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多摩森林科学園の桜  （廿里町） 

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

会長就任に当たって  

                              八王子囲碁連盟会長 信江 峻 

３月１０日の定例総会におきまして、２５年の伝統と４００名の会員をもつ八

王子囲碁連盟の会長をおおせつかることになり、責任の重大さを身をもって感じ

ております。 

本年は、この２年間活性化委員会で検討された諸問題、規約の整備、研修部の

見直し、日本棋院支部の設立、特に青少年対策を軌道に乗せなければなりません。 

今年は巳年ですが、ニーチェの言葉に「脱皮できない蛇は滅びる」とあります。                        

成長のためには古くなった外皮を脱ぎ捨てねばなりません。若返りには若者が入

りやすい環境作りに勇気をもって挑まねばなりません。 

 囲碁の良さを知っているわれわれが、自分も楽しみながら地域の子どもたちに教え、若い層に囲碁愛好者

の裾野を広げていければ素晴らしいことです。 

時間は掛かっても八王子の囲碁文化普及に貢献できるのではないでしょうか。 

 先ずは６月の「第２回子ども囲碁大会」でベストスタートをきりたいものです。 

役員一同全力で取り組みたいと思いますので、皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

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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 平成２５年度定例総会が開催されました 

 平成２５年度定例総会が、３月１０日（日）東浅川保健福祉センターで、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名が参加して開催されました。 

 三上会長の挨拶に続いて、①平成２４年度事業報告 ②平成２４年度決算報告③平成２５年度事業計画案 

④平成２５年度予算案 ⑤提案事項等 ⑥平成２５年度役員等の改正案について、審議決定しました。最後

に、三上会長、松本健彦理事、井出道明理事の退任挨拶、信江峻新会長の就任挨拶、新理事の南正一郎理事、

松崎邦夫理事、竹内朝晴理事の紹介があって、午前１１時４５分に終了しました。 

 提案事項  

次の事項が審議決定されましたが、研修部の点数制と段級位の昇格条件についてはいろいろと意見が出さ

れ今後も検討を続けることになりました。 

 

１．規約・規定の整備 

 （１）研修部のあり方について 

     ①点数制を採用する。②研修部大会は東浅川、南大沢合同で開催。③業務委嘱者を置く。 

（２）活きいき囲碁大会について 

   ①段級位に関する規定第３条の「参加者１２名以上クラスの優勝者」を 

「１６名以上クラスの優勝者」とする。 

②大会の参加費を会員１，０００円、非会員を１，１００円とする。 

   ③大会を開催した地区はお願いした競技員（他地区・本部）に謝礼（商品券千円位）を出す。 

   ④本部からの補助金は廃止する。 

（３）高齢者表彰について 

  高齢者表彰対象年齢を８０歳のみとし、平成２６年度から実施する。 

在籍１年以上の会員を対象とする。 

２．段級位に関する規定の見直し 

  （１）５段以下の昇格 従来通り 

     変更されたところ ①研修部の大会は東浅川、南大沢合同で本部主催とする。 

              ②活きいき大会はじめ諸大会の１クラスの人数を１６人以上とする。 

              ③研修部の成績による昇格は行わない。 

  （２）６段からの昇格    次の大会のいずれかで、年間２回優勝した時に昇格する。 

①八碁連囲碁大会   ②タイトル囲碁大会（名人・王座・天狗）  

③活きいき囲碁地区大会（７段以上の者が参加している場合） 

  （３）７段からの昇格    次の大会のいずれかで、通算６回以上優勝したときに昇格する。 

①八碁連囲碁大会 ②棋聖大賞囲碁大会 ③タイトル囲碁大会（名人・王座・天狗） 

        ④活きいき囲碁地区大会（通算２回までとする。） 

      都道府県代表の経験のある者が入会するとき、又は相談役、技術顧問等が８段相当と認めた者。 
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３．八王子市子ども囲碁大会について 

  毎年１回開催する。 

４．日本棋院八王子囲碁連盟支部の設立について 

   日本棋院八王子囲碁連盟支部を設立する。 

５．青少年育成指導者の育成について 

  ①各地区同好会に青少年育成指導者を置き、入門者への指導を行う。 

  ②地区同好会の青少年育成指導者養成講習会を開催する。 

 

平成２５年度八碁連役員（理事） 

前年度からの役員             新役員 

 

安西実（長房）  山縣文雄（北野）  南正一郎（浅川）  松崎邦夫（川口）  竹内朝晴（恩方） 

 

◎長い間ありがとうございました 厚くお礼申し上げます 

平成２４年度末を以って退任された役員 

 三上靖宏会長（台町）、松本健彦理事（石川）、井出道明理事（大和田） 

 

  第２３回 活きいき囲碁恩方大会のご案内 

日時   平成2５年５月１９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  電話 ６５２－３３３３） 

主催    恩方囲碁同好会     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  １，０００円（弁当代を含む）非会員 １，１００円 

競技方法 クラス別に行い、入賞者には賞品を進呈します。 

申込先  荒井 正 〒192-0153 西寺方町 1006-282 

                    電話・ｆａｘ ６５１－１２６７ メール cbb28761@nifty.com 

申込期限 ５月５日（日） 

申込方法 同好会の会長を通して郵送、ファックスまたはメールで申し込んでください。 
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第２回八王子市子ども囲碁大会のお知らせ 

    主催 八王子囲碁連盟   

後援 八王子市教育委員会   

協力 八王子市東浅川保健福祉センター 

 日 時  平成２５年６月２９日（土） 

 受 付  午前の部 ９時２０分（９・１３路盤）  

 午後の部 １２時４０分（１９路盤） 

会 場  東浅川保健福祉センター４階 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 

 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  ９路盤・１３路盤・１９路盤ともに先着１６名 

 参加費  無料（昼食は各自で用意する） 

 応募要領 はがきかファックスに次の項目を記入して６月２０日必着で申し込む 

①場所・電話 ②名前（ふりがな） ③学校名・学年 

④９・１３路盤（午前）・１９路盤（午後）いずれかを明記 

 ⑤段級位・囲碁の先生 

 あて先  〒１９２－０３７１八王子市南陽台３－３－３ 八王子囲碁連盟 信江 峻 

      電話・ファックス ０４２－６７６－９８８８（問い合わせは午後６時以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご家族や近所で囲碁に少しでも興味を持っている子どもさんがいたら、ぜひ声をかけてみてください。 

 

◎「指導者」のための研修会 

    日 時  ４月１８日（木） ９時１５分～１１時３０分 

    場 所  東浅川保健福祉センター 第５集会室 

    講 師  倉内 満  日本棋院普及指導員 指導実績３０年、指導生徒数約１０００名 

     参加費無料、初心者の教え方を知りたいと思う方は直接会場へお越しください。 
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平成２４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 

野嶋孝征 ３段 石川 １５ ３６ １１ ７６．６ →４段 

根本 清 初段 大和田 １２ ２４ ８ ７５．０ →２段 

西村 宏 １級 長房 １６ ２６ １２ ６８．４ →初段 

（２）南大沢研修部 

氏名 段級 所属 出席日数 勝数 負数 勝率（%） 昇格 

今村茂光 初段 由木 １７ ３７ ５ ８８．１ →２段 

２．研修会後期大会 

（１）東淺川研修大会  平成２５年３月１６日 

 優  勝 準優勝 ３ 位 

Ａ 高取民治５段/川口→６段に昇格 松野 勲４段/中野 石井忠興５段/川口 

Ｂ 橳島正一初段/北野→２段に昇格 渡辺恵介２段/川口 小川 勝初段/大和田 

Ｃ 岡田禎浩１級/台町→初段に昇格 赤松 勝１級/台町 中込義弘２級/長房 

Ｄ 荒畑昭一４級/川口→３級に昇格 秋谷有宏５級/長房 金井大三朗３級/長房 

（２）南大沢研修大会  平成２５年３月２日・３月９日 

 優  勝 準優勝 ３ 位 

全員同一クラス 加藤謙一郎７級/由木→６級に昇格 小林三州初段/由木 今村茂光２段/由木 
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◎ 平成２５年度計画 

（１）第２３回活きいき囲碁地区大会 

開 催 日 共   催 会    場 

４月  ７日(日) 浅川 囲碁同好会 横山南市民センター   666-0031 

５月 １９日(日) 恩方    〃 恩方市民センター    652-3333 

６月  ２日(日) 元八王子  〃 元八王子市民センター  651-3960 

６月 １６日(日) 中野    〃 中野市民センター    627-6221 

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

７月 ２１日(日) 石川    〃 石川市民センター    642-0220 

８月 １８日(日) 台町    〃    台町市民センター    627-3808 

９月  １日(日) 由木    〃    由木中央市民センター  676-8123 

９月 １５日(日) 北野    〃 北野市民センター    643-0440 

１０月 １３日(日) 長房    〃 長房ふれあい館     669-1433 

１０月 ２７日(日) 川口    〃 川口市民センター    654-0722 

 

（２）第２回八王子市子ども囲碁大会    

 平成２５年 ６月２９日（土） 東浅川保健福祉センター 

（３）第６３市民文化祭囲碁大会       

平成２５年１１月 ３日（日） 東淺川保健福祉センター 

（４）第２４回八碁連囲碁大会  

３段以上  平成２５年１１月１７日（日） 東浅川保健福祉センター 

             ２段以下  平成２５年１２月  １日（日） 東浅川保健福祉センター 

（５）第１５回八碁連棋聖大賞囲碁大会    

平成２６年 １月２６日（日） 東淺川保健福祉センター 

（６）第２１回八碁連タイトル囲碁大会  平成２５年 ２月１６日（日） 東淺川保健福祉センター 

                                      

注1 タイトルは、八王子名人、八王子王座、八王子天狗とする。 

注2 参加有資格者は、地区同好会の平成２５年度前期、後期のタイトル獲得者とする。 

なお、王座及び天狗のタイトル戦については、タイトル獲得者が参加できない場合、あらかじめ 

届けのあった準優勝者の参加を認める。 

  

（７）地区囲碁同好会におけるタイトル大会 

   前期（4月～８月）と後期（９月～１２月）に分けて、各地区の名人（リーグ戦）、王座及び天狗 

（トーナメント）のタイトル戦を実施し、それぞれのタイトル者を決定する。前期は９月１５日までに、

後期は１月１５日までに、タイトル獲得者及び準優勝者名を八碁連広報担当理事に報告する。 
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（８）研修部 

    ①例会：原則として東浅川研修部は、毎月第２、３、４土曜日（午後１時～４時３０分） 

     南大沢は、毎月第１、２、４土曜日（午後１時～４時３０分） 

ただし、南大沢は、４月６日、５月４日は会場が南大沢市民センター第２会議室になります。 

    ②研修部囲碁大会は東浅川、南大沢合同で行いますが日時、場所とも未定です。 

    ③納会 東浅川、南大沢ともに 

     前期：平成２５年９月２８日（土）、 後期：平成２６年３月２２日（土） 

◎第１３回八碁連理事会報告 

日時  平成２５年２月２３日（土）９：００～１２：００  

 出席者 理事６名   

議案  1. 総会準備 

◎第１４回八碁連理事会報告 

日時  平成２５年３月２３日（土）９：００～１２：００  

 出席者 理事６名、新理事３名 

議案  1.新年度役割分担、引き継ぎ 

詰碁 

    白先刧（玄玄碁経）             前回解答                                

 

 

 

 

 

 

                                       白５で「い」とつけるのは黒６で刧、黒４で７ 

に打つのは白５のつけまで    

多摩森林科学園  森林環境の動植物の生態に関する施設。６００種６０，００本の樹木が植栽されてい

る「樹木園」の中に全国各地から集められた桜約１，５００本が植えられた「サクラ保存林」がある。 

２月下旬から４月下旬まで順次見ごろとなり長く楽しめる。４月になると山全体が桜の花でおおわれる。入

園料３００円（４月は４００円）。高尾駅北口から歩いて１０分。 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記  井山裕太本因坊がついに史上初の６冠（本因坊、天元、王座、碁聖、十段、棋聖）を達成

しました。残るは名人。これによって他の若手が刺激を受け、日本囲碁界のレベルアップにつながればと思

います。３月号で浅川大会のお知らせを忘れ、大変ご迷惑をかけました。また、今回からＡ４版に変わるこ

とになっていましたが印刷機の関係で出来ないことが分かりました。かさねておわび申し上げます。 

本年度もどうぞよろしくお願いします。（山縣） 


