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八王子まつり（今年８月） 
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ウォーキング 一口話 

                元八王子囲碁同好会会長  竹添文彦 

 ウォーキングの道すがら目にした街の様子その他を記してみたい。 

１）橋の架け替え、川の改修工事が目に付く 

  中央自動車道笹子トンネル事故後、インフラの老朽化が新聞、TV で報道された頃から川口川、北

浅川で橋の架け替え、川岸・川底の改修が次々と行われている。数十年に一度の洪水災害に備えた対

応ということで納得できるし、我々住民にとっては望ましく、喜ばしい。これらの工事の中で最大規

模のものは高尾街道の北浅川にかかる松江橋の架け替えで、完成が待たれている。 

２） 畑地の宅地化がそこかしこで行われている 

大分前に、羽村のゴルフ仲間が有名な賃貸住宅提供会社の勧めで畑地に集合住宅を建設し、相続税

対策と同時に収入増も実現したと、得意げに話をしていたが、小生のウォーキングコースでも相前後

して目にするようになった。 

最初は集合住宅の建設が目立っていたが、最近は戸建て住宅の建設が多い。この動向は相続税対策

とのことであるが、法律が変わると、それに対応した動きが出るという例であろう。 

３） 街の散髪屋さんと碁会所の今 

  五つのウォーキングコースのいずれにも、散髪屋さんが一軒はある。しかし、どこもサインポール

は回っているが、店内の照明は今一である。商売が成り立っているのかと余計な心配をしているが、

散髪の出張サービスという報道があったのを思い出した。我々の目に見えないところで働いているも
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のと思われる。 

話は変わるが、一年くらい前に元八王子囲碁同好会の会員から元八囲碁クラブ（日本棋院元八王子

支部）の会員名簿（S61年4月付）を拝見させていただいた。そこには、八碁連の現会長を始め10名

強の八碁連会員が名を連ねている。              

元八囲碁クラブはその後店仕舞いをし、同じ頃、諏訪神社の近くにあったという諏訪囲碁クラブは、

看板が諏訪自習会館となっている。 

４） 足指に力を入れて歩いている 

NHKテレビで“人体”という番組があった。競輪選手には骨密度の低い人が多いので、原因究明の

一環として数十人の競輪選手に一日 30 分の“立飛び運動”をしてもらったそうである。１年後に骨

密度を計測した結果、全員が改善したとのことであった。結論は、骨の働きを良くするには骨に刺激

を与えることが必要とのことである。 

小生はこのことにヒントを得て、ウォーキングの際には、足指で地面を掴む感じで歩いている。こ

の効果だと勝手に考えているが、立位での着衣がよりスムースに行えるようになった。 

 

 

平成３０年度前期 研修部囲碁大会のご案内 

日時    平成３０年９月１５（土） 受付 午前９時００分～９時３０分 

主催    八王子囲碁連盟 

会場    東浅川保健福祉センター ４Ｆ 

参加資格  研修部在籍者 

競技方法  クラス別に行い、入賞者には賞品を進呈します 

参加費   １，０００円（昼食代含む） 

申込方法  研修部例会にて申込用紙に記入する 

      例会欠席者で大会参加希望者は下記に連絡してください 

      連絡先：研修部事務長 野嶋 孝征   Tel/Fax ６４５－８３７８ 

申込期限  ９月８日（土） 

 

PS.後期研修部囲碁大会は、当初日程から変更されH31.2.23（土）となっております 

 

 

<訃報> 

 八碁連元会長の渋谷昭男様（台町）におかれましては、７月にご逝去されました。 

 謹んでご冥福をお祈りいたします。 
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第２８回 活きいき囲碁大会のご案内 

長房大会 

日時   平成３０年９月３０（日） 受付 午前９時００分～９時３０分 

会場   長房市民センター（長房町506-2  Tel 664-4774） 

申込先  同好会会長 高橋 俊之 並木町9-14   Tel/Fax 663-5930 

メール Tkhstsyk1@gmail.com 

申込期限 ９月１６日 

川口大会 

日時   平成３０年１０月１４（日） 受付 午前９時００分～９時３０分 

会場   川口市民センター（川口町3838  川口やまゆり館内  Tel 654-0722） 

申込先  同好会会長 高取民治 檜原町1072-1 Tel 622-6132 

                                 メール hjddh381@yahoo.co.jp 

申込期限 ９月３０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。 

 

 

 

 

 

（１）第５回級位認定囲碁大会結果 

 去る7月２９日（日）東浅川保険福祉センターにおいて、第5回級位認定囲碁大会が行われました。 

参加者は６９名で内小学生７名、中学生３名、高校生１名で緊張した雰囲気の中にも、和気あいあいと 

した、微笑ましい光景も随所に見受けられました。 

今年は台風１２号の接近で大変悩んだ事が特筆されます。 

日本棋院八碁連支部コーナー 
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対局は４回行われ、4戦全勝の５名には日本棋院の免状と賞品、３勝１敗の方々には日本棋院の認定状を

進呈しました。 

３勝１敗以上の昇級者は 以下の通りです。 

 

Ａクラス（２４名）  

  ・奥村 喜徳（非会員） ４戦全勝  １級→初段 

  ・谷合 誠 （長房）  ４戦全勝  ３級→２級 

  ・吉野 卓也（長房）  ３勝１敗  １級→変更なし（初段へは４勝が必要）   

  ・仲渡 英生（石川）  ３勝１敗  ２級→１級 

  ・菅井 勝男（恩方）  ３勝１敗  ３級→２級 

  ・小島 春美（大和田） ３勝１敗  ３級→２級 

  ・亀井 裕太（高校生） ３勝１敗  ３級→２級 

 

Ｂクラス（２０名） 

  ・市川 信治 （恩方） ４戦全勝  ４級→３級 

  ・井出 新太郎（長房） ３勝１敗  ４級→３級 

  ・長野 英輝 （非会員）３勝１敗  ４級→３級 

  ・山田 耕三 （非会員）３勝１敗  ５級→４級 

  ・中村 順亮 （初心教）３勝１敗  ５級→４級 

  ・大砂 紀彦 （初心教）３勝１敗  ６級→５級 

 

Ｃクラス（２５名） 

  ・福岡 生次 （初心教）４戦全勝  ８級→６級 （Ｃクラス全勝で２ランクＵＰ） 

  ・長谷部 弘祐（小学生）４戦全勝 １２級→１０級（ 同上 ） 

  ・鷹取 宏  （初心教）３勝１敗  ７級→６級 

  ・服部 秀子 （初心教）３勝１敗  ７級→６級 

  ・新美 玖太 （中学生）３勝１敗  ８級→７級 

  ・鳥取 輝美 （非会員）３勝１敗  ９級→８級 

  ・新納 基樹 （初心教）３勝１敗 １０級→９級 

  ・原 健吾  （小学生）３勝１敗 １５級→１４級 

 

（２） 第７回指導碁の開催 

級位認定囲碁大会に併せて、日本棋院の熊丰（ユウホウ）７段による指導碁を開催しました。 

今回で９６名の方が指導を受けられたことになります。 

今回は多摩地区１６市対抗戦の肩慣らしにその選手を優先的に指導碁に参加していただきました。 
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エンブレム募集は今月締切

です。待ってます。 

以下の方々が参加されました。 

 

第１ラウンド 

上田 龍明（松木小２）、井上栄次郎（中野） 

岸村 佐（浅川）、三島 敏明（浅川） 

第２ラウンド 

青山 格（大和田）、山本 数英（川口） 

棚原 英治（元八）、徳満 英世（恩方） 

第３ラウンド 

小町谷常孝（浅川）、坂内 秀三（浅川）、 

梶原 和夫（浅川）、佐田 恵吉（浅川）、 

第４ラウンド 

小島 英基（長房）、赤松栄一郎（長房） 

高橋 靖夫（恩方）、松本 健彦（石川） 

 

  ※11月25日の八碁連囲碁大会の際にも指導碁を予定しております。 

 

 

 ◆ 同好会会長会開催 ◆ 

  ８／３（金）同好会会長会議を開催いたしました。 

   主な議事 

・活きいき大会前半終えた感想、問題（各同好会より） 

・八碁連の目的（規約３条）改定、高齢者会員表彰⇒傘寿表彰への呼称改定（理事会提案） 

   ・囲碁案内人事務局員の後任要請（囲碁案内人） 

    など（議事録は各同好会会長に配布済です）。 

なお囲碁案内人事務局交代要員については宮崎会長（中野）より引き受け快諾を頂きました。 

もう１～２名の事務局員の新規要請があり引き受けて頂ける方募集中。 

 

 

 

 ◆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」（今月9/30締切です）および 

  「八碁連30年史掲載広告募集」（11/30締切）の件、継続受付中です。 

   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） 
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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、５が好手で、白６なら黒７か

ら１１で白死となります。 

白１０は黒３の所 

黒１コスミが好手で、白２なら黒３から７で 

黒勝ちです。白２で６なら黒Ａです。 

白２でＡなら黒Ｂ白Ｃ黒Ｄで 

攻め合い勝ち 


