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やる気より、やること 
碁楽連理事 三浦和夫 

私は出来るだけ歩くようにしているが、昨年後半ぐらいから坐骨神経痛？に悩まされ、

30 分程歩くと右腰から右足まで痛み出し、１０分位休憩を取っては歩き、また休むという

状態であった。ここ 10 年来、週 2 回ほど筋力維持のため、トレーニングジムに通ってい

るが、トレーナーにも進められ、スクワットもやってみたが、良くならないうえに、単純

な動作の繰り返しで長続きしなかった。整形外科にでも行ってみようかとも考えたが、あ

る雑誌でスクワットがよいという記事を見て、今年から再度始めてみた。50 回ずつ 2 回、

1 日 100 回やるようにした。どういうわけか、今回は長く続き、1 ヶ月ほどたって痛みの

出る時間が伸びるようになり、これは良いかもとおもい、続けることにした。だんだん時

間が伸びだし、今では、まだ若干違和感があるが、2 時間位歩いても平気になった。旅行

にいっても歩くことが苦痛であったが、過日の旅行は快適であった。単純な運動だが、根

気よくやることが如何に大事かということを改めて悟った。スクワットは今や私の日課に

なっている。 
 後期高齢者目前、3 月末に 2 回目の運転免許高齢者講習を受けた。今回は前回と違い、

会員の皆さんも体験された方も多いとおもうが、認知症の検査があった。16 枚のイラスト

を見せられた。交通法規や運転上の注意等の話があった後、覚えているイラストを書けと

いわれたが、予想はしていたが、半分ぐらいしか書けなかった。記憶力の衰えを改めて痛

感した。孫とトランプの神経衰弱というゲームをやったことがあるが、いつも負けていた。

発展途上脳と衰退脳との戦いで、勝てるわけはないとおもっていたが、そうでもないらし

い。ある雑誌で年をとっても脳細胞は再生するという記事を読んだ。どうも脳を鍛えるこ

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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とが大事で、まだ、諦めることはないようだ。脳トレのゲームソフトがあるのもうなずけ

る。人との交流や、運動、趣味を通しても脳が活性化するとのこと、問題は如何に脳に刺

激を与えるかが大切で、囲碁も皆さん承知のとおり脳の活性化に有効であると以前からい

われている。 
 皆さんもいろんな趣味を楽しんでおられるとおもうが、単に楽しむだけでなく、少しで

も上達したいとおもっていることだろう。囲碁も同様で、私も一目でも強くなりたいと、

時たま本を読んで勉強することもあるが、すぐ忘れてしまうし、長続きしない。若いころ

と違い、ほんのちょっと勉強したぐらいでは、衰退脳の持ち主にとっては覚えられるわけ

はない。根気よく同じことを何回も繰り返し碁盤に石を並べ、覚えていくしかないと、最

近改めてそうおもっている。ふと、居間に張ってある日野原重明先生（聖路加国際病院理

事長 １,911 生）の３１話の１つが目にとまった。やる気より、やること。やる気がある

だけでは、やらないのと同じです。さて、やる気はあるが、どうするか。日野原先生はま

だ現役で頑張っている。運動と囲碁は違うが、成果はともかく気長に根気よくやることに

した。 
 
 
 
 

   第２０回 活きいき囲碁大会のご案内 

大和田大会 
日時   平成 22 年 7 月 4 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 591-9-1 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 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・井出 道明 大和田町 7-17-6 Tel・Fax 644-7417 
申込期限 6 月 20 日 
申込方法 できるだけ同好会の会長を通して申し込んでください。 
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第２０回 活きいき囲碁恩方大会の結果 5 月 9 日 於恩方市民センター 

参加者 

恩方 浅川 元八 中野 大和田 石川 台町 北野 長房 川口 非会員 合計 

２８ ３ １０ １ ２ ２ ４ １ １０ １３ ９ ８３ 

１組 １４名  

優勝：中台 博 非会員/７段、 準優勝：吉沢 実 恩方/７段、３位：塚原京史 非会員/７段 

２組 ２２名 

 優勝：佐藤裕久 恩方/４段→５段、準優勝：竹内朝晴 恩方/４段、３位：池田清吾 恩方/４段 

３組 ２４名 

    優勝：小野雄二 浅川/３段→４段、準優勝：古賀憲秀 台町/３段、３位：田中秀司 川口/３段  

４組 ２３名  

優勝：溝呂木久雄 恩方/初段→２段、準優勝：小堀泰男 川口/初段、３位：箕箸俊一 元八/1級 

 

第 2１回地区団体対抗囲碁会の結果 平成２２年度第１回  ５月１６日開催 

元八王子  ７勝 

 

郡司弘一６段   入山慧三５段   庄司則幸４段 

長島 廣４段   柳 保治初段   久保田勇1級 

由木   １１勝 信江 峻７段   大場芙美夫７段  杉渕 清６段 

穂積宏易２段   長島健治1級   桑田明典２級 

中野    １０勝 

 

磯部信広６段   宮崎誠一５段   矢野亮一４段 

中村 靖３段   浜中武夫２段   浜道 進２段 

台町    ８勝 江口靖碩７段   吉田信夫６段   山崎修司４段 

小林 實４段   雨宮三男３段   常磐吉彦初段 

北野    ４勝 

 

高野道行５段   刀根正樹４段   山本金昭４段  

河津秀雄４段   田中駒男２段   中岡 誠２段 

恩方   １１勝 吉沢 實７段   中邑 豊７段   竹内朝晴４段 

富塚 修４段   長尾昌彬３段   青木岩三２段 

長房    ７勝 

 

塚原和利７段   鈴木吉治４段   小沢美智子４段 

大廣俊夫３段   斎藤吉明２段   萩原 榮２級 

浅川   １１勝 吉田 旭７段   岸村 佐５段   横内廣隆４段 

永坂道雄３段   中村益大２段   堀口 哲２段 

＊昇格者：穂積宏易さん（由木）が３段に昇格しました。 
＊石川・大和田戦は 5 月 23 日に変更になりましたので、結果は次号でお知らせします。 
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◎訂正：碁楽連会員数 （平成 22 年 4 月 1 日現在）  

 地区同好会 会員数 研修部員数 

 浅川寿囲碁同好会 54 東   16 

 恩方寿囲碁同好会 35 東    7 

 元八王子寿囲碁同好会 24 東   11 

 中野寿囲碁同好会 21 東    2 

 大和田寿囲碁同好会 27 東    9 

 石川寿囲碁同好会 24 東    3 

 台町寿囲碁同好会 40 東    9 

 由木寿囲碁同好会 38 南   23 

 北野寿囲碁同好会 66 東    3 

 長房寿囲碁同好会 36 東   14 

 川口やまゆり寿囲碁同好会 30 東    3 

         計 395 100 

    

 東浅川研修部 77  

 南大沢研修部 23  

   

◎ 第 2 回 碁楽連理事会 
日時  平成２２年４月２４日（土）９：００～１２：００  

 出席者 理事６名、高橋・和田研修部事務長   
１）報告：平成 22 年度八王子文化連盟定時総会（4 月 11 日）に望月会長・磯部 
    理事出席  他 3 件     

２）議案：碁楽連（高齢化に伴い）の今後の発展・向上策について、引き続き検討する 
３）情報交換：東淺川・南大沢研修部の実情・問題点について 
 
    

 編集後記 5月 9日の活きいき囲碁恩方大会は過去最高の８３名が参加されまし

た。当日は爽やかな五月晴れ、会場は熱気に溢れ参加者のやる気が感じられま

した。 
  今号はちょっと淋しい４頁です。会員の皆さんの投稿をお待ちしています。 


