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多摩森林科学園の桜  （廿里町） 

http://homepage3.nifty.com/yasu1120/hatigoren.html                              

会長就任に当たって  

                              八王子囲碁連盟会長 南 正一郎 

 

「只今より、海外姉妹都市対抗囲碁大会を開催いたします。」とアナウン

スがあり、高雄市、泰安市、始興市より集まった囲碁仲間の対局が始まった。

勿論、八碁連主催である。こんな愉快な情景を時に想い浮かべることがあり

ます。 

先般の定例総会におきまして、八王子囲碁連盟の会長を仰せつかりました

南正一郎です。諸先輩が脈々と築いてこられた 25 年の歴史を持つこの八碁

連を引き継がせて頂くにつき、責任の重大さを身をもって感じている次第で

す。信江前会長さんをはじめ、先輩の方々のご助言と、新旧理事さん、同好

会の皆々様のご協力を得ながら進めて参りたいと考えていますので、よろし

くお願いいたします。 

前期までに、八碁連の活性化を狙った、いくつかの施策が緒に就きました。今期はそれらをいかに大きく

充実させていくかが一つの課題であります。が一方、実態は皆様の高齢化が否応なしに進み、ややもすれば、

それによる歪が出かけているようにも感じます。まずは、各同好会を率いて頂いている会長さんの生の声を

お聞かせ頂きながら、次に繋げて行きたいと考えています。 

 

 

 

 

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２６年度定例総会が開催されました 

 平成２６年度定例総会が、３月９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40名が参加して開催されました。 

 信江会長の挨拶に続いて、①平成２５年度事業報告 ②平成２５年度決算報告③平成２６年度事業計画案 

④平成２６年度予算案 ⑤提案事項等 ⑥平成２６年度役員等の改正案について、審議決定しました。 

タイトル囲碁大会については、①優勝だけでなく２位、３位も活きいき大会と同等にしてほしい②名人選

定にリーグ戦の条件をはずしてほしい等の要望があり、今後理事会で検討することになりました。 

次に、８段位昇段の祝辞と記念品の贈呈があり最後に、信江 峻会長、安西 実理事、山縣文雄理事の退

任挨拶と山田清志理事、望月毅士理事、井出道明理事の新任挨拶、南正一郎新会長の就任挨拶があり閉会に

なりました。 

 

提案事項 

提案事項が３件あり、これについて審議されました。そのうちの１項（八碁連規約の改定）及び２項（八

碁連段級位に関する規定の改定）については、ほとんどが２５年度総会で決定されたことを成文化したもの

です。この規約、規定は八碁連２５年史に全文が載っておりますが、新しく提案された事項もありこの要点

だけを下記します 

 

１． 八碁連規約の改定 

 （１）「八碁連研修部囲碁大会」を八碁連が主催する囲碁大会とすること 

（２）小学校児童及び中学校生徒を対象とする囲碁教室を開催することを推進するため「八王子囲碁連盟

青少年囲碁案内人（指導者）連絡会」を設置すること 

（３）八碁連の下部組織として、「日本棋院八王子囲碁連盟支部」を置くこと 

が条文として規約に書き加えられました。 

２．段級位に関する規定の改定 

 （１）市民文化祭囲碁大会も他の大会と同じに扱い５段以下で優勝すれば昇級・昇段、６段、７段での優

勝は昇段のための優勝回数に加算されます。 

 （２）６段からの昇段で活きいき囲碁地区大会では７段以上の者が参加の条件がなくなりました。 

 （３）７段からの昇格では通算６回の優勝となっていますが、平成２年度の大会以降と適用時期が明確に

なりました。 

３．南大沢研修部を南大沢同好会とする件 

  南大沢研修部が南大沢同好会になります。いままで由木同好会経由で由木同好会会員として八碁連会費

を納入していたため、名簿管理や会費納入の点での煩雑さがありました。南大沢同好会となることでこの

煩雑さが解消されます。活きいき大会については、当面由木同好会と合同で開催することになります。合

同開催については、他地区よりの参加者が混乱しないような運営をするよう要望がだされました。 
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※ 真田誠治さん、高本 衛さんが８段に昇段されました 

 

 

 真田誠次さん（浅川/７段）、高本 衛さん（台町/７段）は７

段で通算６回以上の優勝があり、八碁連段級位に関する規定第

７条 （７段からの昇格）に基づき、この度８段に昇格されま

した。 

 八碁連内規に従い、総会において昇段を祝い信江会長より祝

辞があり記念品が贈呈されました。 

 （写真の左が真田さん、右が高本さん） 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度八碁連役員（理事） 

                                              

前 年 度 か ら の 役 員           

新役員 

 

竹内朝晴（恩方） 松崎邦夫（川口）  山田清志（元八）  望月毅士（中野）  井出道明（大和

田） 

 

 

◎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２５年度末をもって退任された役員 

信江 峻会長（由木）、山縣文雄理事（北野）、安西 実理事（長房） 
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  第２４回 活きいき囲碁大会のご案内 

恩方大会  （主催 恩方囲碁同好会）  

日時  平成２６年４月２７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） 

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 ４月１３日 

元八王子大会  （主催 元八王子囲碁同好会） 

日時   平成２６年５月２５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  電話 ６５１－３９６０） 

申込先  会長 入山慧三 〒192-0153 大楽寺町 ４８９－３ 

           電話・ｆａｘ ６４９－５２２５  メール iriyamak@coral.ocn.ne.jp 

申込期限 ５月１１日 

 

２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郵送、ファックスまたはメールで申し込んでください。 

 

 

平成２５年度後期研修部大会の結果 

  ３月１５日  於 東浅川保健福祉センター 

Ａ組 １６名（２段～５段） 

 優勝：佐々木政治 由木/４段→５段  ２位：高橋俊之 長房/４段  ３位：平山 統 元八/３段 

Ｂ組 ２２名（初段～２段） 

 優勝：今村茂光 由木/２段→３段  ２位：中森久隆 由木/初段  ３位：白石好伸 台町/２段 

Ｃ組 ２２名（級位） 
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 優勝：赤松 勝 台町/１級→初段  ２位：金井大三郎 長房/３級  ３位：田中伸儀 台町/５級 

 

◎ 平成２６年度計画 

（１）第２４回活きいき囲碁地区大会 

開 催 日 共   催 会    場 

４月  ６日(日) 浅川 囲碁同好会 横山南市民センター   666-0031 

４月 ２７日(日) 恩方    〃 恩方市民センター    652-3333 

５月 ２５日(日) 元八王子  〃 元八王子市民センター  651-3960 

６月  ８日(日) 中野    〃 中野市民センター    627-6221 

６月 ２９日(日) 大和田   〃 大和田市民センター   645-8980 

７月 １３日(日) 石川    〃 石川市民センター    642-0220 

８月  ３日(日) 台町    〃    台町市民センター    627-3808 

８月 ３１日(日) 由木    〃    由木中央市民センター  676-8123 

９月 ２１日(日) 北野    〃 北野市民センター    643-0440 

１０月  ５日(日) 長房    〃 長房ふれあい館     669-1433 

１０月 １９日(日) 川口    〃 川口市民センター    654-0722 

    注 ５月１８日予定の元八王子大会は会場の都合がつかず５月２５日に変更になりました 

 

（２）第３回八王子市子ども囲碁大会    

 平成２６年 ６月２８日（土） 東浅川保健福祉センター 

 

（３）第６４市民文化祭囲碁大会       

平成２６年１１月 ３日（日） 東淺川保健福祉センター 

 

（４）第２５回八碁連囲碁大会  

３段以上  平成２６年１１月１６日（日） 東浅川保健福祉センター 

      ２段以下  平成２６年１１月 ３０日（日） 東浅川保健福祉センター 

 

（５）第１６回八碁連棋聖大賞囲碁大会    

平成２７年 １月１８日（日） 東淺川保健福祉センター 

 

（６）第２２回八碁連タイトル囲碁大会 

 平成２７年 ２月 ８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２６年度前期、後期のタイトル獲得者とする。 
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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。 

 

（８）研修部 

    ①例会：原則として毎月第２、３、４土曜日（午後１時～４時３０分） 

    ②研修部囲碁大会：日時未定（会場は東浅川保健福祉センターです） 

    ③納会 

     前期：平成２６年９月２７日（土）、 後期：平成２７年３月２８日（土） 

 

 

◎第１４回八碁連理事会 

日時  平成２６年２月２２日（土）９：００～１２：００  

 出席者 理事５名、 

議案  1.平成２６年度定例総会準備 

 

 

◎新旧合同理事会（旧：１５回、新：１回） 

日時  平成２６年３月２２日（土）９：００～１２：００  

 出席者 新旧理事９名、 

議案  1.タイトル大会実施要領の確認 

    ２.退任慰労の件 

    ３.引継ぎと職務分担等 

    ４その他 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記  

 今回から松崎が担当することになりました。２５年度は会計、２６年度は広報と、ともに初めての経験

です。パソコンの勉強にもなると感謝しております。気配りの行き届かないことがあると思いますが不備

な点、ご希望等あればお聞かせください、努力します。（松崎） 
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