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囲碁と旅 

 
碁楽連理事 刀根正樹 

残雪の北アルプスの写真が、私を旅に誘う。週間碁の 4月２０号、長野大町のクロヨンホ
テルで、十段戦第３局が行われた。挑戦者の張名人が、高尾十段を中押しで破った。張はコ

ウに次ぐコウ、フリカワリの連続で、小犬のようにはしやぎまわり、重厚な高尾をほんろう

した。これも旅による心の高揚のせいか。 
旅心はふと湧いてくる。ぶらりと旅に出る気分は、何ともいえない。山や河、花と人、そ

の土地の料理と酒。そして思いがけなく碁友や碁会所に出会った時の喜びは、どうであろう。 
十年前に九州に出張し、福岡の天神で碁会所を見つけた。小柄な老人と対局した。ひょう

ひょうとして、とらえどころのない棋風であった。手筋に味わいがあり終わって見ると数目

敗けていた。人生に達観している。佐賀の人で、米焼酎とムツゴロウがうまいといった。 
東北の八戸の旅館では、ホヤを肴に地酒の桃川を飲んだ。床の間に古い碁盤があり、仕事

の仲間と夜遅くまで打った。翌日市場で、ホヤの丸物を十個買い、三等寝台車の最上段で帰

った。夜半に車掌に起こされた。｢お客さん、寝小便は困りますね。下段の人達がずぶぬれで

す。｣何とホヤが殻の内の海水を吐き出したのであった。 
今年度は理事になり、競技委員を勤めている。各支部をめぐるのも、小旅行の気分だ。久

し振りに会う人々がなつかしい。今は５月、ツツジが終り、藤の咲く頃だ。 
はるばると 人生の旅 燕舞う 
春の旅 バックの中の 詰碁集  
老いの碁や 天向き咲くか 花水木 
古希の春 奥の細道 読みなおし 

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 

大和田大会 
日時   平成 21年７月５日（日）受付午前 9時００分～9時３０分 
会場   大和田市民センター（大和田町 5-9-1 Tel 645-8980） 
主催   大和田寿囲碁同好会（会長 井出道明） 
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・井出道明 大和田町 7-17-6 Tel・Fax 644-7417 
申込期限 ６月２５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。 
 

石川大会 
日時   平成 21年７月２６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 Tel 642-0220） 
主催   石川寿囲碁同好会（会長 大山芳雄） 
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・大山芳雄 小宮町 918-3 Tel・Fax 644-1293 
申込期限 ７月１４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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◎第19回(平成21年度)活きいき囲碁恩方大会の結果 

開催日 ５月１０日  恩方市民センター  

参加者 

Ａクラス（7,6,5段）１４名 

 優勝 吉沢 實 恩方／7段  準優勝 山下健吾 川口／７段 

 ３位 五十嵐寛 恩方／７段 

Ｂクラス（５、４段）２４名 

 優勝 栗原莞次 淺川／５段→６段に昇格 準優勝 佐藤祐久 恩方／４段 

 ３位 横内廣隆 淺川／４段 

Ｃクラス（３、２段以下）２０名 

 優勝 横島清次 恩方／２段→３段に昇格 準優勝 尾池秀夫 淺川／３段 

３位 豊野 収 川口／３段 

Ｄクラス（2段以下）１６名 

 優勝 草木昭臣 淺川／初段→2段に昇格 準優勝 宇井 久 元八／2段 

 3位 小堀泰男 川口／初段 

 

◎寄付を頂きました 

平成 20年度を以って解散しました由井寿同好会より、13,941円の寄付を頂きました。 
どうも有り難うございます。碁楽連の活動に有意義に使わせていただきます。 
 

◎第1回碁楽連理事会報告 

日時 平成21年4月２５日(土)9:00～10:00 東淺川センター 
出席者 渋谷、刀根、塚原、望月、杉渕 
議案 

  １、新体制の各理事の分担を以下のように決めた。 
    渋谷会長：理事会招集、議長 
    望月理事：総務、会長補佐 
    杉渕理事：広報、碁楽連だより、名簿、総会議案書 
    塚原理事：会計、予算管理  
    刀根理事：競技委員長、競技委員管理、地区対抗戦管理 

同好会 恩方 川口 淺川 元八 石川 非会員 計 

参加数 ２８ ２０ ９ ９ ２ ６ ７４ 
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２．碁楽連だより（5月号）、平成２１年度名簿の印刷 
 

◎東淺川研修部の級位者教室の態勢強化 

現在指導をお願いしている江口靖碩氏に加えて、指導員として淺川同好会の 

神宮寺敏郎七段が就任されます。毎月第４土曜日を担当されます。 

 
 
◎同好会だより 

嗽
うがい

 

恩方寿囲碁同好会  西山 孝二 

″馬鹿と山羊は風邪を引かない″などと言われているが、何を隠そうこの私その馬鹿

か山羊の一人（一頭）である。と言うのは、この三十年余風邪らしい風邪は引いていな

い。 

かつての私は、毎年数回春夏秋冬時期を選ばぬ風邪引名人で、家族からは｢風邪の又引

郎｣なる異名を頂くほどで、言わば、その道の達人であった。 

しかも一旦引くと確実に三十九度前後の高熱に見舞われ、喉はただれ、頭痛・鼻みず・

鼻づまり等、それは何とも言いようのない強烈なものであった。 

こんな私がどうして風邪を引かなくなったのか、実は一日数回のウガイにあるのでは

ないかと思っている。 

忘れもされない、昭和五十三年初冬、例によって臥せっていた（今のところ最後の風

邪）私に、当時小六の娘が｢お父さん…風邪はねウガイで八十％は防げるんだって｣の一

言であった。 

ならばの思いで続けてきたのが、一日五、六回のウガイである。 

爾来三十余年、あの｢風邪の又引郎｣が風邪のかの字もなく過ごせたのが、あの娘の一

言であったものと感謝している。 

さて私も国から後期高齢者なる尊称？を戴く齢となったが、これからも（ガラガラバ

ー）を続け健康で次の四つの趣味を楽しみたいと思っている。 

囲碁  碁歴六十年、この上ない楽しい格闘技。 

俳句  俳歴五十年、総作数は数万かと思うが、秀作殆どなし。 

旅行  思い立ったら、何時でも何処へでも。 

歩き  毎日最低十キロの速歩。 
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第 20 回地区団体対抗囲碁会の結果 

平成２１年度第１回    ５月１７日開催 

淺川   １１勝 

 

真田誠次７段   吉開孝之５段   田中利孝４段 

尾池秀夫３段   堀口 哲２段   小池英一２段 

川口    ７勝 井上國臣４段   三浦隆郎３段   辻日出夫３段 

山本良宣３段   宮元国夫２段   矢部藤昭１級 

長房    ９勝 

 

佐藤要吉６段   石川義秋５段   山崎 修４段 

大廣俊夫３段   斉藤吉明２段   中込義弘２級 

恩方    ９勝 西山孝二６段   斉藤 健４段   竹内朝晴４段 

青木岩三２段   阿部 惺１級   溝呂木久雄２級 

元八王子 １０勝 

 

吉田征也６段   郡司弘一６段   庄司則幸４段  

入山慧造三４段  山崎 臣３段   野口勝彦２級 

北野    ８勝 新保礼次６段   石坂慶通５段   谷  透４段 

刀根正樹４段   古屋常男３段   中岡 誠２段 

中野    ９勝 

 

井上栄次郎７段  清水文彦６段   宮崎誠一４段 

六本木茂３段   松野 勲３段   浜道 進初段 

由木    ９勝 大場芙美夫７段  岡部隆男６段   杉渕 清６段 

唐木 伸２段   菊地武雄初段   中森久隆１級 

大和田   ５勝 

 

藤井忠明７段   豊田弘伯５段   岩松 清４段 

佐藤久雄２段   中川寿夫初段   相沢南夫３級 

台町   １２勝 三上靖宏７段   吉田信夫６段   山崎修司４段 

市川公雄４段   建守貞彦初段   吉川昭一１級 

 

◎碁楽連名簿の訂正    
今年度の碁楽連名簿（4月２６日に配布済み）に誤りなど修正すべき点がありました。

訂正をお願いします。 

○作業ミスによるもの 

・２６ページ  無所属 4級 佐久間新太郎(誤)→淺川 4級 佐久間新太郎(正) 

 ・１４ページ  ７段 若林近生（誤）→６段 若林近生（正） 

 ・５０音字による索引（１８ページ～２３ページ）に、系統的な誤りがありました。

この索引については修正版を送付しましたので、差し替えをお願いします。 

○印刷後同好会で異動があったもの 
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 ９ページ  大和田同好会関係 秀島照次 幹事就任、鈴木浩治 副会長退任、幹事

就任、根津秀雄 幹事辞任、中川寿夫 幹事就任、岡本昭二 退会、関

下十三一 退会 

 １７ページ 川口やまゆり 2段 矢島一雄 S17.10 暁町1-45-4 623-3925 入会 

 

◎平成20年度各大会への参加状況 

報告の機会を逸し、旧聞に属するデータになってしまいましたが、ご存知ない方もお

られると思いますので、総会で報告された昨年度の実績を再掲します。 

１．碁楽連の各大会への参加者数 

 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

活きいき大会 ４７８ ５５２ ５８０ ７０６ 

碁楽連大会 
３段以上１０４ 

２段以下１０５ 

１１０ 

９９ 

１２２ 

９１ 
２４９* 

棋聖大賞大会 ２５ ４４ ４２ ５６ 

団体対抗戦 １７０ １７８ １９８ ３６０ 

タイトル大会 ５３ ５９ ６２ ６４ 

市民囲碁大会   ７２ ９４ 

合  計 ９３３ １,０４２ １,１６７ １,５２９ 

*２０周年記念大会として従来の二大会を合同で開催 

 

２．活きいき囲碁地区大会の参加者数 

年
度 

淺
川 

恩
方 

元
八 

中
野 

大
和
田 

石
川 

由
井 

台
町 

由
木 

北
野 

長
房 

川
口 

合
計 

17 55 60 39 40 30 44 35 30 48 64 31  476 
18 61 60 45 45 48 44 53 38 47 58 53  552 
19 60 78 51 48 43 45 50 50 42 64 49  580 
20 66 75 56 49 69 49 58 73 47 63 53 48 706 
注 川口やまゆりは平成２０年度から参加。 

 

編集後記 これは６月号ですが、薫風のいまの五月が好きだ。雑木が芽をふくときの淡

い緑がよい。地区対抗戦も始まりました。勝敗もさることながら、普段は少ない交流を

拡げるチャンス、初めての相手に、少しばかりの緊張が碁を新鮮にする。 


