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A.M. 9:00 ～P.M.5:00 土・日曜・祝祭日休局 

 
会長／ 高砂 明弘    副会長／ 加藤 昇

幹事／ 小村 益造    会計／ 伊藤 義徳

■■■ 例会プログラム ■■■ 

例会日 卓話者 演題 

7 月 30 日 
前年度会計 大谷 孝 

今年度会計 伊藤 義徳 
クラブ協議会（決算・予算） 

8 月 6 日 割烹温泉 ゆらり 18：30～ 納涼例会 

8 月 13 日   休  会  

8 月 20 日 出雲市長 長岡秀人 様  

■■■ 出席報告 ■■■ 

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前回補正出席率 

37 31  6 (2) 88.57 % 97.06 % 

■■■ 欠席者 ■■■ 

園山／黒田／内田／原光 （石原恵／山根） 

■■■ 来訪者 ■■■ 

な し 

■■■ メークアップ ■■■ 

7/29 大島卓・杉原朋・田中浩・黒田 （大社） 

*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■ 

（8 月 6 日）  平野順一／田中祥貴／恒松克己 

（8 月 20 日）  持田稔樹／山根章一／遠藤 栄 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■ 

   （出雲）                 （松江）  赤文字 例会変更 

月 
出雲中央ＲＣ 8/24 

8/31（休） 
月 

松江南ＲＣ 8/3  

8/10 8/17 

火 出雲ＲＣ 8/11(休) 火 松江しんじ湖ＲＣ 8/11 

水 大社ＲＣ 8/12（休） 水 松江ＲＣ 8/12 

  木 
松江東ＲＣ 7/30（休） 

  8/13（休） 8/20 

金 
出雲南ＲＣ 7/31（休） 

8/14（休） 8/21 
  

■■■ 会長挨拶 ■■■ 

－ 犬と人間のかかわり － 

 最近、散歩する機会があり、農道・歩道を散歩していると、気が付

くことがあります。 

それは、犬のフンを非常に多く見かけることです。 

道路はすべて公共の場所。もう少し、飼い主はモラルを持ってかわい

い愛犬と散歩して欲しい。 

すべての「犬と飼い主」に贈る犬と私の 10 の約束を紹介します。 

①私と気長につきあって下さい。 

②私を信じて下さい。それだけで私は幸せです。 

③私にも心があるということを忘れないで下さい。 

④言うことをきかないときは理由があります。 

⑤私にたくさん話しかけて下さい。人の言葉は話せないけれどわかっ

ています。 

 

 

⑥私をたたかないでください。本気になったら私の方が強いことを忘

れないで。 

⑦私が年を取っても仲良くして下さい。 

⑧私は 10 年くらいしか生きられません。だからできるだけ私と一緒に

いて下さい。 

⑨あなたには学校もあるし友達もいます。でも私にはあなたしかいま

せん。 

⑩私が死ぬとき、お願いです。そばにいて下さい。どうか覚えていて下

さい。私はずっとあなたを愛していたことを。 

■■■ 幹事報告 ■■■ 

１．会費の引き落し 

  8/6  7・8・9 月分 (51，000 円) ７月諸経費分と一緒に 

２．例会変更 

  松江 RC  8/12(水) → 8/11(火) 松江４RC 合同例会 

      ビジター受付 12：00～12：30 定例会場 （ホテル一畑） にて 

３．大社 RC より 

  出雲大社御本殿 大屋根特別拝観のご案内 

    日    時  8/7(金) 16：00 

     集合場所  出雲大社 社務所 

  大社RC さんのご配慮により、ロータリー関係者で拝観させていただけます。 

  ご希望の方、出欠表を回覧しておりますのでご記入下さい。 

４．地区大会のご案内 10/17(土)・18(日) 

    日  時  10/18(日) 登録受付   9：00～ 

                  本 会 議  10：00～ 

    会  場  くにびきメッセ 

    登録料   10，000 円  

出欠表を回覧しておりますのでご記入下さい。 

■■■ 委員会報告 ■■■ 

出席親睦委員会 （釜屋 委員長） ： 納涼例会のご案内 

■■■ スマイル ■■■ 

釜屋 （親ばかです。末っ子の優(平高３年)が英検２級を受かりました。     

サッカーでは管長様、牧野先生ありがとうございました。） 

福田 （平田まつりに初めて参加しました。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

「クラブ協議会」     議長 高砂 明弘 

２００８～２００９年度 決算   大谷 孝 前年度会計 

２００９～２０１０年度 予算   伊藤 義徳 今年度会計 

 

 


