
 1

 

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

 会長就任に当たって会長就任に当たって会長就任に当たって会長就任に当たって        

                              碁楽連会長 磯部 信広 

去る３月１３日開催の２３年度総会において、会長就任の承認をいた

だきました、磯部信広です。私は平成２０年碁楽連が創立２０周年を迎

えた折、記念誌の編集を担当しました。このときに、創立者である熊崎

氏や先人達の碁楽連に対する思いや苦労を実感するとともに、これまで

に到った経緯について知る機会をいただきました。 

今や碁楽連は、２２歳になり大いに飛躍する時代を迎えたところです

が、現在１１地区の囲碁同好会に所属する約４００人会員の平均年齢は、

７６歳に達しようとしています。このまま推移すると、高齢化が加速し数年の内には、会の硬

直化や脆弱化が進み、維持運営に支障をきたす事態になるのではないか、と思料されます。 

この思いは、前会長の望月氏も同じで、碁楽連の今後の活性化について、対策を検討する「諮

問委員会」の設置を総会に提案し、承認されました。豊富な経験を積まれた方、新進気鋭な方

に委員になっていただき当会の総力を結集して、この問題に取り組みたいと思っています。 

会員皆様方のご理解とご協力を切にお願い申し上げます。 

 

平成 23 年度定例総会が開催される    

    平成２３年度定例総会が、３月１３日（日）東浅川保険福祉センターで、本部理事、技術顧

問、業務委嘱者、地区同好会会長等関係者３７人が参加して開催されました。 

 望月会長の挨拶に続いて、第２１回地区団体対抗戦優勝チーム石川寿囲碁同好会の表彰が行

碁楽連だより碁楽連だより碁楽連だより碁楽連だより    

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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われました。続いて議長に望月会長を選出して、①平成２２年度事業報告 ②平成２２年度決

算報告 ③平成２３年度事業計画案 ④平成２３年度予算案 ⑤提案事項等 ⑥平成２３年度

役員等の改選案について、審議決定しました。おわりに、磯部新会長の就任挨拶、望月会長及

び刀根・塚原理事の退任挨拶及び新理事の紹介があって、午前１１時４５分に終了しました。 

 

平成２３平成２３平成２３平成２３年度碁楽連年度碁楽連年度碁楽連年度碁楽連役員（理事）役員（理事）役員（理事）役員（理事）    

 

平成２２年度末を以って、退任されました 望月成一会長（浅川望月成一会長（浅川望月成一会長（浅川望月成一会長（浅川））））、刀根正樹理事（北野刀根正樹理事（北野刀根正樹理事（北野刀根正樹理事（北野））））、、、、

塚原和利理事（長房）塚原和利理事（長房）塚原和利理事（長房）塚原和利理事（長房）長い間ご苦労さまでした。厚くお礼申しあげます。 

 

   第２０回 活きいき囲碁恩方大会のご案内 

日時   平成 23年 5月 8日（日）受付 午前 9時 00分～9時 30分 

会場   恩方市民センター（西寺方町 260-4 Tel 652-3333） 

主催    恩方寿囲碁同好会（会長 真辺 保幸） 

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・真辺 保幸  下恩方町 1733-1 Tel・Fax  651-3535 

申込期限 4月 24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。 

前年度からの

留任役員 

新役員 

 三浦和夫（元八王子） 長谷川幸二（恩方） 

 

井出道明（大和田） 松本健彦（石川） 山崎修司（台町） 
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平成２２年度後期研修部研修会・大会の結果 

１．研修会後期昇格者 

（１）東淺川研修部 

氏  名 段級 所属 出席日数 勝数 負数 勝率（％） 昇格 

武居成市 ４段 元八王子 14 30 5 85.7 →５段 

野嶋孝征 初段 石川 14 30 10 75.0 →２段 

南 清光 １級 浅川 14 27 10 73.0 →初段 

石賀正嗣 １級 長房 15 26 12 68.4 →初段 

野口勝彦 ２級 元八王子 15 36 8 81.8 →１級 

橳島正一 ２級 北野 16 27 11 71.1 →１級 

小川 勝 ２級 大和田 15 28 13 68.3 →１級 

佐久間新太郎 ３級 長房 15 28 11 71.8 →２級 

（２）南大沢研修部  該当者なし 

 

２.研修会後期大会 

（１）東淺川研修大会  東北・関東大震災による計画停電のため中止になりました 

（２）南大沢研修大会 平成２３年３月５日・１２日 

 優 勝 準優勝 ３ 位 

全員同一クラス 高沼正三４段／由木→５段に昇格 長野宏俊２級／由木 大野まこと２級／由木 

 

研修部会員募集（東淺川・南大沢研修部） 

      （級位者大歓迎、５段の方も入会できます（級位者大歓迎、５段の方も入会できます（級位者大歓迎、５段の方も入会できます（級位者大歓迎、５段の方も入会できます））））    

会  期：前期（４月～９月）、後期（１０月～３月） 

活動日時：東淺川研修部  毎月第２・３．４土曜日 １３：００～１７：００ 

              １２月のみ第１・２・３土曜日 

    南大沢研修部  毎月第１・２．４土曜日 １３：００～１７：００ 

              １月のみ第２・４・５土曜日 

会  場：東淺川研修部  東淺川保険福祉センター（Tel667-1331） 

    南大沢研修部  南大沢保険福祉センター（Te679-2205） 

内  容：会員相互の対局、技術顧問による大盤解説・指導碁、大会（会期末） 
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昇  格：前期・後期それぞれについて、出席日数・対局数・勝率が条件を満たした場合、研

修会大会において優勝した場合 

会  費：前期・後期それぞれ 1200円（入会は随時可能、但し、途中入会の場合も 1200円） 

入会条件：５段～１０級（南大沢は５段～１２級）、但し、地区同好会に属している者（碁楽

連会員） 

申込方法：地区同好会の会長を通して研修部まで 

問合せ先：東淺川研修部（草木昭臣 Tel：664-0771） 南大沢研修部（和田幸彦 Tel：677-7738） 

◎永い間ありがとうございました◎永い間ありがとうございました◎永い間ありがとうございました◎永い間ありがとうございました    

    平成２２年度をもって、次の方々が退任されました。永い間ご指導を賜り有難うございまし

た。厚く御礼申しあげます。 

 技術顧問 山県 永知 氏   指導員      江口 靖碩 氏 

 技術顧問 長崎 洋三 氏   市民囲碁大会担当 渕上 和男 氏 

    

投稿 

秋の散策会秋の散策会秋の散策会秋の散策会    

浅川寿同好会 池田 悟 

 春は参加者が不足で実施出来なかったので、秋は是非との思いは強い。春の多摩森林科学園は山

と坂が多く、小石川後楽園の下見は意に会わず。 

 その頃、水木しげるの妖怪ブームが起こり、ＮＨＫの朝ドラ「げげげの女房」が大ヒット、調布

市深大寺一円に観光ブームが巻き起こり、年間の観光客２５０万人とも報じられていることは皆さ

ん周知の通りと思います。 

 これはと思って下見に行った所、案にたがわず相当の人出、幟やオブジェも見られた。実は平成

１４年１１月２３日に神代植物公園に５名で行った場所でした。十年一昔実に早いものです。 

 調布市内の状況はと思って行った所、こちらは思いの他ブームの影響は少なく感じた。駅前に観

光案内所があり、深大寺への誘導の役を果たしているようだ。 

 当日は秋晴れまでとはいかないが、紅葉と清冽な水音を友として自然が如何に人々を癒してくれ

るのか、日本にはこのような山紫水明の場所が沢山あり、この脚で歩ける幸せを感じました。近く

やって来る冬に備え、小動物や昆虫もその準備に懸命であるのでしょう。 

 会の現状を少々、会員も当初の１３余名から６，７名が精々、一応５名以上が実施としており明

春からは誰彼となく集まろうの声が出たら実施しようで合意した。 

 この会が十余年間も続いたのは、みんなの気持が一つに溶け合ったからと思います。ありがとう

ございます。                         平成２２年１１月１４日記 
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◎◎◎◎平成２２年度昇格者平成２２年度昇格者平成２２年度昇格者平成２２年度昇格者    

ＮＯ． 地区同好会 氏 名 
昇格後

段級位 

昇格をきめた大会等 

活きいき大会 地区団体対抗 碁楽連大会 タイトル大会 研修会 研修会大会 

1 浅川 岸村 佐 ５段 浅川           

2 ↑ 小野雄二 ４段 恩方           

3 ↑ 網野修助 ３段 浅川           

4 ↑ 堀口 哲 ３段     ○       

5 ↑ 南 清光 初段         ○   

6 恩方 荒井 正 ５段   ○         

7 ↑ 佐藤裕久 ５段 恩方           

8 ↑ 溝呂木久雄 ２段 恩方           

9 ↑ 田中正勝 ３段         ○   

10 ↑ 斎藤 健 ６段 長房   ○       

11 ↑ 小久保捷郎 ２段 長房           

12 ↑ 池田清吾 ５段 川口           

13 ↑ 笠原純吉 ７段     ○       

14 元八 入山慧三 ６段 元八           

15 ↑ 森本通俊 ２段 元八           

16 ↑ 久保田勇 初段 長房           

17 ↑ 平山 統 １級     ○       

18 ↑ 武居成市 ５段         ○   

19 ↑ 野口勝彦 １級         ○   

20 中野 浜道 進 ３段 川口           

21 大和田 鈴木浩治 ５段 大和田           

22 ↑ 大橋利行 ４段 大和田           

23 ↑ 山崎 満 ３段 大和田           

24 ↑ 小川 勝 １級         ○   

25 石川 水野義嗣 ５段 台町           

26 ↑ 二宮 学 ４段 中野・台町   ○        

27 ↑ 中川健治 ３段 石川           

28 ↑ 野嶋孝征 ２段 石川       ○ ○ 
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年度内３回昇格者  二宮 学 ４段（石川）  

野嶋孝征 ２段（石川） 

年度内２回昇格者  斎藤 健 ６段（恩方）  

橳島正一 １級（北野） 

    

    

 地区同好会 氏 名 
昇格後段

級位  
活きいき大会 地区団体対抗 碁楽連大会 タイトル大会 研修会 研修会大会  

29 ↑ 遠藤 博 ２段     ○       

30 台町 原田睦子 1級           ○ 

31 ↑ 小林 實 ５段 長房           

32 由木 穂積宏易 ３段   ○         

33 ↑ 滝本喜久治 ３級 由木           

34 ↑ 大野まこと ２級         ○   

35 ↑ 加藤謙一郎 ７級           ○ 

36 ↑ 高沼正三 ５段         ○   

37 北野 石坂慶通 ６段 由木           

38 ↑ 佐藤義廣 ５段 北野           

39 ↑ 若林松吉 ４段 由木           

40 ↑ 田中駒雄 ３段 北野           

41 ↑ 橳島正一 １級         ○○   

42 ↑ 稲葉重雄 ５段     ○       

43 ↑ 佐々木胖充 ４段       ○     

44 長房 大房賢次 ２段         ○   

45 ↑ 石賀正嗣 初段         ○   

46 ↑ 佐久間新太郎 ２級         ○   

47 川口 山本数英 ５段 元八           

48 ↑ 辻日出男 ４段 中野           

49 ↑ 石井忠興 ５ 段           ○ 

50 ↑ 宮林國夫 ３段           ○ 

51 ↑ 小俣准一 ２段     ○       
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◎◎◎◎    平成２３平成２３平成２３平成２３年度年度年度年度計画計画計画計画    

（１）第21回活きいき囲碁地区大会 

開 催 日 共   催 会    場 

4月  3日(日) 浅川  寿囲碁同好会 横山南市民センター   666-0031 

5月  8日(日) 恩方    〃 恩方市民センター    652-3333 

6月  5日(日) 元八王子  〃 元八王子市民センター  651-3960 

6月 19日(日) 中野    〃 中野市民センター    627-6221 

7月  3日(日)* 大和田   〃 大和田市民センター   645-8980 

7月 24日(日) 石川    〃 石川市民センター    642-0220 

8月 21日(日) 台町    〃    台町市民センター    627-3808 

9月  4日(日) 由木    〃    由木中央市民センター  676-8123 

9月 18日(日) 北野    〃 北野市民センター    643-0440 

10月  2日(日) 長房    〃 長房ふれあい館     669-1433 

10月 16日(日) 川口やまゆり 〃 川口市民センター    654-0722 

    

（２） 第 22回地区団体対抗囲碁会 

下表「同好会名」欄記載の同好会が○印を付した囲碁会を主催する。 

（例：淺川同好会は、第 3回対台町、第 4回対由木、第 5回対北野を主催する） 

 第１回 第 2回 第 3回 第 4回 第 5回 

5月 15日 6月 12日 ７月 10日 9月 11日 10月 9日 

淺川 元八王子 中野 ○台町 ○由木 ○北野 

恩方 大和田 台町 ○石川 北野 川口 

元八王子 ○浅川 ○大和田 長房 石川  ― 

中野 ○石川 ○浅川 由木  ― 長房 

大和田 ○恩方 元八王子 北野 ○川口 由木 

石川 中野 北野 恩方 ○元八王子 ○台町 

台町 ○由木 ○恩方 浅川 ○長房 石川 

由木 台町 ― ○中野 浅川 ○大和田 

北野 ○川口 ○石川 ○大和田 恩方 浅川 

長房 ― 川口 ○元八王子 台町 ○中野 

川口やまゆり 北野 ○長房 ― 大和田 ○恩方 
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（３）第61回市民文化祭囲碁大会                 平成２３年１１月３日  於東淺川保険福祉センター    

（４）第22回碁楽連囲碁大会３段以上：平成２３年１１月１３日於東淺川保険福祉センター 

                 ２段以下：平成２３年１２月  ４日於東淺川保険福祉センター 

（５）第13回碁楽連棋聖大賞囲碁大会    平成２４年１月２９日 於東淺川保険福祉センター    

（６）第19回碁楽連タイトル囲碁大会 平成２４年２月１２日 於東淺川保険福祉センター    

                                                                                                                                                     

◎定例総会◎定例総会◎定例総会◎定例総会提案提案提案提案承認事項承認事項承認事項承認事項    

1. 活きいき囲碁地区大会における 7段位者の参加取り扱いについて 

  7段位者については、所属地区のほか他地区 2回計 3回の参加を認める。回数の確認

は所属地区の会長が当たる。平成 23年 4月 1日から実施する。 

2. 研修部における 5段位者の在籍について    

    研修部の 5段位者の在籍を認めることとし、平成 23年 4月 1日から実施する。 

3. 慶弔事の取り扱いについて 

① 慶事は、特に設けない 

② 弔事は、歴代の碁楽連会長、相談役、地区寿同好会会長（現職）の死亡時に碁楽連

会長名で弔電を贈るほか会報に掲載し弔意を表する。  

4. 碁楽連活性化諮問委員会の設置について 

 碁楽連会員の高齢化が加速し会員の減少が予想されることに鑑み、会員の加入条件の 

緩和や活性化について対策を検討するため専門委員による諮問委員会を設置する。 

   期間は平成 23年 4月 1日から 2年以内とする。 

  5. 活きいき大会の優勝者への賞状は平成２３年度より当日に授与する    

  

◎◎◎◎第１３回第１３回第１３回第１３回碁楽連理事会報告碁楽連理事会報告碁楽連理事会報告碁楽連理事会報告    

日時  平成２３年２月２６日（土）９：００～１２：００  

 出席者 理事６名、新理事候補３名、三上、端山、高橋・和田研修部事務長   

議案  1. 定例総会議事について下記事項を検討した。 

      １）議事進行について    ２）議案書説明分担について 

     2. 新年度役員分担について 

 

    

 

 

編集後記 もう一年碁楽連だよりの編集を担当することになりました。よろしくお願いしま

す。震災による計画停電のため印刷が遅れました。また、印刷枚数の制限により定例総会

の詳細については割愛させていただきました。詳細について知りたい方は地区同好会会長

に申し出てください。                           三浦                        


