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２０１７年 １１月 ８日

ロータリーソング「 奉仕の理想 」

幹事

大谷新一郎
端山創之

天候 曇り

≪会長報告≫

四つのテスト

・大谷ガバナーより、
「財団の寄付に関するお願い」
が参りました。皆様には、FAX、メール等でご案

≪ゲスト・ビジターの紹介≫
ゲスト・ビジターの紹介≫

内させて頂きましたが、後日改めて金額をうかが

ゲストスピーカー：米長 修 様
（紹介者

います。恒久基金は済ませていますので、財団寄
長津 会員）

付とポリオ寄付をお願いいたします。
・本日配布のガバナー月信に、第３グループのクラ

≪入会式≫

ブ紹介が載っています。藤沢ＲＣも乗っています。

大津 永悠 様（紹介者 川上 会員 落合 会員）

新会員の紹介ページに大貫さん、廣島さんが紹介

湘彩ダイニング 代表取締役

されていますので、ご覧下さい。
・ My Rotary へのご登録をお願いして、クラブとし
ての目標は達成していますが、さらに多くの会
員の皆様に登録していただきたい。
・15 日（水）、例会前に次年度理事役員選考委員会
を開催いたします。選考委員と理事役員の出席を
お願いいたします。
・本日、「ちょい飲みフェスティバル」開催です。
69 店舗が出店していますご参加ください。。

出席報告

（

）内は計算に用いた会員数
メークアップ

例会月日

会員数

出席会員数

欠席会員数

出席率

修正出席者数

修正出席率

会員数
１０月２５日

４４（４４）名

２８名

１１月 ８日

４６（４６）名

２７名

１６名
１９名

６３．６４％
５８．７０％

２名

３０名

６８．１８％

≪幹事報告≫

≪スマイル報告≫

・11 月 1 日に開催の第 5 回理事役員会の報告です。
1．新会員選考の承認

米長様

大津 永悠 氏
（紹介者

川上 彰久 会長
本日の卓話よろしくお願いいたします。

録音はいたしませんので、裏話を期待して居りま
川上 会員

落合 会員）

2．次年度理事役員選考委員の選出ならびに選考

す。
泉 信子 会員

委員会の開催

米長修先生 卓話たのしみにして居ります。

選考委員 今井 重信 会員 片桐 輝久 会員

大津様 入会おめでとうございます。

和田 庄治 会員 市橋 康仁 会員
吉野 貴美 会員 杉原 栄子 会員
3．クリスマス家族会、新年会開催の件

長津 豊 会員
米長様本日の卓話 楽しみしております。
小澤 幸喜 会員

クリスマス家族会

長津会員によるスポンサーにて本日の卓話が実

日時：12 月 20 日（水）18：00～

現されました。誠にありがとうございます。

会場：新堀ライブ館

米長様 宜しくお願い致します。

新年会
日時：1 月 10 日（水）18：00～
会場：クリスタルホテル
会費、アトラクション等は、親睦委員会と打

≪卓話≫

『藤井四段 と 弟 米長九段』

ち会わせ。
4．上期活動報告のクラブ協議会日程
1 月 17 日（水） 報告書を作成する

将棋プロ 米長邦雄永世棋聖の兄上
修
様
米 長
（紹介者 長津 会員）

5.国際ロータリー第 2780 地区ローターアクト年
次大会、藤田インターアクト委員長の出席、登
録費拠出を承認

≪委員会報告≫
・野尾会員
パラリンピックにちなんだ講演会のご案内

若手天才棋士と話題になっている藤井聡太四段は
天才といわれているが、弟 米長邦雄も天才と言わ
れた。一昔前の天才と現代の天才では、将棋の質も
将棋に対する考え方もまるで違う。兄の眼から見た
弟と藤井四段を比較してお話しすることが本日の
テーマ。
弟は、昭和 30 年、小学校 6 年の時、将棋大会で
優勝して、佐瀬勇次七段に見出され中学入学ととも
に内弟子となった。山梨の 4 人兄弟の家から見れば、
「口減らし」のためだった。その後中学 3 年間、辛

い内弟子生活を送っている。藤井少年は、小学 6

なって、幾つかのタイトルを失ったが、いまだ第

年で詰め将棋選手権で優勝し、中 3 で四段となって

一人者として保っている。20 代の若手も出てきた

いる。弟は、師匠に高校入学を願い出たが、
「棋士

が、タイトルを獲っては奪われる群雄割拠の時代

に学問はいらない」と反対された。しかし高校進学

と言ってもよい。そこに現れたのが、現在 15 歳の

を曲げなかった為、弟は、師匠の下をでることとな

藤井四段である。二十歳までの 5 年で、多くのタ

った。その頃から、プロの棋士に中に高校に進学す

イトルを獲り、その後第一人者として長期に亘り

るという者が増えてきた。高校入学の頃、弟はプロ

君臨するのではないだろうか。

の 2 段で、藤井少年の小学校 6 年の時と同じである。
弟の修行は、プロの実践を通じて強くなるという
時代だった。そのため権謀術数を弄する者もいたが、
弟はそれを好まず、将棋とは人間対人間の勝負であ
り、いろいろな人と付き合い、人間性を高めること
が大事であると考えた。多くの様々な分野の一流の
人から学び、人間的に成長していった。しかし人格
を磨くだけでは、一流の将棋さしにしかなれない、
対局を獲るには、勝利の女神に好かれなければなら
ないと考えた。勝利の女神は、笑う人の後ろに付く。
一段強くなろうと思ったら笑うことを忘れてはい
けない。いつも明るく人に接し、自らも笑って過ご
すことを心がけた。その結果、幾つかのタイトルを

質問：米長邦雄九段以外のご兄弟は将棋をなさるの
ですか？（大小原 会員より）
応答：学生時代、兄と私は将棋部の部長をしていた。

取ることができた。対して、藤井四段は、将棋とは

兄弟が集まった時、兄と私の対戦を見た弟は

知性の勝負であり、コンピュータを相手に研究する

「胸がわるくなる」という。それくらい、自

という。AI の開発によって、将棋だけでなく囲碁

分たちの学生の頃の将棋と米長九段の将棋

やチェスなどプロに勝つほどになってきている。

では戦法は、同じだが内容は全く違うもので

藤井四段は、誰よりもコンピュータの将棋を研究し、

ある。弟の名を汚さぬよう将棋はやらない。

内容や考え方が定跡に囚われない。

営業マンの頃、取引先の社長が詰め将棋の版

藤井四段が名人になるということを誰も言わな

を持って来てた。駒がたくさんあって時間が

いが、発見した法則を初めて披露する。将棋の名人

必要だったが、全部解いてしまった。私は試

とは、非常に強い第一人者が 20 年間トップとして

された訳だが、
「さすが、米長先生のお兄さ

君臨する。40 代後半になると気力が衰え、20 代の

んだけはある」と言われた。私のささやかな

若手に名人の座を奪われる。それを繰り返している。

自慢である。

弟は 49 歳で中原誠名人に快勝し名人となったが、
その少し前のエピソードがある。知人より鑑真和上
が守護人としてついていると聞かされ、唐招提寺の
鑑真和上像に会いに行った。普段入れない楡堂に案
内され、和上像と対面中に美しい鳥の声を聞いた。
僧侶の話によると、それは課陵頻伽の声で仏と人
の心が一致した時に聞こえるのだという。この不
思議な体験で、将棋は理性の戦いではあるが、こ
の時は鑑真和上のご加護あって、名一戦に勝利す
ることができたのではないかと私は信じている。
翌年、
弟は 23 歳の羽生善治に敗れ、
この時より、
羽生名人が第一人者となった。羽生名人も 47 歳に

川上会長 大津新会員をご紹介

本日のお料理

