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おわら風の舞in八王子（今年9/15） 

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

 

充実囲碁人生      

中野囲碁同好会 会長代理・会計   深山 睦弘  

 

私は、囲碁を覚えて50年ほどになります。最初は将棋ばかりしていました。 

小学校のときから将棋をしていたので、実力はまあまあと思っていました。 

就職して最初の勤務先でも将棋同好会に入ってやっていました。ところがここには将棋がものすごく 

強い人がいて、何十連敗もし、とうとうなんと飛車、桂馬落ちにまでされてしまった。 

プライドもズタズタ。「王より飛車をかわいがり」というが、私はそれ以下だったようで、自分の飛車

をかわいがるどころか邪魔になる始末。 

さっさと見切りをつけ、それから囲碁に転向することとなりました。 

囲碁のほうがよっぽど自分に合っていたのかもしれません。一時「寝ても覚めても」という時期もあり、

囲碁人生で一番濃密な時期でした。 

だがその後は、異動などで勤務先が変わり、良い碁敵に恵まれず、出会うこともなく 40年近く経って

しまいました。 

帰省の折に碁を打つ程度だから上達するわけがなく、囲碁雑誌などはよく読んではいたが実践が伴わず

強くなるわけもありません。瀬越憲作名誉九段著の中に「下手な碁打ち十戒」なるものがあるが、その

すべてに自分があてはまるのには失笑しています。 

そんな折、中野囲碁同好会のひとりから声が掛かり昨年入会しました。毎回 16人前後で皆強い人ばか

りですが、毎週が励みになっています。そして、第二の濃密期を迎えられて大変感謝しています。 

結びに、中野囲碁同好会始め他の地区同好会および八王子囲碁連盟のますますの発展を願っています。 

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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      囲碁大会のお知らせ 

１．第６８回市民文化祭囲碁大会  

主 催   八王子市民文化祭実行委員会 八王子市 他  後援 日本棋院 

日 時   １１月３日（土 祝） 午前９：３０から受付開始  

会 場   東浅川保健福祉センター ４階 第５・６・７集会室 

      対 象   八王子市民 及び市内在勤、在学生  １５０名予定 

参加方法  八碁連の会員・一般市民の方共に、事前に申し込むこと 

参加費   １，０００円（昼食を含む） 高校生以下５００円 

申し込み  １０月１９日(金)までに 下記 ●申込み先へ 

※昼休みに文化連盟の出し物があります。 

（注意）当日は駐車場が少ないので車での来場はご遠慮ください。 

       

２．第２９回八碁連囲碁大会 

主 催  八王子囲碁連盟   後援 日本棋院・八王子市  

会 場  東浅川保健福祉センター ４階 

競技方法 ４～５クラス別のハンデ戦  八碁連方式 

会 費  １０００円（昼食を含む） 

（１） ３段以上、 

       日 時  １１月１１日（日）午前９：１０から受付  

申込期限 １０月２８日（日）まで下記 ●申込み先へ 

参加資格 ３段以上の八碁連会員 

（２） ２段以下  

       日 時  １１月２５日（日）午前９：１０から受付 

申込期限 １１月１１日（日）まで下記 ●申込み先へ  

参加資格 ２段以下の八碁連会員 

 

●申込み先  理事 森本 康男  〒193-0802  犬目町1,244-6 

TEL.FAX  042-654-4708 Eメール ymoritky@wonder.ocn.ne.jp 

各同好会会長または代理の方がまとめて申し込んでください。 

mailto:ymoritky@wonder.ocn.ne.jp
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第２８回 活きいき囲碁大会の結果 

南大沢大会  ９月９日(日)  於 由木中央市民センター   参加者 ７４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 初心教 合計 

1 14 4 7 7 1 0 4 10 2 15 7 2 74 

Ａ組 ２４名        

優勝：榊原道治(非会員)/六段→六段A   準優勝：松本健彦(石川)/六段   ３位：草野俊彦(非会員)/五段 

Ｂ組 ２６名 

優勝：高堂和幸(南大沢)/初段→二段   準優勝：藤井伸也(非会員)/三段 ３位：中谷勝信(川口)/四段 

Ｃ組 ２４名 

優勝：森田隆士(元八)/２級→1級    準優勝：久内延家(南大沢)/１級 ３位：今川正治(北野)/２級 

 

 

 ◆多摩 16市対抗戦報告◆     大会実行（八王子）委員 竹添文彦 

夏の盛りの8月19日に国分寺の（都）労政会館で第2回大会が開催されました。当日は夏の猛暑が一服し、 

秋を感じさせる快晴の一日でした。 

八碁連を主体とした我が八王子市チームは大健闘し、見事4位になりました。八碁連の皆様に吉報をお届け 

できることを、団長の吉澤会長を始め選手の皆様、そして関係者一同大いに喜んでいるところです。 

次回は3位以内に入ることが目標で手の届くところにあると考えます。 

 大会は皆様ご存知の吉原由香里日本棋院六段を審判長にお迎えし、対抗試合の他にプロの指導碁、優勝 

チーム予想クイズなどもあり、盛会でした。 

八王子市は1回戦で狛江市に7勝4敗で勝ち、2回戦で日野市に4勝7敗で負けましたが、3回戦で町田市

に8勝3敗、4回戦で小金井市に10勝1敗と連勝し、見事4位になりました。ちなみに、優勝は日野市、 

準優勝は調布市、3位は国立市でした。4戦全勝者は全体で22人いましたが、八王子市チームでは8将の 

棚原英治さんがその一人で、個人賞で表彰されました。  

大会の印象を下記します。 

①選手数だけでも190人程の大きな大会である 

指導碁を受けた人、応援に来た人、大会関係者を含めると 

総勢300人強である。手続きなどで多少の問題はあったが、 

運営はスムースに行われた。 

②女性と子供の参加が目立った 

選手の中に、女性一人と子供一人の選出が求められていた 

こともあるが、女性選手は28人、子供選手は15人と       

多かった。無差別枠に女性が出場しているチームもあった。 

<八王子市メンバー対戦の様子> 
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➂日野市は強かった 

優勝した日野市の選手は若い人が多かった。対局後の感想は、 

相手は着手が早くて、且つ読みも深いので、格の違いすら 

感じたとのことである。 

最後に、今回の選手選考は「活きいき大会」前半の成績を参考に 

行いました。出場選手を下記します。 

皆様方も来年の大会への選手出場を目指して八碁連の各種大会で 

活躍されることを願っています。 

                                    

＜出場選手（敬称略）＞                        

主将＝名取豊彦（技術顧問）、副将＝鈴木信義（技術顧問）、3将＝小川浄二（南大沢）、 

4将＝井上栄次郎（中野）、5将＝三島敏明（浅川）、6将＝青山格（大和田）、 

7将（前半／後半）＝山本数英（川口）／松本健彦（石川）、8将＝棚原英治（元八王子）、 

9将＝竹村栄二（恩方）、10将＝上田龍明（子供）、11将＝折谷範子（大和田） 

 

 

 

第 8回指導碁の募集      常任幹事  南 正一郎 

◆日本棋院 知念かおり六段による指導碁 

日 時   平成30年11月25日(日)  10時30分より 

場 所   東浅川保健福祉センター4F 

 (当日は2段以下の八碁連大会を開催しています) 

参加資格  八碁連会員 

募集人数  12名 (先着順で締め切ります) 

参加費   2,000円 (昼食代は別) 

内 容   第1ラウンド  10:30〜12:00 

              棋士を囲んで昼食・歓談  

        第2ラウンド  12:45〜14:15 

              第3ラウンド  14:15〜15:45 

              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。 

        ※対局時間一局1時間半に延長しました。 

申込先    南 正一郎 TEL&FAX  663-5446   メール sminami0003@yahoo.co.jp  

      ※メールアドレスが新しくなっていますのでご注意ください。 

締 切   11月15日 

                         

日本棋院八碁連支部コーナー 

 

<吉原プロ指導碁の様子> 

mailto:sminami0003@yahoo.co.jp
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◆30年史 座談会開催◆ 

 

30年史編集エピソード       30年史編集委員長  成田 滋 

現在、八碁連創立30周年を記念する冊子の編集をしています。この記念誌の「目玉」として、歴代の 

八碁連会長／地区同好会会長と「新進気鋭」の会員による二つの座談会を企画しました。 

 

前会長6名による座談会は、 ｢八碁連の回顧と展望｣というお堅いものですが、座談会での話題はいたって柔

らかく、面白いものとなりました。そこでの内容は、八碁連運営上のエピソード、失敗、成功、苦労話など、

｢囲碁は惚け防止に役立つのか｣、八碁連にのぞむこと、AI囲碁についての感想といったことでした。 

囲碁と惚けでは、本音と建て前が聞かれました。出席者全員、認知症とは無縁の凜とした姿勢の発言でさす

がと安心しました。AI囲碁については、賛否が分かれたという印象でした。 

 

新進気鋭の会員6名による座談会は、実を言いますと昇段昇級で悪戦苦闘している会員による話し合いでし

て、地区同好会に入会してよかったこと、どんな魅力があるか、棋力の向上で心掛けていること、今後の八

碁連や地区同好会活動に望むことなどでした。出席者全員、夫婦は円満なのですが、棋力の向上ではスラン

プ気味なせいか、八碁連に対して欲求不満を吐き出したそうな雰囲気でした。ですが、さすがに場の空気を

察してか、「自分の努力が足りない」という冷静な発言もあり、同席していた吉澤会長や司会者を安心させて

くれました。 

 

ともあれ座談会の詳しい内容は、来年2月に刊行予定の30年史でご期待ください。 

      <座談会１>                      <座談会２>  

         

 

 

 ◆30年史掲載広告募集中◆ 

  ７月号に掲載の「八碁連30年史掲載広告募集」の件、継続受付中です。 

  皆様の応募お待ちしています。（募集要項詳細については7月号を参照ください） 
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【手筋・詰碁】  

問題１  黒先（セキでは不十分）           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  

 

黒１が好手。白２生きなら黒３、５で

白五子を取ります。 

黒１が好手で、白２なら黒３、５から 

11まで黒生き。 


