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大ケヤキとコスモス（昭和記念公園 10/18） 

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

 

囲碁上達を目指す               大和田囲碁同好会 鈴木浩治 

  囲碁の格言やことわざをどれだけ知っているかは、棋力とある程度関係しています。格言は端的な言葉で

碁の基本となる形や筋、考え方の本質をピタリと言い表しているという意味で、うまく利用すれば囲碁学習

に役立つことは疑いようもありません。囲碁上達を目指す心得として、秋山 仙朴（あきやま せんぼく、武

蔵国生まれ、江戸時代の囲碁棋士、著述家、本因坊道悦、本因坊道策門下、六段）がまとめた、「囲碁趣旨（心

得）事」を紹介します。  

1. 目算をしてはいけない。勝ちと思えばたるむものだし､負けと思えば無理が出るものである。ただ手

段の善悪だけを考えて打つべきで，勝ちはその中にある。 

2. 仮にも相手を騙すような心を持ってはならない｡ 

3. 勝ち数が多くなるほど、心をしめて打つべきである。 

4. 相手が長いからといって、早く打てというのは理のないことである。 

5. 強いからといって､恐れてはいけない。 また恐れないのもよいことではない。 

6. 弱いからといっても、あなどってはならない。またぬるい打ち方をするのもよいことではない。 

7. 先方がにくまれ口を叩くなら、それには答えず、勝負に勝つべきである。 

8. 右を思案する時は､左に手ありと知りなさい。 左を思案する時は、右に手ありということである。

中を考える時は左右に手のあることに注意しなさい。 

9. たまたま上手と打つことがある時は、碁を打ち終えてから用を足そうと思うと、必ず負けるものと

心得なさい。用を足し終えてから打つことに専念することとしたものである。 

10. 弱い人にはとくに手直ししてあげなさい。 

この他に3項ありますが割愛。 

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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‘1 の目算をしてはいけない‘と矛盾するが、形勢判断（目算）を元に着手を決めるという考え方も必要で

す。形勢判断力は棋力に比例すると言われています。正しい判断は無理なので目視で同程度の地を打ち消し

残った地を比較し何目差か概算する程度は行いたい。ついつい打ってしまうヤキモチ手も減るはず。 対局

中に迷ったら心得や格言を思いだす癖、また、対局後に対局者と勝敗を分けた手はどの手だったか推考・検

討する癖をつける。もし、高段者との対局であれば勝敗を分けた手とその訳を教えてもらうと良い勉強にな

ります。このような事を思い上達を目指しているが、囲碁は奥深くままならない。 

 

次になるほどと感心した名人とヘボのおもしろ比較を紹介する。 

囲碁上達の心得 囲碁｢名人｣と｢ヘボ｣のおもしろ比較 

名  人 ヘ  ボ 

 スジで打つ  イジで打つ 

 考えてから石を持つ  石を持ってから考える 

 苦しくならないように考える  苦しくなってから考える 

 石を取られて喜ぶ(捨石)  石を取って喜ぶ(カス石) 

 石音がﾋﾞｼｯ､ﾊﾞｼｯと響く  石音がﾁｸﾞｯ､ﾊｸﾞｯと響く 

 姿勢がよい  威勢がよい 

 投げ場を知っている  止めを刺されるまで打つ 

 勝ってなお反省する  負けて悔しがるだけ 

 

 

 

◆平成30年度前期 研修部囲碁大会結果◆ 

    9月１５日（土） 於 東浅川保健福祉センター  参加者６０名 

Ａ組 ３１名（初段～５段） 

 優勝：佐々木胖充(北野)/四段→四段A 準優勝：白石好伸(台町)/二段  ３位：筒井政範(浅川)/初段 

Ｂ組 ２９名（５級～１級） 

 優勝：山下善子(長房)/２級→１級   準優勝：峯尾孝年(長房)/４級  ３位：後藤克徳(長房)/２級 

 

 

 

 



3 

 

◆第２８回 活きいき囲碁大会結果◆ 

北野大会  ９月１６日(日)  於 北野市民センター   参加者 ９８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 

10 16 3 3 12 4 0 13 18 4 6 8 1 98 

Ａ組 ２４名        

優勝：柳豊太郎(大和田)/七段    準優勝：山本数英(川口)/六段A   ３位：池田正三(大和田)/六段 

Ｂ組 ２５名 

優勝：矢作忠孝(大和田)/四段A→五段 準優勝：横手幸彦(恩方)/三段 ３位：矢島良宏(大和田)/四段 

Ｃ組 ２５名 

優勝：浮邉廣行(南大沢)/初段→二段  準優勝：浅川武二三(恩方)/二段 ３位：高橋俊夫(大和田)/二段 

Ｄ組 ２４名 

優勝：相川眞佐子(長房)/５級→４級  準優勝：原 健(長房)/5級  ３位：市川信治(恩方)/３級 

 

長房大会  ９月３０日(日)  於 長房市民センター   参加者 １０８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 

12 18 7 3 10 1 0 0 45 1 6 1 4 108 

Ａ組 ２６名        

優勝：松本健彦(石川)/六段→六段A   準優勝：内田昌治(浅川)/五段   ３位：吉田旭(浅川)/八段 

Ｂ組 ３２名 

優勝：鳥山光明(長房)/三段→四段   準優勝：山口修(大和田)/三段  ３位：秋山一雄(長房)/二段 

Ｃ組 ２７名 

優勝：筒井政範(浅川)/初段→二段   準優勝：森田良則(大和田)/初段 ３位：長野千恵三(長房)/１級 

Ｄ組 ２３名 

優勝：中村順亮(長房)/４級→３級   準優勝：尾池晟(元八)/７級   ３位：小俣一男(初心教)/５級 

川口大会  １０月１４日(日)  於 川口市民センター   参加者 ８４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 19 10 8 7 1 1 0 15 13 6 0 3 84 

Ａ組 ２８名        

優勝：福嶋常光(長房)/六段→六段A   準優勝：宮崎洋(中野)/五段A   ３位：松本健彦(石川)/六段A 

Ｂ組 ２６名 

優勝：宮林国夫(川口)/三段→四段   準優勝：森田隆士(元八)/１級  ３位：尾崎健二(恩方)/１級 

Ｃ組 ３０名 

優勝：佐藤正宏(元八)/３級→２級   準優勝：福山昭(元八)/４級   ３位：坂口勝(元八)/７級 
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◆平成３０年度前期タイトル獲得者◆    （注）段級位は10月現在 

 名人 王座 天狗 

 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 

浅川 真田誠次 八段 岩田太平 六段 三島敏明 七段 梶原和夫 五段 � 田旭  八段 高橋明善 六段 

恩方 藤森力  七段 白石能章 五段 名倉倍男 三段 横手幸彦 三段 小澤敦司 初段 徳満英世 六段 

元八 平山統  五段 入山慧三 六段 棚原英治 四段A 深水靖雄 四段 麻生守弘 初段 森田隆士 1級 

中野 宮崎誠一 五段 岩本武  二段 石原勝正 四段A 岩本武  二段 井上栄次郎七段 野口裕司 三段 

大和田 柳豊太郎 七段 森田良則 初段 成田滋  三段 矢作忠孝 五段 青山格  七段 森田良則 初段 

石川 坂本勝雄 八段 森井正孝 四段 松本健彦 六段A 坂本勝雄 八段 金本好正 七段 坂本勝雄 八段 

台町 齋藤重夫 六段 舘野敏文 四段 白石好伸 二段 大川健治 二段 舘野敏文 四段 栗山昌三 三段 

北野 佐藤義廣 六段 佐々木胖充 四段A 保坂彦逸 三段 古賀照也 六段 山縣文雄 七段 小坂紀雄 二段 

長房 龍野紀満 六段 三浦弘之 初段 小嶋英基 七段 澤田信夫 四段 白川博克 五段 保木隆史 三段 

川口 廣島松治 五段 荒畑昭一 1級 髙取民治 六段 渡辺恵介 三段 中谷勝信 四段 辻日出男 四段 

南大沢 西崎匠 二段 矢島幾朗 七段 向井克彦 五段 高堂和幸 二段 高堂和幸 二段 坂田信義 三段 

 

◆ 傘寿表彰 ◆  （注）これまでの高齢者表彰から傘寿表彰へ名称が変更となります。 

 平成３０年１２月末日で満80歳になられる方（表参照）の表彰を下記八碁連囲碁大会で行います。 

 1)大会会場（東浅川保健福祉センター）にて 

  三段以上の対象者・・・・11/11（日）9:40 囲碁大会（三段以上）開会式の会長挨拶後に表彰 

  二段以下の対象者・・・・11/25（日）9:40 囲碁大会（二段以下）開会式の会長挨拶後に表彰 

 2)表彰対象の方は上記対象日にご出席ください（欠席の場合は代理の方を予め指定しておいて下さい）。 

  当日は対象者のお名前を読み上げます（出席者のみ）ので、前に出て頂き全員揃った時点で 

会長より記念品をお渡しします（欠席者には式典後代理の方に記念品をお渡しします）。 

所属 三段以上 二段以下 

浅川 岩窪忠孝、内田昌治、小西弥一、吉田旭  

恩方 吉澤實 藤森功 

台町 塩津浩  

元八王子 武居成市  

中野 西野彰  

南大沢 小川浄二、池本伸吾  

川口 松崎邦夫  

長房  原健、西村旭、木下桂蔵、福永敬一 

※石川、大和田、北野 は該当者なし 

 


