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富士森公園「平和の像」（台町） 
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高段者と対局夢見て          元八王子囲碁同好会会長  庄司 則幸 

今年の夏も暑さが厳しいそう、加齢と共に夏が嫌に感じます。私の故郷は福島県南相馬市（旧原町市）山

と海に囲まれた穏やかな街で生まれ育ちました。７月下旬には相馬野馬追祭が行われます。３年前の東日本

大震災では津波被害、原発事故で全市民が市外に長期間避難生活するなど甚大な被害を受けました。 

 私は囲碁を入社して間もなく先輩から教えて貰い、級が上がるごと碁が面白くなり碁会所によく通った。

ある碁会所は一局１５０円で負けた方が払うことになっていたため真剣だった。 

その頃、寝床についても定石はこうだったかなと考えて眠れない、碁盤を広げ並べた日が度々あった。仕

事が忙しくなり長年碁を打つ機会が少なく、退職後は毎朝ネットで一局と碁会所通い、両方とも感覚だけで

早打ちしている。「一手一手を考えて」と、自分に言い聞かせているが治らない。碁歴は永いが強くならない

のはこのせいかと思っている時に、 古本屋の店主が「碁は強いのですか」と聞かれ、「なかなか強くなれな

い」と言うと「しゅはり」という言葉を知っていますか！「解りません」と答えるとメモ紙に「守破離」と

書き、意味はいろんな事を習う順序（道筋）を表す言葉で、これを身に付けないと上達はしないと教えてく

れた。早速、家に帰り詳しい意味を調べた。 

「守」は師に教えられたことを忠実に守り、しっかりと身に付けること。  

「破」は「守」を身に付けた上で、自らの特性に合うようにする。 

「離」は「守」、「破」の段階を通過し、何物にもとらわれない独自の境地を編み出す。 

 私はこの言葉を忘れずに「基本手筋」を身に付ける勉強を徹底してやることを、当面の目標としています。

私は八碁連・碁会所の高段者の対局を観戦していると、すべての面で「基本」を身に付けた方と思っている。

いつの日か高段者と互先で対局を夢見ています。 

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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    第２４回 活きいき囲碁大会のご案内 

北野大会 

日時   平成２６年９月２１日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会場   北野市民センター（北野町545-3  きたのタウンビル７階  Tel  643-0440） 

申込先  会長 山縣文雄 絹ヶ丘３－３９－１４ Tel・Fax  ６７６－９２９８ 

                                メール fumio8106@nifty.com 

申込期限 ９月7日 

 

主催    北野囲碁同好会 

 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 同好会の会長または代理の方がまとめて申し込んでください。 

  

 

 

第２４回 活きいき囲碁大会の結果 

 大和田   ６月２９日(日)  於大和田市民センター 

参加者 ７７名 

 

Ａ組 ２７名（５段～７段） 

優勝：三島敏明 浅川/６段   準優勝：古園 強 大和田/７段  ３位：磯部信広 中野/６段 

    注：三島敏明６段 優勝１回 

Ｂ組 ２６名（２段～４段） 

優勝：山崎 満 大和田/４段→５段  準優勝：矢島一雄 川口/４段 ３位：根本 清 大和田/２段 

Ｃ組 ２４名（５級～２段） 

優勝：矢島良宏 大和田/初段→２段  準優勝：高橋俊夫 大和田/１級 ３位：甲斐正憲 北野/１級  

 

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 

５  ７ ３ ７ ２０ ４ １ ０ １０ ９ ７  ３ １ ７７ 
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石川    ７月２０日(日)  於 石川市民センター 

参加者 

 

Ａクラス ２２名（５段～７段） 

優勝：池田正三 大和田/５段→６段  準優勝：金本好正 石川/７段 ３位：福島常光 長房/５段 

Ｂクラス ２２名（２段～４段） 

優勝：森井正孝 石川/３段→４段  準優勝：井出道明 大和田/3段 ３位：田村 強 石川/４段 

Ｃクラス １６名（５級～２段） 

優勝：成田 滋 大和田/２段→３段  準優勝：荒畑昭一 川口/２級 ３位：高橋俊夫 大和田/１級 

 

第３回 八王子市子ども囲碁大会の結果   

 第３回八王子市子ども囲碁大会が、６月２８日（土）、八王子市教育長 坂倉 仁氏、 

東浅川保健福祉センター館長 森田聖二氏をお迎えして東浅川保健福祉センターで行われました。 

 参加者は４１人で、一昨年の２４人、昨年３２人とすこしずつ増えております。 

 １位、２位、３位に教育長名の賞状が授与されました。 

 

成績（同率の場合はスイス方式で順位を決める）  

・９路盤（参加９人） 午前のみ７回戦。ハンデなし。 

１位：６勝１敗 伊藤 奨悟（川口小３年）   

   ２位：６勝１敗 江間 清香（浅川小２年） 

   ３位：５勝２敗 砂田 涼成（船田小３年） 

 

 ・１３路盤（参加１９人） 午前のみ３回戦。 

    ランクをA,Bに分けBはAに２子置く。 

   １位：３勝   安西 匠海（第一中２年）、 

２位：３勝   三瀬 陽久（長池小５年） 

３位：３勝   前田 圭太（横川中１年） 

 

 ・１９路盤（参加１３人） 午前２回、午後３回 計５回 ハンデ戦（ハンデは最高７子まで） 

   １位：４勝１敗 半澤 政明 ７級（横川中２年）、 

２位：４勝１敗 佐藤優太郎 ９級（横川中２年） 

３位：４勝１敗 田邊 永遠１３級（横川中２年） 

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 

２ ６ １ ５ ９ １９ ２ ２ ７ １ ２ ４ ０ ６０ 
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  ８月の活きいき囲碁大会（７月号掲載） 

由木・南大沢大会     ８月３１日（日）  申し込み８月１７日（日）まで 

 

 

日本棋院八碁連支部コーナー 

 

第一回交流親睦囲碁大会のご案内及び参加者募集 

主  催   日本棋院八王子囲碁連盟支部 

対戦相手   調布囲碁連盟 

日  時   ９月１７日（水） ９時３０分会場集合 

会  場   高尾駒木野庭園  八王子市裏高尾町 268-1  TEL 042-663-3611 

チーム編成  Ａクラス（６～７段） ４名   Ｂクラス（４～５段） ４名 

参加費    １，０００円（昼食付）  

申込締切   ８月３１日（日）  氏名、段位を記入の上、望月（042-663-9758）まで 

   その他    応募者多数の場合は当方にて人選させて頂きます 

         対局はクラス別４回のハンデ戦とします 

 

 

◎第５回八碁連理事会 

日時  平成２６年６月２３日（月）９：００～１２：００    

出席者 理事６名 

議 案 １．報告事項 

   ２．子ども大会の詰め（競技方法、役割の確認等） 

   ３．会員獲得への取組（会長会での提案を含めた執行部の取組など） 

   ４．その他 

 

 

 

 

編集後記  用紙が色紙になっていますが、総会資料作成で余った用紙を使いました。他意はあり

ません。 ８月７日は立秋です。まだまだ熱中症に注意しなければいけない暑さが続きますが、

立秋を過ぎたころから朝晩は涼しい風が吹き秋の気配を感じさせてくれると思います 


