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北浅川沿いの桜とレンギョウ（昨年４月７日 泉町にて） 
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   会長就任の挨拶         八王子囲碁連盟会長  吉澤 實 

 

 ３月１１日の定例総会で八王子囲碁連盟（八碁連）の会長を、仰せつかる  

ことになりました。微力ではありますが、八碁連の充実と発展のために尽力 

していきたいと考えております。 

 今日の隆盛を迎えるに至りましたことは、先輩の皆様と会員皆様の並みな

らないご尽力の賜物であると思い感謝しています。 

 今年八碁連は創立３０周年という大切な節目を迎えました、具体的な活動 

としましては、記念史「八碁連３０年史」の発刊を計画しております。 

 地区同好会で行う「活きいき大会」は、毎年活況を呈しており、同好会によっては９０名前後の参加者が

あります。年間１１同好会で行う参加者は５年前より延べ２００名も増えています。沢山の行事を抱えてい

ますがどれもが、大切であり、一つひとつ丁寧に対応していきたいと思います。 

 今年度より、八碁連段級位に関する規程が変わりました。今までよりも四段～六段の昇段が厳しくなりま

した。八碁連として年間１８の大会を開催しています。この中で自分が参加できる大会にはできるだけ多く

参加することが、昇段のチャンスが増えますし、棋力向上の道だと思います。幸い技術顧問、指導員と優秀

な人たちに恵まれています。これからも研修に励んでもらいたいと思います。 

 子ども囲碁教室、大人入門コース、初心者教室の囲碁指導者と、囲碁案内人連絡会の皆さんが、熱心に囲

碁指導をしてくれていることは心強い限りです。 

 今年から第２回多摩地区対抗囲碁団体戦へ参加することになりました。１６市の、囲碁好きの代表者各 

１１名が一堂に会する大会です、八碁連にとって大きなプラスになることと思います。 

八王子囲碁連盟の目的 

八碁連は、八王子市内に居住する囲碁

愛好者が、囲碁を通じて親睦を図り、

かつ、健康を維持できるよう機会を提

供し、福祉の増進に寄与するとともに、

棋力の向上を図ることを目的とする。 

４月号  第３２０号 

発行日  平成３０年４月１日（日） 

発行所  八王子囲碁連盟 

住 所  八王子市横川町４２－８９ 

電 話   ０４２－６２３－０２５２ 

発行者  小田 辰郎  

編集者  中谷 勝信 

 

八碁連だより 

http://yasu1120.la.coocan.jp/hatigoren.html


2 

 

平成３０年度定例総会が開催されました 

平成３０年度八碁連定例総会が、３月１１日（日）東浅川保健福祉センターで、本部理事、地区同好会 

会長、業務委嘱者等の関係者により開催されました。 

議長選出後、小田会長の挨拶に続いて、 

 ① 平成２９年度事業報告  ② 平成２９年度決算報告  ③ 平成３０年度事業計画 

 ④ 平成３０年度予算案  ⑤ 提案事項等 ⑥ 平成３０年度役員等 について、審議決定しました。 

最後に小田辰郎会長、中谷勝信理事、武中章三理事の退任挨拶、新理事の成田滋理事、森本康男理事、 

木河専理事の紹介、そして吉澤實新会長の就任挨拶があり、午前１１；５０に終了しました。 

 

 

 

平成３０年度 

定例総会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度役員（理事） 

   前年度からの役員                

   

    左から 

  南 正一郎（浅川） 

     竹添 文彦（元八） 

 

 

   新役員 

左から 

 成田 滋 （大和田） 

 森本 康男（中野） 

 木河 専 （石川） 
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第２８回 活きいき囲碁地区大会のご案内 

元八王子大会 

日時   平成30年5月6日（日） 受付 午前9時00分～9時30分 

会場   元八王子市民センター（上壱分方町747－1）   電話 651－3960 

     申込先  会長 竹添 文彦  〒193－0814 泉町1911－81  

      電話 626－4245  メール bun-takezoe@jcom.zaq.ne.jp 

申込期限  ４月２２日  

    中野大会 

日時   平成30年5月20日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会場   中野市民センター（中野町2726－7）   電話 627－6221 

申込先  会長 森本 康男   〒193－0802 犬目町1244－6 

電話  654－4708  メール ymoritky@wonder.ocn.ne.jp 

申込期限  ５月６日 

    ２大会とも 

主催    各地区の囲碁同好会 

後援   日本棋院 八王子市 八王子市教育委員会 

参加資格 市内に居住している囲碁愛好者 

参加費  会員１，０００円（弁当代を含む）非会員 １，２００円 

競技方法 ３ないし４のクラス別に行い、入賞者には賞品を進呈します。 

申込方法 同好会の会長を通して申し込んでください。 

 

  平成２９年度後期研修部囲碁大会の結果 

 ３月１７日（土）  於 東浅川保健福祉センター 

Ａ組 ３２名（初段～五段） 

 優勝：秋山一雄/長房（初段→二段）  ２位：岸村 佐/浅川 五段  ３位：筒井政範/浅川 初段 

Ｂ組 ２６名（５級～１級）   

 優勝：麻生守弘/元八（２級→１級）  ２位：中村勝嘉/長房 １級  ３位：峯尾孝年/長房 ４級 

 

 【 昇段規定が変わります 】 

① 四～五段者は、２回優勝で昇段、１回優勝で段位の後ろにＡ。２回目優勝で昇段になります。 

  研修部所属者は、研修部大会のみ２回の優勝では昇段できません。研修部大会と研修部大会以外の 

  大会で優勝して計２回の優勝で昇段になります。 

② 六段者は３回優勝で昇段、１回優勝で段位にＡ。２回優勝でＢを付ける。３回優勝で昇段になります。 

③ ①と②の優勝に年度内の制限はありません。 
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研修部コーナー 

 

             級位者と女性の入会を望みます 

                                 研修部統括  池口 隆久 

 当時は「碁老連」といわれていましたが、名前が悪いと評判は散々でした。 

それが「碁楽連」と名を変え、現在の「八碁連」になっています。その碁老連の頃の研修部は主として、級

位者の研修の場として創設されたものです。有段者も対象にしてほしいという要望に応じて、有段者も入会

を認められたものが当初の実態でした。それがいつの間にか、有段者が主役のような感じになってしまいま

した。 

 私が事務長をしていたころ（１５年位前）、研修部は、会員が９０人以上はいましたかね。入会希望者には

１年も待ってもらっていたこともありました。碁盤と碁石の数が足らなかったからです。また、級位者と有

段者は別の部屋で活動していました。とても一部屋では収容しきれなかったからです。 

 私はこう考えます。はじめの頃の趣旨を思い起こして、級位者を大事にする研修部に戻したいと。各同好

会の会長さん方は、ぜひ級位者に研修部への入会を勧めていただきたいとお願いします。やる気のある有段

者（五段まで）もぜひ参加してください。やはり、会長さんの推薦（承認）が必要ですから、会長さんにお

願いしてください。 

 研修部では、指導碁といいまして、八碁連本部から派遣された優秀な指導者による指導碁が受けられます。

これは目玉として今後も重視していきたいと思います。さらに、有段者有志の方にお願いして、級位者がよ

り効果的に上達できるような方策を模索していきます。 

 もう一つの柱は、女性の会員を歓迎することです。女性が加わると、雰囲気が何といってもぱつと明るく

なるのです。活気が出てくるのです。だからより多くの女性の方の参加が待たれます。今後１０年後、２０

年後にかけたいと思います。 

 

八碁連ニュース 

 

  八碁連囲碁案内人連絡会の 倉内 満 氏 が第３８回日本棋院普及功労賞を受賞しました。 

長年の囲碁発展の尽力と、その普及活動が認められたものです。 

 

 

★ 国立昭和記念公園には、２３万球、 

  １４０品種の色々なチューリップ 

  が咲き誇っています。 

  八碁連だより（２８年５月号）に 

  写真を載せてあります。 

  一度訪れてみては如何でしょうか。                      
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平成３０年度 計画 

  

 （１）第２８回活きいき囲碁地区大会 

 

開 催 日 共  催 会    場 

 ４月 ８日（日） 浅川 囲碁同好会 横山南市民センター  電 ６６６－００３１ 

 ４月２２日（日） 恩方    〃 恩方市民センター   電 ６５２－３３３３ 

 ５月 ６日（日） 元八王子  〃 元八王子市民センター 電 ６５１－３９６０ 

 ５月２０日（日） 中野    〃 中野市民センター    電 ６２７－６２２１ 

 ６月 ３日（日） 大和田   〃 大和田市民センター  電 ６４５－８９８０ 

 ６月１７日（日） 石川    〃 石川市民センター   電 ６４２－０２２０ 

 ７月 １日（日） 台町    〃 台町市民センター   電 ６２７－３８０８ 

 ９月 ９日（日） 南大沢   〃 由木中央市民センター 電 ６７６－８１２３ 

 ９月１６日（日） 北野    〃 北野市民センター   電 ６４３－０４４０ 

９月３０日（日） 長房    〃 長房市民センター   電 ６６４－４７７４ 

１０月１４日（日） 川口    〃 川口市民センター   電 ６５４－０７２２ 

   

 （２）第７回八王子市子ども囲碁大会 

              平成３０年６月２４日（日）  東浅川保健福祉センター 

 （３）第５回級位者認定囲碁大会 

              平成３０年７月２９日（日）  東浅川保健福祉センター       

 （４）第６８回市民文化祭囲碁大会 

              平成３０年１１月３日（土）  東浅川保健福祉センター 

 （５）第２９回八碁連囲碁大会 

     三段以上     平成３０年１１月１１日（日） 東浅川保健福祉センター 

     二段以下     平成３０年１１月２５日（日） 東浅川保健福祉センター 

 （６）第２０回八碁連棋聖大賞囲碁大会 

              平成３１年１月２０日（日）  東浅川保健福祉センター 

 （７）第２６回八碁連タイトル囲碁大会 

              平成３１年２月３日（日）   東浅川保健福祉センター 

 （８）研修部囲碁大会 

      前期      平成３０年９月１５日（土）  東浅川保健福祉センター 

      後期      平成３１年３月１６日（土）  東浅川保健福祉センター 
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 級位者のための 悪い形・正しい形              囲碁研究 ２月号より 

      

編集後記   平成３０年度が始まりました。今年度の大会行事は５ページにまとめてあります、皆さん大

いに参加して昇段のチャンスをつかむとともに、棋力向上に努めましょう。 

 理事（６人）の任期は２年で、３人ずつ毎年交代致します。先月号でご挨拶させて頂きましたが、今月号 

をもって退任いたします。二年間ご愛読と共にご協力、励ましのお言葉ありがとうございました。 

 後任には新理事の 木河専 さん（石川）が担当してくださいます、引き続きよろしくお願いいたします。 



7 

 

 

 


