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 深沢山（城山）  八王子神社 

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

碁 縁         中野囲碁同好会  宮崎 誠一 

 

 父（８５才）要介護と判断し、私（５８才）は早退職す。寝不足とたたかいながらも、合間に「源氏物

語」を楽読す。源信「往生要集」浄土思想をバックに、四季・時の移ろい、恋・人間模様のさまざま、物

語の構想のすばらしさなどありますが「貞観政要」「君主論」などより［帝王学］の書＜公・私の区別＞宮

仕えの心構え、公用語漢文などの公事と男女の仲（恋）と和歌などは私的教養、そしてゲーム（遊び）歌

合戦や＜碁合戦＞などの場面もあり感心しました。 

 

数年後父を看とり、法要も終わり一段落、さて、これから・・・と思っているときに、碁楽連中野支部磯

部会長が、たまたま訪ねてこられて、入会することになりました。 

 

 碁の引用は「無門関」にあります。 

「たとえ、著々在機先 更須知有向上穴」 

 碁の名手が互いに一手一手、先手を争っているが、一段とおよばざる一穴があることを知らねばならな

い。 

 

文学的と碁が強い（職人技）こととは別の事です。神にも非ず、猿にも非ず＜人間的＞、間違いもおかす、

十人十色、百人百様の世の中、私も７０才を過ぎ、人様に迷惑をかけぬように［マナ－をわきまえ、ルー

 

八王子囲碁連盟の目的 
八碁連は、八王子市内に居住する囲碁愛

好者が、囲碁を通じて親睦を図り、かつ、

健康を維持できるよう機会を提供し、福祉

の増進に寄与するとともに、棋力の向上を

図ることを目的とする。 
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ル（お互いの納得した約束事）を守り］あとは、自由にのびのびと楽しく、他の事とのバランスを取りな

がら、やればと願っております。 

 

お仲間の方々、今しばらくのあいだ、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

     第２２回 活きいき囲碁大会のご案内 

 

  北野大会 

日時   平成2４年９月１６（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階 Tel 643-0440） 

申込先  会長・山縣文雄 絹ヶ丘3-39-14 Tel・Fax 676-9298 

申込期限 ９月２日 

 

長房大会 

日時   平成2４年１０月７日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会場   長房ふれあい館（長房町588都営長房西1号棟1階  Tel 669-1433 ） 

申込先    会長・安西実 〒193-0931城山手1-14-6   Tel 663-6212（電話かハガキ） 

申込期限 ９月２３日 

 

 川口大会 

  日時   平成2４年１０月２１日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会場   川口市民センター（川口町3838 川口やまゆり館内  Tel 654-0722 ） 

申込先    会長・松崎邦夫 川口町2155-2   Tel・Fax 654-5763 

申込期限 １０月７日 

 

３大会とも 

主催    各地区の囲碁同好会 

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２２回 活きいき囲碁大会の結果 

大和田大会 

参加者                  ７月１日(日)  於大和田市民センター 

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

２４ ８ １ １ ３ ６ １ １ ８ ８ ５ ２ ６８ 

Ａクラス ２１名（４段～７段） 

優勝：上野純親 浅川/４段→５段 準優勝：二宮学  石川/５段 ３位：横内廣隆 浅川/４段 

Ｂクラス １９名（２段～４段） 

優勝：梶原和夫 浅川/３段→４段  準優勝：大橋利行 大和田/４段 ３位：森井正孝 石川/３段 

Ｃクラス ２８名（７級～初段） 

優勝：芦沢靖彦 長房/３級→２級  準優勝：甲斐正憲 北野/２級 ３位：白石好伸 台町/初段  

石川大会 

参加者                  ７月１５日(日)  於 石川市民センター 

石川 浅川 恩方 中野 大和田 北野 長房 川口 非会員 計 

１６ ６ ２ ３ ８ ９ ６ ３ ５ ５８ 

特記：非会員でインドネシアの少年2名が参加。 

   ４段のクラス分割を避けるため、下記のクラスとした。 

Ａクラス （２～７段）２０名 

優勝：坂本勝雄 石川/７段  準優勝：平松隆治 石川/３段 ３位：二宮 学 石川/５段 

Ｂクラス （２～７段）１８名 

優勝：田中駒雄 北野/３段→４段  準優勝：中村千秋 浅川/３段 ３位：中村順二 石川/５段 

Ｃクラス （５級～初段）２０名 

優勝：ﾌｧｲｿﾙ ｳﾏﾙ 非会員/１級→初段  準優勝：甲斐正憲 北野/２級 ３位：仲渡英生 石川/3級 

 

投稿 

かみだのみ              長房囲碁同好会 池口隆久 

 

 神社やお寺で、お賽銭をあげて、願い事をする。願い事をする人は、一生懸命かもしれないが、大勢からわ 

ずかなお賽銭で願いごとを託される神様は、さぞ迷惑なことであろう。そうかといって、高額なお賽銭を出す 

と願い事がかなえられるようでは、神様も人間社会の俗っぽさに巻き込まれることになり、これはいけない。 

また願い事も、せめて一つぐらいにしてもらいたいのだろう。たくさん願い事をされては神様も請け負いかねる。 
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たとえば、軽い願い事ならまだしも、とてつもない願い事「東大に合格したい」、とか「宝くじで３千万円当た

りますように」など願わない方が良いのである。せめて、実現の可能性が大であろうことをお願いして、それが 

かなえられたら「神様ありがとうございました。」とお礼にお参りするほうが、神様も人間も双方が気持ち良い 

のではないか。だから基本的には私は神だのみはしないことにしている。 

 実は以前、「弓道錬士になりたいのでお願いします。」とひそかに飯縄大権現にお願いしたことがある。そのよ

うにお願いすると、自分でもそれなりに努力する。その甲斐あってか翌年に弓道錬士に合格できた。１７年ぶり

だったので正直うれしかった。自信を得て更に練習し、それから３年後にその上の弓道六段にも合格できた。 

「自信を持つことが大切だ」とつくづく思った。飯縄大権現様に心から感謝したこと勿論である。やはり努力す

れば何とかかなえられそうなことをお願いしたのが良かったのであろう。口に出さないまでも神前で心に念じる

と、本人は努力するのが普通である。それが願い事をすることの良い点かもしれない。願い事をしながら本人が

少しも努力しないなら、はじめから願い事などしないほうがよいのである。 

 最近では、ごく平凡だが親しい友人の健康を飯縄大権現様にお願いし、それに付け加えて、控えめにそれもこ

っそりと「私も人並みに囲碁が上達しますように」とお頼みしている。もっとも、自家にいるときには、碁盤を

前に据えて、道策・丈和等の古碁の棋譜を見て石を並べてはいる。これが努力といえるかどうかは別として、願

ったからには、それなりの努力をしないと神様に申し訳ないからと考えているからにほかならない。 

 高尾山健康登山を始めてから、一貫して変わらないのは、一期一会の精神である。毎日、思うことはひとつ。

「おかげさまで今日も歩けました。有難うございます。」健康登山の良い点は、仲間が出来ることである。今日

も仲間と顔を見合わせ、ひとことふたこと言葉を交わしお互いの健康を確認し、もうそれだけで良いのである。 

 上り坂で汗を流すのも良い。汗流せるのも健康のしるしである。健康登山の印を押してもらい、下山の途につ

く。歩きながら、今日は何をしようかと思いめぐらす。名探偵シャーロック・ホームズが一番頭脳のはたらくの

はベーカー街の二階の事務所の部屋の中をこつこつ歩いているときだということをご存じの方もおられよう。彼

は歩いているときこそが一番あたまが冴えるのである。まして凡人のわれらにおいておやである。従って、健康

登山の下山路は、一仕事終わってほっとし、物を考えるにはうってつけである。満ち足りた至福のひと時である。 

 

          囲碁所感 つづき                  北野囲碁同好会 稲葉重雄  

 

        碁盤 

 

 ３０年ほど前だったか、いまをときめく坂田栄男名人の講演会を聴いた。名人の勝負に臨む心構えなどが趣旨

のお話だった。「気力が決める」と語っていた。商談の中でも契約や価格の焦点が争われることは当然だが。席

上支配するのは「気力」だと名人は言う。昔の武士が一対一の対決で、技量もさることながら気の力を発揮する

ことを昔の剣士は鍛錬したことと思う。との講演内容だった。 

 いかにも坂田名人を彷彿とさせる。若干２０歳の井山名人からは想像できない。 

 さてその後に碁盤の話が出たのである。最高は かやだが高い。桂は次だ。石を打っても手に響かないし痕も

つかない。木目も美しい。桂はやがてかやの後を占めるのではないかとの話だった。当時私は２，３段だったが

早速碁盤店の店を覗くようになった。文京区の江戸川橋平井碁盤店で５寸盤を買った。４，５万だったと思うが
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その後２０年たっても値段は変わらないで推移しているようだ。 

 桂は育ちが早く供給力不足にはならないから素材不足に陥らないことに私は気がついた。囲碁人口が増えて品

不足になると坂田名人は読んだが見損じだったように思う。 

 余談だが古道具屋は碁盤将棋盤は新しいものより古いほど買取査定が高い。理由は４，５０年たっても狂って

いない材木だからである。少々の傷あとは問題ではないからだ。削って線を引くには８０００円ほどかかる。 

 

    置碁の場合 

 

 ５子を置かせた上手の心理。 

 よく出る形は定石どおりなら下手は勉強中だからなるべく避ける。あいまいもこの耳赤の一手を放つ。下手は

悩む。「まあこんなことかと」上手は軽い気持ちで打ちすすめているが。下手は真剣にその石の意味を考える。

序盤、中盤と進み上手も以外な展開に考え込むことも多くなる。そして負ける。 

 上手は先輩の言葉を思い出す。「置き碁でも互先と同じ気持ちで打たなきゃだめよ」つまりナメテかかると負

けになる。下手は真剣に読んでくる。経験豊富な上手は気軽に応じているうちにいつしか形勢は傾いてくる。 

 囲碁は心理戦とよく聞くが置き碁の場合上手には心理的に大きな隙を抱えているようだ。下手は強い相手とい

う先入観を捨ててやはり対等の相手としてかかれば、置き石の効果は強く、負けないのではないか。 

 

 

◎大和田っ子広場（放課後子どもプラン） 

                                   報告 副会長 信江 峻 

安藤一郎さん（元大和田）から大和田小学校が放課後子ども囲碁教室（隔週木曜日午後2時30分～ 

5時）を始めるのでと応援を頼まれた。 

5月24日八碁連の広島（川口）松本（石川）信江（由木）、碁会所経営の倉内さんほか1名が参加した。 

そして校長・教頭・ＰＴＡ副会長に囲碁は初めてという小学生２５名と母親２名が集まった。 

先ず安藤さんが、碁石に馴れるようにと六路盤を用い、石取りゲームのルールを教え対局が始まった。 

一人一人個性を持っており、いかに興味を持続させるか教える側も相当辛抱が必要だ。  

 

安藤・倉内両氏の子ども囲碁教育への情熱に感服し

た。また俳句を全校に浸透させた実績を持つ学校側

の対応から継続の期待が持てる。八碁連の活性化に

子ども教育が重要課題になったが、タイミング良く

学校・八王子市・日本棋院が子ども囲碁教育に動き

出した。 
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◎第４回八碁連理事会報告 

日時  平成２４年６月２３日（土）９：００～１２：００  

 出席者 理事６名   

議案  １． 活性化実行委員会から規約改正案の再検討依頼 

     ２．大会参加者の段・級位の確認をきちんとしてほしいとの依頼があった。 

     ３．子ども囲碁大会について（下記） 

４．年会費納入の依頼各会長あて発送。 

    ５． その他 大会垂れ幕、会報、大会の対応、本年度決算の内容検討等 

 

◎八王子市子ども囲碁大会  

主催 八王子囲碁連盟   後援 八王子市教育委員会・八王子市東浅川保健福祉センター 

日時 平成２４年１０月１４日（日） 

受付 午前の部  ９時２０分 １３路盤競技者 

   午後の部 １３時    １９路盤競技者 

会場 東浅川保健福祉センター 第５集会室  東浅川町５５１－１（高尾駅南口徒歩７分） 

電話 ０４２－６６７－１３３１ 

競技方法 ハンデなしのスイス方式 ３回戦 

参加資格 八王子市に在住、または通学している小学生・中学生 

定員   １３路盤・１９路盤ともに先着３２名 

参加料  無料（昼食は各自ご用意ください） 

応募要領 往復はがきに次の項目を記入して申し込む。 

① 住所 電話番号（連絡先）  ②名前（ふりがな）  ③学校名 学年 年齢  

 ④午前（１３路盤）・午後（１９路盤）を明記  ⑤その他 段級位、所属囲碁教室など 

返信面に宛名を書いて８月１日～１０月７日（必着） 

宛先  〒193-0931  八王子市台町3-22-1-121 八王子囲碁連盟 三上靖宏 

問合せ  電話 ０４２－６２５－９５２９ 三上 

 

八王子神社  城山（４４６ｍ）はむかし深沢山と言われていました。山頂に八王子城本丸址の石碑が建

ち、そのすぐ下に八王子神社があります。平安時代、延喜１３年（９１３年）、京都から訪れた妙行という学

僧が山頂で修業中に牛頭天王と八人の王子が現れ、その因縁で八王子権現を祀ったといわれていますが、こ

の伝説が「八王子」の名称の起源とされているそうです。 

 

 

 

編集後記  各地区同好会や勉強会、こども囲碁教室等について報告を続けたいと考えています。

ご協力ください。こども囲碁大会の宣伝もぜひお願いします。 

                                                                             


