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北野天満社（北野） 

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

囲碁を楽しむ 

                           恩方囲碁同好会会長  吉澤 實 

 

 「囲碁を打つ仲間が増えてくれたら嬉しい］そんな気持ちはいつも持っていた。そのため初心者の講師を

依頼されたとき軽い気持ちで引き受けていた。そして今、入門囲碁講師となって三年目に入った。 ２０名

の受講生に対して年間１８回の講座である。当初６０歳を超えて初めて囲碁に出会った人たちが大半であっ

たため、資料作りに四苦八苦した。（もちろん今もであるが）、日本棋院に行き「まんが囲碁教室」という入

門から上級までのテキストを数冊購入し、準備した。 

 心がけたのは、以前出会った「難しいことを、より易しく、易しいことをより深く、深いことをより愉し

く」というとても気に入っていた言葉のように、何とか楽しい講座にしたいと願っていた。以来、教材を増

やし整えるのに本を読んだり、新聞に載っている記事を集めたりしている。 

 だが、しかしである。教材もさることながら、講義の時間の長短、実戦をいつ始めたらよいのか、なかな

か流れがつかめないまま過ごしてしまった。そんな苦労話を恩方の先輩に話したら資料を一部分けてくださ

った。さっそく今年の講座から使用でき大変たすかった。それでも２回の講座で終わってしまった。 

 これからは今までの資料を使いながら教えていこうと考えていた矢先、４月に行われた八碁連主催の［指

導者のための研修会］で初心者の教え方の会があり参加した。この講演の中で特に印象に残った言葉を挙げ

てみたい。 

 I.教えることは、アタリ・コウ・陣地の多いほうが勝ち・打ってはいけないところがある・などのルール

だけであとはあえて教えようとはしない。 

 2.強くなるには自分で勉強すること。 

 3.「教えてください」と来た人には教える。 

 ４.あとは実戦をさせる。 

 5.決め打ちを３０手ほどして、そのつづきを打たせる。などであった。 

 このほかにもずいぶん役に立った話は多かった。有意義な話をたくさん聞けてこれからの講座に役立てて

いきたい。一人でも多くの囲碁ファンが生まれることを願って。 

 

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。 

 

６月号  第２６２号 
 

発行日  平成２５年６月1日（土）  

発行所  八王子囲碁連盟 

住 所  八王子市南陽台３－３－３ 

電 話  ０４２－６７６－９８８８ 

発行者  信江  峻 

編集者  山縣  文雄 
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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 住所・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） 

 

 

 

◎「第２回子ども囲碁大会」実行委員会報告 

  「第２回子ども囲碁大会」の実行委員会が５月１４日（火）、東浅川保健福祉センターで開かれ、 

役割分担、当日の大会次第、事前準備等について話し合われました。 

 

   実行委員長   八碁連会長    信江 峻 

   副実行委員長  第２次実行委員  望月 成一 

   実行委員    理事       南正一郎、山縣文雄、松崎邦夫、竹内朝晴、安西実 

           第２次実行委員  廣島松治、端山昌夫 

           子ども囲碁教室  佐藤義廣、河津秀雄、小沢美智子、小沢公夫 
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    第２３回 活きいき囲碁大会のご案内 

 大和田大会 

日時   平成２５年７月７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5-9-1  Tel  645-8980） 

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２３日 

石川大会 

日時   平成２５年７月２１日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会場   石川市民センター（石川町438   Tel 642-0220） 

申込先  会長・松本 健彦 久保山町2-33-16   Tel・Fax 691-8343 

                メール  ken.matsumoto@tbtt-com.ne.jp 

申込期限 ７月７日 

２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。 

  

第２３回 活きいき恩方囲碁大会の結果 

５月２０日(日)  於 恩方市民センター  

参加者       

 

 

Ａ組 １８名（５段～７段） 

優勝：金本好正 石川/６段   準優勝：上野純親 浅川/６段  ３位：松本健彦 石川/６段 

Ｂ組 １８名（４段、５段） 

優勝：濱田英嗣 川口/４段→５段  準優勝：苫米地憲昭 恩方/５段 ３位：横山 毅 恩方/５段 

Ｃ組 ２０名（初段～４段） 

優勝：溝呂木久雄 恩方/３段→４段  準優勝：藤本淳雄 元八王子/初段 ３位：真辺保幸 恩方/３段  

Ｄ組 １８名（初段以～５級） 

 優勝：長谷山敏幸 大和田/１級→初段  準優勝：中川寿夫 大和田/初段 ３位：小川勝 大和田/初段 

 

恩方 浅川 元八 中野 大和田 石川 北野 長房 川口 非会員 合計 

３２ ９ ４ ２ ６ ３ ３ ６ ４ ６ ７４ 
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   ６月の活きいき囲碁大会（５月号掲載） 

   元八王子大会   ６月 ２日（日）  申し込み終了 

   中野大会     ６月１６日（日）  申し込み ６月 ２日（日）まで 

   浅川大会    ６月３０日（日）  申し込み ６月１６日（日）まで 

 

 

○訂正とお詫び 

  次の件について訂正をお願いします。 

八碁連だより５月号 

訂正する所 正 

p.4 会長住所 台町3-22-1-121 南陽台3-3-3 

p.4 中野同好会会長 望月毅士 電・fax faxなし 

p.4 台町同好会会長 高本衛住所 台町4-44-13-1202 

p.5 指導員 高本衛住所   上に同じ 

p.5 指導員 追加 塚原和利（長房） 〒193-0824 

  住所 長房町200-46  電話 664-5580 

p.6 研修統括 端山昌夫電話 663-0832 663-8753 

p.6 東浅川事務長 大房 賢次 野嶋孝征 〒192-0032 住所 石川町897-14 

          電話 645-8378 

 

八碁連会員名簿（各同好会２部配布） 

訂正する所 正 

p.1中野同好会会長 望月毅士 電・fax faxなし 

p.1 台町同好会会長 高本衛住所 台町4-44-13-1202 

p.2指導員 高本衛住所   上に同じ 

p.2 大人入門コース 三上靖宏住所 台町3-22-1-121 

p.2指導員 追加 塚原和利（長房） 〒193-0824 

  住所 長房町200-46  電話 664-5580 

p.3,p.20,p.24 廣島松治電話 697-8696 

p.6 研修統括 端山昌夫電話 663-0832 663-8753 

p.6 東浅川事務長 大房 賢次 野嶋孝征 〒192-0032 住所 石川町897-14 

          電話 645-8378 
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八碁連会員現況（平成２５年４月１日現在） 

 地区同好会会員数                年齢別構成           段級別人数 

地区同好会 会員数 研修部  年齢 人数  段・級  人数 

浅川 50 東１３  ９５～ 1  ７段 30 

恩方 42 東 ８  ９０～ 3  ６段 50 

元八王子 23 東１２  ８５～ 23  ５段 43 

中野 19 東 ２  ８０～ 78  ４段 57 

大和田 30 東 ９  ７５～ 117  ３段 45 

石川 29 東 １  ７０～ 107  ２段 42 

台町 39 東１０  ６５～ 48  初段 40 

由木 33 南２１  ６０～ 12  １級 25 

北野 54 東 ３  ５５～ 3  ２級 18 

長房 45 東１８  ５０～ 1  ３級 24 

川口 29 東 ６  計 393  ４級 4 

  393      ５級 10 

東浅川研修部 82   平均年令 ７６歳  ６級 1 

南大沢研修部 21      ７級 3 

       ８級 1 

        393 

年齢別構成 

  

段級別人数 

 

0

50

100

５０～ ５５～ ６０～ ６５～ ７０～ ７５～ ８０～ ８５～ ９０～ ９５～ 

0

20

40

60

７段 ６段 ５段 ４段 ３段 ２段 初段 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 



 6 

◎第３回八碁連理事会 

日時  平成２５年５月２５日（土）９：００～１２：００  

 出席者 理事 ６名   

議案  1.第２次実行委員会のグループ報告 

      青少年教育、日本棋院設立、規約改正、研修部 

     2.子ども囲碁大会準備 

   3.囲碁指導者会 

        4.日本棋院 

5.経理その他 

    

  訂正 ４月号第１４回八碁連理事会報告を第１回に５月号第１回八碁連理事会を第２回に訂正させて

いただきます。 

詰碁 

   白先刧（玄玄碁経）    前回解答 

白１のおきは絶対。ここに黒に打

たれると黒活き。 

黒２のあと３につける手が好手。 

白９のあと黒いととっても９にほ

うりこんでかけめ。 

黒６のとき、９に打つと白は８に                          

打って両あたりになる。白はこれが 

ねらい。 

 

北野天満社（北野）  創建の時期ははっきりしていませんが、京都北野天満宮をこの地に勧請し、北野

の地名となったといわれています。学問の神様といわれる菅原道真を祀った神社は太宰府天満宮（福岡県）、

北野天満宮（京都）をはじめ全国に12,000からあるようです。八王子市にも他に高尾天神（初沢町）、天神

神社（梅坪町）などがあります。 

 

 

 

 

 

編集後記  ５月号、会員名簿とミスを重ねて申し訳ありませんでした。名簿のミスにお気づきの

かたはお知らせください。子ども囲碁大会への参加の呼びかけにご協力ください。ご自分のお孫

さんを連れて参加してみませんか。 

 


