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http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/gorakuren/ 

 

我が家の最高の居場所 

 

碁楽連理事  塚原 和利 

私が囲碁の世界に足を踏み入れてから約 50年経つが、同じくらい長年にわたって、
私の興味を引くものがある。盆栽である。 
私は約 40年前から盆栽に興味を持ち、鑑賞と自己流の盆栽作りに専念している。現
在、一番のお気に入りである四国の黒松は、私が 40 年前にその枝に針金を掛けて形
を作り、全体のバランスを整え、植木鉢に植えたものである。現在も成長を続けてお

り、樹木の大きさ自体は当初と変化はないが、樹皮はまるで海岸の岩肌のように大き

く変化しており、40年以上の樹齢を感じさせる幹の肌と全体の姿に魅了される。また、
落葉樹である紅葉や姫沙羅は、春の新緑から秋の紅葉までさまざまな色の変化で楽し

ませてくれ、春には花を咲かせ、秋には色づいた実を多くつけるアケビやマユミはそ

の優雅さで、心に潤いを与えてくれる。このように盆栽は、小さな植木鉢の中で起き

るさまざまな移り変わりで、私の心を和ませてくれる。 
一方、もう一つの長年の趣味である囲碁は、盆栽とは正反対の効果をもたらし、私

の脳を刺激してくれる。しかし、対局時はもちろんのこと、囲碁に関する書物を読ん

だり、プロの棋譜を並べたり、一人で碁石を握ったりと長時間囲碁に熱中していると、

集中力も体力も低下してくる。そのようなとき疲れを癒してくれるのが、盆栽である。 
我が家で最も好きな居場所は、盆栽の見える、冬季の日溜りの縁側である。その場

所で、盤上に向かって一人で碁石を握ることはわたしにとって最高の喜びであり、今

や私にとって囲碁と盆栽は人生に不可欠なものとなっている。 

碁楽連だより 
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 活きいき囲碁台町大会のご案内 
 

日時   平成 21年８月２３日（日）受付午前 9時００分～9時３０分 
会場   台町市民センター（台町３-20-1 Tel 627-3808） 
主催   台町寿囲碁同好会（会長 吉田信夫） 
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・吉田信夫 めじろ台 2-17-10 Tel・Fax 663-4672 
申込期限 ８月９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。 

 
 

第 19 回活きいき囲碁大会の結果 

･元八王子大会  ６月７日  元八王子市民センター  

参加者 

Ａクラス（6～4段）２２名 

 優勝 入山慧三 元八／4段→5段に昇格  準優勝 吉田征也 元八／6段 

 ３位 郡司弘一 元八／6段 

Ｂクラス（４～２段）２２名 

 優勝 笠原 正 元八／３段→４段に昇格 準優勝 高橋重二 元八／４段 

 ３位 若林松吉 北野／３段 

Ｃクラス（２段以下）１９名 

 優勝 大房賢次 長房／２級→１級に昇格 準優勝 原田竹夫 非会員／初段 

3位 溝呂木久雄 恩方／2級 

 

同好会 元八 恩方 淺川 大和田 台町 北野 長房 川口 非会員 計 

参加数 ２１ １２ ６ ４ ４ ６ ５ ３ ２ ６３ 
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･中野大会 ６月21日開催 中野市民センター 

参加者 

Ａクラス（７，６，５，４段）20名 

優勝 野口 博 中野／6段 準優勝 井上栄次郎 中野／7段 

3位 木島洋治 中野／6段 

Ｂクラス（３、2段）22名 

 優勝 館内 茂 北野／2段→3段に昇格 準優勝 河津秀雄 北野／3段 

 3位 森本康男 中野 中野／3段 

Ｃクラス（初段以下） 

 優勝 濱道 進 （中野／初段→2段に昇格 準優勝 阿部 惺 恩方／1級 

 3位 大島 泉 中野／2級 

 

訂正  前号で、活きいき恩方大会のＤ組優勝者を｢草木昭臣 川口／初段｣と報告し

ましたが、所属が誤っていました。正しくは｢草木昭臣 淺川／初段｣です。 
 

 

◎第２回碁楽連理事会報告 

日時 平成２１年５月２３日(土)9:00～11:00 東淺川センター 
出席者 渋谷、塚原、望月、杉渕 
議案： 

  １ 文化連盟関連の報告 
    ・文化連盟の定時総会（4月26日 市民会館）に渋谷会長、渕上さん出席 

平成20年度の活動報告他。 

    ・文化連盟理事会（5月21日） 渕上さん出席 

     従来の活動に加えて文化連盟として新機軸の活動が望まれている。 
２ 対局時計の講習会 
  最近対局時計の増設もあり、対局の初手から対局時計を使用する例が多くな

ってきた。このような事情に鑑み、時計の使用法の講習会を開くことにした。 
   6月２４日 東淺川保健福祉センター ９：００～   （実施済み） 
３ 碁楽連だより（６月号）印刷 

 
 

同好会 中野 淺川 台町 石川 大和田 元八 長房 恩方 北野 川口 計 

参加数 １５ ７ ４ ５ ３ ５ ４ ５ ８ １ ５７ 
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◎同好会だより 

私と囲碁 

 
元八王子寿囲碁同好会 会長 三浦 和夫 

当同好会は平成元年３月に発足し、この間、平成７年に恩方寿囲碁同好会が分離し

ましたが、碁楽連と共に２０年強の活動をしてきました。当同好会活動の本拠地の元

八王子市民センターは前回も紹介しましたが、近くにキャンプ場、サッカー場、野球

場等があり、また広い畑地の多い、北浅川沿いの住宅地の一角にあります。会員は２

４名ですが、毎日曜日に常連１５～６名で囲碁を楽しんでいます。当同好会は７段の

会員がいないことと、昇格者が他同好会に比較し少ないことです。昇格者ゼロの年も

ありました。活きいき大会ではここ３年他同好会に優勝を持っていかれていました。

然し、昨年の記念大会では２名、本年の活きいき大会でも２名の優勝者が出て喜んで

います。今年は更に多くの昇格者が出ることを願っています。 
私が囲碁を覚えたのは、上京して下宿生活での同宿の先輩から１年ほど囲碁を教わ

りました。その後転居したため、囲碁には無縁となりましたが、勤め先で囲碁をやる

ようになり、先輩に教わったり、大会で優勝し昇格するたびに楽しくなり夢中になり

ました。現役を退いてからは囲碁の本を読んだり、通信講座で勉強もしましたが、最

近は棋力も停滞気味で悩んでおります。 
いろんな趣味を楽しんでおられる多才・多芸の方が多くおられますが、非才・浅学・

無芸・無財の私にとって囲碁は貴重な趣味の一つです。現役のときは、家と会社との

往復のみで、付き合いは全て会社関係のみでしたが、現在、同好会や碁楽連の多くの

人たちと知り合いになり、また、時たま会社のＯＢ連中と碁を打ち、一杯やる機会も

あり、囲碁をやっていて本当に良かったとおもっています。 
本年度より、同好会の会長の任に就くことになりました。時間を忘れ夢中になれる

囲碁を通して、多くの人たちと交流できる同好会活動のために、歴代会長には到底及

びませんが、微力ながら誠心誠意努めていきますので、よろしくお願いします。また、

いつまでも、あと半子、一子強くなりたい望み（無理かもしれませんが）を持って囲

碁を楽しんでいきたいとおもいます。 
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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２回    ６月１４日開催 

 

昇段者誕生 

7月14日の地区対抗戦で、宮崎誠一4段(中野)が通算8勝1敗の戦績により 

5段に昇段しました。 

 

原稿募集 薄謝進呈 

原稿を募集しております。囲碁に限らずなんでも結構です。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。 
送付先 広報担当：杉渕 清 〒192-0363 別所１－１７－２９ 

℡.６７０－８７３３ Ｅメール sugibuchi@msf.biglobe.ne.jp 

淺川  １０勝 

 

神宮寺敏郎７段  荒嶋正安５段   伊藤茂雄４段 

永坂道雄３段   北原 正２段   西口正宏1級 

長房   8勝 中村幸男６段   小田辰郎４段   川村英二３段 

斉藤吉明２段   原川哲夫４級   白田泰夫４級 

恩方   ７勝 

 

五十棲道行５段  斉藤 健４段   冨塚 修４段 

長尾昌彬２段   小久保棲郎初段  青木岩三２段 

北野  １１勝 高野道行５段   柳井光夫４段   古屋常男３段 

田中駒男２段   中岡 誠２段   館内 茂２段 

元八王子 ８勝 

    （内不戦勝１） 

山下則文６段   郡司弘一６段   長島 廣４段  

笠原 正４段   森本通俊初段   蓑箸俊一１級 

由木  １０勝 岡部隆男６段   杉渕 清６段   長尾和美４段 

奥山武平３段   穂積宏易２段   西田 誠初段 

台町   ６勝 

 

高本 衞７段   吉田信夫６段   宮川将美５段 

山口正三４段   雨宮三男３段   長原脩策初段 

中野  １２勝 磯辺信広６段   宮崎誠一４段   望月毅士３段 

六本木茂３段   浜中武夫２段   浜道 進初段 

石川  １３勝 

 

松本健彦６段   中村順二５段   平松隆治３段 

清水明一２段   田村 強３段   遠藤 博初段 

川口   ５勝 山下健吾７段   廣島松治５段   森田泰夫３段 

矢島一雄２段   長井倭男初段   斉藤三男１級 
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◎地区寿囲碁同好会の会員数(平成２1年4月1日現在) 

地区 

 

年月 

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 

18.4 69 34 25 21 31 20 30 34 24 57 25  370 

19.4 63 34 26 20 30 19 29 39 23 59 25  367 

20.4 55 33 24 23 34 19 28 40 27 62 26 23 394 

21.4 56 33 24 24 31 20  44 27 64 32 28 383 
  

 

◎平成21年4月現在の段級位分布 
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編集後記 梅雨の季節となりました。昔、梅雨は田植えと密接に関連していたよう

ですが、そのような捉え方は今はしないようです。スイレンが咲いていました。花

は小ぶりですが、楚々として可愛い。写真の主役にしたかったのですが上手くゆか

ず、あえて風景のなかの一部としました。 


