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ゼロ-サムの世界 

 
碁楽連理事  杉渕 清 

かつての職場の同好の士が集まり、定期的に碁会を開いている。手合いは、対戦成

績を基にハンディを決める点数制を採用している。よく採用されるごくありふれた方

法である。 
 この種の少人数の碁会は運営が難しい。碁会への出席が思わしくないのである。最

初は好きな碁に熱中できると嬉々としておられた方でも足が遠のくことがある。点数

制では実力以上に点数差がついてしまうことがあり、不満が残るようだ。まさに低成

長時の経済社会のゼロ-サムの状況になっているのである。社会全体の発展が止まって
停滞したように見える。碁の場合でも同様で、全員の合計点はいつまでたっても一定

で、変化はゼロである。全体としてレベルが上がっていてもそれが顕在化しない。 
このあたりの感じ方は碁の楽しみ方、考え方にもよると思われる。勝ち負けに一喜

一憂するのか、それとも内容を重視するのか。勝負は時の運だが技量は向上している、

と思いたい人が多いのではないか。人間いくつになっても成長（上達）したいもの。

実際碁会の仲間は切磋琢磨して腕をあげておられる。しかしゼロ-サムの世界ではそれ
が実感されないのが悲しいところである。 
以前プロの先生に碁を教わったことがある。運営は点数制であったが、時々指導碁

の内容により点数を加算していた。権威ある物差しによるこの操作が、ゼロ-サムのタ
コツボから脱する良い方法と思ったものである。碁楽連の各種の囲碁大会がこの役目

を果たすことを期待したい。 

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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第 19 回 活きいき囲碁大会のご案内 

元八王子大会 
日時   平成 21年６月７日（日）受付午前 9時００分～9時３０分 
会場   元八王子市民センター（上壱分方町 74７－1 Tel 651-3960） 
主催   元八王子寿囲碁同好会（会長 三浦和夫） 
後援   日本棋院 八王子市 八王子市教育委員会 
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 ３ないし４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・三浦 和夫 四谷町 731-6 Tel・Fax 624-5429 
申込期限 ５月３０日 
申し込み方法 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までにおいでください。 
 

中野大会 
日時   平成 21年６月２１日（日）受付午前 9時００分～9時３０分 
会場   中野市民センター（中野町 2726-7 Tel 627-6221） 
主催   中野寿囲碁同好会（会長 磯部信広） 
後援   日本棋院 八王子市 八王子市教育委員会 
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 ３ないし４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・磯部信弘 みつい台 2-13-12 Tel・Fax 691-3671 
申込期限 ６月１０日 
申し込み方法 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までにおいでください。 
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平成21年度碁楽連役員 

以下の5名の体制で今年度の碁楽連の運営にあたります。ご協力をお願いします   

 

前年度からの  

留任役員 

 

 

         渋谷昭男会長（台町）   杉渕 清理事（由木 広報担当） 

 

新役員 

 

 

 

 以下の4名の方々は、平成20年度末を以って役員を退任されました。長い間ご苦労さ

までした。厚くお礼を申しあげます。 

退任役員  勝山 恭男(会長・石川)      磯部 信広（理事・中野） 

石田 利雄（理事・大和田）    斉藤 隆男（理事・由井） 

 

平成21年度寿同好会会長 

同好会 会長名 住所 電話 

淺川 望月成一 初沢町 1227-4-A-522 663-9758 
恩方 真辺保幸 下恩方町 1733-1 651-3535 
元八王子 三浦和夫 四谷町 731-6 624-5429 
中野 磯部信広 みつい台 2-13-12 691-3671 
大和田 井出道明 大和田町 7-17-6 644-7417 
石川 大山芳雄 小宮町 918-3 644-1293 
台町 吉田信夫 めじろ台 2-17-10 663-4672 
由木 杉渕清 別所 1-17-29 670-8733 
北野 刀根正樹 絹ヶ丘 1-62-4 635-7749 
長房 塚原和利 長房町 200-46 664-5580 
川口やまゆり 山下健吾 川口町 632-6 654-3175 

刀根正樹理事（北野）  塚原和利理事（長房）  望月成一理事（淺川） 
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第19回(平成21年度)活きいき囲碁淺川大会の結果 

開催日 4月5日  横山南市民センター  

参加者 

Ａクラス（7,6,5段）16名 

 優勝 吉田 旭 淺川／7段  準優勝 荒嶋正安 淺川／5段 

 ３位 高索信幸 淺川／６段 

Ｂクラス（４、３段）２３名 

 優勝 安西 実 長房／４段→５段に昇格 準優勝小沢美智子 長房／４段 

 ３位 武居成一 元八王子／３段 

Ｃクラス（２段以下）２６名 

 優勝 古賀憲秀 台町／２段→３段に昇格 準優勝 中村千秋 淺川／初段 

３位 館内 茂 北野／２段 

 

 

活きいき大会に思うこと  同好会だより 

 

淺川寿囲碁同好会会長  望月成一 

春の訪れは一時寒気の影響で足ぶみしましたが、4 月 5 日は桜花爛漫春本番の日を
迎えることが出来ました。この日は第 19 回活きいき囲碁淺川大会です。21 年度碁楽
連公式戦の初日です。 
対局の公正と円滑な大会運営を図るため、今年の大会から全員が最初から対局時計

を使用することにしました。不慣れな会員も多かったが、囲碁界の趨勢として敢えて

踏み切ることにしました。 
暫く公式戦から遠ざかっていたこともあって、参加選手 65名全員がうっている情景

はパチパチと快音とともに活気を呈していました。 
この大会は地区同好会が独自な企画を立案し、非会員も参加を認めています。従っ

て秋に行われる碁楽連大会とは一味違う特徴をもたせることが出来ます。例えば 60歳
年齢制限をはずし、地域に開かれた企画を考える。直ぐには実行に移すことは難しい

が、そんな発想をもって囲碁が地域にコミュニティ広場を提供することも一案ではな

いかと思う。 
この度の大会で渋谷碁楽連新会長は挨拶の中でこんな話をしました。昨年は創立 20

同好会 淺川 北野 台町 恩方 元八 長房 非会員 計 

参加数 ３４ １２ ４ ４ ５ ５ １ ６５ 
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周年記念事業を行いました。会員は 410名程在籍。今 70歳以上の会員は 8割を超えて
います。5 年先、10 年先はどうなるんでしょう
ね、と。 
淺川地区の活きいき大会の会場は例年横山南

市民センターで開催している。部屋も使い易く何

より駐車場が広く大変助かっています。 
併せて職員の方が全員協力的で良い人達です。田

野倉館長さん始め、皆さんに感謝申し上げます。

館長さん、事務責任者水上さんと一緒に撮った写

真を掲載させて頂きます。 
 
 

投稿         雑 感 

北野寿囲碁同好会  若林 松吉 
最近の｢碁楽連だより｣は面白く読み応えがあり、楽しく読ませていただいています。

その理由の一つは上手な投稿記事が増えたことにあるのではないかと思います。 
特に感心し夢中で読んだのは下記の 3 篇でした。いずれも北野寿囲碁同好会会長刀

根正樹氏の投稿文で、ロマンに溢れ夢と現実が交錯し、不思議な陶酔の世界を見るよ

うな物語です。 
読み忘れた方にお勧めしたく思いましたので、氏の文章が掲載されている｢碁楽連だ

より｣の号数と｢タイトル｣を記させていただきます。 
204号（20年 7月）｢囲碁放浪記｣、206号（９月）｢万葉の歌、北野丘陵物語｣、208

号（11月）｢碁鬼と仏そして碁聖｣です。是非ご覧下さい。 
最後に、碁のお強い高段の方は先刻ご承知の｢ナカ手の九九｣（三３、四５、五８、

六 12）、読み方は（さんさん､しご、ごは、ろくじゅうに）についてです。 
３目ナカ手、４目ナカ手で死に、等と云うナカ手です。殺しはしたものの取りきる

までにあと何手、手数が必要かを暗記するために便利な九九です。五目ナカ手で死ん

だ石をとりきるまでにあと何手、手数が必要かを暗記するために便利な九九です。五

目ナカ手で死んだ石を取りきるまでには８手必要ということです。攻め合いや｢コウ｣

の時思い出して下さい。 
最近は忘れっぽくなり、思い出すために調べた結果を記した次第です。（蛇足でした） 

定石を覚えなおして強くあれ 
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研修部 囲碁大会・研修会の結果 

１．平成２０年度研修会後期昇格者 

（１）東淺川研修部 

(２)南大沢研修部 

氏名 段級 所属 出席日数 勝数 負数 勝率 昇格 

筒井 博 1級 無所属 15 33 5 86.8％ →初段 
２．研修会大会の結果 
（１）東淺川研修大会 平成 21年 3月 21日 
 優勝 準優勝 3位 
Ａクラス 伊藤 茂雄  

3段／淺川→4段に昇格 
廣島 松治 
5段／川口 

藤森 茂 
5段／長房 

Ｂクラス 橋本 誠 
初段／大和田→２段に昇格 

斉藤 隆男 
2段／由井 

井出 道明 
2段／大和田 

Ｃクラス 細田 正光 
１級／大和田→初段に昇格 

溝呂木 久雄 
２級／恩方 

中込 義弘 
２級／長房 

Ｄクラス 内田 正孝 
６級／無所属→５級に昇格 

野口勝久 
３級／無所属 

今井 俊郎 
３級／台町 

２）南大沢研修大会 平成２１年３月１４日 
 優勝 準優勝 3位 
全員同一 
クラス 

新井 勝雄 
２級／無所属→１級に昇格 

大野 まこと 
３級／無所属 

秋山 喜春 
７級／無所属 

 
 
 
 新年度の活きいき大会がスタートしました。活気ある年度を期待しております。 
 

氏名 段級 所属 出席日数 勝数 負数 勝率 昇格 

高橋 俊之 ２段 長房 14 27 9 75.0％ →3段 

南 清光 ２級 淺川 15 27 11 71.1％ →1級 

石賀 正嗣 ３級 長房 15 28 10 73.7％ →2級 

今井 俊郎 ４級 台町 14 39 10 79.6％ →3級 

山下 善子 ４級 無所属 13 37 17 68.5％ →3級 

佐久間新太郎 ５級 無所属 15 30 14 68.2％ →4級 

編集後記 


