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4つのテスト

1. 真実かどうか
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2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

本日の例会

次回の例会

第1860回例会 令和 4 年 9 月 5 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「私の職業」

瀧川健一朗 会員
「2022年国際ロータリー

規定審議会報告」

橋本 徹也 規定情報委員長

第1861回例会 令和 4 年 9 月12日
今週の歌 「 ４ つのテスト」
秋の移動家族例会
この会社はルンバというロボット掃除機で有名な会
社です。
17億ドル（2,285億円）で買収のようです。
なぜ、アマゾンが買収するのか？

前回の記録
会長挨拶

4. みんなのためになるかどうか

伊藤会長

この会社は掃除機を作っている会社ではなく、AI
企業（人工知能）だからです。
現在でも1,400万人が利用し、そのデータを集める
こと、それを解析することで次のビジネスにつなげて
います。
他にもデータを解析してビジネスをおこなっている
企業はたくさんあります。
今後は、ハードウェアではなくソフトウェア、特に
データを持ち、解析することでビジネスモデルをつく
る企業が莫大な利益をあげるでしょう。
例えば、テスラの自動運転技術ですが、すでに数
百万台のテスラ車が世界中に走っています。

週末は 3 年ぶりに淀川花火大会が開催されました。
夏のイベントといえば花火ですね。

その車からリアルタイムにデータを取得し膨大な
データが集まります。

多くの人出でコロナ感染が増えなければいいですけ
どね。
そして、野球の練習へ参加してきました。
いよいよ 9 月10日にロータリークラブ甲子園大会と
なります。
こちらも 3 年ぶりです。
色々なものが再開されてきました。
早く普通に戻りたいですね。
そして、今日はITネタを話したいと思います。
8 月 5 日にアマゾンがアイロボット社を買収宣言し
ました。

卓話者

家村パスト会長

出席報告

このデータを解析することで、自動運転の精度が高
まっていきます。
日本の企業もAIエンジニアを集める動きがありま
す。
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出席委員会

島倉委員長

出席会員数

41名

●来

これから益々、ITで差が生まれることになりそう

● 8 月 8 日の出席率（メーキャップ含む）100％

それでは最後に、健康情報をお伝えしたいと思いま
す。

0名

4 名）

ニトリがIT子会社で1,000人集めるという記事など。
です。

客

35名（内Web出席

本日の出席率

社会奉仕委員会

94.60％

近藤委員長

まず、ご報告ですが、 8 月25日（木）はビケンテクノ

果物は身体にいいのか？

様で実施された献血活動の報告を致します。

果物の主役は果糖です。
体内で一部ブドウ糖に変換され小腸で吸収、少し血
糖値が上がるようです。
果糖の大半は肝臓に運ばれ、すぐに中性脂肪に変

が含まれております。
当日は、瓜生会員、塚脇会員、橋本幸治会員、橋本
徹也会員、橋本芳信会員、本田会員、近藤の 7 名の出

換、脂肪肝の原因になります。
そもそも動物達は、冬に備えるため肝臓に脂肪を蓄
え冬眠してました。
動物にとって果物は重要な栄養源なんです。
さて、人間はどうでしょうか？
現代は季節に関係なく、年中果物を食べています。
食べ過ぎには注意が必要です。
血管に滲み出てくると、動脈硬化、高血圧、内臓機
能の低下、脳梗塞、心筋梗塞、そして認知症につなが
ります。

席がありました。
ご協力ありがとうございました。
来週、 9 月 9 日（金）社会奉仕の炉辺談話を実施致し
ます。
場所は当ホテル 3 Fで、時間は午後 6 時からの予定
です。
コロナ感染が高止まりの中、開催場所に悩みました
が、例会で使用している当ホテルが一番安全と考えま

果物以外にも食べ物には果糖だらけです。
お気をつけ下さい。

幹事報告

献血受付者40名内採血者32名で、当クラブ会員 3 名

した。
会費は6,000円で飲み放題です。

橋本
（芳）
幹事

1 ．本日メールにて会員の皆様にZoomを利用したハ
イブリッド例会での注意点を送っています。ご確認
ください。
 特に名前および顔出しは必ずお願いします。時間
も60パーセント以上はアクセスお願いします。
2 ．本日例会終了後は、今年度第 6 回（ 8 月度）理事
会が開催されます。

当日、徴収致します。
是非、ご参加よろしくお願い致します。

ロータリー財団委員会

長屋委員長

本日、仁科会員より寄付をいただきました。ご協力
ありがとうございました。

ニコニコ箱

荻田SAA

 今年度理事並びに役員の方はご参集頂きますよ

●浄土真宗本願寺派 來光寺 住職 本田智生 様

う、宜しくお願い申し上げます。

●瀧川（紀）パスト会長

3 ．今年度の地区大会の名札を作成してもらいます。
会員様以外で参加ご希望のご家族、ご同伴者の方が
いる場合は、ご希望のプログラムに〇をつけ、お名前

皆さん、お元気そうで何より

です。
●佐藤会員

コロナになりました。

とふりがなをご記入お願い致します。10月11日（火）
締め切りです。
4 ． 9 月度卓話表をBOXに入れました。

本日のニコニコ箱

28,000円

累計のニコニコ箱

253,000円







お誕生日のお祝い
会

員
田中会員
橋本
（幸）会員

9月

会員夫人
田中会員夫人
荻田会員夫人



をしなさいと言われ、「食」が良いと考え、最初は万
博の通り道でもあった土地にドライブイン形式のレス
トランをやろうと決心し、 1 年間調理師学校に通い勉
強しました。初めての飲食業と言う事で、一生懸命勉
強し、万博開催前の昭和45年 2 月に「レストランク
リーン」を開業しました。

卓

最初の内は、万博開催中でもあり、そこそこの売り

話

私の人生（今まで歩んで来た事を伝えます）


家村

武志 パスト会長

上げも上がりましたが、万博が終わりますと売り上げ
も下がりました。又、失敗もありました、当時は職人
の部屋制度と言うのがあり、調理師・ウエイトレスが

＊私は昭和20年 7 月31日に江坂の農家の長男として生

ワンパックで派遣されてきて、店で働いていました。

まれました。

そこで私と料理長とが意見が合わないと、明日からお

終戦が20年 8 月15日。稲作農家でしたので田植えか

ひまをいただきますと言って次の日全員が出てこない

ら稲刈りまで手伝わされました。裏作に大都会大阪の

と言う事態になり、次の日店を開ける事が出来ない。

近郊農家と言う事で野菜の栽培（ほうれん草・白菜・

これではいけないと言う事で、自分の店で一人一人

春菊）を作っておりました。

雇ってじっくりと勉強させ、お店にあった出来る子を

人々の嗜好が高級化しイチゴ、トマト、キュウリ、

作っていきました。しかし、洋食料理は万人向きの料

茄子などに栽培が変わってきました。さらに、季節外

理ではない、もっと地元の人を対象としたお年寄りか

れのトマト、キュウリが好まれるようになり温室（木

ら子供まで、誰でもが食べられる庶民的な食べ物と言

造ガラス室）が立てられ、さらに促成栽培用のパイプ

う事で、昭和54年に「レストランクリーン」から、そ

式のビニールハウスが建てられ、高品質のトマト、

ば・うどんの専門店「そば処くり～ん亭」にリニュー

キュウリが生産されるようになりました。また、 3 月

アルオープンをいたしました。最初は、そば・うどん

下旬から 5 月の上旬はタケノコ堀の時期です。掘った

の作り方を繁盛している知り合いの店に料理長を 1 か

タケノコは大量で、タケノコは新鮮さが重要で、朝掘

月見習いに出しました。私も高松の讃岐うどんの食べ

りのタケノコが喜ばれました。タケノコの市場が出

歩きをしたり、信州安曇野のそばの仕入れに奔走しま

来、 2 つの缶詰工場がありました。

した。
良い人材もそろい、くり～ん亭の味を追求し売り上

＊江坂の町も昭和45年（1970年）に地下鉄御堂筋線が

げも順調に上がってきました。

開通し同時に大阪万博が開催されました。又同時に江

又、江坂の町も会社や営業所などが多く宴会場の要

坂の土地区画整理事業が完了しました。この事業に

望が求められ、 2 階に宴会場を増築いたしました。お

よって江坂が、一躍クローズアップされるようになり

蔭様で大変重宝され、RCの皆様にもよく使っていた

ました。

だきました。

その頃、私は大学を卒業して末沢産業（燃料会社）
に 2 年間勤めました。この会社はプロパンガスやガソ

＊昭和48年家村商事株式会社を設立し、江坂の町は事

リンスタンドを取り扱っている会社で、勤めた理由は

務所ビルの需要が増えると考え、昭和49年第一家村ビ

ガソリンスタンドをやりたかったから。この頃、親父

ル竣工、昭和63年第二家村ビル竣工、その他ワンルー

は死んでいなくて、唯一相談できる親戚の会社の会長

ムマンション数棟、貸倉庫、トランクローム等を営業

に相談をすると、これからは「衣食住」の関係の仕事

いたしております。

イマジン ロータリー

8 月29日

9月1日

荻田SAA

ニコニコ報告

卓話風景

クリーンデー

8 月25日

献血活動

