
「ロータリーは機会の扉を開く」 
  RI会長 ホルガー・クナーク 

「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 

 ＲＩＤ2650ガバナー 松原 六郎 

９-１０月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  ９月 １日（火） 京都西南ＲＣと合同「ガバナー公式訪問」 

 ホテル日航プリンセス京都 

  ９月１０日（木） 理事役員会 

  ９月１７日（木） クラブ・デー 

 第２回クラブ討論会（会員増強） 

  ９月２４日（木） 第３回クラブ討論会（青少年） 

 １０月 １日（木） 理事役員会 

 １０月１５日（木） クラブ・デー 

 第４回クラブ討論会 

 １０月２９日（木） 休会 

 
   
  

 

 

◆地区行事  

 ９月 ５日（土） 第１回青少年奉仕担当者会議 

 Ｚｏｏｍによるオンライン会議  14：00～16：00 

    （内田会員、織田会員、中野会員） 

 ９月 ６日（日） 嵐峡の清流を守る会 河川清掃活動 

 10：00～11：00 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 

（万殿会員、末永会員、德田会員、上原会員） 

 ９月１３日(日） RLI ディスカッション・リーダーWEB研修会 

 Ｚｏｏｍによるオンライン研修会 9：00～12：00 

 ９月２７日（日） 第１回インターアクト研修会（Zoom） 

 研修会 13：00～15：30 （万殿会員、中野会員） 
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 ２０２０年９月１日（火）  第１４４０回例会  Vol.３１－７ 

◆各クラブのビジター受付状況 
通常通りビジター受付があり、例会にも参加いただける 
クラブ 京都洛西ＲＣ 
例会前に例会場前にて受付のみ行われているクラブ 
  京都ＲＣ、京都洛北ＲＣ、京都洛東ＲＣ、 
  京都朱雀ＲＣ、京都さくらＲＣ（17：30-18：30） 

※その他のクラブは、クラブ会員のみの例会となり 
 ビジター受付はありません。 
◆例会休会のお知らせ 
９月の例会を全てを休会 
 京都乙訓ＲＣ 

 
 

開会点鐘    12：30                               

国歌斉唱 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

ご来客のご紹介  

会長挨拶  

食事歓談 

幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

寄付金報告 

スピーチ    13：00 

 「ガバナー公式訪問所感」 

  RI第2650地区ガバナー  

     松原 六郎様 
 

閉会点鐘    13：30   

例会プログラム 

１．先週の例会において、２０１９～２０年度決算 
 および当クラブ細則、事務取扱慣例の改正について 
 会員総会が行われました。 
２．９月５日（土）第１回青少年奉仕担当者会議が 
 Zoomによるオンラインで開催されます。 

３．９月６日（日）嵐峡の清流を守る会「河川清掃 
 活動」が行われます。ご参加よろしくお願い致し 
 ます。 
４．次週例会終了後、９月度理事役員会を開催します。 

松原 六郎ガバナー公式訪問 
 （京都西南RCと合同例会）  

伊藤 哲雄  ガバナー補佐  

  

松原
まつばら

 六郎
ろくろう

ガバナーをお迎えして 

（福井フェニックス ロータリークラブ） 
 

 

生年月日 1951年（昭和26年）6月26日生  

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 

 

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・ﾋﾞﾝｾﾝﾄ・ｼﾞｱｲＲＩ会長）  

 2006年4月    拡大功労賞受賞（ガバナー賞） 
 

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 

 

 嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動について」 
 

実施日：   ２０２０年９月６日（日） 小雨決行 

時 間：   午前１０時～１１時 

集合場所： 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 

活動場所： 渡月橋上・下流一帯の大堰川、桂川沿い  



８月２０日（木）例会  
会員数 ３１名（内出席免除１１名）  
出席者 ２４名（４名）  １００％ 
ご来客  １名（米山奨学生） 

 

９月１０日（木） 
  

「米山奨学生スピーチ」 
 

  カストロ アラヤ，ロイネル フランシスコ君 

【 】小計 16,000円 今年度累計 107,000円 
目標額 744,000円 達成率 14％ 1人当たり24,000円以上 

瀬田 保二 ・欠席お詫び。 

吉田  修 ・ロイ君、元気でやってますか？ 

出射 靖生 ・久し振りにつりに行ってきました。 

谷口 泰義 ・熱中症に気をつけて。 

BOXへ 稲掛 英男、井上 正佳、末永  寛 

田中  守、上山 泰弘、三田 昌資 

万殿 慎二、林  良訓 

【 】 小計  4,000円  今年度累計  21,000円 
目標額 99,510円 達成率 21％ 1人当たり30ﾄﾞﾙ以上   

BOXへ 吉田   修、上山 泰弘 

【 】 小計  4,000円   今年度累計 28,000円 
目標額 400,000円 達成率 7％ 

 

万殿 慎二 

・織田さん、森さん 

 クラブ討論会よろしくお願いします。 

林  良訓 ・ポリオ ボクメツ！！ 

 
クラブ・デー 
「会員総会」  
 
2019-20年度決算 
定款・細則の改正 
 

田中  守会員 

 

 

ポリオ根絶活動協賛 第75回京都市内24ＲＣ 

懇親チャリティーゴルフ大会開催のご案内 
 

開催日時  ２０２０年 １０月３日（土） 

  スタート午前８：００～ 随時  

受付開始 ７時００分～各スタートの３０分前まで 
   

開催会場  瀬田ゴルフコース 

参加費  ６，０００円 

（２千円をﾎﾟﾘｵ根絶活動協賛金として充当） 
 

＊注意事項 

・表彰式並びに懇親会の開催はありません 

・ニアピン等も密を避けるため計測出来ないと判断し賞 

 として設けません。 

・ゴルフに参加されない方もポリオ根絶活動協賛金と 

 して金２,０００円ご協力お願いします 

【ニコニコ箱】 小計 22,000円 今年度累計   178,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 14％ 

林  良訓 ・織田青少年委員長ガンバレー。 

瀬田 保二 ・欠席おわび。 

BOXへ 田中  守、上山 泰弘、中野 孝治 

稲掛 英男、児嶋 雄二 

上原 従正 ・残暑お見舞いします。 

井上 正佳 ・暑くて言うことありません。 

三田 昌資 ・暑いです。 

 

万殿 慎二 

・林さん、昨日は息子がお世話になり

 ました。 

 

出射 靖生 

・本日も暑い、今日は３９℃になるそう

 です。熱中症に御注意。 

王   杲 ・ゴルフ頑張ってます！ 

吉田  修 ・この暑さ、もうたまりませんね。 

 

森  正廣 

・峰山のビジネスホテルで、Go To トラ

 ベル割引３５％を受けました。 

BOXへ 上山 泰弘 

【 】小計 20,000円 今年度累計 93,000円 

目標額 597,060円 達成率 16％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

万殿 慎二 ・会員総会よろしくお願いします。 

 

上原 従正 

・ロータリー活動に寄せて“世界に良い

 ことをしょう” 

菱田 匤樹 ・クラブデー宜しくお願いします。 

森  正廣 ・熱中症にご注意！ 

林  良訓 ・毎日、ジゴクの日々です。 

BOXへ 上山 泰弘、田中  守、中野 孝治 

稲掛 英男、末永  寛、井上 正佳 

 

吉田  修 

・山本さん、天理大のこともありますが

 ご子息は東京で、大丈夫ですか？ 

内山 正元 ・炎暑ではなく、辛暑というそうです。 

 
８月会員誕生日 
お祝い 
中川会員、末永 
会員、万殿会長 
上原会員、田中 
会員と菱田会員 

おめでとうございます 



 

 会員名 職業分類 勤務先    役職 

 松尾 義平 名誉会員   

 安田   勝 名誉会員   

F 藤井文治郎 ビジネスホテル ㈱京都糸文 代表取締役社長 

 福田 義久 屋根工事業 ㈱ アールプランニング 代表取締役 

H 林  良訓 マリーナ経営 ㈱マリーナ雄琴 代表取締役 

 菱田 匡樹 不動産仲介業 丸菱建設㈱ 取締役 

Ⅰ 出射 靖生 病院経営 医療法人回生会 京都回生病院 理事長 

 稲掛 英男 内科(循環器科) 稲掛医院 院長 

 井上 正佳 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・装飾業 ㈱イマジン 代表取締役社長 

K 鎌野 孝和 外科医 かまの外科医院 院長 

 児嶋 雄二 電子部品製造 ㈱京写 会長 

 近藤永太郎 幼稚園 学校法人川西幼稚園 理事長 

M 万殿 慎二 ﾘﾌｫｰﾑ工事業 ㈲万殿建設 代表取締役社長 

 森    正廣    

N 中川 俊夫 自転車製造卸 ㈱中川商会 代表取締役 

 中野 孝治 呉服小売 なかの孝 ㈱ 代表取締役 

O 織田 鉄也 土木工事 ㈱ キョウラク 代表取締役 

 太田 勝彦 総合建設 太田建工㈱ 代表取締役 

S 三田 昌資 情報通信業 ＮＩＣ ㈱ 代表取締役 

 千田  適 弁護士 法律事務所 なみはや 所長 

 瀬田 保二 美術工芸販売 ㈱賛交社 代表取締役 

 末永   寛 家具小売 ㈲インテリア末永  

T 髙橋 英明 貸しビル業 ㈱高橋ビル 代表取締役 

 田中   守 税務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中税務会計事務所 所長 

 谷口 泰義 事務用品販売 ㈱西京オフィスシステム 顧問 

 德田 正彦 農業 有限会社徳田 代表取締役 

U 内田 勝彦 物品賃貸業 総合レンタル㈱ レントオール京都 代表取締役 

 内山 正元 弁護士 内山法律事務所 所長 

 上原 従正 胃腸科医 医療法人上原医院 院長 

 上山 泰弘 歯科医師 上山歯科診療所 院長 

W 王    杲 中国料理 ㈱桃園亭、㈱長城 代表取締役 

Y 山本 拓生 司法書士 山本拓生司法書士事務所 代表 

 吉田  修 獣医 吉田ペットクリニック 院長 

 

京都桂川ロータリークラブ 会員名簿 

（敬称略） 

会員３３名 名誉会員２名含む 



9/4 京都東 「クラブ奉仕フォーラムから学ぶ 」 
中村 幸男会員 

（金） 京都伏見 「ロータリーと仕事と趣味」   三上  敦会員 

 
京都洛西 

「長期戦略計画について」 
会員 長期戦略計画特別委員長  

吉川 裕丈様 

 京都紫竹 「性の話」            あかた ちかこ様 

9/7 京都西 「就任挨拶」 会長、会長エレクト、副会長、 
幹事、理事、会計、会場監督 

（月） 京都紫野 「クラブフォーラム（青少年奉仕部門）」 

 京都中 「会員スピーチ」        太田 智之会員 
森本 隆康会員、谷   淳司会員  

 京都平安 18：30 会員スピーチ「死に学ぶ（仮題）」  
小平 真滋郎会員 

9/8 
京都東山 

クラブデー「敬老のお祝い」 
「クラブアッセンブリー（協議会）」 

短縮例会（12：30～13：10） 

（火） 京都西南 「クラブデー」 

 京都洛中 「故田中彰一会員 追悼例会」 
会員 小川 長樂様、長瀬  護様  

 京都洛南 「会員スピーチ」 

9/9 京都 「今年度の活動方針」 
短縮例会（12:30～13:10） 

（水） 京都西北  ～クラブ・デー～ 「奉仕プロジェクト部門 
 第２回クラブフォーラム」 

 京都北東 「未定」 

 京都嵯峨野 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

 京都朱雀 「クラブデー」 

9/10 

 京都南 
「活力ある持続可能なまちづくりへ ウイズ 
  コロナへの挑戦と改革」 

京都市長 門川 大作様 

（木） 京都北 「臨時休会」  ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛北 「クラブデー」 

 
京都洛東 

「『ポリオ根絶活動協賛第75回京都市内 
 24RC懇親チャリティーゴルフ大会』ホスト    
 クラブとして」 実行委員長 山分 芳造様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

京都中RCとの合同例会のため例会変更
「ガバナー公式訪問所感」 

R.I.第2650地区ガバナー 松原 六郎様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「学校における危機管理」 
河佐 英俊会員 

 京都さくら 「会員スピーチ」 
石松 陽一会員、岩田 宏隆会員 

 京都乙訓 「臨時休会」 ＊ビジター受付はありません。 

2020-2021年度  役員・理事・委員会構成 

会長 （役員） 万殿 慎二 

副会長 （役員） 井上 正佳 

会長エレクト （役員） 山本 拓生 

直前会長 （役員） 髙橋 英明 

幹事 （役員） 内田 勝彦 

会計 （役員） 田中  守 

Ｓ.Ａ.Ａ. （役員） 菱田 匤樹 

会員増強  井上 正佳 

戦略計画  山本 拓生 

ﾛー ﾀﾘー 情報・規定審議 髙橋 英明 

親睦 （理事） 太田 勝彦 

（クラブ管理・運営）  

プログラム  三田 昌資 

ニコニコ  児嶋 雄二 

ソング  吉田  修 

 

 
例 会 木曜日  12：30-13：30    

 ザ・サウザンド キョウト  

創 立 1989年(平成元年)７月２７日  

ｸﾗﾌﾞｶﾗｰ  ライトブルー 

姉妹ｸﾗﾌﾞ  台湾三重中央ＲＣ 

 札幌真駒内ＲＣ 

提唱ＩＡＣ 京都府立洛西高等学校ＩＡＣ 

事務局 〒600-8216  京都市下京区東洞院塩小路下る 

        京都センチュリーホテル内 

 TEL(075)344-5000  

 FAX(075)344-1340 

 E-mail katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

出席  中川 俊夫 

炉辺・川クラブ 上山 泰弘 

職業奉仕 （理事） 森  正廣 

（奉仕プロジェクト） 

社会奉仕 （理事） 稲掛 英男 

青少年奉仕 （理事） 織田 鉄也 

国際奉仕 （理事） 王   杲 

ﾛー ﾀﾘー 財団・米山 （理事） 林  良訓 

広報 （理事） 出射 靖生 

ＩＭ実行委員長  末永  寛  

副幹事   林  良訓、織田 鉄也

   三田 昌資、内山 正元 

   上山 泰弘 

副会計   上原 従正 

副Ｓ.Ａ.Ａ.   森  正廣、中野 孝治 

 

京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都イブニングＲＣ次週スピーチ 


