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碁老連ニュース   第１７６号 

 

碁老連の目的 
  

老人囲碁同好会の誰もが､活きいきと生命力を維持し“碁

を楽しむ”ことができるよう､機会と場所を確保するために

相協力し､囲碁を通じて親睦をはかり､更には､より良き福

祉社会に貢献することを念願する。 

 

http://www.asahi-net.or.jp/~jh8r-mtd/gororen/ 

 

 

 

 

日   時  平成 18 年 5月 7 日（日） 受付午前 9時 00分～9 時 30 分(厳守)         
会  場  恩方市民センター（西寺方町260-4、電話652-3333） 

主  催  恩方寿囲碁同好会（会長 山崎 稔 西寺方町 400-16 電話 651-1212） 

後  援    八王子市、八王子市教育委員会、日本棋院 

参加資格   八王子市に在住している 60歳以上で 10級以上の囲碁愛好者    

参 加 費   ７００円（弁当代を含む） 

競技方法    ２ないし３のクラス別に行い入賞者に賞状を贈呈します。 

参 加 賞  大会に参加された方には参加賞を差し上げます。 

注意事項 ①自家用車でのご来場はなるべくご遠慮ください。 

②所属区域以外から参加される方は主催同好会会長の承認を得てくだ

さい（申込先 会長 山崎 稔 電話 651-1212）。 

          ③失格にならないように定刻においでください。 

 

 

活きいき囲碁地区大会参加資格の緩和 

  今年度今年度今年度今年度のののの他他他他のののの地区大会地区大会地区大会地区大会のののの優勝者以外優勝者以外優勝者以外優勝者以外はははは何回何回何回何回でもでもでもでも出場可能出場可能出場可能出場可能となりました。 

 

研修会昇格者研修会昇格者研修会昇格者研修会昇格者((((東淺川研修会東淺川研修会東淺川研修会東淺川研修会))))    

次の方々が研修会後期リーグ戦で昇格基準をクリアしました。昇格おめでとうござい

ます。 

高橋俊之１級/長房 →初段へ 

小池國雄２級/台町 →１級へ 

佐瀬整敏２級/長房 →１級へ 

南 清光４級/淺川 →３級へ 

発行日 平成 18年 3月 25日  

発行所 八王子の碁を楽しむ老人連合 

住 所 久保山町１－９－３－３０３ 

ＴＥＬ（０４２６）６９２－３９７３ 

発行人      松田 礼治 

編集者      渡辺己三男 
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１７１７１７１７年度後期研修会囲碁大会成績年度後期研修会囲碁大会成績年度後期研修会囲碁大会成績年度後期研修会囲碁大会成績((((東淺川東淺川東淺川東淺川))))(３月１８日) 

 総参加人数７２名 

Ａクラス（５段～３段）参加人数２２名 

優優優優 勝勝勝勝  南正一郎３段/淺川 ４段に昇格 

準優勝準優勝準優勝準優勝  小造義勝３段/台町 

３３３３ 位位位位  山崎 稔３段/恩方 

参加者氏名段級/所属同好会 

池口隆久５段/淺川、古賀照也５段/北野、大河原静５段/北野、市川隆一５段/長房、 

三浦和夫５段/元八、岸村 佐４段/淺川、田中利孝４段/淺川、相川 彰４段/淺川、

山本 林４段/北野、島崎礼樹４段/台町、藤森立喜４段/元八、長島 廣４段/元八、 

小笠原正顕４段/無、南正一郎３段/淺川、池田 悟３段/淺川、中島義彦３段/淺川、 

岩松 清３段/大和、秀島照次３段/大和、山崎 稔３段/恩方、小造義勝３段/台町、 

六本木茂３段/中野、藤盛 茂３段/無 

 

Ｂクラス（２段～初段）参加人数１８名 

優優優優 勝勝勝勝  清水明一初段/石川 ２段に昇格 

準優準優準優準優勝勝勝勝  関口信二初段/無 

３３３３ 位位位位  小池英一２段/無、 

参加者氏名段級/所属同好会 

堀口 哲２段/淺川、赤羽昭治２段/淺川、永坂道雄２段/淺川、宮林国夫２段/恩方、 

真辺保幸２段/恩方、笠原昭治２段/北野、宇井 久２段/元八、小池英一２段/無、 

水野常昭初段/淺川、白川博之初段/淺川、清水明一初段/石川、大山芳雄初段/石川、 

横島清次初段/恩方、小峰貞雄初段/恩方、佐藤吉男初段/北野、倉田 三初段/台町、 

柳 保治初段/元八、関口信二初段/無、 

 

Ｃクラス（１級～２級）参加人数１５名 

優優優優 勝勝勝勝  天野 実１級/淺川 初段に昇格 

準優準優準優準優勝勝勝勝  佐瀬整敏１級/長房 

３３３３ 位位位位  小池國雄１級/台町 

参加者氏名段級/所属同好会 

天野 実１級/淺川、宮川一雄１級/淺川、小池國雄１級/台町、植松森一１級/中野、

佐瀬整敏１級/長房、矢部藤昭１級/元八、久保田勇１級/元八、田野倉英治１級/無、

米田清明１級/無、藤本淳雄２級/元八、武発悦子２級/淺川、白濱勢一２級/淺川、 

大里 宏２級/大和、谷津義一２級/台町、岸本 哲２級/由井、 

 

Ｄクラス（３級～８級）参加人数１７名 

優優優優 勝勝勝勝  石田 豊３級/元八 ２級に昇格 

準優準優準優準優勝勝勝勝  石田 誠３級/石川 

３３３３ 位位位位  渡辺 清３級/大和 
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参加者氏名段級/所属同好会 

杉本晴男３級/恩方、石田 豊３級/元八、岡田年弘３級/元八、石田 誠３級/石川、

野口勝久３級/台町、山中 茂３級/大和、渡辺 清３級/大和、内田正亮３級/長房、

酒井晴永３級/由井、朱島和男３級/由井、伊藤保江４級/大和、山下善子５級/無、 

杢代保夫５級/無、鵜沼敏子５級/台町、小沢公夫６級/無、相川真佐子７級/無、 

福島 隆８級/元八、 

 

研修会昇格者研修会昇格者研修会昇格者研修会昇格者((((南大沢研修会南大沢研修会南大沢研修会南大沢研修会))))    

次の方々が研修会後期リーグ戦で昇格基準をクリアしました。昇格おめでとうござい

ます。 

和田幸彦２級/無 →１級へ 

上条正規４級/無 →３級へ 

 

１７１７１７１７年度後期研修会囲碁大会成績年度後期研修会囲碁大会成績年度後期研修会囲碁大会成績年度後期研修会囲碁大会成績((((南大沢南大沢南大沢南大沢))))(３月１８日)    

総参加人数２２名 

Dクラス（初段～２級）参加人数１２名 

優優優優 勝勝勝勝  和田幸彦１級/無   

準優勝準優勝準優勝準優勝  西田 誠初段/由木 

３３３３ 位位位位  坪内和雄１級/無 

参加者氏名段級/所属同好会 

西田 誠初段/由木、山根岩男初段/由木、関根武身初段/無、小林三州１級/由木、 

松本清時１級/由木、伊藤 功１級/由木、坪内和雄１級/無、中森久隆１級/無、 

南 勝幸１級/無、和田幸彦１級/無、長谷場純親２級/無、筒井 博３級/無、 

 

Eクラス（３級～８級）参加人数１０名 

優優優優 勝勝勝勝  上条正規３級/無  

準優準優準優準優勝勝勝勝  山之口寛４級/無 

３３３３ 位位位位  大平 清８級/無 

参加者氏名段級/所属同好会 

嶋 良次３級/由木、長島健治３級/由木、今井淳一３級/無、上条正規３級/無、 

山之口寛４級/無、加藤雅康５級/由木、大沢健悟６級/無、野口守久７級/無、 

秋山喜春７級/無、大平 清８級/無、 

ホームページクリエーターホームページクリエーターホームページクリエーターホームページクリエーター募集中募集中募集中募集中!!!! 
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役員会報告（1月14、28日、2月25日、3月12日） 

 

新規約案の検討 

 

段級位に関する規程案の検討 

 

碁老連ニュース永久保存に 

先人の偉業をたたえるために創刊号から第１７３号までは現物でロッカーに、第１７４

号以降はCD-Rで会長が永久保管することにした。 

なお、４年以上全く参照されなかった古い資料は全て処分することにした。また、会計

資料の保存期間等については、次年度に検討することとした。 

 

後援等名義使用申請書 

八王子市（高齢者支援課）、八王子市教育委員会に１月２３日提出。 

八王子市（高齢者支援課）より１月２６日、八王子市教育委員会より２月１３日承認書

受領。会則等変更あれば、提出せよとのこと。 

 

後援等名義使用実績報告書 

八王子市（高齢者支援課）、八王子市教育委員会に３月９日提出。 

 

業務運営室廃止 

年度末で業務運営室は廃止の予定。 

必要な業務は特別任務として会長より委嘱する。 

 

特別任務 大会担当 

大会担当の岸村佐氏ご本人の意向により３月末で辞任、任務としては空席のまま存続さ

せる。なお活きいき囲碁恩方大会を最初にやると碁盤の運搬回数が一回少なくなるとの岸

村氏のご提案は検討に値する。 

 

段級位に関する規程 

9 月 1日改正し、段階的に施行してきたが今回不備箇所一部見直し、第２条「不戦勝の



5 

あるものを除く」を削除したうえ、総会に付議する。 

研修会大会優勝者も優勝者昇格認定会に入れるべきだとの意見も出たが技術問題から今

回は見送る。 

また昇段可能な本部大会を増せとか昇格認定会についても色んな意見を仄聞するが今後

の検討課題である。 

 

総会準備    

日  時 ４月９日(日)１３時～１７時 

 場  所 東浅川保健福祉センター 

 役員の役割分担、準備事項等打ち合わせ 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

三上靖宏 業務運営室長退任 

三上さんには業務運営室長として、役員会

のスムーズな運営、体制整備に貢献していた

だきました。お約束通り３月末で退任されま

す。その貢献に対して感謝の印として記念品

をお送りすることにしました。 

三上さん、長い間ご苦労様でした。 

なお業務運営室長の応募を続けましたが全

く応募者はありません、また役員６名で充分

処理可能です、３月末をもって業務運営室は

廃止の予定です。 

 

碁老連ニュースのご寄付を！ 

 碁老連ニュ-スを創刊号から永久保存することになりましたが、第１２号（平成３年１月

発行）、が欠番でありません。ご寄付いただける方また参照させていただける方は渡辺副会

長まで（電話・FAX共 626-0608、E-ﾒｰﾙ watanabe_kimio@nifty.com）ご連絡下さい。協

力の程よろしくお願い致します。 

 



6 

漢方クイズ？？                浅川寿囲碁同好会所属 吉開孝之 

 

人体には、いくつのツボがあると思いますか？「医宗金鑑」という清時代の書物による

と、答えは３６１。碁盤の目と同じです。漢方の薬名や病名には、故事や処方構成をふま

えた、詩的で合理的な呼び名が数多くあります。「越婢（えっぴ）湯」もそのひとつです。

むかし越の王は、西施という美しい婢（はしため）を、戦略のために、呉の王に献上しま

した。そして呉の王が彼女に溺れている隙に、越は呉を滅ぼし、｢会稽の恥｣をすすぎまし

た。有名な臥薪嘗胆です。ところで、呉の王が西施を溺愛したのは、彼女がたえず眉間に、

憂いのあるシワを寄せていたからだそうです。王の男心をくすぐったそのシワは、じつは

慢性の頭痛もち特有のものでした。西施は頭痛がはじまると、必ずある漢方薬を服用しま

した。越の婢が、飲んでいた薬だったので、後世の人はそれを越婢湯と名付けたのです。 

さて日ごろから、囲碁の髄海（脳ミソ）を鍛えている皆さん。以上の事柄を踏まえつつ、

ぜひ次のクイズに挑戦してみてください！ 

＊下記のイ～リの病名を意味する中国語を、（ ）内のヒントを参考に、１～９ 

の中からひとつずつ選んで、結び付けてください。 

イ)ヒステリー ロ）動脈硬化 ハ)糖尿病 ニ）視力減退 ホ）虚弱体質 

ヘ）ノイローゼ ト）頻尿／トイレが近い チ）尿閉／尿が出づらい リ）痔 

 

１．杯中蛇影(杯の中にヘビ？ 心が不安定な時は、足裏を暖めてぐっすり眠りましょう) 

２．婦人臓躁(婦人臓とは子宮。奥さんがこうなったら、おからやコンブでご機嫌取りを) 

３．前陰竜頭（お茶や高血圧の薬の服用、寒さや緊張でもなりますね。竜頭とは蛇口です） 

４．旧管不修(管が古いとゴミが溜まりやすいもの。タマネギ、大豆で中身をさらさらに) 

５．密雲不雨（雲はあるのに雨が？○○肥大の場合は、飲酒や長の座位は禁物だそうです） 

６．難言の痛(人に言いづらい痛みにはイチジク、カボチャ、ピーナツの薄皮と入浴とか) 

７．火衰水枯(エネルギーが衰え、滋養分が枯れたら、にんにく納豆、黒ゴマ、松葉茶を) 

８．消渇蟻集（渇きを消すため水を飲むと○○に蟻が？そうなる前にヤマイモで予防を） 

９．日昏月暗(太陽に下でぼんやりの時には、ブルーベリー、小松菜、にんじんがお勧め) 

 

 

正解：イ－２ ロ－４ ハ－８ ニ－９ ホ－７ ヘ－１ 

ト－３ チ－５ リ－６ 



7 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                          

碁 楽 室 

１７５１７５１７５１７５号号号号    詰碁問題詰碁問題詰碁問題詰碁問題    

黒先白死。コウにされ

ないように注意。 

失敗図１ 

失敗図２ 失敗図３ 

１７１７１７１７６６６６号号号号    詰碁問題詰碁問題詰碁問題詰碁問題     

黒先 隅の白を無条件で殺し

てください。 

白６ツグ 

正解図 


