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首都大学東京 （南大沢） 

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

南大沢研修会から同好会へ 

 

南大沢囲碁同好会々長  中森久隆 

 

南大沢地区はご存知のように、多摩ニュウタウン３０万都市開発事業の最終地区として作業が進められて

いましたが、平成３年バブルの崩壊により住宅建設は５丁目のベルコリーヌ団地を最後に民間に、平成８年

駅周辺の公共施設（支所、文化、市民、保健福祉等の各センター）の竣工により一連の区切りとなりました。 

それまで噂されていました、八王子市のチベットも改善されたかに思えたのですが、市の中心部への公共交

通機関も便利なようで時間を要します。 

公共施設の駐車場も他地区のような無料の場所が無くマイカーの利用もままなりません。 

この様な環境の中で公共施設の業務開始に合わせ研修部が級位者（定員３６名）を対象に南大沢研修部研修

会が発足しました。当初から数年間は順調に運営されていましたが、他の同好会からの入会者は１人も無い

上に退会者も出始め、研修会独自で会員募集を始める事態となりました。 

会員の減少に伴い規約による内部の昇格昇段も同好会に比較して甘いのではとの批判も聞かれるようになる

と共に内規による縛りも見られるようになり、一時は脱会も考慮に入れてはとの意見もありましたが、諸先

輩のご指導と独自募集の効果も出始め入会者が見られるようになりました。昨年１０月研修会場の件でグル

ープでの入会者１０数名が決まり、それまで議論されていた同好会への昇格が現実味を帯びて来ました。 

２６年３月９日定例総会に於いて南大沢囲碁同好会が承認されました。 

今後高齢者の方が健康で囲碁を通じて憩いの場所となる様努める所存です。皆様方の一層のご支援ご鞭撻を

宜しくお願いします。 

 

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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第３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・八王子市教育委員会   

   日本棋院 

協力 八王子市東浅川保健福祉センター 

 日 時  平成２６年６月２８日（土） 

 受 付  ９時１５分   ９・１３・１９路盤競技者  

（但し、９・１３路盤の競技は午前中で終了） 

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 

 競技資格 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（昼食は各自ご用意ください） 

 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・電話番号 ②名前（ふりがな） ③学校名・学年 

④９・１３・１９路盤いずれかを明記 

 ⑤段級位・囲碁の先生 

 あて先  〒１９３－０８３４八王子市東浅川町５６７－１－３０９ 

 八王子囲碁連盟会長 南 正一郎 

   電話・ファックス ０４２－６６３－５４４６（問い合わせは午後６時以降） 

 

 第２１回タイトル囲碁大会の結果 

  タイトル囲碁大会が3月29日（土）に開催されました。決勝戦は、名人・王座・天狗とも 

 ７段対２段の対戦となりました。こんなことは珍しいことです。結果はすべて７段が勝ちました。 

 

 

 

 

 

 

参加者（５２名） 優  勝 

名人戦（１５名） 吉澤 實７段/恩方 

王座戦（１９名） 吉田 旭 ７段/浅川 

天狗戦（１８名） 坂本勝雄 ７段/石川 
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     第２4回 活きいき囲碁大会のご案内 

   

中野大会 

日時   平成２６年６月８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  691-4192  メール motiduki@joy.ocn.ne.jp 

申込期限 5月２５日 

大和田大会 

日時   平成２６年６月２９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1５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２４回 活きいき囲碁大会の結果 

 浅川   ４月６日(日)  於横山南市民センター 

 

  参加者 

 

Ａ組 ２１名（５段～７段） 

優勝：吉田 旭 浅川/７段   準優勝：坂内秀三 浅川/５段  ３位：塚原和利 長房/７段 

浅川 恩方 元八 中野 大和田 石川 台町 由木 北野 長房 川口 南大沢 非会員 合計 

２２ ４ ０ ２ ７ ０ ２ ０ ４ １０ ４ １ １ ５７ 
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Ｂ組 １９名（２段～４段） 

優勝：横内廣隆 浅川/４段→５段  準優勝：大房賢次 長房/２段 ３位：� 永満雄 浅川/４段 

Ｃ組 １７名（５級～初段） 

優勝：赤松栄一郎 長房/４級→３級  準優勝：福山 昭 長房/５級 ３位：藤田 昭 北野/３級  

 

平成２５年度昇格者 

ＮＯ 
地区同好

会 
氏 名 

昇格後段

級 

昇格をきめた大会等 

活きいき大会 八碁連 タイトル 研修部 その他 

1 浅川 尾池秀夫４段 ５段 浅川         

2 ↑ 梶原和夫４段 ５段       ○   

3 ↑ 吉永満雄３段 ４段 長房         

4 ↑ 中村益大２段 ３段   ○       

5 ↑ 真田誠次７段 ８段         ○ 

6 恩方 溝呂木久雄３段 ４段 恩方         

7 元八王子 知沢吉雄４段 ５段 元八         

8 ↑ 野口勝彦初段 ２段       ○   

9 中野 森本康男３段 ４段    中野          

10 ↑ 野口裕司１級 初段 中野          

11 ↑ 野口裕司初段 ２段 台町         

12 ↑ 望月毅士４段 ５段   ○       

13 大和田 長谷山敏幸１級 初段 恩方         

14 ↑ 山崎 満３段 ４段 大和田         

15 ↑ 青山 格４段 ５段 北野         

16 ↑ 川口 洋初段 ２段 北野         

17 ↑ 井出道明２段 ３段 川口         

18 石川 金本好正６段  ７段 恩方・中野         

19 ↑ 平松隆治３段 ４段 石川         

20 台町 高本 衛７段 ８段         ○ 

21 ↑ 赤松 勝１級 初段       ○   

22 由木 佐々木政治４段 ５段       ○   

23 ↑ 今村茂光２段 ３段       ○   

24 北野 甲斐正憲２級 １級    浅川         

25 ↑ 稲葉重雄５段 ６段 北野         

26 ↑ 一条幸吉初段 ２段 長房         

27 ↑ 高野道行５段 ６段  ○    

28 ↑ 鈴木賢一２段 ３段  ○    
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ＮＯ 
地区同好

会 
氏名 

昇格後段 

級 

昇格をきめた大会 

活き活き 八碁連 タイトル 研修部 その他 

29 長房 芦沢靖彦１級 初段 元八         

30 ↑ 芦沢靖彦初段 ２段 石川         

31 ↑ 吉野卓也４級 ３級       ○   

32 ↑ 矢野英１級 初段   ○       

33 川口 濱田英嗣４段 ５段 恩方         

34 ↑ 荒畑昭一３級 ２級 大和田         

35 ↑ 斉藤三男１級 初段 由木         

36 ↑ 田中秀司３段 ４段 川口         

真田誠次８段 八碁連6,14,18,23,24名人7,8,9,11,12,17活きいき大会12,13浅川 

高本 衛８段 八碁連22  名人21  王座20  棋聖13,25  活きいき大会24.25長房 

     
（数字は優勝した平成年度） 

 

◎平成２６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 南 正一郎 193-0834 
東浅川町567-1-309 663-5446 

shominami03@yahoo.co.jp 同上 

理 事 
望月  毅士 192-0014 

みつい台 2-30-11 691-4192 

（副会長・総務担当） motiduki@joy.ocn.ne.jp 
 

理 事 
松崎 邦夫 193-0801 

川口町2155-2 654-5763 

（広報 担当） matu920jp@yahoo.co.jp 同上 

理 事 
井出 道明 192-0045 

大和田町7-17-6 644-7417 

（会計 担当） 
 

同上 

理 事 
竹内 朝晴 192-0154 

下恩方町911-3 651-1247 

（競技 担当） Tomoharu1942@gmail.com 同上 

理 事 
  山田 清志 193-0931 

弐分方町 561-18 624-7485 

（会場・用具担当） knfkh768@ybb.ne.jp 
 

 

※ 訂正 

 ４月号記載の活きいき囲碁地区大会８月３１日開催の共催名称「由木囲碁同好会」を「由木・南大沢囲碁同

好会」に訂正をお願いします。 

 なお、南大沢研修部が南大沢囲碁同好会に衣替えしたことに伴う変更があり、下表では総会資料を一部修正

してあります。 
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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 庄司 則幸 193-0823 
横川町 525-21 

 
電・fax 622-6390 

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 山縣 文雄 192-0912 
絹ヶ丘 3-39-14 

Fumio8106@nifty.com 
電・fax 676-9298 

長 房 小田  辰郎 193-0823 
横川町42-89 

ta-oda@mbr.nifty.com 
電・fax 623-0252 

川   口  辻  日出男 193-0803 楢原町1086-3 電・fax 624-4344 

南 大 沢 中森 久隆 192-0375 
 鑓水 2-81-2-1-207 

  h-nakamo35@link.nir.jp 
電・fax 670-0153 

 

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 

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 

指導員 

神宮寺敏郎 193-0942 椚田町562-16 663-6931 

高本  衛 193-0931 台町4-44-13-1202 667-7432 

塚原 和利 193-0824 長房町 200-64 664-5580 

吉田  旭 193-0944  館町 1097-3-5-206 665-7089 

中邑  豊 193-0944 館町 2135-21 665-8763 
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業務委嘱者    

担当業務 氏 名 郵便番号 住  所 電話番号 

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

賞状記名 磯部信広 192-0014 みつい台 2-13-12 691-3671 

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 

子ども囲碁教室 

 

倉内 満 

（指導者養成） 
193-0801 川口町 2864-4 654-2299 

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 

荒井 俊夫 193-0834 東淺川町 524-1 ポルスター314 673-5121 

信江 峻 192-0371 南陽台 3-3-3 676-9888 

大人入門コース 

 

  

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 

堀川 叔清 193-0826 元八王子町 3-2750-848 663-3401 

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

 

初心者教室 

  

端山 昌夫（責） 193-0832 散田町3-3-21 663-8753 

吉田  旭 193-0944 館町 1097-3-5-206 665-7089 

池田 茂樹 193-0843 廿里町 26-9 666-3757 

 

八碁連囲碁案内人連絡会 

役 職 氏 名 郵便番号 住 所 電話番号 

会  長 南 正一郎 193-0834 東浅川町 567-1-309 663-5446 

幹  事 

 

 

廣島 松治（代） 193-0801 川口町 1385-2 697-8696 

塚原 和利 193-0824 長房町 200-46 664-5580 

佐藤 義廣 192-0906 北野町 61-11 664-1440 

信江  峻 192-0371 南陽台 3-3-3 676-9888 

 

日本棋院八碁連支部 

役 職 氏 名 郵便番号 住 所 電話番号 

支部長  南 正一郎 193-0834 東浅川町 567-1-309  663-5446 

常任幹事 望月 成一 193-0845 初沢町1227-4-A-522 663-9758 

幹事・会計 水野 義嗣 192-0023 久保山町1-9-3-809 692-3844 
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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 名取 豊彦 193-0826 元八王子町 3-2750-150 660-0520 

事務長 野島 孝征 192-0032 石川町 897-14 645-8378 

 

 

 

会報第２７３号５月号より支部コーナーを設けることになりました。必要に応じ掲載いたします。 

支部会員への大切な情報提供の手段として活用させて頂きます。 

                                  常任幹事 望月成一 

１ 平成２６年度定例総会が２月１４日（金）東浅川保健福祉センターで開催。会員総数２９名、出席８

名、委任状１７名、欠席４名、第１号～ 第６号議案を審議し賛成多数で全て成立。 

２ 第１回八碁連支部役員会を４月１０日（木）東浅川福祉センターで南正一郎、望月成一、水野義嗣 

⒊名で年間事業計画の具体案を協議した 

イ） 交流・親睦囲碁大会の開催 

 対局相手：調布囲碁支部  時期：今秋  会場：八王子 

ロ）日本棋院ファン感謝囲碁まつりの参加 

     会場：日本棋院本院  時期：１１月２２日（土）予定 

会費：1,000円（非会員 5,000円）予定  内容：指導碁、大盤解説、講演会（昨年実績） 

ハ） 八碁連級位者囲碁大会 

 会場：東浅川保健福祉センター  時期：今秋  支部主催、只今検討中 

 

◎第２回八碁連理事会 

日時  平成２６年４月８日（土）９：００～１１：３０   出席者  理事６名    

議案 1. 新理事の職務分担 

    2. 総会で出された意見の確認とその対応について… ①市民大会の段級位問題 ②活きいき大会 

８月開催の可否と対策 ③タイトル戦：２，３位への賞品、名人の選出方法、名人参加不可時の

代理者参加（王座、天狗と同じ扱い）④南大沢同好会発足に伴う問題点、他 

   3. 子ども大会対応：５月中旬に実行委員会を開催（人員は理事、その他数人） 

４ その他 

 

 

 

 

編集後記  今熊のミツバツツジは見事だったと聞きました。毎年４月にはミツバツツジの花を見に

今熊に出かけていますが、今年はパソコンとにらめっこで出かける余裕がありませんでした。でも、

どうなるかと思っていた５月号がなんとか形になり、ホッとしております。 

 

日本棋院八碁連支部コーナー 


