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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「それでこそロータリー」

●ゲストの紹介

　　　ＮＧＯ　山中　博　様

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話

　　　「誰でもヒーロー」　ＮＧＯ　山中　博　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/31　児林秀一会員

11/7　「ロータリー財団月間に因んで」

　　　ロータリー財団委員会　飯田寛光委員長

11/14　ホライゾン㈱　川口加奈様

11/21　上中康司様

11/28　山田隆章様

　昨夜は、居相元会長の祝賀会が開かれました。本当にお

めでたいことで、たくさんの会員にも出席いただきました。

我々もお手本にして、努力していきたいものです。

　本日はこの後、京都の丹波地方へ日帰りの秋の親睦旅行

が行われます。夕食のメインディッシュがマツタケと聞いてお

りますので、予備知識のためにマツタケについてお話します。

　マツタケと呼ばれる品種には、３つの種類があるのをご存知

でしょうか。まず「マツタケもどき」と呼ばれる種類があります。

特徴や見た目は本物そっくりですが、においが全くないので、

素人でも見分けがつくそうです。

　次に「にせマツタケ」と呼ばれる品種があるそうです。特徴

は生える時期がやや早く、９月頃にはとれるそうです。香りは

弱いですが、熱を加えると風味が増すそうです。

　最後は「馬鹿マツタケ」と呼ばれる品種で、本物とよく似て

いて、味も香りもそっくりだそうです。最近では、人工栽培も

行われています。本物とは違い、赤松林ではなく雑木林に生

えるそうです。時期もやや早く、９月ぐらいから生えるので、時

期が違うとの意味で「バカ」がついた、とのことです。

　ちなみに人工栽培に成功した加古川の多木化学という会

社は、株価が急上昇して２週間で約２倍になりました。

第2791回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

インスピレーションになろう
国際ロータリー 会長　バリー・ラシン

八尾ロータリークラブ　テーマ　　for the team　全てをクラブの為に　 会長　山本　勝彦

会　長　の　時　間



　本日の親睦旅行では本物の国産マツタケを食べられるとの

ことですので、味わいたいと思います。皆さんも本物のにお

いと味と歯ごたえを、よく覚えて帰ってください。

▼13日に地区の広報・情報・公共イメージセミナーと決議

案審議説明会が開かれ、会長、会長エレクト、相馬会員

に出席いただきました。

▼明日、四輪会のゴルフコンペが開催されます。

▼21日、地区の米山レクリエーションに、坂本会員と奨学

生のマクドナルド・ミカエラ・マリさんが出席されます。

▼緑の羽根に募金いただきました計21,490円を、市民憲

章推進協議会に寄付させていただきました。

▼居相　英機　会員

　昨日、叙勲の祝賀会を開催しましたところ、多数の会員の

皆さんにご出席いただき、ありがとうございました。おかげさ

まで無事に終了いたしました。ご報告と御礼を申し上げます。

▼野球部・田中　康正　会員

　ガバナー杯野球大会で13日に昨年優勝の強豪、大阪

うつぼＲＣと対戦しましたが、15－7で惜敗いたしました。

14日の大阪帝塚山ＲＣ戦は、新宮－幡田の投手リレーで

28－2と大勝いたしました。　

　ここまで３勝１敗の成績です。これからも皆さんの応援を

いただきながら、ますます頑張りたいと思います。

▼ゴルフ部・大槻　恭介　部長

　18日に四輪会のゴルフコンペが開催されます。ご参加

の方はよろしくお願いいたします。

▼出席委員会・新宮　一誓　委員長

　他クラブへのメークアップ経験の有無について、本日ア

ンケートを回覧します。ご記入ください。

▼親睦活動委員会・長竹　浩　副委員長

　本日の親睦旅行には多数のご参加をいただき、ありが

とうございます。酒蔵見学や黒枝豆の収穫体験など盛り

だくさんのスケジュールですので、例会終了後は速やか

にバスへご乗車をお願いいたします。

▼米山委員会・幡田　賀紀　委員長

　次週の例会時、今年度の米山特別寄付金の集金をさ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　13日に地区の広報・情報・公共イメージのセミナーと決

議案説明会に会長、会長エレクトと私で出席してまいりま

した。決議案や広報活動についての説明があり、各クラ

ブでも広報に注力してください、とのことです。当クラブで

も近鉄八尾駅に、ポスターを30日から掲示する予定です。

「将棋と勝負」

▼元衆議院議員・熊田　篤嗣　様

　子どもたちの更生活動に携わる中で田中

会員とお知り合いになり、本日は久保さん

を紹介させていただきました。

　久保さんは、８大タイトルの１つを保持されています。17歳

でプロデビューされ、現在も第一線で活躍されています。将

来的にはきっと、他のタイトルもとられると思います。

▼公益社団法人日本将棋連盟　棋士

　　　　王将・銀河　久保　利明　様

　私は４歳のときに将棋を始め、現在43歳ですので約40年間、

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



将棋に取り組んできました。

　ここまでこられたのは、将棋を

楽しむことできたからだと思って

おります。

　負けて苦しむと、なかなか長

続きしません。対局中でも「もし

負けたらどうしよう」などと考えて

いては、勝てるはずもありません。

　そこで私は、メンタルトレーナーに相談して指導をいただき

ました。すると最初、「自信がなさそうに見えます」と言われ、

「将棋が楽しかったから、今まで続けてこられたのでは？」と

も言われました。最初はもちろんそうだったのですが、だんだ

んと勝ち負けにとらわれるようになっていきました。

　タイトル獲得は30歳を過ぎてからで、遅い方です。たとえば

羽生さんは、10代でタイトルを獲得されています。初タイトル

獲得までは４回挑戦し、いずれも羽生さんに敗れました。特

に４回目は、５番勝負で３連敗してしまいました。

　「自分には何が足りないのか」と悩み、技術はもちろんある

程度あるのですが、「それ以外に何かあるのでは？」と考え、

31歳のときにメンタルトレーナーの門を叩きました。

　皆さんも日頃、勝負の世界におられる方々ばかりだと思い

ますが、やはり心技体が充実してこそ、タイトルがとれるので

はないでしょうか。

　自分では技術は高めてきた自負がありますし、体力にも自

信があります。そこで、残るメンタルがやはり重要になってき

ます。「鍛えるなら心」と思い、始めたのですが、すると対局が

徐々に楽しくなってきました。

　将棋は、勝ったり負けたりするからおもしろいのです。絶対

に勝てる相手ばかりと対局し続けても、おもしろくないはずで

す。通算勝率は、高い人でも７割あまり。あとは負けているの

です。トレーナーからも「負けることを怖がらずに、楽しんでみ

ては」と言われました。

　５度目の挑戦で初タイトルを手にするのですが、この時はい

きなり２連勝で、王手をかけました。「あと１勝」というプレッ

シャーかかるのかなと思ったのですが、振り返ると結構、自然

体で臨めたと思います。しかしこの後まさかの連敗。「３連敗

して逆転負け」のプレッシャーかかるかと思ったのですが、こ

の時も冷静に対処できました。第5局に逆転で勝利し、初タイ

トルを獲得できました。この時は、すごく達成感がありました。

　これからも、もっとタイトルをとりたいという思いがあるので、

日々精進しています。

　将棋界は新聞社のスポンサーが多いです。タイトル戦はす

べて、新聞社に持っていただいています。私が獲得した王将

は、スポニチがスポンサーです。他にNHK杯などもあり、ニコ

ニコ動画などの専門チャンネルでは対局を中継しています。

　将棋では奨励会に入らないと、プロにはなれません。年に１

回試験があり、６級から始まるのですが、６級でもアマチュア

の有段者より強いです。３段からは、半年に２人しかプロにな

れません。年齢が上がると26歳で強制的に卒業となります。

奨励会に入ってもプロになれる確率は１～２割程度でしょうか。

　成績が良ければ、もちろん上に上がれます。悪ければ、段

は下がらないが、ランクは下がります。このため棋士は、常に

試験で試されている感覚です。

　私の座右の銘は「前後裁断」で、よく色紙にもこの言葉を書

きます。「過去と未来を断ち切って、今に集中する」という意

味です。

　対局は朝10時に始まり、終了は日付が変わることもあります。

考えることが多過ぎるため、いろんな雑念も出てきます。数手

前を悔やむこともあるのですが、私は途中から、対局中は反

省しないことにしました。終わってから反省することに切り替

えたのです。

　負けそうになっても、最後の最後まで粘る先輩がいました。

形勢はこちらが楽勝でも、粘られている間にいろいろ考え過

ぎて徐々におかしくなり、逆転負けを喫したこともあります。

　自分があきらめたらそこで終わりですので、最後まで頑張る

ことを信条にしました。前後裁断は、生活の中でもそう心がけ

ています。過去は引きずらないで生活するようにしています。

　私の場合は逆算でまずゴールを決め、そこから長期的、中

期的な目標を立てていくことにしています。そして、目の前の

対局に集中することにしました。

　ビッグタイトルである名人、竜王には、まだ挑戦したことがあ

りません。将棋には体力も必要なので、ジョギングやゴルフを

して体力強化にも取り組んでいます。

　今までを振り返ると、やはり「楽しむ」というのが一番大き

かったと思います。ふだんの研究や勉強を仕事にし、本番の

対局は趣味にしようと考えるようにしています。

▼山本会長　居相様、単光賞受賞誠におめでとうございます。久

保利明様、卓話よろしくお願いします。

ニ　コ　ニ　コ　箱



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

10/3

10/10

10/17

会員数

62

62

62

出席

41

48

45

うち出席規定
適用免除者

12

16

12

メーク
アップ

1

出席率

75.93％

82.76％

83.33％

確定
出席率

77.78％

▼稲田副会長　本日、親睦旅行お世話になります。

▼澁谷幹事　居相さん、おめでとうございます。昨日はお世話に

成りました。濱岡さんありがとうございました。親睦委員会の皆様

お世話に成ります。

▼居相会員　内祝いです。

▼中川（將）会員　居相さん、昨日は叙勲のパーティー盛大に行

われ、おめでとうございます。

▼中川（廣）会員　居相さん、おめでとうございます。御子息の社

長就任もあわせておめでとうございます。

▼笠井会員　居相さんおめでとうございます。昨日はありがとうご

ざいました。

▼田中会員　久保利明様、本日、卓話宜しくお願いします。熊田

篤嗣様、お世話になりありがとうございます。写真有難う。例会欠

席お詫び。

▼濵岡会員　居相さん、此の度は大変な賞を受賞され、誠にお

めでとうございます。

▼奥谷会員　居相様、単光賞受賞誠におめでとうございます。昨

日、さまざまな御苦労があっての今回の受賞ということをお聞きし

て感動致しました。池尻さんありがとうございました。

▼長竹会員　本日、親睦旅行、宜しくお願い致します。

▼吉田・曽家会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼宮川会員　本日の親睦旅行、お世話になります。

▼野村会員　先日は、富田さん、藤田さんありがとうございました。

幡田様、ご指導ありがとうございました。

▼西村会員　濱岡さん、ゴルフ優勝おめでとうございます。本日、

親睦旅行、よろしくお願いします。

▼小谷会員　居相さん、昨日は大変ご苦労様でした。素晴らしい

パーティーでした。

▼相馬会員　居相様、改めておめでとうございます。昨日は良い

経験をさせていただき有難うございました。濱岡会員、澁谷幹事、

小谷会員有難うございました。

▼福田会員　テレビでデンタルブラックのＣＭ見ました。

▼幡田会員　中西元会長差入れありがとうございます。サントリー

球場で、歴史的得点差で勝利しました。優勝目指して頑張ります。

▼富田会員　先週土曜、父の４９日法要させて頂きました。ありが

とうございました。日曜ガバナー杯5打席もありがとうございました。

▼竹中会員　幹事、副会長、社会奉仕・国際奉仕の皆様お世話

　　　　　　　　　になりました。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定
月 火 水 木 金 土 日

理事会

秋の親睦旅行

地区公共イメージ
向上セミナー

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会

台北東ＲＣ
公式訪問（～6日）

ロータリー
財団月間

月
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