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会長 染谷 義一 

 
皆さん、こんに

ちは。本日はハイ
ブリッドでの例会
となりました。50
名もの会員の皆様
にお集まりいただ
き大変ありがとう
ございます。また
Zoom でご参加頂
いている会員の皆

様もありがとうございます。 
以前からご心配をお掛けしておりました、東

京オリ・パラ特別委員会の事業ですが、さいた
ま市の共催と教育委員会の後援の了解が程取
れ、只今、デサンさんとさいたま市で最終調整
に入りました。創立記念事業として、テーマ
「東京オリンピック・パラリンピック競技種目 
世界記録の長さ・高さを観てみよう！」のも
と、人間の無限の力や可能性を知ることによ
り、個々人が未来に向けて挑戦し続ける大切さ
を感じていただけるよう、そして、子ども達が
自身の可能性への「新しい扉」を開けるキッカ
ケになることを大いに期待しての事業でありま
す。ソニック B１F の壁の掲示の見通しが付き
ましたら会員の皆様へご案内させていただきた
いと思います。 
そして本日一名の方の入会式がございます。

強瀬会員の後任者であります、埼玉りそな銀行 
大宮西支店 支店長 駒月理人さんです。後程、
入会式を執り行わせていただきます。 
本日の例会は外部卓話です。女王２期、女流

名人３期、女流王位１期 [タイトル獲得合計６
期] という輝かしい成績を残されております、
女流棋士 矢内 理絵子 様をお招きしての例会

です。「タイトル戦から見る舞台裏・ひらめき
と勝負強さの秘訣」のテーマでお話しをいただ
きます。ビジネスに於いて、ここは勝負といっ
た場面は数々あります。トップ棋士はどんな思
考の基に判断されるのか、ビジネスにもきっと
通ずるものが有るだろうと思い、矢内先生にお
願いを致しました。ご期待ください。 
どうぞ会員の皆様に於かれましては健康に十

分ご留意いただき、ロータリーライフをお過ご
しください。以上、会長挨拶とさせていただき
ます。ありがとうございました。 

 
 
 
 
【本日のリーダー】   

 
風岡 淳一 会員  
 
 

 
 
 

■女流棋士 矢内 理絵子 様 
■入会者／(株)埼玉りそな銀行 大宮西支店 
支店長 駒月 理人 様 

■2021 学年度 
米山記念奨学生  
グェンティガンさん 

 
 
 

 
 
 

幹事 荒井 理人 
皆様、こんにちは。幹事報告をいたします。 
今日の幹事報告は、４点です。 
① 2021 年バーチャル国際大会に合わせまして 
2770 地区のガバナーナイトを配信にて皆様に 
お届けすることになりました。

会 長 挨 拶 

お客様紹介、米山記念奨学生紹介

  副会長 内山泰成 
 

ロータリーの目的・四つのテスト 

幹 事 報 告 
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配信日時：６月 12 日（土）
15：00 から YouTube にて
配信いたします。 
②今年度の部会費を、各部
会長様にお渡しいたしま
す。事務局よりお受け取り
下さい。 
③よねやまからのマンスリ
ーニュースで、軍政が続く
ミャンマーから学友リポー

トが届いておりますので、ご紹介いたします。 
『今年 2 月 1 日から、毎日の悲しい出来事に、
あぁこれが夢だったら…と考えぬ日はありませ
ん。今までたくさんの苦労を乗り越えてきまし
たが、今回ほど辛いものはありません。一番辛
いのは自由が無くなったことです。自由に話せ
ない、自由に動けない、自由に教育が受けられ
ない、自由に働けない、自由に人を助けること
ができない、自由にボランティアが出来ない。
国内は経済状況が悪化し、支援が必要な国民が
増えています。ミャンマーの平和な日常を皆の
力で取り戻し、今後もロータリー活動が継続で
きるよう願っています。皆様の応援にいつも心
から感謝しています。』 
一日も早く日常を取り戻せる事を祈念しており
ます。 
④日本ロータリー100 周年を祝う会から式典配信
のご案内が来ております。５月 25 日～６月 18 日
まで、YouTube にて配信されるようです。 
本日も、宜しくお願いします。 

   
 
 
■ (株)埼玉りそな銀行 大宮西支店 支店長 

駒月 理人 様 
・紹介者 胡 平 会員 
高橋誠一会員の代理で紹介させていただきます。
昭和 48 年 12 月生まれの 47 歳、埼玉りそな銀行
大宮西支店の支店長をされています。人間的にと
ても良い方です。 
・ご挨拶 駒月 理人 様 
強瀬の引継ぎを受け、着任いた
しました。平成８年に入行、直近
は大阪の野田支店に勤務し、単
身赴任しておりました。家族構
成は、１歳下の妻と、小学５年の
娘がいます。住まいは杉並区、自

分の両親と
二世帯住宅で住んでいます。
できれば３年４年と長く、皆
さんとご一緒できればと願
っております。どうぞよろし
くお願いいたします。 

 
 
 
■インターアクト委員会 委員長 横溝 一樹 
当クラブが支援するインターアクトクラブと
しても活動しております、埼玉栄高校吹奏楽部
定期演奏会にお申し込みいただきました皆様、

ありがとうございました。 
チケットのご用意ができま
したのでお渡し、もしくは
郵送させていただきます。 
開催日は６月５日（土）とな
っておりますのでよろしく
お願いいたします。 
 

■ IM 実行委員会実行委員 
        福田 和子 
2020～21 年度 国際ロータ
リー第 2770 地区 第３・第
４グループ ガバナー補佐
主催の合同インターシティ
ミーティングが、５月 17 日
（月） パレスホテル大宮にて行われました。 
今回はコロナ禍にあり、会場参加者も３密を避
けるため約 80 名に絞り込み、ハイブリット方
式で、尚且つ飲食無しで無事終了できました。 
清水市長の挨拶、青年会議所ほかご来賓の挨拶
をいただきました。講演は、JR 廃線危機を救っ
たいすみ鉄道元社長 鳥塚亮様により、仕事に
も繋がる夢と戦略を失敗談·成功談を交えなが
ら、時間が足りないくらい聞くことが出来まし
た。今回は第３グループの実行委員会が主体で
執り行いました。来る６月 11 日のポリオ根絶
チャリテイゴルフコンペは、第４グループ実行
委員会が担当します。 
 
 

 
女流棋士 
矢内 理絵子 様 
 
■プログラム委員長 
 小林 政良 より 
ご紹介 

日本将棋連盟所属の女
流棋士。 
埼玉県行田市出身。 
本庄東高等学校卒。 
・父親が将棋好きで
1990 年 4 月、女流育成
会に入会。 
・1993 年、13 歳で女
流２級でデビュー。 

・1997 年初タイトル獲得、以後タイトル獲得６期
（女王２期、女流名人３期、女流王位１期） 
・2013 年 4 月から 2015 年 6 月まで日本将棋連盟女
流棋士会会長を務め、女流棋士発足 45 周年パーテ
ィーなど成功させた。 
・2013 年 7 月、東京大学大学院総合文化研究科客
員准教授に就任。 
・2014 年 2 月 21 日、女流四段
昇段後 150 勝を挙げ、女流五段
に昇段。出産育児のため休場し
たのち、2019 年度から対局に
復帰。 
・監修された「マンガで覚える 
図解 将棋の基本」がつちや書
店より４月に発売。 

入 会 式 

委員長報告 

卓 話 



 

父は女性も手に職をと思い、女の子はプロゴル
ファーか棋士にしたかったそうです。 
小学４年で弟子入り、小学５年で女流プロ棋士
になるための女流育成会に入会・修行、中学２
年でプロデビュー。 
 
◆高まる子どもの将棋熱◆ 
子どもの将棋大会に 3000 人余も参加が。 
なぜ今、人気なのか。 
・脳科学者の茂木健一郎先生のお話 
「ネットの普及で情報過多の現代において、沈
思黙考する時間が大切。だから、一手に時間を
かけるような将棋というものが人気なのではな
いか。ひとつのことに集中、深く潜り込んで考
えるのが魅力。」 
例えば、対局では正座していても集中している
のでしびれなかったりするのです。 
 
◆普及活動の一環◆ 
東京大学の学生に将棋を教える授業をしていま
す。初心者に、将棋の歴史から指し方まで。 
教育現場に将棋を取り入れると学べるものは 
・作法 
・気持ちのコントロールの 
しかた 

 
◆対局について◆ 
１日目 検分（リハーサル）環
境づくり…空調、音、明るさの
チェック。昼食やおやつ。 
２日目 和服を着て対局＝緊張感 

 
将棋から学んだ“考え方” 

  
① 決断力 強気な前向きな決断 

開き直る力 
・必要以上に慎重にならず、 
踏み込めるところは踏み込む 

・怖い時ほど一歩前へ 
 
女流名人戦の決勝戦 
（優勝候補だった時の 
ご自分の体験から） 

中学生だった里見香奈さんとの対戦でのプレッ
シャー 
・一局完敗…負けるのが怖い・攻めるのが怖い
将棋＝自分の気持ちの弱さにショックを受けた 
勝負後、テレビで彼女が「“勝負には負けない”
という気持ちは自分が一番強く持っています」
と言い切った 
それを観て、「絶対に負けない」「勝つんだ」と
いう強い気持ちを持てた 
・緊張感のなか「後ろには下がらない」「前に出

る」という気持ちで二局に勝利 
三局も「前に出る、絶対負けない」と勝利し、
優勝 
自分が「負けない」と強気の決断ができたこと
が大きな収穫だった 
 
・年とともに知らず知らずのうちに行動にブレ
ーキをかけているのでは 
 意識的にアクセルを踏みこんで挑戦していく 
・人には（気持ちの上での）限界はないのでは
ないか 
自分で線引き   自分の可能性を切ってしまうこ
とに。常にチャレンジャー精神で！ 
 
② 忍耐力 
将棋は逆転の多いゲーム、ミスしたら負けるゲ
ーム 
一つミスすると、焦り・動揺   より大きなミス
につながる   自分の気持ちをコントロール 
※忍耐のためにすること 
一呼吸おく  新たな気持ちで目の前のことに集
中して向き合う＝客観視できる「前後裁断」 
 
自分の気持ちに耐える 
女流名人戦の挑戦者になった時のテーマ 
なぜ勝てないか…「早く勝ちたい」という焦り
で冷静な判断ができない 

 何百手かかってもかまわない、夜中までかか
ってもかまわない  長手数の勝負に 
「着実に確実な一歩を積み重ねていこう」 
…自分自身が成長  名人に 
プレッシャーに耐える覚悟が成功への近道 
結果を早く求めすぎない（慌てすぎない） 

 
③ 失敗に対応する力 
将棋ならではの「感想戦」 
…勝負が終わってから、対戦相手と、すぐに一
手から振り返り、どこがよかったか悪かったか
を検討 

そのあと、自分一人で感想戦…冷静な頭で
研究し、研究会（練習試合）でぶつける 
・同じミスをしなくなる 
・直観力 
自分なりの反省点を振り返る 
今日一日を振り返る  自分自身の成長に 

 
三手先を読む 
枝分かれの変化 



 

自分が何かする  相手から返る 
…自分にとっての悪い場合を用意しておく 
＝相手の立場に立って考える ことが大切 
 
視点を変えて、大きな視野を持って考えよう 
正しい大局観をもって→よい成果につながる 
 
「コロナ禍のおうち時間に、将棋にも触れてい
ただけたら嬉しく思います。」 
 
※大宮西ロータリークラブでは、例会時、体温の測定、手指消
毒の施行、マスク着用による感染予防に努めております。集合

写真撮影の際は、話をすることなくマスクなしでの画像も撮影
しております。 
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