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【式次第】 12:00～13:30 

1．司会進行          尾崎 由比子  会員 

2．開会点鐘          古山 真紀子  会長 

3．四つのテスト            光行 順子    会員 

 

4．ゲスト・ビジター紹介       高橋 由珠    会員 

【ゲスト】 

・石倉 昇 様     囲碁棋士 九段 （財）日本棋院 

・岩田 健作 様    通商航空株式会社 代表取締役 

・竹本 治 様       ソーシャル・コモンズ 代表 

・逸見 圭朗 様       ㈱ぴえろ  専務 

・三木 英範 様     マッケン・キャリアコンサルタンツ㈱      

パートナーエグゼクティブコンサルタント 

・安野 環 様       特別職非常勤国家公務員 

・スクタリウ ともこ様  ルーマニア親善協会理事         

office lisa-silvia   代表 

【ビジター】 

・嶋村 文男 様 地区ガバナーエレクト 東京東江戸川 RC 

・牛島 聡 様   地区ガバナー補佐   東京お茶の水 RC 

・青木 孝幸 様 地区分区幹事     東京お茶の水 RC 

・大竹 章裕 様 地区職業奉仕委員  東京紀尾井町 RC 

 

 

紹介者によるゲストの紹介と参加者のコメント         

岩田 健作 様  【古山会長】 

【8月 4日の卓話講師としてお招きした岩田様は、日本興

業銀行時代の先輩。本日の卓話講師石倉九段の教室に

通われて 3年で初段の段位を取られている。多趣味でゴ

ルフも月 2回以上会員である霞が関カントリークラブに行

かれている。親交を深める良い機会となることを期待して

いる。】 

竹本 治 様  【桑原事務局】 

【日本銀行に勤務、その後神奈川県庁に勤められてい

た。マルチな才能にあふれた方。昨年卓話者としてリモー

トでご登壇いただいたが、リアルでは今回が初めてのご参

加。】 

昨年 5月画面越しではお会いしたが、本日直にお会いで

きることをとても楽しみにしていた。この 1年いろいろなこと

があったが、社会の課題に対して何でもご相談いただけ

れば、顧問としてご一緒出来れば・・・と思っている。 

逸見 圭朗 様  【古山会長】 

【アニメ制作会社にお勤め、元富士銀行の融資投資をご

担当されていた。人的ネットワークが広く皆様から頼りにさ

れる方。グルメで食通。プロジェクトを進めるためのアドバ

イスを戴けたら・・と思いお誘いした。】 

このような正式な場に出ることは久しぶりで、やや緊張して

いる。皆さんのお役に立てると嬉しい。 

三木 英範 様  【尾崎会員】 

【保険協会のボランティアを担当していらした方。今年の 4

月にプレデンシャルを退職し、以後多方面に活躍をなさっ

ている。】 

思うところがあり保険会社を退職。退職金のコンサルタント

を行っている。 

安野 環 様   【桑原事務局】 

【東京丸の内 RC創立の話が持ち上がった際、真っ先に

お誘いするメンバーとして頭に浮かんだ方が安野さんと古

山会長。ようやく皆様にご紹介できることとなった。】 

今日はおいしいお食事と会を楽しみたい。 

 

 

◇◆四つのテスト◆◇ 

１．真実かどうか     

2.みんなに公平か     

3.好意と友情を深めるか    

4.みんなのためになるかどうか 



 

スクタリウ ともこ 様   【高橋会員】 

【ルーマニアと日本の架け橋として活躍中。ルーマニアの

ワイン・料理を紹介しており、大使館でのイベントも予定し

ている。】 

ルーマニア語での自己紹介。ルーマニアはローマ帝国の

末裔の人たちが作った国で、言葉もイタリア語に似てい

る。ルーマニアのワインはあまり日本では知名度はない

が、緯度がフランスと同じで生産量もヨーロッパの中で 5

位。比較的安価で飲みやすいのが特徴。 

入会予定者の紹介 

清水 ミシェル 様    本日はご都合が付かず不参加だが

入会予定者としてお名前だけご紹介。 

 

5. ニコニコ報告    吉田 秀樹    会員 

① 国際ロータリー第 2580地区ガバナーエレクト、東京江

戸川 RC 嶋村文男様 「華やかなオープン例会の開

催おめでとうございます。今後とも宜しくお願いします」 

② 同 地区ガバナー補佐、東京お茶の水 RC 牛島聡様 

③ 東京丸の内ロータリークラブ 創立会長、地区ポリオ

プラス委員 尾崎由比子会員 「ゲストの皆様、ビジタ

ーの皆様、本日は丸の内のオープン例会におこしく

ださいましてありがとうございました。石倉様 本日の

卓話楽しみにしております」 

④ 東京丸の内ロータリークラブ 会長 古山真紀子会員 

「みなさま、本日はお越し頂きましてありがとうございま

す」 

⑤ 同 幹事 鷲澤充代会員 「石倉先生、本日の卓話楽

しみにしています。ゲストの皆様、ご参加下さりありが

とうございます。嶋村ガバナーエレクト、牛島ガバナー

補佐、紀尾井町ロータリークラブの大竹様、ご参加あ

りがとうございます」 

⑥ 同 光行順子会員 「石倉九段様、ゲストの皆様、本

日は東京丸の内ロータリークラブへ、ようこそいらっし

ゃいました。楽しいお時間をお過ごしになられて下さ

い」 
 

6.  会長挨拶             古山 真紀子  会長 

ゲストの皆様、地区委員の皆様、本日はご参加いただき誠

にありがとうございます。対面を控えていたがこのように皆

様とお会いでき嬉しく思っている。 

ロータリークラブに興味を持っているが、何を行っているか

よくわからない・・という方に対して説明をさせていただく。 

 

国際ロータリーはアメリカに本部がありクラブ数は 35000

以上、日本のクラブ数は 2200以上、丸の内ＲC は国際ロ

ータリー第 2580地区に所属。東京都北半分と沖縄 

世界で 500以上の地区に分かれている。 

 

メンバーの職業は多種多様。当クラブは現役世代なので

月 2回開催。それでも出席できない場合はメイクアップと

いう他クラブ（海外・国内問わず）へ参加する振替システム

がある。普段出会うことのない方々と知り合ってネットワー

クを広げることが可能。 

 

 

ロータリーの３つの特徴として挙げられる「卓話」・「奉仕活

動」・「親睦」についてお話を進める。 

 

「卓話」は専門家から講話を受けるロータリーならではの仕

組み。 

7月以降の当クラブ卓話タイトルと卓話者 

7月「最高睡眠でパフォーマンスをあげる」  

最幸睡眠研究家 大原智子様 

8月「旅行業界について」 

通商航空サービス㈱ 岩田健作様  

9月「ボルネオ島の環境問題と私たちの暮らし」 

ボルネオ保全トラストジャパン 青木崇史様 

10月「囲碁の魅力」 石倉昇九段 

 

ロータリーはクラブ規模の大小を問わず「奉仕活動」を行

っている。特に「ポリオの根絶」に向けては長年取り組んで

おり、世界ポリオデー10月 24日に向けて様々な取り組み

が現在行われている。（東京駅からのウオークラリーの予

定・ＪR線のトレインジャック等） 

丸の内 RC独自の取組としては、オーストラリア山火事、医

療従事者支援としてフェイスシールドの作成等も行ってき

た。会員が講師となって開催するチャリティセミナーも過去

行っており、現在はコロナ禍で開催が停止しているが、今

後取り組む予定である。 

「５つの小」というタイトルで飲食マナーに関しての動画を

フォトグラファーの吉田会員が主体となり制作し、日経新

聞にも掲載された。 

インパクトジェネレーション的なことを今後も引き続きおこな

っていく。 

 

「親睦」の為、クラブ相互間での集まりも行われており一番

人気はゴルフ。囲碁同好会等色々な同好会がある。 

 

仲間が増えるとアイデアが増える。本来業務以外の社会

貢献によって新しい世界を広げたいと思っているのであれ

ば、一つの方法として是非参加をご検討いただけると嬉し

い。 
 

7． 幹事報告             鷲澤 充代    幹事 

緊急事態宣言により一旦中止となっていた水辺の美化運

動が開催される。神田川 10月 30日・荒川 11月 27日の

2日間。密にならないよう各日集合時間を分散して活動を

行う。参加希望者はご連絡をお待ちしています。 

 

8．卓話               

 

  囲碁棋士 

  石倉 昇  九段 
  

  「 囲碁の魅力 」 



 

プロの囲碁棋士になるための試験は上限 25歳という年齢

制限があり、自分は社会人になった後、会社を辞め退路

を断って臨んだ。昭和 54年の「院生研修」においてトップ

合格を果たしプロとなった。2005年から東京大学の教養

学部で単位を取得できる教科となる。令和元年 37大学で

囲碁の授業を行っている。当初東京大学でも 40人枠に

100～150人の応募があった。囲碁は将棋に比べ教え方

が難しい。 

囲碁にはコミュニケーション能力とバランス感覚が必要。相

手の気持ちを考え人と人が面と向かって勝負することは、

とても大事なこと。 

東北大学の有島教授子供が囲碁を打つ時に脳のどこが

活性化するのか分析をした。前頭前野という感情をコント

ロールする部分が活性化することがわかり、これらの部位

はテレビゲームなどでは活性化されないこともわかってき

た。実際に囲碁を打つ子供達は相手の指し手である大人

の表情を見ている。 

「囲碁は経済、将棋は戦争」と評した大隈重信など、歴史

上の経済人・武将などには囲碁をたしなんだ人が多くい

る。 

「相手の王様を取る」のが将棋、一方「相手にも少しは与え

る、相手よりも多ければ勝つ」というのが囲碁。全部取ろう

とすると負ける。このようなバランス感覚は学生時代に身に

つけておくことが教育的効果として必要。相手にも与えると

いう感覚こそが大切。 

 

戦後の総理大臣白岸田さんで 35人目だが、半分以上が

囲碁をする。政治家の必須科目と鳩山一郎のお母さんは

息子を政治家にする為に自らが囲碁を学んだ。 

 

忍耐力・集中力が鍛えられる為、経営者の方の必須科目

ともいわれている。「琴棋書画」という中国の古い言葉があ

るが、四つの科目「音楽・囲碁・書道・絵画」の中で音楽と

書道と絵画の 3教科は小学校から学ぶ科目としてあるが、

囲碁は趣味になってしまった。 

 

囲碁は記憶や先読みではなく、３手先までの中で最善の

方法を選び打つもの。 

棋聖・名人・本因坊・碁聖である井山裕太九段が安倍総

理に「何手先まで読めるか」ときかれたが、それは安部総

理が囲碁を知らないから。囲碁は 19×19×碁盤の中で

10の 330乗の指し手がある。将棋は 10の 220乗、チェス

は 10の 100乗、オセロは左脳的なもので対局が可能。 

 

 恵比寿の教室に通われた 87歳で始められた方、最高齢

99歳までの間にアマチュア 3級になられた。70歳で初め

て囲碁を覚えた女性の方、こちらは 80歳で 3段になっ

た。将棋は記憶と読みの左脳重視の為、年齢を重ねると

弱くなるが、囲碁は論理的というよりむしろ右脳を活用する

為 100歳でも楽しめる。 

 

囲碁は世界に広がっている。韓国の人口は日本の半分以

下の中、900万人が囲碁を打つ。 

厳しい受験戦争の中、子供の頃から囲碁をやらせることが

上流階級の常識。ソウルで 10万人の子供が囲碁教室に

入っており、台湾でも 150万人、タイでも 100万人が囲碁

人口といわれている。中国や韓国のエリートと言われる方

が多い。 

一方、将棋の世界は、ほぼ日本だけ。 

ビルゲイツもハーバード大学時代に相手がおらず、マサチ

ューセッツ工科大学まで遠征し対局したと話している。 

習近平氏も囲碁を打つ。岸田総理も囲碁を打たれるとよろ

しいのでは・・・ 

 

囲碁はいつどこで始まったか・・・ 

2500年前中国で行われていた孔子の論語に話が出てく

る。 

日本にやってきたのは 5世紀から 6世紀頃、源氏物語・

枕草子において記載がある。 

源氏物語は今から 1000年前の書物だが 「空蝉」では囲

碁の専門用語がたくさん出てきている。紫式部が囲碁に

造詣が深かった様子が窺い知れる。 

清少納言の枕草子においても、囲碁の対局中の打ち手の

心理描写が記載されている場面がある。 

 

武士の時代になると武田信玄・徳川家康が囲碁を広めた

貢献者といえる。家康は 30歳ぐらいから囲碁を通じて人

脈が広がることに気づいた。対局を通じ表面に見えない性

格などがわかるのが囲碁の特性。囲碁仲間であった浅野

長政は 5奉行でありながら、戦いの際に同じ 5奉行の石

田三成側に着かず徳川家康側についた。この差が関ヶ原

の戦いの結果に出たともいわれている。 

 

人脈を広げて天下を取った家康、その後江戸時代が 300

年続いた理由は文化を大切にしていた為と考えられる。 

家康は 1612年以降囲碁の強い 6人に対して年間 300万

円ほどの給与も与えていた。 

年に 1回将軍の前で、磨いてきた技を披露する大局の場

も催されていた。 

このように江戸幕府により守られてきた時代から「青天を衝

け」に表される明治時代になるとスポンサーがいなくなる。

そのような中、財界の援助を受け大正 13年に日本棋院が

創設された。 

大久保利通は薩摩においては下級武士であったが、国府

の島津久光が囲碁が好きであることを知り、囲碁を武器に

して近づいて行ったといわれている。 

徳川慶喜 15代将軍も囲碁が強かった。 

五代友厚・大久保利通らは囲碁を通じて経済界で出世し

ていく。 

政治家・経済界の人たちが多く囲碁を学んだ歴史がある。 

 

AIが 1997年チェスの世界では人間を倒し世界一を獲

得。囲碁の世界でも 2016年、今から 5年前に韓国のイ・

セドルに対し AIが 4勝 1敗とし世界一を獲得した。現在 

AI から人が学ぶ時代 になっている。Google が 2014年ハ

デミス・ハサビスというチェスの天才プレイヤー・人工知能

研究者が率いるディープマインド社を 700億で買収。医

療や省エネ技術に活用する前段として、まず囲碁で学習

能力を高める試験的運用を始めた。 

 

囲碁のルール 

一目置く・布石当囲碁から来た言葉も多い。 

① 交互に打つ。 

② 地の多い方が勝ち。 

③ 囲めば取れる。 

 



具体的の差し方の指導をホワイトボードで実演 

 

囲碁が難しいというのは強い人から学ぶと勝つ楽しみがわ

からないかた。 

弱い AIを活用して楽しんでください。 

 

質問：竹本様 

AI との対戦は棋士にとっては勝手が違うのか？ 

回答： 

AIの戦法を吸収することは、自分の向き不向きを理解した

上で行うべき。 

今は対戦するというよりは、自らが打った一手の評価値を

出してくれることにより、自ら考えた一手の勝負における今

後の可能性を調べることの方が多い。 

自分には向かないパターンがある為、鵜呑みにしてはい

けない。自らの型を見失い、勝てなくなってしまった子もい

る。 

 

嶋村次年度ガバナー挨拶： 

とても楽しい卓話をありがとうございます。先輩諸氏から囲

碁は 2回ほど過去誘われたことがある。先生のお話を聞

いてパンダのサイトを見てみようかな・・と思っている。 6

名のゲストの方ご参加いただきありがとうございます。次年

度の会長の吉田さんから、「例会に来たらインスピレーショ

ンが湧きました」との話を聞いた。ロータリーのことをこの機

会に少しでも知っていただければいいと思う。ホスピタリテ

ィの高い丸の内 RC は、地区の先端を走り様々な取り組み

をしている。世界的なネットワークで繋がっている。現在ロ

ータリーが行っているポリオ活動を是非見ていただけると、

また違うインスピレーションを感じていただけるかと思う。 

次年度、お世話になりますが吉田会長をしっかりフォロー

して活動してください。 

 

9．今後の予定     古山 真紀子 会長  

石倉先生ありがとうございました。今日のお話の内容を知

っている方は インスピレーションいっぱいなお話だったと

思う。今から囲碁を学んでも、決して遅くないということを学

んだ。このようにお話を伺うことが出来とことがロータリーな

らではの機会だと思う。 

 
 

 

 

 

 

 

 10．閉会点鐘   古山 真紀子 会長 

 11．写真撮影 

 

 

11月 10日 

第 87回例会 

 

通常例会 

イニシエーションスピーチ 

藪口 真太郎 会員 

11月 24日 

第 88回例会 

通常例会 

卓話： 

一般社団法人 AOH 代表理事  

伊藤 紀幸 様 

創立日： 2017年 7月 24日 

認証日： 2018年 2月 26日 

認証式： 2018年 5月 28日 

事務局： 東京千代田区丸の内 2-3-2  郵船ビル 1F 

TEL：+81 3-5533-8846 

E-mail: marunouchi-rc@outlook.jp(事務局：桑原奈知子) 

URL： https://www.tokyomarunouchi-rc.com/ 

例会日： 第１・第３ 水曜日 

12時 00分 - 13時 00分 

例会場： 東京千代田区丸の内 2-1-1明治生命館 B1F 

   センチュリーコート丸の内 

(covid-19の期間中はオンライン例会の可能性あり) 

会 長： 古山真紀子  幹 事：鷲澤充代 


