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≪ 8月度例会 スケジュール ≫ 

＊8/04 1344 回 委員会事業 会員増強退会防止委員会 

＊8/11     定款第 8条により休会 

＊8/18 1345 回 卓話 新会員 澤田唯行会員 

＊8/25 1346 回 クラブ協議会 槇塚ガバナー補佐来訪 

第 1344 回 例会報告 8 月 4 日 

日 

我がクラブの強みを考え、何ができるか想像し、そして次につなごう 

●会員数  ： 37名  ●出席基準数 ： 35名 

●出席者数 ： 26名  ●欠席者数   ： 9名 

●出席率  ： 74.29%  ●ビジター   ： 0名 

7月 14日 最終出席率 88.00％ → 90.63％ 

最終欠席者名 ： 筧・関谷・山田 

□ 7/28 出席報告 

□ 会長挨拶  

今日はロータリーの友の話です。 

7月には RI会長のジェニファー・ジョーンズさんのメッセージが掲載されています。 

8月には「多様性のあるクラブづくり 女性会員を増強しよう」が特集されています。 

・会員の増強・維持に必要なこと  ・女性会員にたちはだかる壁  ・アンケート結果  

ぜひ目を通してください。 

「女性会員だから女性を」だけでなく、「男性会員が女性を」誘うこともいいと思います。 

我がグリーンの素敵な男性会員の力でぜひ男女区別なくの声掛けをお願いします。 

次の例会には会員増強委員会の事業です。 

また前年度にできなかったオープン例会の再チャレンジ企画をしてくれております。 

今年度 5名の会員増強に向けて皆様のご協力よろしくお願いいたします。 

今日は四季ネットワーク協同組合様に客話をお願いしております。 

「外国人技能実習制度の実態と支援機関の本来の業務」です。 

どうぞよろしくお願いいたします。                   （※7月 28日 会長あいさつより抜粋） 

□ プログラム委員会より 

 

 
今週プログラム  ● 8 月 4 日（1344回） 
            委員会事業 会員増強退会防止委員会 

次週プログラム  ● 8 月 11 日 
             定款第 8条により休会 
先週プログラム  ● 7 月 28 日（1343回） 
             客話 四季ネットワーク協同組合 
                「外国人技能実習制度」の実態と支援機関の本来の業務 

 NO． 

1344 

・理事会議事録報告を行いました。 

2022－2023 年度 国際ロータリー第 2670地区 

高松グリーンロータリークラブ 

発行日 

2022年 8月 4 日 2022－202３年度 

国際ロータリーのテーマ 

2019－2020 年度国際ロータリーのテーマ 

□ ニコニコ 

 

□ 幹事報告 

 

・母校高商野球部が甲子園出場決定/真鍋 
・コロナ楽しかったです。/山田 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 休会 
○高松西 RC は、8月 5 日（金）日時：8月 5 日 18：30～ 
                場所：ミケイラ 納涼家族例会 
○坂出 RCは、8 月 9日（火）→8月 7 日（日）19：00～ 

夏月家族会議さかいで大橋まつり花火大会鑑賞クルーズ 
○丸亀東 RC は、日時：8月 16 日（火）午後 7 時～ オークラホテル丸亀１F 
○善通寺 RC は、8月 17 日（水）例会は、 

日時 8月 12 日（金）18：30～ 
           場所 おしゃべり広場（納涼夜間例会） 
○観音寺東 RC は、8 月 23日 18 時 30 分 観音寺グランドホテル 
○坂出東 RC は、8月 24 日（水）18時 30 分～ 焼肉ニュージャパン 
○さぬき RC は、8月 26（金） 18：30～「トレスタ白山」 夜間例会 

（コロナ感染拡大により短時間での夜間例会にする予定ですが、 
通常例会に戻す可能性もあります。） 

□ 8/2 現在 メイクアップ 

 

≪ コラム ≫ 

8月の日本の行事といえばお盆があります。 

全国各地でお盆は行われますが、沖縄や西南諸島では今でも旧暦 7月 15日を守っているため、 

お盆の日が異なっています。 

正式には「盂蘭盆会（うらぼんえ）」や「精霊会（しょうりょうえ）」と言います。 

サンスクリット語の「ウラバンナ」を漢字にしたもので、逆さ吊りという意味です。 

これはお釈迦様の一番弟子の 1人「目連尊者（もくれんそんじゃ）」が、自分の母親が地獄に落ちて 

苦しんでいた時に「多くの僧侶を招き、供養しなさい」とお釈迦様に教えられました。 

その通りに実行してみると、地獄から救われたという言い伝えがあります。 

これが、日本古来の先祖信仰と結びついて、現在の風習となったのです。 

8月 13日の盆の入りには、ご先祖様の霊が迷わず家に帰ってこられるための目印が必要になるので、 

おがらを焚いたり、軒先に提灯（ちょうちん）を下げたりします。迎え火と言います。 

8月 16日になると、ご先祖の霊があの世に帰ります。来たときと同じように送り火を炊きます。 

ご先祖様の霊が迷わず無事にあの世にもどれるように、願いを込めておくります。 

また、お盆は、お盆休みで集まった家族や親せきが顔を合わせ、時間を共にできる大切な期間です。 

ご先祖様の話をしてみてはいかがでしょうか。 

日本の伝統行事を大切に残していきましょう。 

7/29 高松西 RC 訪問 

客話 四季ネットワーク協同組合 

・7/27 高松南 RC   柳瀬・高嶋(由)・白井・早川 
・7/27 高松南 RC   高嶋(浩)・八田・塩田・石井 
・7/28 高松 RC   伊藤・澤田 
・7/29 高松西 RC   平田・太田・向井 
・8/1  高松北 RC   高嶋(浩) 

○8 月 08 日（月）東かがわ RC 
○8 月 09 日（火）丸亀 RC 
○8 月 10 日（日）坂出 RC 
○8 月 11 日（木）高松グリーン RC 
○8 月 12 日（金）小豆島 RC 
○8 月 12 日（金）さぬき RC 
○8 月 12 日（金）高松西 RC 
○8 月 15 日（月）東かがわ RC 
○8 月 16 日（火）坂出 RC 
○8 月 16 日（火）観音寺東 RC 
○8 月 22 日（月）東かがわ RC 
○8 月 29 日（月）東かがわ RC 
○9 月 30 日（金）さぬき RC 

□ 例会臨時変更 
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