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日 本 棋 院 

 
 

碁楽連理事 望月 成一 
日本棋院市ヶ谷本院はJR・地下鉄市ヶ谷駅すぐ前の三菱東京UFJ銀行角を５０ｍ程

ゆるい坂道を登った右手にある。 

大倉喜七郎（明治１５年～昭和３８年）は大倉財閥・大倉喜八郎の長男である。彼

は明治・大正時代の混乱の続いた棋界をまとめ、大正１３年日本棋院創立に尽力、副

総裁に就任。経済援助、棋界の普及と技術の向上、海外普及に棋界隆盛の基盤を築き

ました。 

 棋界に家元・四家があった。徳川家康は囲碁を芸能・文化と認め、当時の名手四人

に扶持を与えて囲碁の家元として公認し、家元四家は明治維新の幕府崩壊まで続いた。

四家は本因坊家、井上家、安井家、林家である。筆頭は本因坊家。 

 本因坊秀哉（しゅうさい・明治７年～昭和１５年）は明治４１年、２１世本因坊を

継承。田村保寿の名前を秀哉と改める。東京出身、雁金（かりがね）準一、呉清源、

木谷実らと名勝負を展開。昭和１２年（１９３７年）本因坊の名跡を日本棋院にゆず

る。翌１３年川端康成が観戦記者として立会い、歴史的な木谷実と名人引退碁の名局

を遺し、２年後６７歳で没。 

 日本棋院会館の地下一階に囲碁殿堂資料館がある。歴代本因坊家の名前が並んでい

る。その中で一段と光彩をはなっていると思われるのが、私は第１４世本因坊秀策で

ある。幼名を虎次郎。９歳で本因坊に入門。２０歳で襲名。御城碁（おしろご）で 

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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１９連勝。３４歳の若さで急逝。江戸末期に活躍した華麗なる英才であったと思う。

今、日本棋院は大竹英雄先生が理事長を務める。棋界のこれからの発展を祈る。 

追記 

２００８年 賞金ランキング 

１位 張栩 11,337万円、２位 山下敬吾 6,060万円、３位 羽根直樹 4,817万

円あと、高尾紳路、河野臨、趙治勲、井山裕太と続く。 

 

19 回活きいき囲碁大会の結果 

･大和田大会 7月5日 大和田市民センター 

参加者 

大和田 北野 台町 長房 中野 恩方 石川 淺川 川口 無所属 合計 

２１ ２０ ４ ４ ４ ３ ２ １ １ １ ６１ 

 

Ａクラス（６～４段）２０名 

 優勝 古賀照也 北野／６段 準優勝 宮崎誠一 中野／５段  

 ３位 斉藤 健 恩方／４段 

Ｂクラス（３段、２段）１９名 

 優勝 佐藤久雄 大和田／２段→３段に昇格 準優勝 松野 勲 中野／３段  

 ３位 渋谷昭男 台町／３段 

Ｃクラス（２段、初段、１～４級）２２名 

 優勝 山崎 満 大和田／初段→２段に昇格 準優勝 青木 勇 大和田／４級 

 ３位 吉川昭一 台町／１級 

 

◎第３回碁楽連理事会報告 

日時 平成２１年６月２７日(土)9:00～11:00 東淺川センター 
出席者 渋谷、刀根、塚原、望月、杉渕 

１．対局時計の取り扱い勉強会の報告 

  ６月24日 東淺川保健福祉センター 

  講師 (株)テイ・アイ・シイ・シチズン 加瀬氏 

  参加者 29名 

２.時間制対局について意見交換 

 紙面の都合で、意見交換の概要は最終ページにまとめました。 
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第 19 回 活きいき囲碁大会のご案内 

由木大会 
日時   平成２１年９月６日（日）受付午前 9時００分～9時３０分 
会場   由木中央市民センター（下柚木２-10-６ Tel 676-8123） 
主催   由木寿囲碁同好会（会長 杉渕 清） 
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  会長代理・穂積宏易 長沼町 134-79 Tel 635-9583 
申込期限 ８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。 

 
 

北野大会 

日時   平成２１年９月２０日（日）受付午前 9時００分～9時３０分 
会場   北野市民センター（北野町 545-3 きたのタウンビル７･８階 

Tel 643-0440） 
主催   北野寿囲碁同好会（会長 刀根正樹） 
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  会長代理・笠原昭治 打越町 345-2-1-206  Tel 644-5723 
申込期限 ９月６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（駐車場は有料です）。 
     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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◎同好会だより 

孫に碁を 

 
                       中野寿囲碁同好会 濱中 武夫 
大和田活きいき大会における渋谷碁楽連会長の挨拶のなかに、碁楽連の高齢化を心

配されたところがあった。 
ＮＨＫの全国子ども囲碁大会の放映を見ていると、その棋力の高さや盛況さに一安

心するが、しかし、現在の日本全体の囲碁愛好家の高齢化は否めない。身のまわりを

見渡すと若者の碁離れは確かである。 
その原因はいろいろあると思うが何と言っても最大の要因はコンピュ－タ－ゲ－

ムであろう。私の長男一家も全員でゲ－ムを楽しんでいる。専門家の分析によるとヒ

ットしたゲ－ムには次の三要素があるという。 
1 簡単にゲ－ムを始めることが出来る。ル－ルが単純で誰でも直ぐできる。 
2 ゲ－ムにメリハリがある。ゲ－ムは緊張の連続だけでなく途中で一息入れること

が出来る。 
3 ゲ－ムの展開に応じて複雑になり難しくなる 
 
そのほかに、ゲ－ムは映像が相手である、一人で対戦でき自分の都合のよい時にこ

ま切れにできる。また、ゲ－ムのなかでは自分が主人公であり英雄である。これは少

子化の現代の子どもや若者にとって非常な魅力である。囲碁にはそれ以上のものがあ

ることを囲碁愛好家なら誰でも知っている 
碁の楽しさの内容は人によって千差万別であるが、私の場合は相手が自分の思った

通りに打ってこないことにある、そこに何とも言えない新鮮さを覚える。 
ある日ゲ－ム好きの小学生の孫が遊びに来たのでおしえたところ非常な興味をみ

せた。同居でないのでル－ルの説明程度で終わってしまったが、夏休みには何とか対

戦出来るようにし、小学生のうちにせめて八級程度にしようと心にきめた。晩年まで

には彼はゲ－ムより碁を選ぶことを願いながら、八級以降は本人にまかせようと思う。 
若い時に碁を覚えておけばよかったという声も時々耳にする。私は子どもに碁を教

えることができなかったが、子や-孫をお持ちの碁楽連の会員全員が最低ひとりの孫か
子に碁を伝えることが出来たら、多少囲碁人口の増加に貢献できるのではないかと夢

想したのである。 
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投稿 

つれづれなるままに 

淺川寿囲碁同好会  吉開 孝之 

ある時、ふと気が付くと、私は、八十近くになっていた。大袈裟に聞こえるかも

知れないが、これが実感である。それにしても、我ながらあきれる程の未熟さはな

んだろう。未だに喜怒哀楽に揺れている。育っていない。よく言えば若いのである。

しかしながら、この若さの自覚、あるいは、錯覚が、私を生かしている源泉のよう

な気がする。 
昔、六十にして耳に順うと言った嘘つきがいる。品性の修養が進み、聞く事を直

ちに理解し、なんら差し障りのない境地だって、馬鹿を言うんじゃない。「人は努力

する限り迷うものだ」（ファウスト） 
仕事や読書に疲れると、私は、音楽（クラシック）を聴いたり、棋譜を並べたり、

時には、庭先へ出る。私が好きなのは、薔薇、牡丹、芍薬のような華麗な花ではな

く、黙ってひっそり咲いている草花だ。ドクダミ、菫、仏の座、犬のふぐり、など。 
邯鄲の夢は朧の一夜草 
都忘れに、おだまきの花（庭先の風景より） 

私は、人間の創った神や仏は、信じていないが、宇宙の星の運行や、名もない草

花の過不足のない見事な構造や美しさをみると、神と言おうと、仏と言おうと、呼

び名は、どうでもいいが、創造主の存在を信じないわけにはいかない。思わず頭が

さがる。謙虚になる。生きていることを実感する。 
もう一つ、私がかなわないものがある。それは、家事などいっさい振り向きもしな

い、我が儘放題の男を、六十年以上にわたって、支え、生かしてきた妻のゴンちゃ

んだ。有り難がらないと罰が当たる。ゴンちゃん、万歳。 
 
 

第 20 回地区団体対抗囲碁会の結果 

平成２１年度 第３回  ７月１９日開催 

北野 8勝 
 

石神芳雄７段  石坂慶通 5段  安原 明 5段 
河津秀雄 3段  田中駒男 2段  中岡 誠 2段 

淺川 10勝 栗原莞次 6段  横内廣隆 4段  岸村 佐 4段 
吉永満雄 3段  中村益大 2段  中村千秋初段 
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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  菊地武男初段  桑田明典３級 

恩方９勝 荒井 正４段  斉藤 健４段  苫米地憲昭４段 
長尾昌彬２段  田中正勝２段  青木岩三２段 

 
台町１０勝 高本 衞７段  吉田信夫６段  宮川将美５段 

山崎修司４段  渋谷昭男３段  吉川昭一１級 
元八８勝 山下則文６段  入山慧三５段  長島 廣４段 

武居成市３段  柳 保治初段  久保田勇１級 
 
大和田 7勝 岩松 清 4段  八木義光 4段  鈴木浩治 4段 

橋本 誠 2段  山崎 満 2段  根岸重利 3級 
石川 11勝 中村順二 5段  石川幌二 4段  平松隆治 3段 

田村 強 3段  市村光彦初段  福田博行３級 
 
川口やまゆり９勝 松崎邦夫６段  餘多分明男４段 豊野 収３段 

安藤忠雄２段  東海林寛昭初段 渡辺恵介初段 
長房９勝 中村幸男６段  安西 実５段  森久保啓二３段 

高橋俊之３段  木下桂蔵初段  大房賢次１級 
 
 
◎時間制対局について（理事会での意見交換） 
最近対局時計の増設もあり、（途中からの時間設定ではなく）初手より時間制で運

営可能な大会も出てきた。理事会でもこのような状況を考慮し、世の大勢も参考に

しながら、時間制導入に関連し下記のことについて意見交換をした。 
・途中から時計を持ち込まれるより、最初からのほうが公平である？ 
・時間制を導入すると、碁を打つことの楽しみが損なわれないか？ 
・適当な持ち時間は？運営上の制約（大会終了時刻の見極め）は？ 
提案できる成案に至っているわけではない。会員の皆さんにも考えていただき、

将来、提案できる形が得られれば有難い。 
 
編集後記  時間制の導入について、口頭でも、簡単な投稿でも形は問いません。

ご意見をいただきたいと思います。 


