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前回の例会 

 2021年 9月 10日(金)第 1925回 

卓 話「 Instagramに出会って変わる 

    人生とケーススタディ、ぷち活用術 」 

卓話者  Atelier Plavaruza(ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗﾊﾙｰｻﾞ) 

     代表 本吉 安希子 様 

紹介者  平野 祥之 会員 

今週の歌 「日も風も星も」 

         「上を向いて歩こう」 

お客様の紹介・出席報告・会長の時間・ 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇皆出席表彰 (９月) 

 坂田兼則会員（第１５回） 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2021年 9月 17日第 1925号 

 

 2021年 9月 17日(金)第 1926回 

      「 テーブル会議 」 

テーマ ① 会員増強について 

    ② 今後の例会について 

進 行   会長エレクト 塩見 守 

今週の歌 「奉仕の光」 

     「堺北ＲＣの歌」「もみじ」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

 

2021-22年度 国際ロータリーのテーマ 

    「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

  国際ロータリー会長 シェカール・メータ（インド・カルカッタ-マハナガルRC） 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 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 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 豊岡 敬 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/toyooka/  

E-mail ： toyooka@rid2640g.com 

会長：中川 澄  幹事：綿谷伸一  広報委員長：池田茂雄  編集者：那須宗弘 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

 2021年 10月 1日(金)第 1927回 

「米山月間フォーラム」 

卓話者  米山奨学生 

     グエン ティ ホアン オアン様 

紹介者  米山奨学委員長 米澤 邦明 

本日の例会 

 

時間 

 

＜9月10日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            20名 
欠席会員              10名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            2名 

今週の歌「もみじ」 

 秋の夕日に  照る山もみじ 

 濃いも薄いも 数ある中に 

 松をいろどる 楓や蔦（つた）は 

 山のふもとの 裾模様（すそもよう） 
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 「 Instagramに出会って変わる 

    人生とケーススタディ、ぷち活用術 」 

    Atelier Plavaruza(ｱﾄﾘｴ ﾌﾟﾗﾊﾙｰｻﾞ) 

     代表 本吉 安希子 様 

 

【起業へのきっかけ】 

〈きっかけ〉 

元々、サプライズをすることが好 

き。 

ようやく妊娠し出産を迎えた友 

人へのプレゼントを探しに百貨店へ行った時に 

おむつケーキのワークショップに参加。 

アメリカの文化に触れ、日本でも出産される女性 

の笑顔をもっと増やしたい！講座受講後、ベビー 

シャワープランナーとして活動を始める。 

〈自信がない〉 

会社勤めのみの経験、販売経験なし、文化が根付 

いていない、店舗もない、資金もない、デザイン 

を勉強したことがない、お花を習ったことがない、 

写真を習ったことがない、圧倒的な差別化のある 

商品でもない。 

事業として拡大していけば良いのか、様々な講座 

を受講し、暗中模索していた。 

【Instagramとの出会い】 

〈講座を受講〉 

中島侑子さんとの出会い。Instagram有用性、可 

能性、先輩受講生の声、セミナー等で知識を得て 

実践、検証。 

Instagramで何を目的とするかを具体的に明確化 

Instagramを活用。 

フォロワーを増やす→商品 PR商品等の見せ方→ 

プラハルーザのブランド力の向上→発信力をつ 

けた事による販売促進及び可能性 

【実際の活用方法】 

〈フォロワーが増えるのか〉 

必須：ビジネスアカウント又はクリエイターアカ 

ウントに変更。 

投稿を見てもらうために有名インスタグラ 

マーの発信を検証。 競合他社の発信を検証 

・プロフィール内容＆写真 

・ハッシュタグの検証 

・商品写真の見せ方 

・投稿頻度 

Instagramも情勢に応じて流行や使える機能に 

変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓  話 

↓投稿を見た人の数も以下のように確認ができます 

← 土台は赤ちゃんの紙おむつ。 

ケーキに見立て出産祝いの実用的 

な贈りものとして喜ばれています 

左）始めた当初 

右）最近 プロフィールも都度変えています 
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市場調査→新商品告知→アンケート→ アンケー

ト結果→販売日決定→カウントダウン 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

会長 中川 澄 

 企業の Instagramを育てることは、一般の方よ

りも根気が必要です。しかしすでにお客様の中に

はInstagramを使われている方もいらっしゃると

思いますし、他の SNSのツールを連携させればさ

らに効果が見込めます。Instagram は無料のツー

ルであるため広告宣伝費をかけることなく、自社

のフォローワー（＝ファン）に向け、情報発信も

できますし、コミュニケーションを取るためのツ

ールとしても利用することが可能です。 

もしまだ御社の Instagramを開設されていらっ 

しゃらない場合は、設定からサポートもできま 

す。現状を含め、将来的な SNS による商品 PR な

どお話いただくことで、ご要望に沿ったより良い

ご提案をさせていただくことができるかもしれ

ません。ご興味、ご質問などございましたら一度

ご連絡くださいませ。 

Mail ： info@a-plavaruza.com 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

会長 中川 澄 

 

 本日は、解雇のお話です。 

 皆様ご承知かと思いますが、一

旦雇ったら、簡単には解雇できま

せん。 

たまに「１ヶ月前に予告したら解

雇できるんでしょう」と言う方が

おられますが、それは、解雇の正当な理由がある

場合は１ヶ月前に予告してやめさせることがで

きるというだけで、正当な理由が認められなけれ

ば１ヶ月前に予告しても解雇は無効です。 

 そして、正当な理由は簡単には認められません。 

能力不足や勤務成績不良を理由とする解雇は、採

用時に求められる職務能力が細かく提示され、そ

れを前提に採用されたことが明確であるといっ

た特殊な事案でない限り、まずは無理です。 

 解雇が有効とされやすいのは、社内で会社のお

金や他の従業員のお金を盗んだ事案、社内での暴

力沙汰などです。社員が犯罪を犯して逮捕された

ら解雇できるかですが、これは、すぐに解雇する

ことはできません。有罪判決が確定するまでは、

一応、無罪の推定が働くからです。そして、有罪

判決が確定しても、それは基本的に私生活上の問

題なので、どんな事案でも解雇できるというわけ

ではありません。犯罪を犯して、勤務先の対面を

著しく汚したと言える場合は解雇可能です。強盗

や強制わいせつなどの重大事件、事件自体はさほ

ど重く処罰されないものであっても、最近はやり

のあおり運転のように、犯行の様子が繰り返し報

道された場合などは、解雇の有効性が認められや

すいと考えられます。 

 誤解が多いのは、試用期間中の解雇です。試用

期間中あるいは試用期間満了時だからといって、

簡単に解雇はできません。３ヶ月様子をみて、会

社に合わないようならやめてもらおうと思うの

であれば、まずは３ヶ月の期間雇用をして、その

後も来てほしいなら改めて期間の定めのない労

働契約を交わすことになります。  

 

 

 

国際奉仕委員会 

国際奉仕委員 北村 勝博 

 

 ９月１０日（金）例会前にＺＯＯ

ＭオンラインにてＮＧＯ法人プル

メリア代表の濱野氏と 

綿谷会員，嶽盛会員，池永会員と初

めて顔合せをして頂きました。寄付

金がどのように使われるのか？フィリピンセブ

島の学生の就学状況を直接濱野氏からご説明頂

きました。下記が濱野氏からのコメントとなりま

す。 

 

 フィリピンの現状について述べますと、現状 1

年半以上に及ぶロックダウンが継続され、今後そ

れが何時解除されるかの目途は立っておりませ

ん。こうした中で 2020 年 3 月から学校が突然、

閉鎖されて以来、完全に学業は停止され、その後、

オンラインまたはプリント学習という形での学

業再開はされたものの、登校して対面授業を受け

ることは何時再開されるのか分からない状況で

会長の時間 

時間 

 

委員会報告 

 

時間 

 

mailto:info@a-plavaruza.com
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す。 

そうした中で、本来、新学年のスタートは毎年 6

月だったものが、今年から9月に変更されました。

それに伴い、当方の奨学生で特に大学進学をした

者については、オンライン環境（端末及びインタ

ーネット環境の整備）を余儀なくされ、現在、こ

ちらも特別支援を出して、彼らのサポートをして

おります。今回のご寄付については、早速、この

為の資金に充当させて頂き、大変にタイムリーで

助かっております。 

 

今後も同ＮＧＯ法人と堺北ロータリーが定期的

に情報交換することで、国際奉仕活動の意義や効

果を会員相互で共有し、奉仕活動の重要性を改め

て実感する良い機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報委員会 

「奉仕の光」を唄いましょう 

広報委員長 池田 茂雄 

 

 今年度の「ガバナー公式訪問」は 

１０月２９日(金)です。 豊岡敬ガバ

ナーから、その際、この「奉仕の光」

を是非とも唄って欲しいとのご要望

がありました。 

この曲はガバナーが以前に松原中RCを訪問され

た際にお聴きになる機会があり、素敵な曲だと感

銘を受けられたそうです。同クラブが創立 20 周

年を記念して作詞作曲された曲だとのことです。 

「小さな光が、この街に生まれた、大きく育てと

心に誓い ～」で始まるこの曲は、豊岡ガバナー年

度の地区スローガンである 「広げようロータリ

ーの光を！ 」にリンクされて、当地区内のクラブ

に紹介されているとのことです。 

公式訪問当日までには、まだ少し日にちが有りま

すので、本日、練習のつもりでご紹介させて頂き

ました。 

 

 

 

 

京都伏見 RC  本吉さんのスピーチを楽しみに 

 小畑隆正様 しています。 

大阪うつぼ RC 本吉さん、楽しみにしてきました。 

 井上文孝様 頑張って下さい。 

       堺北ロータリークラブの皆さん 

       はじめまして。よろしくお願いし 

       ます。 

中川 澄会員 本吉様、井上様、小畑様、本日は 

       ようこそお越し下さいました。 

       本吉様、卓話ありがとうございま 

       す。楽しみです。 

嶽盛和三会員 本吉様卓話よろしくお願い致し 

       ます。楽しみにしております。 

平野祥之会員 本吉さん、今日は遠くはるばる神 

       戸からお越し頂き、ありがとうご 

       ざいます。卓話楽しみにしていま 

       す♪ 

藤永 誉会員 畑中さん、SAAけっこうサマにな 

       ってますよ。         

            合計１３，０００円 

 

 

 

 

  

SAA報告 

 

時間 

 

例 会 風 景 

本吉様、ありがとうございました 

9月皆出席表彰 坂田兼則会員（第１５回） 

本吉様、ありがとうございました 


