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黄金時代を楽しもう 

                 恩方同好会 幹事 藤森 力 

早いもので長いサラリーマン生活を終え 13 年目を迎えた。退職当時職業欄に無職と記入することに若干

の抵抗もあったが今はすっかり慣らされた。 

一般的に、退職して子供もそれぞれ自立し新婚時代のように夫婦だけで健康な毎日を過ごす十数年を黄金

時代と云うそうである。現役時代は仕事、残業、通勤時間等を考えると自分の時間なんて皆無に等しかった。 

今はどうだろうか、毎日が自由時間で有る。40年程度の現役時代に比して10年余の黄金時代の自由時間

は数倍にも値する。この豊富な自由時間を無駄に過ごしたらそれこそチコちゃんに「人生ボーっと生きてる

んじゃないよ」なんて言われかねない。 

一度しかない人生、色々な事をしてみたいと思い、私はいくつかの街へミニ移住した。 

旅行ではなく、その町で 10 日ほど生活し、その町の気候風土に触れ、人と接し、その町の人になるのであ

る。沖縄には十数回行ったし京都や高知にも何回か行ったがまだまだ住みたい都市はいっぱいある。ウィー

クリーマンションや民宿等を利用すれば意外と簡単に実現できるので今後も機会があったら挑戦しようと思

っている。 

話は変わるが、私は4年ほど前に八碁連恩方同好会に入会させて頂いた。恩方同好会は週2回の例会と研

修会を一回行い計3回の集まりがある。気の多い私はその他にも色々やっているので忙しい日々ではあるが、

新しい仲間との出会いもあり毎日が楽しい。 

囲碁の格言で唐の大積薪の詩に「貪りてば勝を得ず」と言う言葉がある。囲碁は半目勝てば勝ちである、

ところがどうも人間は欲が深く半目の勝ちでは物足りなく、相手を攻め続けてしまう。気が付けば自分の石
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が相手に包囲されて、勝っていた筈の勝負が逆転の憂き目にあう。こんな事はこれまで何回あったか計り知

れない。 

自分が相手だったらどんな手を打つのか、常に相手の立場に立って物事を考える習慣が肝要かと思う。 

また囲碁の事を爛柯
ら んか

ともいう。遠く晋の時代、木こりの王室が4人の童子の囲碁を見ていて時の経つのを

忘れ、気が付いたら手にした斧の柯
え

が爛
くさ

り家に帰ると時代は何代も先になって居たという故事から生まれた。 

実際碁を打っていると時の経つのを忘れ、周りのことなども全く気にならず自分の世界に没頭することがで

きる。私はこれほど夢中になれるものを他に知らない。 

黄金時代が何年残っているのか知る由もないが、これからも素晴らしい碁敵たちと爛柯を精一杯楽しんで

いきたいと思っている。 

 

第２８回 活きいき囲碁大会のご案内 

南大沢大会 

日時   平成３０年９月９（日） 受付 午前９時００分～９時３０分 

会場   由木中央市民センター（下柚木２－１０－６  Tel ６７６－８１２３） 

     別途臨時駐車場あり、上記市民センターにお問い合わせ下さい。 

申込先  会長 武中章三 別所2-45-1-602   Tel・Fax ６７５－１４３３ 

メール sho3take@nifty.com 

申込期限 ８月２６日 

北野大会 

日時   平成３０年９月１６（日） 受付 午前９時００分～９時３０分 

会場   北野市民センター（北野町545-3  きたのタウンビル７階  Tel 643-0440） 

申込先  副会長 佐藤義廣 北野町６１－１１ Tel ６４４－２１４０（FAXは不可） 

                                 メール sayosi@nifty.com 

申込期限 ９月２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 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。 
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 第２８回 活きいき囲碁大会の結果 

 

石川大会  ６月１７日(日)  於 石川市民センター   参加者 ７９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 13 3 6 14 12 0 2 14 2 4 5 2 79 

   

Ａ組 ２８名        

優勝：須田秀夫（非会員)/六段      準優勝：矢作忠孝（大和田）/四段A   ３位：池田正三(大和田)/六段 

Ｂ組 ２５名 

優勝：石原勝正(中野)/四段→四段Ａ  準優勝：宮地三男(長房)/二段     ３位：伊藤国男(恩方)/四段 

Ｃ組 ２６名 

優勝：佐藤昭(長房)/４級→３級     準優勝：荒畑昭一(川口)/１級      ３位：小俣一男(初教室)/５級 

 

 

台町大会  ６月３０日(土)  於 東浅川保健福祉センター   参加者 ８２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 

6 12 7 4 8 0 6 4 22 4 2 0 7 82 

   

Ａ組 ２６名        

優勝：小嶋英基(長房)/七段        準優勝：山本数英（川口）/六段     ３位：竹添文彦(元八)/六段 

Ｂ組 ２１名 

優勝：佐田恵吉(浅川)/三段→四段   準優勝：中川寿夫(大和田)/二段    ３位：秋山一雄(長房)/二段 

Ｃ組 １７名 

優勝：三浦弘之(長房)/１級→初段   準優勝：谷合誠(長房)/３級        ３位：平林建次(長房)/２級 

D組 １８名 

 優勝：中村順亮（初教室）/６級→５級 準優勝：野村洋子（長房）/８級     ３位：久野喜生（初教室）/９級 

 

 ※台町大会は当初予定日からの変更となりましたが、開催にご協力を頂き 

ありがとうございました。 
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◆第７回八王子市子ども囲碁大会結果◆ 

 第７回八王子市子ども囲碁大会は６／２４（日）、八王子市教育長 安間英潮様、東浅川保健福祉センタ

ー館長 広瀬重美様お二人を来賓にお迎えし開催されました。 

当初参加者が少ないかと心配されておりましたが、吉澤会長をはじめ関係者の強力なアプローチの結果、

５０名規模の参加となり同伴保護者も会場に詰めかけ明るく楽しい大会となりました。 

９路盤は２時間で８局を打つハードスケジュールでしたが、見守る競技委員から思わず声がでてしまい 

そうな手も飛び出すなど我々関係者も大いに楽しませてもらいました。 

１３路、１９路盤のクラスはやはり落ち着いた対局が見られ、１９路盤は午後に渡って対局が繰り広 

げられました。大会終了後、優勝者表彰ならびに参加者それぞれに認定状が授与されお土産をもらって 

閉会となりました。子ども達の笑顔を見ると大会最大の目的である『楽しんで帰って頂く』主旨は十分 

達成できたのではないかと感じました。次回も是非一歩成長 

した姿を見せて欲しいと願っています。 

皆様のご協力ありがとうございました。 

 

  優勝者  ９路盤（22名）  鴨澤菜乙（川口小） 

      １３路盤（10名）  芝崎聡太（浅川小） 

      １９路盤（14名）  馬場楓真（第九小） 

 

 ＜関係者からの声＞ 

・勝って喜ぶ子、負けて落ち込む子、その極端な差が微笑ましく、にぎやかな一日となりました。 

こんなこともありました。大会２日前に１０名の参加申し込みが一括でありました。「これは大変」参加を

楽しみにしていた子どもたちのために、関係理事の了解をとり、受け入れました。対局表等の作成処理に

担当理事は深夜まで費やしたようです。私も参加賞の追加購入に行きました。 

しかしながら当日このうち半数が欠席。保護者への確認がとられていなかったのが原因でした。 

保護者の確認を取って申し込み頂く事が重要です。 （吉澤） 

・大会終了後、今後に向けた取り組み（例えば保護者向けの入門講座同時開催）や改善点なども提起されて 

おり今後関係者で検討を行いたいと思います。 

  

◆多摩地区１６市対抗囲碁団体戦 結団式◆ 

 多摩地区１６市対抗囲碁団体戦に出場する八碁連メンバーの結団式が7/14に行われました。各メンバー 

からは自己紹介と大会参加への思い、名取主将からは「楽しんでベストを尽くすこと」と「対局マナーは 

他市に負けないでほしい」旨のお話がありました。 

出場者の健闘をお祈りします。なお大会見学はできますので皆さま応援よろしくお願い致します。 

※大会（8/19開催）概要は、八碁連だより７月号を参照ください。 
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 ◆八碁連エンブレムおよび 30年史掲載広告 継続募集中◆ 

  ７月号に掲載の「八碁連エンブレムデザイン公募」および 

  「八碁連30年史掲載広告募集」の件、まだまだ受付継続中です。 

   皆様の応募お待ちしています。（募集要項詳細はいずれも7月号を参照ください） 

 

 

【投稿】  家庭菜園のおすすめ       石川囲碁同好会 木河 専 

既に多くの方が実践していると思いますが経験のない方、ぜひ家庭菜園にチャレンジして見てください。 

家庭菜園というと大事のように思われるかもしれませんが簡単で土地も半畳ほどの場所があれば十分 

楽しめます。また空き地が無くてもコンテナや鉢で育てられる野菜も多くベランダなどでも十分育て 

られます。 

この７月8月は夏野菜定番のトマト、キュウリ、ナスなどの収穫最盛期となり、まさに楽しみが結実する 

時で、毎日取れたての作物を楽しんでいる方も多いと思います。 

家庭菜園の魅力をいくつか挙げてみると、 

１．新鮮なものが食べられる 

２．無農薬で安全なものが食べられる 

３．家族にも喜ばれる などなどがあります。 

本格的な畑となると別ですが家庭菜園では特別な体力も必要ありません。また初心者でも1回目から成果が

得られます。 

囲碁は解説書や定石など本を何冊読んでもまた何百局打ってもなかなか強くなりませんが、定番の夏野菜 

などは該当する作物の解説ページを２～３ページ読めば初心者でもスーパーで売っているものと遜色ないも

のが作れます。必要なのは愛情だけです。 

作物は正直です。クセのある対局者と違って基本を守れば相手（作物）もそれに応じて素直に育ってくれ 

ます。囲碁に疲れたら時には、外に出て土をいじりながら気分転換するのも良い効果だと思います。 

これから家庭菜園にチャレンジする方に少しアドバイス。 

・やさしい作物から取り組む 

・しっかりした苗を入手する（夏野菜なら接ぎ木苗がお勧めです。*1） 

・最初の土作りはしっかり行う（コンテナ作りでは市販の土を購入すればＯＫ） 

季節に応じて色々な作物が家庭園芸で作れます。野菜作りの本1冊購入して自分で作りたいものを探して 

チャレンジしてください。沢山収穫出来たらお隣さんにおすそ分けすれば喜ばれます。 

 

  *1 連作障害 

毎年同じ物を同じ場所で作ると上手く育たない作物が 

あります。接ぎ木苗で連作障害を避けることができます。 
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【手筋、詰碁】 

問題１ 黒先。                        問題１の正解                  

                                

 

問題２ 黒先                       問題２の正解 

 

 

 

 問題３ 黒先                       問題３の正解 

                       

良
く
考
え
て
か
ら
右
の
正
解
を
見
て
下
さ
い
。 

黒１、３が好手で、攻合い黒勝ち。 

黒１から３、５が好手で、白６なら黒９

までコウ。  （黒９は１の所） 

黒５は８の所 白の援軍がいて黒ピンチのよう

ですが・・ 


