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篤姫もビックリ、大徳川展を見て 

碁楽連理事  渋谷 昭男 
先日、上野で大徳川展を見てきました。歴代将軍が使用した甲冑、将軍が書いた書、

名匠・名工による刀剣、絵画、掛け軸、陶漆器、骨董品等々いずれ劣らぬ名品揃いでそ

の素晴らしさに感動しました。中には国宝重文級のものも多数で、テレビの「開運何で

も鑑定団」に出したら、それはそれは大変な値段がつきそうです。 
将軍家は２４０万石だったそうですが、よくもこれだけのもの、どれだけのお金があ

ったのか想像もつきません。それにしても歴代将軍はどなたも字が上手だったと感心し

ました。徳川家康の字は几帳面な感じがするが形もよく素晴らしい。６０人も妾がいた

という第１１代家斉、１５代慶喜の字もそれは美しくいずれも立派でした。 
豊臣秀吉の書もありましたが、みみずが走ったような感じで私にはとても上手とも立

派とも見えませんでした。もっとも、秀吉の字はその道の達人によると素晴らしい字と

いう評もあるようで何ともいえません。秀吉が家康に贈ったという碁盤がありました。

いかにも重厚で立派なそれらしいものでした。盤についている四本の足が現在のものよ

り二倍くらい太く重々しく、全体の調和も取れていてどっしりとしていました。こんな

碁盤で一度打ってみたいと思いました。 
今年の NHK 大河ドラマ「篤姫」は、好評のようで私も毎週欠かさず見ています。何

が良いのかなと思っています。出演女優さんがどなたも大変綺麗、主役篤姫は可憐聡明、

演技もなかなかのもの、小松帯刀役の若侍も凛々しく格好よい。西郷、大久保という歴

史上の人物もこれまでになく微笑ましく描かれていて楽しく見られます。 
いずれにしても、痩せても枯れても徳川は徳川。その大きさと奥深さには圧倒される

と、共に今更ながら感銘したしだいです。 

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。 
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日  時  平成20年7月20日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会  場  石川市民センター（石川町４３８ 電話６４２－０２２０） 

主  催  石川寿囲碁同好会（会長 大山芳雄 電話６４４－１２９３） 

後  援  八王子市、八王子市教育委員会、日本棋院 

参加資格  市内に居住している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）非会員８００円 

競技方法  ２ないし３のクラス別に行い入賞者には賞品を進呈します。 

申 込 先  会長・大山芳雄 小宮町918-3 電話・ＦＡＸ６４４－１２９３ 

申込期日  ７月10日 

申込方法  なるべく所属同好会の会長を通して申し込んでください。 

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失格にならないように定刻においでください。 

 

日 時  平成20年8月10日(日）受付 午前9時00分～9時30分 

会 場  由井市民センター (片倉町702-1 電話６３５－８０２８） 

主 催  由井寿囲碁同好会(会長 養田高尾 電話６４２－４０７５） 

後 援  八王子市、八王子市教育委員会、日本棋院 

参加資格  市内に居住している６０歳以上で１０級以上の囲碁愛好者 

参 加 費  ７００円(弁当代含む）非会員８００円 

競技方法  ２ないし３のクラス別に行い入賞者に賞品を進呈します。 

申 込 先  会長・養田高尾 子安町2-35-20 電話６４２－４０７５ 

申込期日  ７月２５日 

申込方法  なるべく所属同好会の会長を通して申し込んでください。 

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失格にならないように定刻においでください。 
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囲 碁 を 楽 し む  同好会だより 

恩方寿囲碁同好会  吉澤 實 

私が６０歳になったときに、恩師が人生で６０代が一番幸せなんだよと教えてくれた。

確かに定年退職し嘱託となった身は、プレッシャーも少なく急に世の中を見渡せるよう

になった気がしたものである。最近になり間もなく古希を迎える私に対し、今度は７０

歳代が一番幸せなんだよと教えてくれた。なるほどこの考え方でいけば後期高齢者など

という役所言葉に目くじらを立てることもないかななどと思っている。 
さて、碁が好きという元同僚１０人ほどと月１回位の碁会を１０年ほどつづけている。

比較的時間に余裕があるので、碁会は平日に設定している。棋力はさまざまである。他

にもこの仲間たちとともに範囲を広げて２０人近い人で年３回ほどの会もある。当然な

がらこの会も強い人弱い人さまざまである。この２つの会は点数制を使っている。勝て

ば勝つほど点数が上がり、負ければ負けるほど点数が下がる。気がついたときには力以

上に差がついてしまうことがある。ここ１０年ほどで気がついたことだが、あまり負け

込むと打つ気力が失せたのか会を辞めた人が出たことである。誰にでも優勝のチャンス

を与えようとの会の方針であるが、プライドを傷つけてしまったのではないかと心を痛

めている。この会の人たちは、碁も好きだが友達との交流を楽しんでいる様子が多分に

感じられる。碁を通じて忘年会や新年会、年１回の宿泊囲碁大会などと楽しむ場が多い

のに、とても残念な気がしてならない。 
 ところで碁楽連はどうだろうか、級位者にも段位者にもしっかりした昇級昇段規程が

ある。努力次第では１年に２階級上がるチャンスさえある。何よりも降級しないのがよ

い。先に紹介したような、短期間のうちに極端な手合違いが起こらないのが好ましい会

の運営だと思っている。会員数も多く、碁の大会も多く開催され、碁を打つ機会に恵ま

れている。碁楽連に入ってから本当に碁の楽しさを味わっている。 
 

 

原稿募集 薄謝進呈 

囲碁の事に限らず、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

会員の家族からでも結構ですのでお待ちしています。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：磯部信広 住所 192-0014 みつい台２－１３－１２ 

℡.６９１－３６７１ ｅ―メール isobe@tbn.t-com.ne.jp 
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第１８回活きいき囲碁元八王子大会の結果 

開催日 6月1日 元八王子市民センター  参加者 56名  

（元八王子19、恩方10、北野14、石川2、長房2、川口2 浅川1、台町1、非会員5） 

Aクラス 18名(7段～4段） 優勝 五十嵐寛7段/恩方 準優勝 尾崎義明6段/非会

員 第3位 中村幸雄5段/元八 

Bクラス 24名（4段～2段） 優勝 山本良宣2段/川口→3段に昇格 準優勝 館内 茂

2段/北野 第3位 山本金昭4段/北野 

Cクラス 14名(初段～5級） 優勝 阿部 惺2級/非会員→1級に昇格 準優勝 佐々

木勲3級/非会員 第3位 原田竹夫初段/非会員 

 

 

第18回活きいき囲碁中野大会の結果 

開催日 6月15日 中野市民センター  参加者 49名 
（中野 14、恩方４、元八王子５、長房６、石川５、北野 11、台町３、浅川１） 
Ａクラス 16名（7段～4段） 優勝 五十嵐寛 7段/恩方 準優勝 木島洋治 6段/中野 
第 3位 市川公雄 4段/台町 
Ｂクラス 17名（4段～2段） 優勝 宮崎誠一 3段/中野→4 段に昇格 準優勝 大広
俊夫 3段/長房 第 3位 勝山恭男/石川 
Ｃクラス 16名 (2段～5級） 優勝 石川幌二 2段/石川→3段に昇格 準優勝 浜中
訓行 2段/中野 第 3位 白川博之/浅川 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清水公園にて             中野大会風景 
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真田誠次７段   古関孝之５段   望月成一 4段 浅川    ７勝 
永坂道雄 3段   小池英一２段   正岡得達１級 
三宮啓典４段   松島祐造４段   中村順二４段 石川   １１勝 
平松隆治３段   田村 強２段   藤井定雄５級 

大和田   ３勝 藤井忠明７段   豊田弘伯５段   岩松 清３段 
 石田利雄２段   橋本 誠初段   佐藤久雄初段 
恩方   １５勝 小池晴高６段   斉藤 健４段   苫米地憲明４段 
 池田清吾３段   長尾昌彬２段   田中正勝２段 
元八王子  ７勝 山下則文６段   佐宗源治６段   長島 廣４段 
 庄司則幸４段   武居成市３段   藤本淳雄１級 
川口   １１勝 奈良 肇７段   餘多分昭男４段  山本乙文３段 
 橋本岩雄３段   山本良宣３段   安藤忠雄２段 
由木    ５勝 大場芙美夫７段  岡部隆男６段   杉渕 清５段 
 穂積宏易２段   西田 誠初段   長島建治２級 
台町   １３勝 村下三郎４段   市川公雄４段   大塚 宏３段 
 小造義勝３段   下山正夫２段   飯田清志初段 
由井   １０勝 花井 進６段   大塚 清５段   二見武夫４段 
 佐々木胖充３段  渡辺巳三男３段  斎藤隆男２段 
北野    ８勝 鎌倉正曠７段   石坂慶通５段   波多野博４段 
 平田弘一２段   佐藤吉男２段   安藤富夫初段 
長房    ６勝 池田隆久５段   安西 実４段   小田辰郎４段 
 森久保啓二３段  斎藤吉明２段   石賀正嗣４級 
中野   １２勝 井上栄次郎７段  磯部信広６段   宮崎誠一３段 
 六本木茂３段   中村 靖３段   石塚義保１級 

 
平成２０年度第１回追加分５月２５日開催 
北野    ７勝 広田桂助５段   山本金昭４段   刀根正樹４段 

河津秀雄３段   平田弘一２段   中岡 誠初段 
台町   １１勝  三上靖宏７段   宮川将美５段   塩津 浩５段 

市川公雄４段   丸山 郷３段   佐々木砂雄１級 

平成２０年度第２回 ６月８日開催 
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第２回碁楽連理事会・記録 
平成２０年５月２４日 9:00～10:20 

出 席 者  会長勝山、理事磯部、石田、渋谷、杉渕、斎藤  
審議事項 

１、初心者講習会（後期）の募集について 
・真辺前会長から経過報告があり、後期の初心者講習会参加者の募集を市報「は

ちおうじ」に掲載依頼をすることを了承した。 
２、技術顧問打合会の開催について 

・ 技術顧問との交流、情報交換のため、７月１２日午前１０時から  
東淺川保健福祉センターで開催する事を決定した。 

３、碁楽連会費（前期分）の納入について 
・ 月額＠￥100-、９月末までに郵便振替（送料は納入者負担） 
・ 振替番号  記 10010  番号 92135591  名義 碁楽連 
・ または渋谷・会計担当理事に直接渡していただく事を確認した。  

４、その他 
・ 第３回理事会 ６月 28日（土）9:00～11:00 

                  
碁楽連２０年度前期会費納入についてお願い 

各同好会の会計担当者にお願いします。お手数ですが、前期分(４～９月）会費の納入を
お願いします。納入方法は現金で碁楽連会計担当渋谷までか、または下記口座への振込

みかどちらでも良いです。郵便局 記号１００１０番号９２１３５５９１名義ゴラクレ

ン なお、問い合わせその他、会計担当渋谷（電話６６３－７６７６）まで 
 編集後記  

 

梅雨に入りうっとうしい日が続きますが、こうしたなか岩手・宮城内陸地震が発生

し多くの被害がでて改めて地震国日本を実感しました。特に山間地のある八王子も同

じような地震があったらどうなるかと考えさせられました。今年は既に案内のように

碁楽連創立２０周年を迎えます。記念事業準備委員会では、１１月３０日に向けて記

念誌の発行や大会の実施などに準備、検討を進めているところです。今後これらの事

業実施に当たっては、何かと会員皆様方のご協力をお願いしなければなりません。そ

の節はよろしくお願い申し上げます。 
雨の中、清水公園ではアジサイが鮮やかに咲いていました ・・・磯部 


