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碁楽連囲碁大会（ 二段以下の部 ）を終えて 
 

碁楽連会長 真辺 保幸 
１２月９日に碁楽連囲碁大会２段以下を東浅川保健福祉センターで開催いたしました。当

日は、開会式の中で、６名の方に高齢者表彰をさせていただきました。今年度の高齢者表彰

の該当者は、８０歳１２名・８５歳１名・９０歳以上２名の計１５名でした。最高齢の方は、

明治４５年ご誕生の９５歳です。表彰された方々おめでとうございます。お元気で更なるご

活躍を祈念いたします。 

参加者は２段３９名・初段２２名・級位者３０名の計９１名でした。それで、全体を５ク

ラスに分けて対局していただ

きました。昨年は９９名でし

たので、８名の減員です。１

０月に実施した３段以上は、

１２２名でしたので両大会の

総計は２１３名でした。昨年

は、２０９名でしたので、ほ

ぼ昨年どおりです。そして、

参加状況は、７段１１名・６

段３１名・５段１６名・４段

３２名・３段３２名・２段３

９名・初段２２名・級位者３

０名です。                      

 

 

碁楽連の目的 
碁楽連は、八王子市内に居住する高年

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にその機会を提

供し、高年者の福祉の増進に寄与するこ

とを目的とする。 
 

http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/gorakuren/
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「光陰は矢のごとし」といいますが、年をとるにつれて月日がたつのがますます速くなる

ように思っています。１９年度の碁楽連の会員希望参加の大会は、この大会ですべて終了し

ました。残すは、２月の地区代表者による名人・王座・天狗位のタイトル囲碁大会のみとな

りました。各大会では昇進された方々、残念ながら、昇進できなかった方々、悲喜こもごも

の大会であったと思います。私も、今年こそは昇段をと願って参加しましたが、願いかなわ

ず、また何十年らいの段位のままで年を越すこととなりました。各大会に参加して下さった

方々ありがとうございました。心より感謝申し上げます。 

来年は、後期高齢者医療制度の施行など、老人には厳しい年となりそうにも感じています

が、元気で良い年を迎えて下さい。そして、碁楽連でのますますのご活躍をお願いいたしま

す。碁楽連は２０周年を迎えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

高齢会員の表彰を受けた方々  ご健勝を祈念いたします。 

９０歳以上 ： 倉田政治  ２段/台町 
８５歳   ： 清水明一  ２段/石川 
８０歳   ： 上野義臣  初段/大和田  宍戸金一郎 初段/由井  

           原 正二   １級/北野   内田正亮  ３級/長房  
       

 

 平成１９年１２月９日(日)開催：参加者数９１名（浅川１４、恩方７、元八王子１０、中野２、 
               大和田９、石川４、由井５、台町８、由木９、北野１５、長房８） 
 
Ａクラス（２段・参加者１９名） 
  優勝 木所敏雄２段/由井→３段に昇格   準優勝 川合義章 ２段/長房  第３位 北原 正２段/淺川 
Bクラス（２段・参加者２０名） 
  優勝 香川 正２段/恩方→３段に昇格  準優勝 下山正夫２段/台町  第３位 斉藤隆男２段/由井 
Cクラス（初段・参加者１４名） 
  優勝 長澤勝美初段/元八→２段に昇格  準優勝 森本通俊初段/元八  第３位 飯田清志初段/台町 
Dクラス（初段、１級・参加者１７名） 
  優勝 松野 勲初段/中野→２段に昇格  準優勝 西田 誠初段/由木   第３位 赤松 勝１級/台町 
Ｅクラス（２級～５級・参加者２１名） 

  優勝 長島建治３級/由木→２級に昇格   準優勝 内田正亮３級/長房  第３位 高橋敏彦２級/大和田 
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名誉昇格おめでとうございます 
12月 9日の臨時理事会に於いて、現由井寿囲碁同好会長の 養田高尾氏 が段級位規程第 10
条により名誉昇格が承認され、７段に昇格されました。おめでとうございます 

 
 

お願い：地区タイトル獲得者および準優勝者をお知らせください。 

  期日：平成２０年１月２０日   報告先：碁楽連理事 三浦 
 
 

 
 
 

 

雑感 思いつくままに              
石川寿囲碁同好会 松田 礼治 

１０月２８日やまゆり会館で開催されました、やまゆり囲碁同好会と恩方囲碁同好会の合

同の碁会に参加しました。そこで真辺会長から１２月号に投稿せよとのお達しを頂き、記事

集めが大変な事は重々承知していますのでお引き受けする事にしました。 
当日は駐車場が気になり早めに到着し、時間を持て余しましたので会館の裏側を散歩しま

した。どこもご同様で宅地化されていましたが住宅の間に農地が散在していました。早朝か

ら家族で大根、ほうれん草を収穫し軽トラックへ積み込んで出荷されているようでした。の

どかな田園風景です。 
コシヒカリなど美味しい米までも外国で作られ輸入される、またぶどう酒も南アフリカで

作られフランスに輸入される時代で農業はどこも苦しいようです。農耕地面積はＥＵの十数

分の一、アメリカの百数十分の一、規模での対抗は不可能でしょう。新鮮な野菜等の生産地

として、また景観等の環境価値を評価して、存続できるように行政、市民ともにサポートし

て行く事が大切でしょう。 
やまゆり囲碁同好会の廣島さんより何年か前に私のホームページをご覧になりスイス方

式対局組み合わせソフトについて問い合わせを頂き、いろいろご説明しました。廣島さんと

はそれ以来の付き合いで碁会にも毎年招待いただいています。ホームページを通してコミュ  

ニケーションの輪が広がり、ありがたいことだと感謝しています。 
対局表は会長の三浦さんが同ソフトを使って成るべく、やまゆりの会員と恩方の会員が当

たるように作られているそうです。何回、対局表を作っても違った組み合わせが出るとお褒

めを頂いています。乱数を使って試行錯誤により組み合わせを求めるプログラムで乱数列の

数だけ異なった対局表が出来ます。また、このソフトを使うことによって、大会運営で役員

が苦労せず、かつ対局にも参加できると非常に喜ばれています。 
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１０何年か前にプログラムを作った当時は解が出るまでに何時間もかかりましたが今で

は殆ど瞬時に解が出るようになりました。ハードの性能アップは凄いです。色々条件を変え

てのシミュレーションも容易に出来ます。対局表の作成だけでなくノートパソコンを持ち込

み順位の計算にもお使いいただけば、かなり労力の節約になります。また地区団体対抗戦の

組み合わせにも応用できます。 
コンピューターのハード、ソフトの発展はめざましく、オセロ、チェスではグランドチャ

ンピオンに負けないソフトが出来ました。将棋でも県代表クラスに勝てる、また近い将来に

はプロにも対抗できるようなソフトが出来つつあります。碁のソフトは相変わらす級位クラ

スの実力のようです。味が悪い、厚い等のパターン認識、またコウの処理が難しいためでし

ょうか。しかしそのうちには素晴らしいソフトが出来るでしょう。 
最近、地球環境問題、資源･エネルギー問題が毎日のようにマスメディアで報じられてい

ますが現時点では効果的な対策はないようです。５０年後には、これまでの延長線上にはな

い革新的な技術が開発され持続可能な社会が建設されるでしょうか。そこでは現在同様に楽

しげに対局が行われています、対局が終わるとコンピューターが解説、手直しをしてくれま

す。またレベルを指定してコンピューターとも対局できます。名人もコンピュータープログ

ラムには絶対に勝てません。プロ棋士はどうなるんでしょうか？ ……………… 
自然科学は進歩しますが社会科学は進歩しないのでしょうか。有史以来、国家、人種、宗

教等の間の争いは絶えないようですね。５０年後も変わらないでしょうね？ 
 
 

改葬のため故郷へ 
浅川寿囲碁同好会 池田 悟 

１１月２７日分骨のため、ふるさと函館に帰る。往復ともジパング利用の列車の旅である。

東京、函館間６時間半かけて、のんびり一人旅を楽しむ。久しぶりの函館は粉雪が舞い、観

光シーズン中の賑わいは影を潜めるが、空風と潮風がなつかしく鼻をくすぐる。 
若い頃通った、美味しい塩ラーメン店が恋しく尋ねるも見当たらず。通りすがりの人に聞

くと高齢のため昼の３、４時間だけ営業とか、残念。結局はホテルでの定食と相成る。それ

でも一杯の日本酒とビールが酔いを誘い安眠の世界へ。翌日ホテルの朝食は、私にとっては

最高である好物の海の幸も豊富であり、舌鼓をうつ。１０階大食堂から凪いだ湾内と臥牛山

の風景は素晴らしい。 
長い間、仕事にかまけて墓参もままならず、両親はじめ先祖に申し訳なく、身体の自由が

利く間に、いずれ自分も入るであろう新墓に移そうと思い、前もってお願いしておいた御住

職に改葬のお経を上げて頂き、墓下から分けてもらった骨片を小さな壺に入れ手にした時は、

感無量でもろもろの思いが蘇る。 
２９日、ホテルでの朝食をとりながら、嘗て函館の繁栄を支えた、日魯漁業と函館ドック、

一時のどん底からやや持ち直した様子、乾ドッグには新造船と思われる茜色に塗られた船体

が嘗ての栄光を写し出す。故郷の文化と経済がもっともっと良くなることを祈らずにはおら 
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れぬ。年月は重ねても郷土愛は変らぬものらしい。 
２０１５年に開通予定の青森～函館間の新幹線には元気で旅したいものである。 
 
 
 

                                       

 

 

           
平成１９年１１月２４日〈土〉実施 
 

Ⅰ．１１月３日に実施した市民囲碁大会の反省。 
①．大会の運営・進行計画どおりスムースに実施できた。 
②．一般の方々の参加者が少なくて残念であった。 
③．次年度はＰＲの工夫が必要だ。 
④．各寿同好会より、１名の実行委員選出有難うございました。 

Ⅱ．第１８回碁楽連大会２段以下の運営の検討 
Ⅲ．市民囲碁大会運営規定の検討 
      別紙案提出 次回に検討する。 

 
 

       囲碁に偏らず、日常の出来事、ハイキング、旅行、ドライブ、読書、音楽、短歌、俳句

など・・・政治、宗教以外のことならなんでもOKです。また、同好会員のご家族からで
も結構ですのでお待ちしております。匿名での掲載希望は、その旨お書きください。掲載

させていただいた原稿については、薄謝を進呈します。 
 原稿送付先  広報担当：三浦和夫 住所193-0813 四谷町７３１－６  電話624-5429 

メールアドレス kz513miura@ybb.ne.jp 
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Ⅳ．平成２０年度（第１８回）の活きいき囲碁地区大会の日程案 

開  催  日 主  催 会  場  ・   電 話 

４月 ? 日（日） 浅川寿囲碁同好会 横山南市民センター   666-0031 

５月１１日（日） 恩方   〃 恩方市民センター    652-3333 

５月２５日（日） 元八王子 〃 元八王子市民センター   651-3960 

６月１５日（日） 中野   〃 中野市民センター       627-6211 

７月 ６日（日） 大和田  〃 大和田市民センター   645-8980 

７月２０日（日） 石川   〃 石川市民センター       642-0220 

８月１０日（日） 由井   〃 由井市民センター       635-8028 

８月２４日（日） 台町   〃 台町市民センター       627-3808 

９月 ７日（日）  由木       由木市民センター       676-8123 

９月２１日（日） 北野   〃 北野市民センター       643-0440 

１０月５日（日） 長房   〃 長房ふれあい館         669-1433 

※ 但し、浅川地区同好会の日程は、総会日との関係で後日に決める。 
Ⅴ．その他 
①． 次年度理事選出、由井・台町・由木の３地区同好会となる。 
 
 
 

 
 

         今年もあと半月で終わりです。活きいき地区大会、碁楽連 
        大会、会報の編集等々毎月予定に追われている感じで、月日 
がたつのが本当に早く感じられた１年でした。 
 池田さんの投稿に故郷への想いが記されていますが、小生もつい故郷を思い 
だしました。幼少の頃のことや、亡き父母のこと、懐かしい景色等々、有難 
うございました。来春はぜひ故郷を訪ねたいとおもいます。 
 今年１年間ご協力有難うございました。明年も引き続き宜しくお願いいたし 
ます。良いお年をお迎えください。 
  


