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<福家ガバナー ご略歴> 
【 生年月日 】 

1943 年 1 月 1 日 
【 勤務先 】 
医療法人 福家医院 

【 所在地 】 
〒581-0831 八尾市山本町北 4‐5‐13 

【 職業分類 】 
小児科医 

【 経歴 】 
1972 年 大阪市立大学医学部卒業 

 1972 年 大阪市立大学医学部附属病院 
大阪市立桃山市民病院他 

 1987 年 福家医院開業 現在に至る 
【 ロータリー歴 】 

1985 年  八尾東ロータリークラブ入会 
1991 年  八尾東ロータリークラブ退会 

(業務多忙のため) 
1995 年  八尾中央ロータリークラブ入会 
1998～1999 年度  クラブ幹事 
2007～2008 年度  クラブ会長 

【 第 2660 地区 】 
2000～2002 年度 地区ポリオプラス委員 

 2002～2003 年度 財団人道的補助金委員会委員 
 2004～2005 年度 財団人道的補助金委員会委員 
 2005～2007 年度 財団人道的補助金委員会委員長 
 2008～2009 年度 地区ロータリー財団副委員長 
 2009～2012 年度 地区ロータリー財団委員長 
 2010～2012 年度 財団 FVP 委員会委員長 

2011～2013 年度 災害支援プロジェクト副委員長 
【 そ の 他 】 
ロータリー財団 メジャードナー 
ロータリー財団 ベネファクター 
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 
米山功労者(マルチプル) 

福家宏ガバナーご来訪を歓迎して 
本日は、第 2660 地区福家宏ガバナーをお迎え

しての公式訪問の日であり、クラブにとっては、

直接にご指導頂く貴重な例会の機会であります。 
 2013～14 年度 RI ロンＤ．バートン会長は、今

年度のテーマを『ENGAGE ROTARY CHAGE 
LIVES』日本語で｢ロータリーを実践しみんなに

豊かな人生を｣とされました。それは私たちが会の

運営に積極的に参加することであります。また世

界中のロータリアン一人ひとりがロータリーの活

動の中に利他的に価値観をしっかりと身につける

ことを奨励しています。それ自身がロータリアン

の心豊かな人生感であると。従って第 2660 地区

においても福家宏ガバナーは地区のテーマを｢感

動の体験を!!人々にも自分にも｣、『Participate!!』
｢～参加し、敢行しよう～｣とされました。具体的

には、5 つの項目があります。１．会員維持・増

強 ２．ポリオ撲滅 ３．FVP・未来の夢 新補

助金制度 ４．東日本震災復興支援 ５．広報活

動  
これらを受け、また創立 30 周年を無事終え、

新たなビジョンを創造して行かなければならない

私達は、本年度の会長方針を以下の様に掲げまし

た。 
『KEEP THE SPIRITS CREATE ROTARYLIFE ! 』 
『奉仕の理想を実践し、心豊かなロータリーライフを！』

です。 
本日は、新たにビジョンをクリエイトしようと

している我が大阪大手前ロータリークラブに、魅

力あるご指導いただけたらと思っております。 
福家ガバナーのご指導宜を宜しくお願い申し上

げます。 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 8 月 23 日 第 1460 回例会 
会員増強および拡大月間 

 2013－2014 年度  

国際ロータリー会長 ロン Ｄ.バートン 

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

                          KEEP THE SPIRITS CREATE ROTARYLIFE ! 本年度 クラブのテーマ 

福家宏ガバナーの公式訪問を心より歓迎申し上げます 



先々週の例会報告 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 2名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   3名  

 国内ゲスト  1名   会 員 出 席  26名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  7 名 
<8 月 9 日の出席率 82.35％> 

Make up を含む 7/19 の出席率 90.91％ 

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･クラブフォーラム 

｢魅力あるロータリーのビジョンを創ろう｣ 

･ピアノ レイバッハ「ノクターン」 

１．8 月 3 日第 1 回クラブ国際奉仕委員長会議に

中林会員が出席して下さいました。 
２．8 月 5 日 IM 第 6 組会長幹事交流会に大蔭会

長と長谷が参加しました。 
３．末弘さんの台北百齢短期交換留学生報告が週

報に掲載してあります。 
４．8 月 9 日社会奉仕委員会の大手前整肢学園夏

祭りが午後 4 時から始まります。 
５．クラブ協議会終了後、9 月度定例理事会があ

ります。 
６．次週 8 月 16 日は休会です。 

･ソング  ♪｢四つのテスト｣♪ 

･ガバナー公式訪問 

 ｢ガバナー講話｣ 

RI 第 2660 地区ガバナー 

福家 宏氏(八尾中央 RC） 

･ガバナー懇談会（13：40～14：40） 

･ピアノ マルグリット・モノー「愛の讃歌」 

今月は会員増強月間です。我が大阪大手前 RC
にふさわしい型のご紹介を宜しくお願い致しま

す。新世代奉仕委員会の竹森委員長、ニコニコキ

ャンプご苦労様でした。また、百齢 RC との短期

交換留学生の末弘亮人君からも留学生日誌が届い

ております。(毎週送ってくるそうですので、週報

に載せる予定になっております。) 
地区からは、山田ガバナー補佐をお迎え致しま

した。クラブ協議会に参加され色々とご指導くだ

さる予定になっておりますので宜しくお願い致し

ます。 
さて本日は、神社建築に影響を与えた仏教建築

について(礎石・白壁・反り・組物・瓦・塗装：古

代の神社建築に影響を与えた)法隆寺≪日本の建

築・その 4≫を具体例にお話しいたします。 
607 年創建の若草伽藍は 670 年消失いたしまし

たので(日本書紀)、現在の法隆寺の伽藍はそれ以

降のものとなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伽藍配置とシンメトリーについて 

 
一、国宝法隆寺の建築材は、創建当初の古材は約

30％位だと思われます。 
二、塔・金堂の庇垂れ補強の、龍の四本柱は、元

禄の解体修理に追加された。減衰率 50％。 
三、創建当初は丹塗り(水銀)の赤が寺院の色であ

った。現在は古色塗としている。薬師寺の東

塔は古色塗で、新築された西塔や金堂・講堂

は丹塗りである。 
四、裳階(もこし)を付けた金堂や塔は、白鳳時代

に日本風様式へと発展する。 
五、東院伝法堂(日本最古の住宅建築の遺構) 
 建築様式 和様 二重虹梁(こうりょう)蟇股 
                 (以下略） 

・社会奉仕委員会 
委員長 岡本 雄介 

本日大手前整肢学園夏祭り事業が開催されます。

多数ご出席いただきありがとうございます。暑い

中よろしくお願いいたします。 
・新世代奉仕委員会 

委員長 竹森 敏麿 
・地区の青少年奉仕委員会プログラム｢全国統一ア

クトの日｣が 9 月 8 日(日)に行われます。テーマは

｢一から学ぶ護身術｣と言う事で、大阪市旭区民セン

ターで実施されます。参加の程、宜しくお願いしま

す。登録締切は、8 月 25 日までの必着です。 
 ・2013 年秋のライラ(上級)の案内です。開催日時

は、10 月 12 日～14 日大阪市立信太山青少年活動

センターにて行われます。申し込み締め切りが 9
月 13 日(金)までです。参加青少年ご推薦をお願い

致します。 

 

 

◎本日のプログラム ◎次週(8 月 30 日)のお知らせ 

― 幹事報告 ― 

― 会長挨拶 ― 

― 委員会報告 ― 



朝槻・・・いつも私と共にいると美しくなると女

性陣から言われていますが、昨日は郵

便局の受付さんが私の本を開いては読

みなおしをしていたら美しくなったと

皆様にほめられたと。私、人のお役に

立っていて終始ニコニコ。 
長谷・・・山田ガバナー補佐、本日はよろしくお

願い致します。米山奨学生の陳さん、

ようこそ！ごゆっくりして下さい。 
金髙・・・山田ガバナー補佐ようこそいらっしゃ

いました。 
河野・・・山田ガバナー補佐よろしくお願い致し

ます。 
前田・・・歓迎！山田ガバナー補佐、どうぞごゆ

っくり。 
松浦・・・山田ガバナー補佐をお迎えして。 
三木・・・山田ガバナー補佐を歓迎します。 
中林・・・少しずつ良い事が起こり出しました。

もっともっと良い事が来ますように。 
中村(匡)・ガバナー補佐よろしく御指導の程をお

願い申し上げます。 
岡田・・・歓迎、山田ガバナー補佐。 
岡本・・・山田ガバナー補佐お越しいただきあり

がとうございます。本日、大手前整肢

学園事業に多数ご出席いただきありが

とうございます。 
大蔭・・・山田ガバナー補佐、本日は宜しくお願

い致します。ニコニコキャンプご苦労

様でした。 
佐々木・・ガバナー補佐を迎えて。 
曽我部・・山田ガバナー補佐を歓迎して。 
辻村・・・山田ガバナー補佐ようこそおいで下さ

いました。 
山本(依)・山田ガバナー補佐ようこそおこし下さ

いました。クラブ協議会宜しくお願い

致します。 
山本(博)・山田ガバナー補佐の来訪を祝して。 

新世代奉仕委員長 竹森 敏麿 
短期交換留学生としてアメリカへ留学していま

した新屋麗華さんが、8 月 18 日 14 時 50 分着

UA855 便で無事に帰国されました。地区から辻村

委員長と山本さんがお迎えに来られていました。

飛行機は予定より 40 分早く到着しゲートから長

旅の疲れもあった様ですが、元気な姿と笑顔でご

社会奉仕委員長 岡本 雄介 
非常に暑い中、大手前整肢学園盆踊り大会が開

催されました。今年も飲み物代とボランティア保

険費用を我がクラブで寄付させていただきまし

た。直前に当クラブの理事会があり、慌ただしい

一幕もありましたが、盆踊り大会が始まる前に大

蔭会長から無事贈呈させていただきました。 

｢台湾社会におけるアイデンティティと日
本のファクター｣ 

陳瑋文 
小さい頃からの祖母の影響をきっかけとして、

私は日本へ留学しました。そして、一年の日本留

学の中で、台湾の人々はそれぞれの｢対日感情｣や

｢対日認識｣が異なると認識したので、再び日本へ

の留学を決め、この研究をやってみたいと考えま

した。 
具体的には、｢台湾人は誰ですか？｣という問題

を出発点として、研究をしていきたいと考えます。

実は、現在、台湾社会における人々は自分が台湾

人と思わない人がいます。それは、人々の歴史経

緯や生活環境が異なることで、本省人(閩南人)、
外省人、客家人、原住民という四大エスニック‧

グループに分けられます。また、四大エスニック‧

グループそれぞれは｢対中華民国｣と｢対台湾｣の認

識や距離感も異なり、相互の不信感が募るので、

現在台湾社会におけるアイデンティティは政治的

争点となります。そして、この四大エスニック･

グループとそのアイデンティティから｢対日認識｣

を考察したいです。この研究を通じ、台湾社会に

おけるアイデンティティの問題を考えながら、日

台間の相互良好的関係にも役立ちたいと考えま

す。 

をしなければ、と痛感いたしました。｢盆踊り大会

の夜店などにもブースを出してもらってもいいで

すよ！｣と職員の皆様がおっしゃっておられまし

た。現場のそのようなご意見をお聞かせいただけ

私は早めにお伺いし、準備の

様子を見せていただきました

が、ボランティアの皆様、職員

の皆様が協力して一生懸命頑

張っておられました。私たちも

少し体を動かし汗をかく事業

るのもやはり参加し

ないとだめだな、と思

いました。暑い中ご参

加いただきました、大

蔭会長、木村・辻村・

竹森・大本会員ありが

とうございました。 

両親と対面。 
留学報告に 8 月 30

日の例会を予定して

おります。報告を聞く

のを楽しみにしてお

ります。 

＜合計 ￥51,000 -  累計 ￥332,000 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― 短期交換留学生報告 ― 

― 大阪大手前整肢学園夏祭り報告 ― 

― 米山奨学生報告 ― 



末弘 瞭人 
こんにちは！遅くなってすみません(^^;; 
一週間ご報告をしたいと思います。今週もまた台

北ロータリークラブの方々にいろんな場所へ連れ

ていっていただきました。8 月 9 日金曜日、

AndrewさんとTomさんにしゃぶしゃぶに連れて

いっていただきました。台湾のしゃぶしゃぶは日

本のしゃぶしゃぶとはまた違う感じで、とても美

味しかったです。 
そして、去

年の夏、交換

留学生として

日本に来てい

た Andrew さ

んの息子、娘

であるケビン

君とリサちゃ

来週も充実した日々を送るようにしていきます！ 

国際奉仕委員長 河野 裕一 
台北百齢 RC との短期交換留学の為、留学生の

末弘瞭人君を連れて 7 月 30 日(火)から 8 月 1 日

(木)の 3 日間、大蔭会長夫妻と台北に行ってきま

した。 
7月30日は末弘君と飛行機が違ったため先に到

着し、百齢 RC の会長、委員長、会員の方々と昼

食をとりながら今後の事に関してミーティングを

行いました。夜は TOTO 会長から夕食にご招待い

ただき、その席に遅れて末弘君が合流しました。

同席した百齢 RC の会員の皆様に挨拶をして回

り、P.P.HIRO 様からは今後の心構えについてご

教示いただきました。食後はその日から P.P.ME
様のお宅にホームステイするため皆で訪問させて

頂きました。 

んに久しぶりに会うことができました。彼らは私

の授業の休み時間にわざわざ私の学校まで昼ごは

んをいっしょに食べに来てくれたり、台湾の若者

があつまる人気な場所に連れていってくれたりと

とても良くしてもらっています。 
休日では、TOTO さん、TM さん達と山登りを

したり、SUNNY さん、Albert さん、他のロータ

リークラブの方々といっしょにバトミントンをし

たりといい汗かきながら、存分に楽しみました！ 

たく違うことゆ

ってることにな

るので、慎重に

勉 強 して いま

す。あと半月し

かないとので、

全力でがんばり

ます！ 

飲みながら、いい景色を見て、台湾の文化を堪能

することができました。夜には、豪華な中華料理

屋に連れていって、いただき、満足すぎる休日に

なりました。学校の授業では、授業内容がだんだ

ん難しくなってきております。私が今授業で苦戦

しているところは発音です。 
中国語の発音は日本語の発音にはない発音の仕

方があります。同じような発音の仕方で意味が全

く違う単語があり、聞き分けるのがとても難しい

です。中国語は少しでも言い方を間違えるとまっ

そして、Albert 夫妻

と台湾の人気な場所で

あるゴンドラに乗って

いく猫空という場所に

いきました。そこは、

台湾の町並みを見渡す

ことができます。お茶

7 月 31 日は朝か

ら通学路の確認と

学校見学に行きま

した。夜はウェルカ

ムパーティーを催

して頂きました。末

弘君はその席でも

さらに多くの会員の方をご紹介いただきました。 
8 月 1 日は末弘君の学校の初日でした。日本語

は一切なしでの授業なので末弘君にとってはとて

も有意義な授業だったそうです。午後は私たちと

一緒に百齢 RC の例会に出席し、英語と少しの北

京語でとてもしっかりした挨拶をしていました。

私たちもドキドキしながら挨拶に聞き入っていま

したが、本当にいい挨拶で素晴らしかったです。

会員の方々にもお褒め頂きました。 
約 1 ヵ月の留学ですが、末弘瞭人君にとっては

すごく貴重な経験となり、一回りも二回りも成長

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させ

ていただきました。必要な方は、幹事までお問

合せ下さい。 

 

 

8 月 30 日の例会場 
帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

     〈四つのテスト〉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 

― 台北百齢RC訪問報告 ― ― 台北百齢短期交換留学生報告 ― 

8 月 23 日のメニュー 

夏野菜カレー バターライス添え 

季節のサラダ 

コーヒー 

して帰ってくる

と思います。瞭

人君の勉強に対

する心構え、取

り組み方を見て

いると心からそ

う思いました。 


