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ゲスト・ビジター紹介  
ゲストスピーカー          二木 博様 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
誕生日祝い 
12月 10日 山田 丈夫会員 
12月 31日 山下 憲男会員 
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先週のクリスマス会で大変楽しく過ご
しました。ありがとうございました。
お茶の水 RC は多才な方が多くて感服
しました。 
二木様、本日の卓話を楽しみにしてお
ります。 
今年最後の卓話を楽しみにしていま
す。 
過日のクリスマスパーティ、久しぶり
に全体の企画で大成功でした。特に親
睦委員会の幹事の皆さん、サンタクロ
ースの変装が大変好評で良かったと思
います。特にボランティアの本質の自
腹で調達、立派！ 
先日のクリスマス会では久しぶりにお
いしいお酒と食事を楽しむことができ
ました。ありがとうございました。 
クリスマス会からもう 1 週間経ったの
ですね。リアルでの例会も今日が今年
最後です。皆様良い新年をお迎え下さ
い。 
卓話楽しみにしています。 
二木さん、急なお願い、ありがとうご
ざいました。本日はよろしくお願いい
たします。 
江戸城天守閣再建の会が皆様のご協力
のおかげで認証 NPO になりました。あ
りがとうございました。 
初めてのクリスマス会で、親睦委員と
して、「皆様楽しんでいただけました
か？」 
先日のクリスマス会大変楽しく過ごし
ました。少し飲みすぎました。ありが
とうございました。 
本日の卓話が楽しみです。 

計 29,000円 累計 393,146円 

幹事報告 海江田健司幹事       
1．渡辺会員の会員名簿情報を配布いたしました。個人
情報ですのでお取り扱いにはご注意ください。 

2．12月度理事役員会議事録を配布致しました。ご確認
下さい。 

3．親子はねやすめへのご協力ありがとうございました。 
4．次週、22日は、12時 30 分よりオンライン例会です。 

12月 29日と１月 5日は休会、2022年初例会は 1月
12日で理事役員会を開催致します。1月の例会予定
は週報にも掲載していますのでご確認ください。 

5.地区大会のアワードに 12月 24日に実施した河川清
掃をエントリーしました。提出用の動画を大変クオ
リティの高い動画を木宮会員が作成してくださいま
したのでご紹介します。 

 
クリスマス家族親睦会の御礼 

親睦活動委員会 石渡委員長 
約 40 名の出席者でした。親睦委員会の幹事に恵まれ、
自腹で衣装を揃えてくれました。これが本当のボランテ
ィアだと思います。強制ではだめなんです。そして、ス
ピーディな企画、運営で飽きずに進めることができまし
た。 
 
青少年交換派遣学生 募集の件  

青少年奉仕委員会 木村委員長 
青少年交換留学生の募集がきております。期間は 2022
年 8月から 1年間で、高校生が対象です。派遣先はフラ
ンス、カナダ、アメリカ、ベルギー、フィンランドです
が、コロナ禍でどうなるか分かりませんが、地区からは
上限 7名、1月 14日締め切り。応募者がおりましたら、
事務局か私までご連絡下さい。 
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本日の卓話   区長 就任１年を振り返って 
千代田区長 樋口 高顕様 

プログラム 
司会進行            牛島  聡会員 
開会点鐘              西村美智子会長 
奉仕の理想（ピアノ演奏のみ）  
ゲスト・ビジター紹介       青木 隆幸会員 
ニコニコボックス報告      牛島  聡 会員 
幹事報告           海江田健司幹事 
委員会報告 
出席報告           牛島  聡会員 
閉会点鐘               西村美智子会長  
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卓話者紹介 岡田 邦男会員  
二木さんは、2019 年神田カレーグランプリのグランプリ
をとられています。末広町でカリガリというカレーショッ
プを経営していて、張さんのお店の隣です。本日は急な卓
話のお願いを快く引き受けて頂き、大変感謝しております。
前回の「ふじ森」の藤森もも子さん、そして本日の二木さ
んのように、千代田区に住まわれたり、起業している方、
千代田区に縁がある方をこれからもお呼びして卓話等を
通じてロータリーに馴染んで頂き、懇親の輪を広げて行き
たいと思います。 
 
 
 
 
超合理主義者 福澤諭吉 
幼い頃に殿様の名前が書いてある紙を知らずに踏ん

でしまい兄に酷く怒られるも、実際に殿様を踏んだわけ
でもないのに何故こうも怒られるのかわからなかった。
殿様がダメなら神様はもっとダメなのだろうとお札を
踏んでみたが何も起こらず、トイレに持って行って踏ん
でも何も起こらず。自分が正しいとニヤついたそうです。 
ご存知の通り、「学問のすゝめ」を書いた方で、その

中の一節に、「人が自分の衣食住をまかなうのは難しい
ことではない。仕事をして給料をもらって生活をする…、
こんなことはアリでさえやっている。そんなことは他人
の害になっていないだけで、全然人のためになっていな
い。我々の責務は、この世で生きた痕跡を残し、それを
後の世代に伝えていくこと。少しでも何か人のためにな
るようなことをしなさい。」とあります。これが、私が
「蟻を超えた生き方」を目指す意味合いです。自分の生
活の基盤を築いた上で、人のため社会のために生きなさ
いと啓蒙されています。正にロータリークラブの皆様の
ような生き方をしなさいと福沢先生は仰っています。私
はこれを目指そうと思ったのですが、なにぶん 22 才の
頃はニートの状況で自分の生活すら儘ならず、まずは蟻
にならなければと思うと、非常に厳しい言葉だと思いま
した。 
 まずは、仮説を立ててみました。「自分が楽しく無い
と幸せでは無い」。福沢先生も日本を変えるという使命
を遂行して行く事自体が楽しかったのでは無いかと思
います。自分が楽しいと思う事を見つけなくてはならな
い。究極の目標は「虫博士」です。 
私の言う虫博士とは 
それ（虫の研究）さえしていれば楽しい。 
もはやはそれをする事を我慢できない程。 
自分が何をやったら幸福なのかを見つけられた人。 
誰に何を言われてもやってしまう。 
人の視線も、お金儲けも、他者の評価すら気にしない 
故に毎日自分にとって楽しい事をして生きている。 
シンプルで純粋が故に魅力的で応援したくなる。 
自分が楽しいと思う仕事は追求し没頭する。 
邪心を持たず、妥協せず、迷った際はどうなったらより
自分は楽しいだろうかと考える。 

それがある程度のレベルに達すると周りの人も協力を
してくれるようになると、規模が上がり、また楽しい事
が見つかる。いつの日か社会的な貢献が自分の楽しいと
リンクする時が来る。その時に初めて少しでも何か人の
ためになるような事となる。 
私、二木 博 
ちょっとモテたい。カッコつけたい。良い人に思われ

たい。これさえやっていれば！というものを見つける事
が出来ておりません。しかし、自分が楽しく、面白い事
と思う事を仕掛け、それをみんなが楽しんでいる状態が
最も自分の幸福を感じると分かりました 
インド人完全無視カレー 
インド人有名シェフをお呼びし私の作ったカレーを監

修してもらいましたが、アドバイスは全部無視したカレ
ーです。インド人を無視して最高のカレーができました。
という PR をやりました。意味が分からないのが正解で
す。これはすごくバズリました。「国際問題にする気か。」
と言う方が出るほどでした。これが売れた後にレトルト
も販売しました。この PR も、「安くなった分、美味し
さも 0.8倍」というあまりにも正直なキャッチコピーで、
劣化版！インド人完全無視カレーという商品を売りま
した。 
ホリエモン 刑務所カレー 

堀江さんが刑務所に入っていた時に、どんなカレーを
食べたかったかを聞き出し具現化しました。 
イジリー岡田満足マンゾウカレー 

岡田さんは、昔、深夜お色気番組『ギルガメッシュな
いと』に出演されていて、ギャグ “満足マンゾウ"に焦
点を当て、高速ベロが持ちネタだったので、牛タンを入
れています。 

他、人気声優とのコラボカレー、アイドルグループと
のコラボカレー、フジテレビ社員食堂 カレー＆ミート
ソースなどのレトルト食品を販売しました。 

私のポリシーとして面白い事も追求しますが、食品を
扱う以上は最後のオチは「美味しいんかい！」と突っ込
みを言って頂くことです。 

他には、間借りカレーの文化が大阪ではメジャーだそ
うです。夜営業のバーなどの店舗をを安く借りてランチ
営業する商売を、5 店舗ほど実験で出店しました。成功
したお店、そうでないお店いろいろありましたが、お店
１店舗で生計を立てることはできませんが、手法自体は
面白いので芸人さんの副業でやっています。 
2019年神田カレー グランプリ優勝 

2019年神田カレーグランプリで優勝し、全国のカレー
イベントから呼ばれましたが、新型コロナウィルスで全
てのイベントが中止になりました。 

また、フランチャイズ事業を他社と提携しキッチンカ
ーをメインとして展開しております。現在、加盟店 30
店舗、2022 年国内目標として 100 店舗、中国進出も視
野に入れています。 

いろんなメディアに取り上げて頂きました。さらに吉
野家と手を組み、牛丼にマッチングする吉野家用のカレ
ーを開発しました。2月中旬まで発売しています。 

蟻を越える生き方 
株式会社カリガリ代表取締役 二木 博様 

紹介者 岡田 邦男会員 
 



メキシコの小さな田舎町で小さなボートで魚を釣っ
て暮らす漁師がいました。漁師は午前中に必要最低限
の漁をして、午後は仕事をせずお酒を飲み、ギターを
弾き、ゆったりと家族と過ごしていました。 
ただ、 その魚はとても素晴らしく、 それを見たアメ
リカのビジネスマンが「なぜもう少し漁をしないの
か？」 と聞く。 
 
漁師が 「どうして？」聞き返すと 
「もっと漁をすればもっと魚が釣れて、それを売れば
多くの金が入り、大きな船が買える。次は人を雇って、
もっと大きな利益がでます」 
 
漁師は 「それで？」と言う。 
「次は都会のレストランに納品し更に大きな利益が
生まれます。そうしたらこの小さな村を出て、都会に
ゆき企業してそれを運営すると良いです」 
 
漁師は 「そのあとはどうするんだ？」と聞く 
ビジネスマンは「そうなれば企業を売って巨万の富を
手に入れられるんです！」と答え 
 
漁師が 「巨万の富か、それでそのあとはどうなる？」
と聞くとビジネスマンは満面の笑みでこう答える。 
「あなたの好きな場所へ住んでゆっくりとお酒を飲
み、 ギターを弾き、 ゆったりと家族と過ごす生活が
送れるんです。」 
 
漁師はため息をつき「その生活なら既にしているよ」
と答えた。 

2022 年 1 月 10 日からスタートする月 9 ドラマ、菅田
将暉主演の「ミステリと言う勿れ」の公式グッズ、「ミ
ステリと言うなカレー」を作らせて頂きました。 
今、興味を持って自分が楽しんでいる仕事が２つ 
カリガリともう一つ経営しているプラススパイス株

式会社で「聞き食べ」というサービスをやりたいと思っ
ています。「聞き食べ」とは、聞きながら食べるという
そのままの企画です。バイノーラル録音された３D 音声
ヘッドフォンで聞き、アニメの世界に入って食事を楽し
みます。例えば、男性アイドルグループを扱う某アニメ
の中で、5 人組のアニメキャラクターが住む男子学生寮
の食堂でキャラが作ってくれたカレーを食べます。カレ
ーは、カリガリのレトルトカレーを提供します。後ろに
は別のキャラクターが「ただいまー」と通り過ぎるとい
う、イメージの中でカレーを食べることができるという
システムが面白いと思いました。利点としては、ヘッド
フォンへの音源とそれ用に作られた食事があれば、どこ
でも体験でき、視覚効果はあまりいらないので低予算で
す。 
システムさえできれば、一気に全国店舗に導入も可能で
す。黙食なので今の時代に合っています。 
もう一つは、馬刺しをメインとした居酒屋「ばち」を

展開します。海外から日本の文化「居酒屋」は注目され
ています。目玉商品として馬刺し一人前 290 円で提供
したいと思います。赤坂に１年実験店舗を営業し 2022 
年 1月に巣鴨駅前にてオープン予定です。 
 
有名な漁師のジョークがあります。 

 
ビジネスの意味を考えさせられるジョークですが、漁

師がそのままの生活を選んだ場合、福沢諭吉の言うとこ

ろのアリだと思いました。退屈な生活だと思っていたと
したら、ビジネスマンが言うようにチャレンジをして成
功し、最終的に漁村に戻るまで楽しい時間を多く経験し、
最後に村に戻ってギターを弾くべきだと思います。その
時に弾くギターの音色はより深く、幸福はより大きいの
ではないかと思います。 

私も自分の幸福を見つけるため、楽しいことをたくさ
んやっていこうと思います。その過程で社会貢献できる
ようなことがいつかくると思います。その時は社会貢献
しつつ楽しいことを探していきます。蟻を超えた生活を
したいという話でした。 
 
 
 

会長報告 西村美智子会長 

地区指名委員会は東京福生ロータリークラブ会員 石川
彌八郎会員を 2024-25 年度当地区ガバナー（ガバナー
ノミニーデジグネート）候補者に指名し、他の対抗候補
者の推薦がありませんでしたので、指名通り、石川彌八
郎会員が 2024-25 年度当地区ガバナーに決定いたしま
した。 
 
幹事報告 海江田健司幹事 
・12月 29日と１月 5日は休会、2022年の初例会は 1月

12日で理事役員会を開催致しますので 11：30までご
参集下さい。 

・１月 12日の初例会の出欠連絡がまだの方は、本日中
にお願いします。 

・事務局の年末年始休暇は、ガバナー事務所に準じて、
12/28～1/5となります。 

 

 
最近の変化 

2016年 10月、国立情報学研究所で
博士号（情報学）を取得しました。ア
ーキテクチャ科学研究系兼クラウド
基盤研究開発センター特任研究員と
して約４年半勤務しておりました。任
期がきれる前に、日立製作所 研究開発グループ（中央研
究所）からお声掛け頂き、2022年 4月に日立製作所 研
究開発グループ DP研に所属、現在、シニア研究員として
研究開発しております。2022年 8月、中国山東省の Qingdao 
Huanghai University(青島黄海学院)ビックデータ学部に
特任教授として兼務しております。2022年 9月、日立返
仁会（元は変人と書く）に正会員に入会。2022年 12 月 30
日に結婚予定です。 
※中央研究所（国分寺） 
https://www.youtube.com/watch?v=hyRWdlxouK4  

近況報告 
2015-16 年度 米山奨学生 孫 静涛さん 

第 1270回 2021年 12月 22日 オンライン例会 

プログラム 
司会進行             牛島  聡会員 
開会の挨拶              西村美智子会長 
奉仕の理想（ピアノ演奏のみ）  
会長報告            西村美智子会長 
幹事報告            海江田健司幹事 
閉会の挨拶               西村美智子会長  

 



大学講義の紹介 
スマートハウス、人口知能の研究を進めています。今

年度、大学 3 年生に「IoT・AI」に関する講義・実習を
担当しており、約 90 名の学生からチームを組んで研究
しています。スマート農業、スマート家電、スマート医
療、スマートロボットなど、近未来の技術を作っていま
す。 
コロナの関係で、顔認識、非接触で体温を計ったりす

る機材を見かけると思いますが、その根幹となる技術を
学生に教えています。 
スマートタグ 
スマートタグ（鍵紛失防止タグ)から、ユーザーのス

マートフォンを連携し、その距離を計算しすると家庭名
の全てのデバイスを操作、制御ができるような実験をし
ています。これが私が宣言していたやりたいことに近い
です。通信基盤が実現することによって、家庭内のすべ
ての物が、Wi-Fiや Bluetoothがついているのであれば、
動かせるようになります。 
スマート医療 
学生がコロナウイルスに感染した事例がありました。

その学生から「呼吸がしづらい、呼吸が計れる装置を作
りたい。」と話がありました。そこで、私たちは、非接
触型センサーによる呼吸測定器の開発をしております。
呼吸頻度に合わせ、グラフを表示し、lineのアプリに連
携させ、大丈夫かどうか判断できるようになっています。
これは、スマート医療、地域医療に役立つのではないか
と考えております。 
ペット型運搬ロボット 
人を自動的に追尾できるロボットカーを作っていま

す。人の顔を認証しながら荷物を目的地に持っていくこ
とができます。 
人工知能を持つ住宅環境を作りたいと宣言しました

がその夢に近づいていると思います。 
最近の研究トピック 
インビジブル・コンピューティングを注目しています。 

インビジブル・コンピューティングとは、目に見えないコ
ンピューティングと言われています。2019 年からアップ
ル、アマゾン、グーグル出身のエンジニアが設立した会社
からインビジブルコンピューティングの研究開発を始め
ました。 
代表例：AR 映像を視界に表示可能なスマートコンタクト
レンズ。コンタクトレンズをするだけで映像が見える。 
私の研究は、物を小さく作るのではなく逆のことです。

小さいデバイスの中に、個人を識別できる情報、国家機密
の情報が含まれた時には、非常に危険だと考えられます。
そういう情報を保護する技術を作っています。 
 例えば、個人のプライベート写真、患者の診断結果、

工学設計図、軍事衛星画像などのような非構造化データに
はたくさんの重要の情報が含まれています。デジタル化と
IoT 普及が加速するとともに、個人情報の適切な管理に関
する法令や規制が厳格化し、個人のプライバシーや国家・
企業での秘密情報を保護する前提でのデータの利活用技
術が必要です。 

インビジブル・コンピューティング技術を活用すること
で、安心安全な情報保護を可能とする情報保護基盤技術の
創出が必要だと思います。 

 
 

 
家族の事情で帰国し、今、中国の広州で隔離生活を過

ごしています。帰国前に須永さんと
連絡して、米山の先輩と食事ができ
て良かったです。しばらく皆さんと
はお会いできませんが、オンライン
のイベントがあれば参加させて頂き
たいと思います。コロナが収まらず、
帰国したらいつ日本に戻れるか分か
らないので 1年間休学することにしました。。今年のお正
月は家族と一緒に過ごせませんが、春節は過ごせます。4
～5年ぶりの家族一緒の春節です。休学は学業に影響しま
すが、家族のことを心配していたので、今回帰国して良か
ったと思います。学校は ZOOM でゼミをしています。昨日
は今年最後のゼミでした。来年は１月 25 日まで学校があ
り、それから春休みになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

事務連絡 
 

確定申告用領収書は 2022年１月末までにお送りし
ます！ 
 
ロータリー日本財団とロータリー米山記念奨学会への
ご寄付は、税制優遇を受けることができます。「税額
控除」か「所得控除」いずれか有利な方式を選択でき
ます。 
 
 

 

創 立  1993 年 10月 13 日(平成 5年)                       

例 会 日  毎週水曜日 12:30～13:30                                                         
事務局 〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-2-2  

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ九段 906号 
Tel：03-3288-7300  Fax：03-3288-7400 
http://tokyo-orc.jp/   
E-mail:ocha-rc@sirius.ocn.ne.jp 

例 会場  東京ドームホテル  
〒112-8562 東京都文京区後楽 1-3-61 
TEL.03-5805-2111(代表) 

会 長：西村美智子  幹 事：海江田健司 
会報委員長：佐々木啓策  
会報委員：張、土居、神保、奥山、八木、山下  
 

中国から近況報告 
2020-21 年度 米山奨学生 王 艶さん 

 

 
 
1月19日（水） 
1月26日（水） 
2月 2日（水） 
2月 9日（水） 
2月16日（水） 
2月23日（水）     

今後の卓話 
瀧川 鯉昇様 「新春落語」 
移動例会   「神田明神参拝」 
井上 象英様 「干支学に見る寅年の傾向」 
秋篠くるみ会員「イニシエーション・スピーチ」 
藤本 豊大会員「会員卓話」 
祝日休会 
 

 

http://tokyo-orc.jp/

