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第 1126-1127回例会報告                         1月  18日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  1月   25日（土） 次週予告  2 月   1日（水） 

◎ソング 「我等日本のロータリアンの歌」 

             馬場 和代 会員  

◎プログラム クラブ協議会 

              宝塚市長 中川 智子様 

◎ソング 「君が代」「Be a Rotarian」 

             野木 久子 会員 

◎プログラム 卓 話 

    蓮尾 春輝 会員           

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

米アマゾンの日本法人「アマゾン・ジャパン」

は先月、日本国内で「アマゾン・ロボティクス」

を稼働させたことを明らかにしました。 

「アマゾン・ロボティクス」とは、米アイロボ

ット社製の掃除ロボット「ルンバ」のような自走

式ロボットを活用した新しい物流システムです。 

 倉庫の中で、人間が棚まで歩いて行って商品を

取り出す代わりに、自走式ロボットが商品を載せ

た棚そのものを人間が居る場所まで運ぶと、棚の

中にある商品の内、注文を受けた商品がレーザー

光線によって示され、人間はその商品を取り出し

て箱詰めする仕組みです。 

これにより、人員不足解消や人件費などの運営

費用の圧縮、そして配送までの時間短縮による顧

客サービスの向上が図られることになり、アマゾ

ンの競争力は一段階レベルアップしたと言えます。 

しかし、レベルアップはこれだけではないので

す。 

昨年１１月より、注文から１時間以内に商品を

届ける「プライム・ナウ」のサービスが、東京２

３区全域で利用可能となりました。「プライム・ナ

ウ」は２０１５年１１月にスタートし、東京、横

浜、大阪などの一部地域で行われているサービス

で、朝６時から深夜０時まで宅配してくれますか

ら、日中家に居ない一人暮らしの人でもほぼ確実

に商品を受け取れます。 

アマゾンは同じく昨年１２月有料会員を対象に、

小型端末「アマゾンダッシュボタン」の販売も国

内で開始しています。小型端末はＷｉ－Ｆｉを経

由してアマゾンのサーバーにつながるため、端末

に付いたボタンを押すだけで、あらかじめ登録さ

れていた商品が注文できるのです。 

 

同じ頃、アマゾン本社は、「ＡｍａｚｏｎＧＯ（ア

マゾン・ゴー）」という革新的な店舗プランを発表

しています。アマゾン・ゴーの店舗には、これま

でリアル店舗では当たり前にあったレジ自体があ

りません。アマゾン・ゴーは、従業員の数を極力
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削減した店舗展開を目指しており、まさに「小売

り革命」と言えます。 

電子タグを使っていると推定されます。この革

新的な店舗では、レジ待ちの長蛇の列をなくすこ

とができます。 

 

アマゾンは、世界最大の小売業・ウォルマート

から大きな影響を受けています。 

その一つは、顧客中心経営（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ－

Ｃｅｎｔｒｉｃ）」です。キーワードの一つが「Ｅ

ＤＬＰ「（Ｅｖｅｒｙｄａｙ Ｌｏｗ Ｐｒｉｃ

ｅ）」。言い換えれば「毎日がお買い得」。そしても

う一つは、ロジスティクス、つまり「物流の最適

化」です。 

 

このように、小売業や流通の世界を大きく変え

ようとしているアマゾンですが、５年後には今の

姿は見られなくなっているかもしれません。アマ

ゾンはさらに進化を遂げて、私たちが想像もしな

かった企業になっている可能性があるからです。 

 

今日の本は「長生きしたけりゃパンは食べるな 」 

SB新書 フォーブス 弥生 (著)です。 

この本によれば、大好きなパンがあなたの脳を

ダメにしているそうです。 

片頭痛、肩こり、脳疲労、メタボ、糖尿病、肌

荒れ、不眠、生理不順、食事のあとの下痢……体

調不良の連鎖です。 

医者から「異常はありません。ストレスはため

ないで下さい。」と言われても、対処法も見当たら

ず、あきらめてしまった経験はありませんか？ そ

の不調の 原因が食事、しかも思ってもみない食材

にあったとしたらどうしますか。 

 

実は、あなたの不調の原因はすべて「毎日のパ

ン」にあるのだと断言しています。本書によると、

パン（小麦粉を使った食品）を止めるだけで心と

体のバランスを取り戻し、あらゆる体の悩みをた

った数日で解決できるのだそうです。 

近年、小麦に含まれるたんぱく質「グルテン」

が脳に炎症を起こし、腸に小さな穴をあけると注

目されています。その根拠（エビデンス）が世界

ランキング 1 位のテニスプレーヤー、ジョコビッ

チが実践していると話題になったことです。 

小麦抜き生活、「グルテンフリー」をしているそう

です。 

アメリカかぶれの危ない著者の不思議な本でした。 

 

 

上半期会務報告です。         

ＳＡＡ，国際奉仕、会員増強、公共イメージ、親

睦、会計各委員会から報告がありました。 

 

会員研修の竹原会員から、例会欠席した場合はで

いる限りメークアップをするべしとの指摘です。 

（ロータリークラブの基本的なルールです） 

 

 

○藤本 耕二 様（伊丹昆陽池ロータリークラブ） 

 本日はよろしくお願いいたします。 

 

○草野 旦 君 

 わたしにとりまして、今年初めての例会です。 

おそまきながら、明けましておめでとうございま

す。今年もどうぞよろしくお願いします。 

 

○前田 正明 君 

 今年 30年を迎えます。これも皆様のおかげです。 

これからも宜しくお願い致します。 

 

○野木 久子 君 

 1月 9日のスポーツ百貨店・14日の 3クラブ合

同例会と通例の例会が、松飾もとれた 18日。 

ご挨拶に悩みますが、今年もよろしくお願いしま

す。因みにスポーツ百貨店は卒園した小学生の成

長ぶりと近況をしる楽しみの会です。ありがとう

ごあざいました。 

 

○竹原 善記 君 

 腰の手術のおかげで、今はパラダイスです。ニ

コニコ。 

 

○田辺 朱希美 君 

 明けましておめでとうございます。 

今年も宜しくお願い致します。 

今年は酉年 運気もトリ込んで頑張ります！ 

 

 

 

□ソング 

 「われらの生業」    田村 久子会員 

□お客様 

藤本 耕二 様（伊丹昆陽池ロータリークラブ

プログラム 

ニコニコ箱 

週間報告 
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□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 3 31 24 1 80.65 

前々回 

12/14 
34 3 31 23 4 87.10 

 

□幹事報告 

阪神第 3グループ IMのお知らせ 

日 時 2017年 2月 18日（土） 

    13：00～13：30 登録受付 

    13：30～14：30 本会議 

    14：30～16：00 基調講演 

    16：15～16：45 笑いヨガ 

    17：00～19：30 懇親会 

 

場 所 宝塚ホテル 宝寿の間（新館 6階） 

登録料 1人 10,000円 

 

第 1126回例会 

2年ぶりの宝塚 3クラブ合同例会です。 

宝塚演奏家連盟の皆様の素晴らしい演奏です。 

石井様親子による歌曲。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中田様姉妹による演奏。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

☆☆1月のお祝い☆☆  

会員誕生日  

2日 田村 久子 会員  

5日 林田 充弘 会員  

8日 草野  旦 会員  

11日 田辺 朱希美 会員  

奥様（ご主人様）誕生日  

3日 木本 正三 様  

5日 栗田 加寿子 様  

11日 田辺 源一郎 様 

16日 川添 康子 様 

結婚記念日  

7日 橋本 有輝・美保 様  

22日 前田 正明・久美子 様 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今週の本 

「長生きしたけりゃパンは食べるな 」  

SB新書 フォーブス 弥生 (著) 

 

 

 


