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会務報告 ： 虎井 廣志 会長
・8 月 9 日(水)ロイヤルパークホテルに於いて第 1 回地区研修会が開催されました。
詳しくは竹田会員と守重会員から報告があると思いますが、会長･幹事・守重会員・
竹田会員が出席しました。講師は第 2680 地区のパストガバナー深川純一さんとい
う方でした。非常に真面目に聞きました。メモを取って、さらにまとめまでやって
しまいました。内容の発表は、竹田会員に譲りますが、少しだけ。紙くずが落ちて
いました。紙くずを拾いましょうという事ではなく、紙くずを拾う人を育てるので
もない。紙くずを捨てない人を作るのがロータリークラブですと言う事でした。例会に出席して心を磨きまし
ょうと仰ってました。最後に自分の生産能力の 80％しか造らない。造れば造るほど儲かるから 100-120％にす
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るのではなくて良いと仰っていました。この話を聞いた時に、朝 4 時から並んでも買えないと言われる吉祥寺
お

の羊羹店『小ざさ』の店主の方のお話しで、これ以上の生産は増やさない。そうする事で粗悪品を造らない。
さらには永続した安定収入を図ると言うお話しが、丁度共通するかなと感じて帰ってきました。

幹事報告 ： 藤宮 志津子 幹事
①第 2580 地区ガバナー事務所より九州北部豪雨災害支援金 ご協力有り難うござ
いました。8 月 25 日付にて国際ロータリー第 2700 地区へ 3,644,264 円送金致しま
した。 【明細回覧】
②勤労職場体験を受けて戴ける会員を募っています。是非ご協力下さい。
③Ｉ･Ｍの発表プログラムの件ですが、スポーツについて 10 分間程度行います。当
クラブでは、東大和市役所と体育協会の推薦によるソフトテニスで進めていこうと思いますが、他に推薦があ
ればお願いします。無ければソフトテニスの貴島さんで進めていきます。拍手でご承認下さい。

委員長報告
職業奉仕委員会 竹田 光明 委員長
・8 月 9 日にロイヤルパークホテルに於いて研修会が行われました。講師は、深川
第 2680 地区パストガバナーで『職業奉仕その素晴らしいもの』と言うタイトルで
ご講演戴きました。先ほど会長からもご報告ありましたが、盛んに言われた事は、
ロータリークラブは倫理運動であると言う事を仰っていました。私が印象に残った
のは、日曜日にクリスチャンが教会に行き心を清めるようにロータリアンは、毎週
1 回の例会に出て心を磨くんだと言う事を仰ったので、その位の気持ちで例会に出なければいけないのだなと
改めて認識しました。職業奉仕は、先ず例会に出る事が第 1 だと仰っていました。

守重 勝弘 研修リーダー
･ロータリーの始まりは、ポール･ハリスを中心とした 4 人が、仕事は忙しいが荒ん
だ社会の状況と人々の話を聞いて、違う職業の人と集まって話し合いを始め、自分
が欠けている事を他の職業の方に求めるというような形で始め、アーサー･シェル
ドンやドナルド･カーターが『自分たちだけが良ければ』と言う事ではこの運動は
続かないと、『人のためになる事』をしなければと進めていきました。1915 年のサ
ンフランシスコ国際大会で採用された、『個人の倫理』が大切で奉仕をきちんとやっていこうという事が確率
されました。1923 年国際大会で採用された『23－34 社会奉仕の確率』が有名です。1934 年には、ロータリ
ーの理想とは何だ。友愛の大切さ、知識だけではなく、実践が大切であると言う事。1927 年に４大奉仕が確立
されました。最近では青少年奉仕が加わり５大奉仕と言う形で現代に繋がっています。ロータリアンは、自分
たちではなく恵まれない色々な方々に対してどうやって奉仕という形で出来るのかと言う事を勉強し自薦し
ていく事が大切だというお話しでした。

広報委員会 安部 琢正 委員長
・先日の卓話者の東京秋川ＲＣの斎藤章浩様に PowerPoint の資料を頂きました。
膨大な資料を作成の上の卓話に感謝申し上げました。8 月 24 日の『若手の会』に置
いても 2 名が新入会員申込書にサイン戴いたそうです。色々な意見がある中でも実
行している事に感心し来月の『若手の会』には、是非参加したいと思っています。
一緒に参加して戴ける方宜しくお願いします。

バギオ報告 浦川 哲男 会員
・バギオ基金ですが、8 月 25 日に四谷鉄道弘済会館で理事会が開催されました。9
月が新年度なのですが神田ＲＣの多田宏パストガバナーが 9 月 26 日開催の評議会
で会長に選任されます。私は、引き続き副幹事を務めさせて頂きます。正式には、
一般財団法人 比国育英会バギオ基金と言います。バギオだよりを回覧しますので
ご覧下さい。

出席率発表 ： 浦川 哲男 出席副委員長

会員数

出席者

出席率

修正

23 名(免除者２名)

１4 名（免除者 0 名)

66．66％

なし

ニコニコ発表 ： 守重 勝弘 親睦副委員長
東京東村山 RC 野崎一重様 いつもお世話になります。今月もメーキャップさせて
いただきます。
虎井廣志会長

日本将棋連盟の青野様

今日は卓話宜しくお願い致します。樫原様

ようこそいらっしゃいました。ダイダイ歓迎です。
藤宮志津子幹事 こんばんは。晴れてよかったです。でも、蒸し暑いですね。皆さ
ん、絶好調ですか？本日の卓話将棋の青野様よろしくお願いいたします。
守重勝弘会員

東京ロータリークラブ青野様本日は宜敷くお願い申し上げます。東京東村山ＲＣ野崎様ご来会

ありがとうございます。樫原さん本日は入会予定者ですが来月からは会員として楽しくやってい
きましょう。
森田憲治会員

東村山ＲＣ野崎様ようこそいらっしゃいました。東京ＲＣ青野様卓話楽しみにしておりました。

波多野永一会員 青野様卓話楽しみにしています。野崎様ようこそおいでになりました。
金野眞一会員

東京ＲＣ青野様、本日の卓話よろしくお願い致します。東京東村山ＲＣ野崎様いつもありがと

うございます。ごゆっくりどうぞ。
若林和男会員

卓話者青野照市様本日の卓話楽しみにしております。元多摩分区野崎ガバナー補佐元気な姿を

拝見し感動です。入会者
安部琢正会員

樫原昌子様東大和を盛りごゆっくりどうぞ。

東京東村山ＲＣ野崎一重様 ようこそお越し下さいました。東京ＲＣ青野照市様

本日の卓話

楽しみにしておりました。宜しくお願いします。

「記念月」本人 BD

竹田光明会員
ニコニコ 本日計

19,０００円

累計

188,０００円

卓話者紹介 ： 髙木 裕 プログラム委員長
・今日は、今年度最初の夜間例会ウェルカムデーとなります。ロータリアンの卓話
者リストの中から素晴らしい方がいらっしゃるので是非お願いして欲しいという
会長からのお話もありましたので、将棋の藤井聡太四段が注目されている中で、将
棋協会の方にお願いしました。

卓 話 ： 東京ＲＣ 公益社団法人 日本将棋連盟 九段 青野 照市 様
『藤井四段に見る才能の違いと、将棋能の活用法』
・日本将棋連盟 九段は、最高位です。羽生九段と同じです。プロ棋士のイメージ
と言えば昔は着物着て難しい顔をして触れたら切るぞみたいな棋士も確かにいま
した。また、大酒飲みで 50 歳まで寿命が持たなかった棋士も沢山居ました。然し、
現代の羽生九段や藤井四段などを見ると大分イメージが違ってくると思います。先
日の藤井くんのブームは異常でした。20 年前の羽生さんが 7 冠になった時にマスコ
ミが大勢押しかけて、スポーツ紙の 1 面を飾った事もありましたが藤井くんは、何を食べたかまでが 7 時のニ
ュースに取り上げられるほど異常でした。然しそのお蔭で子供達の注目を浴び、或いは親御さん達が将棋をさ
せると藤井くんのようになるのではないかと錯覚したのかは解りませんが、いずれにしても将棋ファンが増え
た事は良かったと思っています。私自身も仕事が増えました。棋士と言えば勝負事が好きだというイメージが
ありますが、私は賭け事、勝負事を一切しませんでした。ただ、将棋が好きでした。もう一つ、頭の計算が優
れているというイメージがあるようですが、将棋をする頭というのはちょっと違います。将棋のプロの世界に
入るには、奨励会という所に入らなければなりません。6 級がスタートですがアマ五段程度の実力無ければな
りません。私は 15 歳でこの世界に入ったのですが、現在ではこの歳からでは 99.9％プロにはなれません。年
齢制限が有り 26 歳までにプロになれないと死を覚悟しなければならないと言われるほどです。藤井くんは、
Ｃ級クラスに 14 歳で入ったのですが、中学生でプロになったのは、5 人しか居ません。加藤一二三、谷川浩司、
羽生善治、渡辺

明、藤井聡太です。私の修業時代に先ずはじめは、先輩方の棋譜を覚える事をしました。然

し、これには限界がありました。修行中の勉強方法として記録係というのがあります。当時の対局は一人持ち
時間 6 時間でした。朝 10 時から始めて感想戦が終わるのが翌 2 時頃でした。一局の対戦を先生の隣に座って
学びます。棋譜を後でコピーすれば効率よく勉強できる。1 日一局では効率が悪いと記録係をしない人が多く
居ました。然し、この記録係をしなかった人は次々と退会していきました。当時の奨励会に入った天才少年の
中でも 10 人に 1 人位しか棋士になれませんでした。現在では、神童と言われる子ども達でも 7,8 人に１人し
か棋士になれません。記録係が良い事は単なる棋譜を並べるのでは無く、次の手を考える事。只単に記憶する
のは、左脳の仕事。考えるのは右脳の仕事。右脳を鍛える事が大切だったんだと思っています。記憶をするだ
けの修行は限界がありますが、芸術や音楽を聴いて自分の感じ方の能力を高める事にしました。私の弟子の中
には辞めていった者が多く居ます。辞めて東大や医大、司法試験に受かった者も居ます。勉強は出来る。記憶
力はあるのですが、感じる力、危機を感じる事が遅いのです。取り返しが付かない局面になってやっと気づく
のです。将棋の世界では、『幸せになる』というキーワードがあります。対局後に感想戦があるのですが、こ
の時になぜこの手にしたのかを問うと『幸せになれないから』と言う答えが返ってきます。次に進めないと感
じると言う事です。最近ＡＩ(人工知能)と言うコンピュータが将棋の世界に挑戦して来ています。詰め将棋で
は、問いに対して 0.1 秒で解答を出してしまいます。超一流の棋士と勝負してきて 3 連勝をした藤井くんでも、
30 秒位でしょうか。これは、解がある問題だからです。将棋の盤面では、指せる手が 100 通りあったとして、
2 手後には 1 万通りの局面があって、4 手後には 1 億通りの局面がある事になります。我々は、10-15 通り読む
のですが、兆とか京では済まない局面から『幸せな道』を探していきます。これから私達は、将棋の持ってい
る人間の能力を子ども達に伝えていきたいと思っています。ＡＩが進んできてチェス、オセロが負けて囲碁と
将棋が最後の牙城として残っていたのですが残念ながら追い付かれた感じです。ＡＩが進んでいく中で、数値
の計算によらない世界でコンピュータが優れた物になるかという中で将棋を強くする事に取り組んだ事が開
発のために役立ったと聞いています。ＡＩの発展のために将棋が役立つ事を嬉しく思っています。関東では、
加藤一二三さんが引退されて私が現役最年長となりました。将棋を通じて社会の役に立っていきたいと思って
います。

