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首都大学東京 （南大沢） 

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

日本棋院八王子支部設立に向けて 

 

浅川囲碁同好会長  望月成一 

 桜花爛漫の春、新年度がスタートした。 

今年の囲碁界は注目の棋聖戦で始まった。井山裕太挑戦者（23）が張栩棋聖（33）を撃破。初の六冠を達成

する。伊豆市にある「玉樟園新井」の会場にいた報道陣の質問に若き王者は顔を紅潮させながら「名に恥じ

ないように、これからも勉強していくだけです」と謙虚に語る。井山新棋聖は父・裕さん（50）が買ったテ

レビゲームで五歳の頃から腕を磨き始め、祖父・鉄文さんから子守歌代りに囲碁の逸話を聞かされながら育

ったという。アジアに日本を代表する若者が誕生し大変うれしい。 

今年はうれしいことに創立２５周年を迎える記念すべき年である。 

それに呼応するかのように日本棋院八王子支部設立が３月総会で全員賛成で決まった。 

秋の本部囲碁大会は全員皆で大いに祝福したいと思います。 

連盟の高齢化の進む中で青少年の育成を大きなテーマに掲げながら支部設立を機に新星八碁連の第一歩を踏

み出したい。 

 最近の厚生労働省の研究所の発表によると２０４０年の２７年後は推計人口が１６．２％減少、６５歳以

上の高齢化率は３割超という。既に我々は現存しないがその時の世の趨勢、八碁連の姿を空の上から見守り

たい。 

 私は残された少ない人生を世のため、人のため、八碁連のため微力ながら尽力し流星の如く散って消えた

い。 

 

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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第２次実行委員会 委員きまる 

懸案事項の対策を講じ、実行する提案を纏めるため、委員が選任されました。 

委員長 信江峻（由木）   副委員長 南正一郎（浅川） 

委 員 望月誠一（浅川）、三浦和夫（元八王子）、磯部信広（中野） 

端山昌夫（台町）、廣島松治（川口） 

担 当 （１）青少年教育、子ども大会             信江、廣島、端山 

    （２）２５周年記念誌及び規約の整備          磯部、三浦、廣島 

（３）日本棋院支部設立                   望月、南 

（４）研修部の見直し                  端山、南 

定例会  毎月第４木曜日午前 

 

 

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） 
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    第２３回 活きいき囲碁大会のご案内 

  元八王子大会 

日時   平成２５年６月２日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会場   元八王子市民センター（上壱分方747-1 Tel 651-3960） 

申込先  会長・入山 慧三 大楽寺町489-3 Tel・Fax  649-5225 

申込期限 ５月１９日 

中野大会 

日時   平成２５年６月１６日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会場   中野市民センター（中野町2726-7 Tel 627-6221） 

申込先  会長・望月 毅士 みつい台2-30-11  

Tel・Fax 691-4192   メール motiduki@joy.ocn.ne.jp 

申込期限 ６月２日 

浅川大会 

    ４月７日（日）に予定されていた大会が強風のため延期となりました。 

    改めて申し込みをしてください。 

日時   平成２５年６月３０日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会場   横山南市民センター（椚田町137-3 Tel  666-0031） 

申込先  会長・望月 成一 初沢町1227-4-A-522 Tel・Fax  663-9758 

申込期限 ６月16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10級以上の囲碁愛好者 

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。 

申込方法 同好会の会長を通して申し込んでください。 
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◎平成２５年度役員 

八碁連理事   

役 職 氏 名 郵便番号 
住   所 電話番号 

Eメール FAX 

会  長 信江  峻 192-0371 
南陽台3-3-3 676-9888 

t-nobue@mxz.mesh.ne.jp 同上 

理 事 
南 正一郎 193-0834 

東浅川町567-309 663-5446 

（副会長・総務担当） shominami03@yahoo.co.jp 同上 

理 事 
山縣 文雄 192-0912 

絹ヶ丘3-39-14 676-9298 

（広報 担当） fumio8106@nifty.com 同上 

理 事 
松崎 邦夫 193-0801 

川口町2155-2 654-5763 

（会計 担当） matu920jp@yahoo.co.jp 同上 

理 事 
竹内 朝晴 192-0154 

下恩方町911-3 651-1247 

（競技 担当）  同上 

理 事 
安西  実 193-0931 

城山手1-14-6 663-6212 

（会場・用具担当）  同上 

 

同好会会長 
   

地  区 氏 名 郵便番号 住  所・メール 電話・fax 

淺 川 望月 成一 193-0845 初沢町1227-4-A-522 電・fax 663-9758 

恩 方 吉沢  實 193-0816 大楽寺町456-19 電・fax 624-5249 

元八王子 入山 慧三 193-0816 大楽寺町489-3 電・fax 649-5225 

中 野 望月  毅士 192-0014 
みつい台2-30-11 

motiduki@joy.ocn.ne.jp 
電      691-4192 

大和田 井出 道明 192-0045 大和田町7-17-6 電・fax 644-7417 

石 川 松本 健彦 192-0023 
久保山町2-33-16 

ken.matsumoto@tbtt-com.ne.jp 
電・fax 691-8343 

台 町 高本  衛 193-0931 
台町4-44-13-1202 

takamoto-1@ab.auone-net.jp 
電・fax 667-7432 

由 木 市谷 智雄 192-0363 北野台1-40-12 電      638-8777 

北 野 刀根 正樹 192-0912 絹ヶ丘1-62-4 電      635-7749 

長 房 小田  辰郎 193-0823 横川町42-89 電・fax 623-0252 

川   口  辻  日出男 193-0803 楢原町1086-3 電・fax 624-4344 
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特別任務委嘱者(1) 

担当業務 氏 名 郵便番号 
住   所 

電話番号 
Eメール 

ホームページ 中村 靖 192-0041 
中野上町5-29-4 622-2328 

yasusina@nifty.com   

賞状記名 荒井 正 192-0153 西寺方町1006-282 651-1267 

市民囲碁大会 望月 成一 193-0845 初沢町1227-4-A-522 663-9758 

研修統括 端山 昌夫 193-0832 散田町3-3-21 663-8753 

指導者統括 倉内 満 193-0801 川口町2864-4 090-7282-2234 

     

特別任務委嘱者（２）こども囲碁教室・初心者教室講師 

  氏 名 郵便番号 住  所 電話番号 

大人入門コース 

 

 

 

 

三上 靖宏 193-0931 台町3-22-121 625-9529 

真田 誠次 193-0833 めじろ台3-12-1 663-5107 

下重 利雄 193-0942 椚田町1214-1-815 664-3251 

端山 昌夫（責） 193-0832 散田町3-3-21 663-8753 

鈴木 信義 193-0826 元八王子町1-242-65松子舞団地6-9 664-1440 

子ども囲碁教室        

佐藤 義廣（責） 192-0906 北野町61-11 644-2140 

河津 秀雄 192-0906 北野町166-2 642-1406 

小沢美智子 193-0823 横川町106-6 625-3662 

小沢 公夫 193-0823 横川町106-6 625-3662 

初心者教室 

  

端山 昌夫（責） 193-0832 散田町3-3-21 663-8753 

真辺 保幸  192-0154 下恩方町1733-1 651-3535 

相談役・技術顧問・指導員  

役 職 氏 名 郵便番号 住   所 電話番号 

相談役 三浦   浩 192-0042 中野山王1-14-1 622-4664 

 

技術顧問 

 

名取豊彦（顧問会会長） 193-0826 元八王子町3-2750-150 666-0520 

荒井良夫（研修部長） 193-0934 小比企町1053-28 635-5182 

杉下  勇 193-0826 元八王子町3-2750-684 665-1660 

林 則文 192-0916 みなみ野2-5-9 632-4126 

鈴木信義 193-0826 元八王子町1-242-65松子舞団地6-9 664-1440 

 神宮寺敏郎（東浅川） 193-0942 椚田町562-16 663-6931 

指導員 

 

高本  衛（東浅川） 193-0931 台町4-44-13-1202 667-7432 

大場芙美夫（南大沢） 192-0363 別所1-48-1-3-604 675-5167 
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研修部     

役 職 氏 名 郵便番号 住  所 電話番号 

研修統括 端山 昌夫 193-0832 散田町3-3-21 663-8753 

研修部長 荒井 良夫 193-0934  小被企町1053-28 635-5182 

東浅川事務長 野嶋 孝征 192-0032 石川町897-14 645-8378 

南大沢事務長 中森 久隆 192-0375 鑓水2-81—2-1-207 670-0153 

     

 

◎「指導者」研修会報告 

八碁連実行委員  廣島 松治 

 

4月18日、倉内満日本棋院普及指導員による指導者のための研修会が東浅川保健福祉センターで開催さ

れ、各地区同好会（2～3名）から計3１名が受講されました。さすがは30年の指導ノーハウと優れた教材

の提供による講義内容は実に判り易く素晴らしい内容でした。 

このたび八碁連活性化実行委員会では、囲碁指導

者会を設置し、東浅川保健福祉センターのみならず

各地区囲碁同好会においても囲碁教室の開催、また

地域の小・中学校、児童館・学童保育所などから囲

碁指導の要請があれば対応していく。そのための組

織・体制を整えることとしました。 

そこで今回受講された方には指導者会に所属しご

協力をいただくようお願いしたところであります。

そして今後も引き続き倉内先生には研修会をお願い

し、指導者がさらに100名、200名と増え、より充

実していくことをねがっております。 

倉内先生から紹介のあった「教うるは学ぶの半ば」の諺は、囲碁を楽しむ傍ら、教えながら自らも学べる

ということのようです。まさに「一挙両得」ではないでしょうか。 
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投稿   もののけの春、囲碁の祈り       北野同好会 刀根正樹 

 

 『もののけも なにやらいとし 梅の花』                           

 庭の紅梅が満開である。メジロがうれしそうに枝を渡る。梅が何やら叫んだ。私は目まいを覚え

た。ようやく春が姿を現した。この冬は寒さが厳しく、心身にこたえた。不吉な出来事も、世界で

続いた。 

 『あの世から にらむ目玉や 団十郎』 

 夢にもののけが出た。白く光る異様な目玉が現れ、私をにらんでいた。団十郎は私よりも若くし

て、旅立った。白血病でも働き過ぎていた。私もまた７８才までサラリーマンをつとめ、腎臓をこ

わした。今年また北野会長に再任になり、健康に自信がなく、かような過酷な運命は、何やらもの

のけのたたりの気もした。家族は反対した。私は追いつめられ、酒に走り、ひらきなおって、いっ

そもののけの真似事をしようかとふと思い、気が楽になった。 

 『東風（こち）吹かば にほいおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ』 菅原道真 

この歌を聞いた梅の木は、空を飛び、九州大宰府の道真のもとへ行ったという『飛び梅』の伝説が

ある。梅にはもののけが宿るらしい。わが家の紅梅は血の色に見え、地獄の業火のように燃えさか

っている。この木はどこから飛来したのか。植木屋はその素性を語らなかった。花は私に語る。『今

日までお世話になり、育てていただき有難う。この厚化粧の田舎くさい花でも、一生懸命に咲き、

あなたをお慰めしようとつとめています。どうか長生きしてね、。そして北野の天神様にも、たま

にはお参り下さいな』 

 春の日を浴びながら、私は団地の坂を下り、湯殿川の橋を渡って、北野天神社にむかう。桜が少

し咲いている。『落花の雪に踏み迷う、北野の春の桜狩り。モミジの錦着て帰る 野猿峠の秋の暮』 

 北野天神は、京都市上京区馬喰町の北野天満宮の流れをくむ。祭神は菅原道真。学問詩文の神で

あり、また怨霊のたたり伝説もある。北野天神縁起では、道真を失脚させ、九州大宰府に流し、死

に追いやった政敵藤原一族に、道真の怨霊が雷神となって、たたりをなしたとある。 

 北野天神の境内に入る。梅や桜があでやかに咲き、その中にもののけのごとき御神木がそそり立

ち、あたりを圧している。彼らは私を見て、にやりと笑った。私は神木の幹に、左手の掌をあてた。

すがすがしい生命の気が、私の体内に流れ込んでくる。 

 市民センターの前に立つと、餌のパンを与えている鳩が飛来し、私の肩や腕、帽子にまでとまり、

うれしそうに羽ばたく。愛らしきもののけの仲間ではある。 

市民センターの七階、八碁連の碁会に行く。ここには人間ばかりではなく、天狗もいれば、ナマハ

ゲもいる。河童や座敷ワラシのごとき老人もいる。石を打つ音が、名僧の読経のごとく、人々の心

にしみ渡る。 

『願わくば 花の下にて まだ生きる 長寿の石心 もののけの友』   了 
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◎第１回八碁連理事会 

日時  平成２５年４月２７日（土）９：００～１２：００  

 出席者 理事 ６名   

議案  1. 第２次実行委員会の報告 

       青少年、日本棋院、規約、研修部 

     2. 子ども囲碁大会の準備 

    3. 青少年育成指導者の養成 

        4. 同好会会長宛発信文書の確認 

    

詰碁 

   白先黒死        前回解答 

 

黒先刧    

 白１の手で２と打つのは黒に１と     

 はねられて手にならない。 

 白１の手で３にさがるのは１のコスミで            

 活きられる。１の点が急所。             

 

 

首都大学東京（南大沢）  平成１７年（２００５年）に都立大学、都立科学技術大学、都立保健科学大

学、都立短期大学を再編・統合した東京都の公立大学。南大沢駅から徒歩５分。 

八王子市には公立の小学校が７０校、公立の中学が３７校、高校は公立、私立合わせて２０校、短期大学

は５校、大学が１８校あります。高校の数と大学の数がほとんど同じところは他にないのではないかと思い

ます。さて、この中で囲碁教育、囲碁のクラブ活動、サークル活動を行っているところはどれくらいあるの

でしょうか。 

 

 

 

 

 

編集後記  ４月の浅川の活きいき大会は残念ながら強風のため延期されましたが、いよいよ暖か

くなってこれから同好会の活動も活発になることと思います。各地区の活きいき大会の参加者が

増えることを願っています。 


