野田義弘、鎌谷孝之 
レジメとしまして、三村座

長に「2650 地区内のＲＣが

行ったコロナウィルスに対

しての支援状況」について、

地区内のＲＣがどの様な活

動をされているのかをお話頂きました。武生ＲＣでは、

武生出身の大学生が国の自粛要請下で帰省できなくな

ったに際し、お米をはじめ物品を贈る活動を支援させ

て頂きました。その後会員さんよりご意見を頂きまし

た。お金を出すだけではＲＣの活動ではない、汗を流

す事も良い事だと思います。「だるまちゃん広場の積み

木」の寄贈も良かったと思います。「継続事業」として

奉仕活動が出来ないだろうか。また、毎年行ってきた

親睦を深めるイベントができないので、何か夜間例会

やコロナ禍でもできる楽しい事業ができないかという

意見が出されました。結論としまして、まず自己管理

をきちんとやることが前提で、積極的に各種のお店を、

食べ、飲み、使ってお互い利用しましょう。 
【2班】日時：11 月 2日(月)18：30～場所：神崎家 

責任者：田中大成 発表者：吉田登喜男 

参加者：石川満夫、小林幸一、佐々木忠彦、森上節子、 

    宮前貴司、矢尾主成、梅田雅彰、織田桂蔵 

はじめに責任者の田中大成

会員から他のクラブの活動事

例の紹介をされ、続いて当クラ

ブとして「コロナ禍においてど

のような社会奉仕が可能か」を

テーマに各会員から意見を訊いた。いくつかの意見が

出たが概ね以下の通り。この状況下で会員が集まって

人と人が交じり合う奉仕活動は難しい。であれば、こ

こはロータリークラブの原点の一つでもある各会員

夫々の「職業を通じての奉仕」に立ち戻り、52 会員い

れば 52 通りの奉仕を模索出来るであろうし、また会員

同士の連携による奉仕も考えられる。これが今、我々

が出来る奉仕の一手ではなかろうか。 
 

ニコニコ箱・・・16,000 円 累計 397,500 円              

・本日のアッセンブリーよろしくお願いします。 

【敦賀 RC 山本ガバナー補佐】 

・結婚記念自祝             【藤谷家也】 

・山本等ガバナー補佐をお迎えして    【辻岡俊三】 

・山本ガバナー補佐、クラブ協議会よろしくお願いい

たします。         【小林幸一・田中 茂】 

・ちょっと               【野田義弘】 

・炉辺会合 1班発表、市川会員よろしくお願いします。 

                   【三村昌之】 

・TRGC 楽しませていただきました。   【宮前貴司】 

・山本ガバナー補佐、本日よろしくお願いいたします。 

 職業奉仕アンケートよろしくお願いいたします。 

                   【宇野賢治】 

・本日欠席させていただきます。    【西本久美子】 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（12 月 2 日～12 月 15 日） 

ビジター受付はありません。 

＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの

友ホームページ等にてご確認ください。 
 

本日(12 月 1 日)例会    12 月 8 日 

 

休 会 

12 月 15 日 

第一例会行事 

年次総会 

健康管理  

12 月 22 日 

クリスマス例会 

「二胡で奏でるXmas」 

小林寛明氏 

 

ガバナー公式訪問 

第 3174 回 例 会 記 録 令和 2年 11 月 17 日(火) 


