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☆黙祷 西垣戸和雄会員 (第３９代会長) ９月８日 午前８時２９分 御逝去 （享年８０歳） 

☆歌唱「我等の生業」☆会長挨拶 ☆表彰 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（ＭＰＨＦピン授与） 小林 亨君

（１回目） ☆幹事報告 ☆諸事お祝 ☆委員会報告（50周年記念誌他）☆西垣戸会員を偲ぶお話 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      

第 51 代会長 河本啓伸 
第 51 代幹事 横山宏実 
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2010 年 9 月 9 日（木） 第２４５４回例会 天候：晴れ 司会：出口敬純副幹事 No. 10 

＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

地域を育み、大陸をつなぐ 

創立５０周年を祝おう 2010～2011 年度 

◎ゲスト・ビジター紹介 

サマンサ・キャッツァリー（青少年交換学生） 

内田誼郎様（茅ケ崎中央 RC） 
◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より    

＊ロータリー財団増進委員会からの依頼 年間 1,000 ドル

以上の寄付者へ「礼状」を以て感謝表意の件 

＊米山月間卓話者派遣について ・10/14(木) ・派遣米山

奨学生：劉 艶 明さん 

◇ロータリーの友事務所より 『ロータリーの友』英語版発行

の通知 

◇寒川ＲＣより  

＊６ＲＣ親睦ゴルフ大会登録の依頼  

・１１/８(月) ・小田急藤沢ゴルフクラブ ・参加費：５，００

０円 ・登録締切：10/8(水) 

＊６ＲＣ親睦ゴルフ大会パーティー式次第 ＊平成２２年度 

６ＲＣ親睦ゴルフ大会実施要綱  

＊収支予算書 ＊会長・幹事へ ６ＲＣ親睦ゴルフ大会寄付

の依頼 

 

◎例会変更     

☆寒川     9／13(月) 18：30 点鐘 馳走庵 ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：

5,000 円（新会員歓迎会及びｽﾘﾑ君就職祝い） 

9／20(月) 休会（祝日の為） 

☆藤沢     9／22(水) 18：00～ 横浜関内「ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾆ

ｭｰﾖｰｸ」 ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：7,000 円 

9／29(水) 休会 

☆藤沢東    9／14(火) 12：15 点鐘 グランドホテル湘

南（午前中藤沢市議会傍聴・見学の為） 

◎諸事お祝 

◎表彰  

マルチプル・ポール・ハリ

ス・フェロー 

表彰を受けた小林亨会員 

☆藤沢南   10／4(月) 11：00 集合 明治市民センター

（創立 30 周年記念事業案内板寄贈除幕式） 

         10／11(月) 休会（祝日の為） 

         10／18(月) ⇒10／17(日) 地区大会振替  

大磯プリンスホテル  

         10／25(月) ⇒10／23(土) 藤沢市民会館 

第 1 展示集会ホール 18：00 点鐘  

                  （創立 30 周年記念式典） 

☆綾瀬春日  9／29(水) 休会（クラブ定款により） 

◎会報 着   台北西北区・相模原・茅ヶ崎湘南 

誕生祝。左から河本啓伸・古性武志・横山貢・熊澤圓造・山口利

通・池上實会員 



 
 
◎出席報告  池上 實会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 
９／９ ２４５４ ３７ ３５ ２７ ３  ８５．７１％  

８／２６ ２４５２ ３７ ３５ ２７ ２+２ ４ ８２．８６％ ８８．５７％ 

 

卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です 

◎スマイル報告 杉本行廣会員 

内田誼郎様（茅ケ崎中央ＲＣ）宜しくお願い致します。 
池上 實君 誕生日有難うございます。まだ、若輩の 74 才

です。西垣戸先生の御逝去驚き残念です。御冥福を祈り

ます。 
小林 亨君 お客様ようこそ。諸事お祝いの方おめでとう

ございます。表彰有難うございます。台湾無事から帰っ

てまいりました。使命をはたして参りました。 
熊澤圓造君 誕生祝有難うございました。 
河本啓伸君・横山宏実君 西垣戸和雄会員ご逝去を悼み

ます。優しく美食家でおしゃれだった先生。さよなら。

淋しいです。 
平井 茂君 西垣戸先生の御逝去お悔やみ申し上げます。

諸事御祝の皆様おめでとうございます。 
下里洋一君 サマンサ・キャッツァリーさんようこそ。

中央の内田さんようこそ。諸事御祝の皆様おめでとうご

ざいます。 
田中賢三君 サマンサ・キャッツァリーさんようこそ。

諸事御祝の方々おめでとうございます。中央の内田さん

ようこそ。  
山口利通君 誕生祝有難うございます。こんな素晴しい

また大きな記念品をいただけて光栄です。 
小澤耕一君 内田さんよくいらっしゃいました。 
出口敬純君 西垣戸先生ご冥福をお祈り申し上げます。

サマンサようこそ。諸事御祝の皆様おめでとうございま

す。 
古性武志君 誕生祝をいただき、どうも有難うございま

す。初のソングリーダーで少々緊張しております。 
岩澤 正君 将に晴天の霹靂。西垣戸会員御逝去の突然の

お知らせ…何の言葉もありません。謹んでお悔やみ申し

上げます。 
加茂正司君 西垣戸会員のご冥福をお祈りいたします。

残念です。 
大森久巳男君 諸事御祝の皆様、おめでとうございます。 
粂 仁夫君 西垣戸和雄会員のご逝去に当り、謹んでお悔

み申し上げます。サマンサ・キャッツァリーさんいらっ

しゃいませ。 
杉本行廣君 今日は重陽の節句ですね。お客様ようこそ。

諸事御祝の諸兄おめでとう。西垣戸会員のご冥福をお祈

りいたします。 
［本日、18 件 30,000 円でした］ 

西垣戸会員を偲ぶ思い出 

【程島利通会員のお話概要】 
 私は１２年前、西垣戸会長のもとで幹事を務めました。

その時、最初に言われたことは「君が幹事を引き受けてく

れるなら会長をやろうと思うけど．．．」という言葉でした。

お互い自由業でなかなか時間が取れない中、それでもロー

タリアンは“No”と言ってはならないと先輩方に教わって

いましたので、引き受けることにしました。几帳面な方で

フォーラムやクラブ協議会もまず欠席されることがありま

せんでした。また、台湾に行った際などは娘の面倒をよく

見て下さったことが昨日のことのようです。実は一昨日、

お見舞いに行って「50 周年の式典は車椅子でもいいから出

席して下さいね」という話をしてきたばかりでした。心か

らご冥福をお祈り致します。 
【池上實会員のお話概要】 
 ロータリアンとしての付き合いも３０年以上でしたが、

私の腰を診て頂いて以来、医者と患者という付き合いでも

ありました。お互い糖尿病でしたので、節制のしかたにつ

いてもいろいろと教わりました。また、西垣戸先生と程島

先生が会長・幹事の年度がちょうど私が分区代理を仰せつ

かった年でした。月に一度行っていた会長・幹事会を西垣

戸先生がひじょうに大切にしてくれて、それを支えにして

分区代理をやらせて頂きました。私が会長をしていた年度

に創設されたソロプチミストのチャーターメンバーだった

和子夫人とも仲良くさせて頂き、夫婦ともども同じ話題で

話のできるよい仲間でした。ご冥福をお祈り致します。 

程島会員（左）と池上会員 

西垣戸和雄会員ご逝去 

西垣戸和雄会員略歴 
1976 年度入会。1998～99 年度会

長。現年度奉仕プロジェクト委員

会（職業奉仕）。職業分類：外科 

赤羽根外科医院院長 

 去る９月８日、当クラブの西垣戸和雄会員がご逝去

されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 


