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高幡不動のアジサイ（今年６月） 

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

 

棋聖「寛蓮」について                      浅川囲碁同好会長 岸村 佐 

囲碁の歴史は長く、いろいろな記録がある。 

以下最近目にした記事を紹介したい。 

平成28年に日本棋院の「囲碁殿堂入り」した寛蓮については、余り知られていない様である。本因坊道策や秀策の 

名は良く知られているところである。 

寛蓮は道策、秀策より前の時代の人である。今から千年位前の平安時代の佐賀県鹿島地方の出身である。高僧を 

意味する大徳を付けた棋聖大徳と呼ばれていた。古い順で言えば棋聖第一号である。 

彼が囲碁界に残した功績で一番大きいのは、囲碁のルールを確立したことである。約九百年前醍醐天皇の命により、 

礼儀作法から、盤上の戦術、用具の取扱いまで囲碁全般にかかわる解説書「碁式」と称されるものを献上したと言 

われている。後に僧玄尊によって記された日本最古の棋書「囲碁式」は、寛蓮の「碁式」から主要な部分を引用され 

たものとされ、これが囲碁の基本ルールのベースとなったと言われている。 

残念ながら寛蓮の解説書とその後の寛蓮の消息は残っていないと言う。 

今から千年以上も前にこの様な偉業を成し得た人がいたとは！正に驚きである。 

 

参考文献：日本経済新聞「棋史探訪」 

 

八碁連だより 

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。 
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 第２８回 活きいき囲碁大会の結果 

中野大会  ５月２０日(日)  於 中野市民センター   参加者 ８６名 
浅川 恩方 元八 中野 大和田 石川 台町 北野 長房 川口 南大沢 非会員 初心者 合計 

4 17 7 16 9 2 0 0 16 6 4 2 3 86 

   

Ａ組 ２２名        

優勝：小嶋英基(長房)/七段     準優勝：須田秀夫（非会員）/六段   ３位：宮崎誠一(中野)/五段 

Ｂ組 １８名 

優勝：矢作忠孝(大和田)/四段→四段Ａ  準優勝：殿崎正明(浅川)/四段 ３位：大房賢次(長房)/三段 

Ｃ組 ２２名 

優勝：石原勝正(中野)/二段→三段   準優勝：岩本武(中野)/二段   ３位：小町谷常孝(浅川)/二段 

Ｄ組 ２４名 

優勝：森田隆士(元八)/３級→２級    準優勝：刑部守彦(長房)/３級  ３位：吾妻富子(初心者)/９級 

 

大和田大会  ６月３日(日)  於 大和田市民センター   参加者 ７６名 
浅川 恩方 元八 中野 大和田 石川 台町 北野 長房 川口 南大沢 非会員 初心者 合計 

2 16 6 7 16 2 0 2 13 5 4 1 2 76 

   

Ａ組 ２２名        

優勝：宮崎洋(中野)/五段→五段Ａ  準優勝：矢作忠孝（大和田）/四段   ３位：青山格(大和田)/七段 

Ｂ組 ２７名 

優勝：石原勝正(中野)/三段→四段  準優勝：高橋靖夫(恩方)/三段    ３位：岩本武(中野)/二段 

Ｃ組 ２７名 

優勝：藤牧健二(長房)/１級→初段  準優勝：小島春美(大和田)/３級   ３位：服部秀子(恩方)/７級 

 

 

 

  

 

 

 

             <熱戦が続く活きいき大会風景> 
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◆八碁連エンブレムデザイン公募◆  

エンブレムは視覚的に文字よりも分かりやすく、あらゆる資料や文書を引きたてるアクセントとなります。 

街中の標識や案内でも使われています。エンブレムは企業や教育機関、自治体、諸連盟や団体の 

アイデンティティとして使われています。 

このたび八碁連30周年を記念し、囲碁を象徴し囲碁の普及を目指して市民から共感され親しまれる 

エンブレムを公募いたします。 

 

【募集要項】  

１）デザインは未公表で、既存のものと類似していないもの 

２） デザインはカラーとする 

３）  デザインの中に「八碁連」の文字を添える 

４）  50文字以内でデザインの簡単なコンセプトを付ける 

５）   応募者は八碁連会員や家族、その友人などとする 

６）  一人何点でも応募できる 

７）  応募作品はPDF化(1MB以内)したデータファイルとする 

８）  デザインの採用は理事と同好会長の投票で決める 

９）  採用者名を公表し記念品を贈呈する 

10)     採用されたエンブレムは八碁連本部、同好会、各部、各種大会の配布物に自由に使える 

11)    エンブレムの著作権は八碁連に帰属する 

12)    公募方法 

        八碁連だより７月号で公募開始 

公募締め切り 平成30年9月30日 

 結果発表 10月27日理事会後 

13） 問い合わせ・データファイル提出先 

      八王子囲碁連盟 成田 滋   Eメール：shigerunarita@gmail.com 

 

その他：応募者は氏名、住所、連絡先、メールアドレスを付記する。 
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日本棋院八碁連支部コーナー 

1. 第 5回級位認定囲碁大会のご案内 

日時   平成30年7月29日 (日)   9時20分 受付 

   場所   東浅川保健福祉センター 4F 

主催   日本棋院八王子囲碁連盟支部 

   共催   八王子囲碁連盟 

   後援   八王子市   (公財)日本棋院 

   競技方法 4回ハンディ戦 Aクラス(1〜3級)  Bクラス(4〜6級)  Cクラス(7級以下) 

表彰   各クラス共、3勝1敗以上で 1階級昇級とし、日本棋院の認定状を発行する。   

         但し、1級から初段へは 4勝が必要。Cクラスで 4勝したときは 2回級昇級とする。 

特典   4勝者には日本棋院の免状と賞品を進呈する。 

       但し、初段の免状については、本人負担とし、且つ、日本棋院への入会が必要。 

参加費  1,000円 (昼食代含む) 

申込先  南 正一郎  TEL・FAX 663-5446  Eメール shominami03@yahoo.co.jp 

           (各同好会及び初心者教室で一括して申し込み下さい。) 

締切   7月22日(日) 

2. 第 7回指導碁の募集 

日本棋院 熊丰(ユウホウ)六段による指導碁 

   日時   平成30年7月29日 (日)    10時より 

   場所   東浅川保健福祉センター4F (当日は上記の級位認定囲碁大会を開催しています。) 

    参加資格 八碁連会員 

募集人数 16名 (先着順で締め切ります。) 

参加費  1,500円 (昼食代は別) 

内容   第１ラウンド 10:30〜11:45 

             昼食・歓談 (棋士を囲んで) 

第2ラウンド 12:30〜13:45 

           第3ラウンド 13:45〜15:00 

            第4ラウンド 15:00〜16:45   

      各ラウンドは 4面打ちとし、ラウンド順は前以て連絡します。  

申込先  南 正一郎  TEL・FAX  663-5446  Eメール shominami03@yahoo.co.jp 

    締切     7月22日 

          尚、当日は松本健彦さんが参加者のお世話を致します。 

また、11月25日(日)八碁連大会の際にも指導碁の開催を予定しています。  

3．「日本棋院ファン感謝囲碁まつり」 が 9月9日(日)に東京本院で開催されます。 

奮ってご参加下さい。詳細は碁ワールド、囲碁未来7月号の折込みチラシを参照願います。 
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◆多摩地区１６市対抗囲碁団体戦のお知らせ◆ 

                     大会実行（八王子）委員  竹添 文彦 

多摩地区１６市対抗囲碁団体戦が８月１９日（日）に国分寺市で開催されます。 

昨年までは 8市の対抗戦でしたが、今年は 16市に拡大され、八王子市もメンバーの一員となりました。 

そして、八碁連が八王子市を代表して参加することになりました。 

八王子市の団長は八碁連の吉澤實会長で、選手は主将以下11将までの 11人です。 

手合割は主将から 3将までは無差別、4将から 11将はハンディ戦です。4将はシニア（75才以上）、 

5将から 9将は有段者、10将、11将は級位者です。選手の中に女性と子ども各 1名を選出することが 

要請されています。 

八碁連としては初めてのことであり、また、代表決定（6月末）までの期間が短いことから、理事会の 

中で選手選考を行いました。5段から級位者の選手選考は「活きいき囲碁大会」の成績優秀者の中から 

行い、また、子ども枠は、囲碁案内人連絡会の方からの情報を基に選考しました。 

代表となられた選手11名の大会における活躍を皆様と共に祈りたいと思います。 

なお、対局見学はできますので、応援に行って下さい。大会の概要を下記します。 

１） 日時：平成18年8月19日（日） 9:00〜17:00 

２） 場所：（都）国分寺労政会館4F 

３） 試合方法 

・団体戦（1チーム 11名） 

・3回戦終了後、決勝進出チームと仮順位を決定、4回戦が優勝戦、順位決定戦となる 

４） 参加16市 

多摩市・小平市・府中市・東村山市・調布市・清瀬市・小金井市・町田市 

国分寺市・立川市・国立市・三鷹市・稲城市・八王子市・狛江市・日野市 

 

 

◆八碁連30年史の広告募集のお知らせ◆ 

八碁連３０年史発刊に向け現在編集委員会で検討を進めておりますが、 

30年史の冊子には広告を掲載する予定です。 

ついては会員やお知り合いの業者などから広く掲載広告を募集します。 

料金はB5版一頁10,000円、半頁5,000円、1/3頁3,000円です。 

・締め切り  平成30年11月末 

・問合わせ先  成田 滋（編集座長）  Eメール： shigerunarita@gmail.com 
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【手筋、詰碁】 

問題１ 黒番。カナメの白△を取って下さい。        問題１の正解                  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

問題２ 黒先白死                   問題２の正解 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問題３ 黒先活き                    問題３ 正解 

                       

 

 

 

 

 

 

                      ※黒１が好手で、白２なら黒３で活き。                         

白２で３なら黒２で白追い落とし。 

 

 

 

 

 

編集後記    広報担当に伴いパソコンを利用する機会が急に増えている最中、パソコン障害に遭

遇し大変困りました。世の中色々便利なものが増えていますが、これらがひとたび壊れた時の影

響の大きさを痛感しました。  

※初手黒１は白８の所 

良
く
考
え
て
か
ら
右
の
正
解
を
見
て
下
さ
い
。 


