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八王子囲碁連盟の目的
八碁敵も八王子市内に居住する囲碁愛

好者がJ匪碁を通じて親睦を図り、かつ、

健康を軸寺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。

私の碁　　　　　　　　　中野囲碁同好会副会長　濱中武夫

碁と全く無縁の環境に育った私が碁を初めて目にしたのが戦後の混舌がまだ残る昭和21年の当時10才の

時であった。

終戦により空襲などによる直接の生命の危険は無くなったものの食料難のため餓死者の新聞記事もみること

があった｝

予告なしの停電は毎日あり映画館で上映中に突然停電になり映写が中断されても観客咄嚢中電灯の薄暗い館

内のなかで辛抱強くあてのない送電再開を待つような状況であった。

私にとっては、平和がきたよ、とは言えても経済は極度に混乱し鷹然とした不安な時であった。

そんな暑い夏の日の午後唯一の楽しみであった近くの川に釣りにいく途中大きな農家の南庭に面した涼しげ

な座敷で老人二人が碁を打っている姿が楽しげで平和で別世界のように目に映った。

子供心に、いつか、あの二人のように何の憂いもなく碁を打てるようになりたいと思ったのであるが，その

後碁に接する機会がなく碁を覚えたのはそれから十数牢も経ってであった。

高校時代の友人が碁を始めたのを聞いて強引に仲間に入れてもらい、全くの初歩からのスタートでした

始めてみると優雅どころの話ではなく大石を取られての屈辱を毎日味わうこととなった

そんなある日、碁とは調和を追求して調和を破ることだ、という一文を目にしたそうか、このような気持

ちで打てば、楽しく優雅な時間を過ごせるのかと思ったが、いざ、碁盤に向かうと頭に血がのぼりトッタ、

トラレタのトリ碁となるのが常だった。

その後暫くして、「晴排雨読ではなく、晴耕雨棋」の人生を送りたいと言う言葉を耳にし、成程これが子供の

時日にした優雅な老人の心境だと納得し、よし私もと碁盤に向かうと依然として、勝てば嬉しい、負ければ



悔しい悪戦苦闘の喧嘩碁となるしまつであった。

ある日勝ったと思った碁を落とし情けない気持ちでボンヤリしていると突然女房に「あなたは、いいわれ

碁に楽しそうにでかけて、碁ってそんなに楽しいの」と言われギョッとしたそうか俺も女房からみればノ

ンビリ碁を楽しんでいるのである0もしかするとあの時の老人二人は深刻な場面であったのかもしれな叛

すると私も人からみれば碁を楽しみ平穏な人生を過ごしている唯の老人にすぎないと思った

であるなら、せめて碁は負けても悔いの無いよう全力を尽くし若々しい気持ちで打とうと決意して碁盤に

向かうのであるが、現実はボヤキボヤキの悔いだらけの碁になるのである。

それでも碁は面白い。

そして、止められな叛

碁には人を引きつけて離さない魔力のようなものがある。

これが、私の碁である。

第23由　活きい己薗碁大会のご薫内

由ホ大会

日時　　平成25年9月1日（日）受付　午前9時00分～9時灘分

会場　　由木中央市民センター（下柚木2－10－6　恥1676増123）

申込先　信江　峻　南陽台3－3－3　Tbl・馳Ⅹ　676－9随8

メーリレ　ナⅠ坦b鹿Ⅱ肥血聡jp

申込期限　8月18日

主催　　由木囲碁同好会

北野大会

日時　　平成25年9月15日（日）受付午前9時00分～9時測分

会場　　北野市民センター（北野町弘5－3　きたのタウン的レ7階　恥16舷側）

申込先　会長代理・笠原昭治　打越町飢5甘112鵬　恥1・馳Ⅹ　糾4－5723

メーソレ如1両i193恥珊eb．批加

申込期限　9月1日　　　　　　　　　　　　　　イ

主催　　北野囲碁同好会

両大会とも　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、入賞者にさま賞品を進呈しますも

申込方法　同好会の会長または代理がまとめて申し込んでください。



某23癖．活窒いき幽碁大会の結果

i対日　　6月30日（日）於横山南市民センター

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

30 �7 �2 �2 �4 �1 �2 �7 �7 �2 �1 �65 

A組　21名（5段～7段〉

優勝‥松本健彦‘石川／6段　準慶勝‥山本数英川口／6段　3位‥高索信幸浅川／6段

注：松本健彦6段　優防1回

B組　22名（2段～4段〉

優勝：尾池秀夫浅川／4段→5段　準優勝＝中村千秋浅川／3段　3位：網野修助浅川／3段

C紐　22名（5級～2段）

優防：甲斐正憲北野／2級→1級　準陰陽：一条幸吉北野／初段　3位‥根本清大和田／2段

棚　　7月7日（目）於大和田市民センター

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

18 �8 �3 �5 �6 �2 �8 �4 �6 �1 �61 

A級18名（4段～7段）

優勝‥金本好正石川／7段　準慶勝‥鈴木浩治大和田／6段　3位‥青山格大和田／4段

注：金本好正　7段での優勝1回

B組　22名（2段～4段）

優勝：山崎満大和田／3段→4段　準慶勝：中村靖　中野／3段　3位：舘野内茂北野／4段

C組　21名（5級～初段）

優勝：荒畑昭一川口／3級→2級準優勝‥福島きみよ　石肌レ2級　3位　‥仲渡英生石川／3級

石目　　7月21日（日）於石川市民センター

石川 �浅川 �恩方 �中野 �大和田 �ヨヒ野 �長房 �川口 �非会員 �7計 

22 �7 �4 �5 �7 �8 �2 �4 �3 �62 

A組　22名（5段～7段）

優勝‥柳豊太郎非会員／7段　準優勝：水野義嗣石川／5段　3位：松谷春夫非会員／7段

B組　22名（2段～4段）

優勝：平松降給石川／3段→4段　準優勝：田村覿／4段　3位：名取進長房／4段

C組18名（5級～2助

優勝：芦沢靖彦長房／初段→2段　準観捗：藤井定雄石川／5級　3位：川口洋大和田／初段



第才薗　八重手車手職塙轟
第2回ノ庄子市子ども囲碁大会が、6月29日出誹王子帯教育委員会生産スポーツ部長㍉天密克己氏、

東浅川保障福祉センタ十覿臣竹内恵子氏をお迎えして東浅川保鰍センターで行われました

参加者は32人で、昨牢の24人よりや牽増えました。

成繚　午前の部　9露盤ハンディなし

総当たり　参加4人

3勝　藤川獅琉（第10小1年）

13路盤　ハンディ戦、参加15人

3勝　S Ol‾二3線（▼　Hノ」、5年）、

田邁永遠22級廃川中1年）

午後の部19路盤　ハンディ戦　参加13人

3勝　坂本絹太郎5線（楓l仲2年）、

瀕下裕麻5級8卦il申2年）

◎青少年囲碁指導者の募集について

八碁連活性化実行委員（子ども教育担当）　　　　　　　廣島松治

日本の伝統封ヒ針つである囲碁を通して・幼掛か中学生と触れ合うことにより、楽しみながら礼儀・

作法を身に着け・ひいては、子どもの健全育成∴高齢者の生きがい対策にもつなげて行こうとの趣旨で、昨

年来、ノ頓遠として、青少年の画碁愛好者育成を素要謙転として取組むという寿針を打ち出しましたこれ

を受けて平成25年度八基準造園紐会において「地区同好会における青少年の育成指導について（1）各地区同

好会に青少年育成指導員を置き、入門者｛の指導を行なう0（2）地区同好会の青少年育成捧導者講習会を開催

する。」とめ決定をみております。

現在、既に囲碁指導者として児童館・学童保育所★小中学校等で活動されている方もおられま鶴そ野方

からも「囲碁を教えてほしいという依頼があった場叙即座に対応できるような指導者の韓織作りをしてほ

し叛」という要望もありま丁た

このことから、このたび仇王子囲茹恕蹄少年囲聯観を設置することになりました是私

この趣意に賛同し、多くの方の参加を纏いする次第です1　ノ

具体的な活動として、（1）東洩り保陸福祉センターで行う子ども囲碁教象⑲各地区囲碁同好会が市民をン

ターで行ケ地域の子ども嚇換象樋地域の小・中学校・児童館などでの囲碁教室｛出かけて教えて頂くこ

とになりま釆また、応募された方刺こは、具体的にどのように教えるかの講習会も開く予定や転

なお、各地区会長様宛には、この旨を記した趣意棚をすでに送付してありますのでご索医∴ご協

力を摘いする次第です。

／

4



8月の活蓋い己用散会（7月毒峨）

台町大会　　8月18日（日）申し込み8月4日（日）まで

訴舞い　去る7月7日（日）開催の活きいき大和田大会の際、履物を間違えて帰られた方が居られまも

サイズは26cm赤茶色の短靴です。お心あたりの方はご連絡下さし＼

連絡先　大和田同好会会長　井出道明　電話　042－644－7417

指稿

人間模様 浅川囲碁同好会　　池田　悟

人類の創出を考える時、歴史を播く事は大切である。八碁連の会報に今一度投稿したく「人間模様Jと題

して書いてみた自分でも漠然としたもので、他人様がもっと理解しにくいものだろう。そんな無責任なと

思われる方もおるだろう。私の甘さがそうさせているのは拒めない。人類は伺億年に遡る訳ですが、そんな

荒野の中で凶悪な大動物と闘い乍ら進歩を重ねてきた訳で実に偉大である。

先ず文字を作り皆が話し合い助け合い乍ら食を得る。やがて耕地によって食を調達し近代化へ進んだのだ

ろう。そして長い年月を経て恵まれた住みよい場所を開拓した時は流れ過酷な競争社会を招き寸暇を惜し

んで働かざるを得なくなったそのギャップを埋めるため芸術を文学を宗教、スポーツを共有する。専門家

でも多くの意見があり、私ごときには収拾出来ないので、本題に入りた叛

5月5日、野球の殿堂の地である東京ドーム後楽園球場へ行くチャンスを得たので、次男に付き添われて

会掛ヽ誌上を賑わせた国民栄誉賞楓日本の野球界に大きな貢献と実績を刻まれた、長島茂雄、松

井秀喜両氏とあって会蓼滴髄華やかさと言うよりも厳粛さを覚えたやがて会蓼′ヽお二人が現れると

鳴り止まぬ万雷の拍手、感動の一日でした

時、暫くして野球界に持ち上がった野球ボールの阻この辺の状況は省略して問題に対応のコミッショナ

ー側も、オーナー側も万全を果たさず，選手の動揺を恐れての事とは思うが残念である。まだ球界にはこの

ような開放されない一面があるのは嘆かわしい事でもある。

ボクシングや他の競技にも同様な面があるのかと考えさせられる。その責任の取り方が多くの場私今後は

このような事が二度と起こらぬよう万全を期したいが日本杜会の通例で、改善出来ない大きな要因でないの

わ，

5月1日と2日、震災後東北六県で鎮魂のための合同の祭りが昨年から始まり、今年は福島で開催されそ

の東北六魂祭に行って来た。

1日は郡山市、2日は福島市とそれぞれのメーン行事があり、沿道は人人人の波で賑わった六県から各々

花笠音頭、ネブタ、竿灯まつり、七夕、さんさ踊り、わらじ祭り、はたまたブラジ′レからサンベディズニ



ーランドからミッキーマウス等賛助出演があり、沿道が埋めつくされた

帰途、災害地の現状を知ろうと思い乍らも日程の都合で成し得なかった。復旧の実態は末だしと見られて

おり復旧が進んでこそ六魂祭の意義が革められるであろう。

二、三十年前と思うが代々木の国立競技場でかって陸上界を席巻したカーづレ・ルイスという名選手がおり、

この大会で百メートルとリレー、走り幅跳びに出場したと思う。スタート台に選手が並びスタートする瞬間

までグランドは水を打ったような静けさであったグランドと選手、フアンが一体化した見事な出来事であ

った。

このところ、将英と囲碁会に変動が起こっている。将浜界で常勝を誇った羽生氏と囲碁界の新星井山裕太、

フアンの関心も高く世剃こ通用するようだ。7月7日から国技の大相撲が始まる。早く日本人の横綱誕生を

願っているが期待した叛

2013年7月8日の新聞紙上に俳優松田由紀さんの記事が掲載されていた題して「核なき世界へ政治

の未来図描こうよ」一部割愛するが紹介した情「私も俳優なので政治的発言をしていいか最初は迷いました。

私は俳優である前に母だと強く感じた未来の子供たちのために生きていく場所を残さないと、それが大人

の役割だと思う。」（中略）

戦争反対核反対って表だって言えないが声に出さなくとも心の底では思っている人は多いですよね思う

人、声を上げる人が一人でも増えたら社会は変わると思う。

先日の東京都議選でも投票率46％程度、考えさせられますね）（聞き手・宮崎園子）

平成25年前半を川柳で振り返る　　　　北野囲碁同好会　安原明

光陰矢の如し。年のせいか早くも半年が経ちました。政府はアベノミクスによりインフレ2パーセントを達

成しようと懸命で九われわれ年金生活者は生活必需物資が値上がりするのは困りますが、雇用の確保や生

活保護世帯の増加を防ぐためには仕方がないのでしょうれ　日記代わりに作っている川柳をご一読下さ七㌔

1月　　　良き年となるを信じて賀状読む

鰻下り絶滅危惧種と指定され（日本ウナギ）

2月　　　限石が原発襲う春の夢

核実験ウラン無尽の国と言う　靴剖約

3月　　　街霞む黄砂の故かPMか

米国に米の譲歩を要求し（TPP）

4月　　　鯉たちがメタボに見えし水温む

手術してエレベーターの位置分かり　紺

5月　　　日銀はオセロゲームか様変わり（白川から黒田総裁）

傘寿でもヒマラヤ銅管すたくましさ（三浦雄一郎氏）

6月　　　恋人を連れてフランス大統簡

イの次はロハニ師イラン大統鋲



ああ79才、終戦記念日の夢 北野囲碁同好会　刀根　正樹

陶戦目　今かみしめる　母の愛』

不気味な川の夢を見た終戦記念日の夜であったD国破れて山河がひろがっていた空も大地も、山も田

畑も戦火の灰におおわれて、その中央を濃紺の小川がゆるやかに流れていた川べりの農家に人が集い、ラ

ジオに耳を傾けていた隅耐えがたきを耐え、しのびがたきをしの凋その沈痛な声は昭和天皇の玉音放送で

あった誰かが叫んだ『日本は敗けなこれから地獄の門が開く宅女は犯され男も子供も殺される』人々

は皆、声をあげて泣いた。

私は小川のほとりに腰をおろした水闇暗くにごり、人骨がただよい、川底は見えなかった母や妹はア

メ公に殺されるのかと思い、石を川面に投げたふと母の姿が、州lのかなたに見えた仏のような慈愛に

あふれた笑顔を見せたそして私は目覚めたあの小川は三途の川で、死んだ母があの世から呼んだのだと

思った。

『ボストンのマラソンテロ犯　移民歴』

ボストンマラソンに爆弾をしかけた兄乳ロシアのチェンチェンに育ち、またはるか東国のキスギスに流

され、更にアメリカの移民として漂流した

私は暗然とした移民の恵まれぬ、うっ屈した生活幕免それは太平洋戦争の末期、新潟の田舎に疎開し

た私の姿だった『疎開者』としていじめられ、抑圧されて悩んた当時、私は国民学校4年生で、体力も気

力も弱く沈黙し、うずくまり、泣いていた非行にも病気にも走らなかったのは、母の愛情が支えになった

からである。

『涼けさや　朝よくねむる　老いの夏』

『庭歩く　妻はのんびり　老いて行き』

この8月、ようやく79才となり、平均年令に手がとどいた思えば長く苦しい人生だった太平洋戦争

や病気で、命を失いかかったこと0南氷洋や北太平洋で働き、再三海に転落しかかったこと。最近は腎臓を

病み、糖尿も進んでいる0それでもここまで生きられたのは、天の恵みであろうと思う。

昨牢9月に隠居し、日々をのんびり暮ら丸もはや生死を超越した境地というか、地震も雷も、北鮮のミ

サイルもこわいと感じなし㌔

娯楽連の老人たちとの会話は味が深く、面釦㌔その人生で、豊かな経験を積み重ねている。碁を打つの

も楽しいが彼らとの会話はもっと奥深くて、楽しく味わいが軌、と、つくづく思う。

囲碁会場の隣に、八王子図書館の北野分室がある0いろいろの本を紐解き、古人の魂に触れて感動する。

日本対ヒの美しさは、囲碁の中にも息功、ていると思う。平凡でも至福な老後は、まさに読書や囲碁の中に

ある。

『図書館の歴史書歌集文庫本　はるばる来ぬる　人生を思う。』

『助平な　和泉式部が　われを呼び』



◎理事・第2次実行委具合同会議

日時　平成25年6月27日（木）9：00～12：00

出席者　理事6名、第2次実行委員5名

議案　1．子ども大会について

2．日本開院支部規約について

3．囲碁指導者連絡会について

◎第5回八碁連理事会

目時　平成25年7月27日（二D　9：00～12：00

出席者　理事5名

議案　1．子ども大会の反省

2．日本院支部について

3∴経理基準について

4．活きいき大会について

萬碁

黒先白死（玄玄碁経）　　　　　　前回（6月号）解答
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初級者向き

①、③、⑤の手順は是非

覚えてください。

富士森公園「平和の像」（台町）富士森公園は八王子市で最も古い公園で1896年（明治29年）

の開設になります。公都都軸榔象体育館、テテスコート、また富士山信仰の浅間神社が

あり、春は桜、夏は花火大会の会場として多くの市民に親しまれていま・れ

平成5年、公園の∵角に「平和の像」が建てられ、碑文には「八王子市は先の第2次世界大観こおいて大

きな戦禍を被り多くの尊い人命が犠牲になりました。このような悲惨なことが繰り返されないことを願って、

平和の象徴としてここに平和の像を建立します1」といった内容のことが書かれています。

編集後記　猛暑が続いています。みなさん、熱中症に負けないよう、体に気をつけて囲碁にはげ 

んでくださも㌔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼ 


