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長沼公園（長沼・下柚木） 
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停滞前線             大和田囲碁同好会会長  井出道明 

１０月。本番の秋である。やっと訪れた快適な季節。ふり返れば、この夏はカラツユの猛暑。それが明け、

今度は各地で豪雨禍。前線は北へも南へも動かず、停滞前線化し同じ地域に半月も滞り、悲惨な土石流災害

をもたらした。 

例年なら速い雲の流れを見たが、昨今は雲がほとんど動かない。なる程これで高・低気圧が動かず、廣島

など局地的豪雨に見舞われたのか、と素人的推察をしたりする。 

さて、ここらで僭越ながら小生の「囲碁気象」の話に移る。 

最近は棋力停滞に陥ったと実感していて、なかなか活路が見出せない。序盤において、以前なら布石の妙

味、面白さを感じたものだが、近頃は早く中盤に移りたいと気がはやる。だからか、中盤で石の別れが不本

意なものに終わる事しばしばだ。 

勿論、布石の途上で壮烈なネジリ合いの対局もよく見かけるし、小生も体験ありだが、相手の失着がない

限り好結果は少ない様だ。 

この状態で中盤から、ヨセに入るが、当然乍ら劣勢を引きずっており、逆に相手は堅守。序盤での甘さ・

薄みは好手を単発しても、到底カバーし切れず、敗局の結果を招いてしまう。 

  応手なく 「参りました」でカラス啼く 

ウワ手との対局。置き石へのカカリに、じっくりと防備で応ずる所を、ハサミあるいは他の隅に備えたり

する。これも一つの手であろうが、そうしているうちに石の連携がいつの間にか取にれなく、孤立に…。そ

れがウワ手の狙いで、以前なら厚み重視で回避できたのに、「キズ」を残して対抗し、見事に破局に追いやら

れてしまう。 

    ツギ残し 囲んだ大石逆攻めに 

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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特にウワ手相手には、冷静・地道に備える忍耐力が大切なのであろう。 

しかし、やはり同格の相手との対局が楽しい。セリ合いも、ほぼ五分のワカレで、お互いに適度のミスを

折り込みつつ終局へ…。運よく僅差で辛勝した時はうれしいもの。 

  アマのはしくれ 負け碁は忘れて勝利酒 

勝ち碁を「ああ、あそこで勝機を掴んだんだな」とふり返る。対して負け碁は忘れちゃいたいというドラ

イ心理が働く。ところが、将棋のプロ、故米長さんは著書の中で「勝ち碁は忘れても、負け碁は絶対忘れな

い」と述べておられる。 

何事にも言える事だろうが、実践も大切だが、やはり自分から本などで日頃勉強することも、進歩・上達

するためには、必要な要素だとつくづく感じている次第です。 

  停滞は 自分がつくるマンネリ化 

 

第２４回 活きいき囲碁大会の結果 

 由木・南大沢    ８月３１日(日)  於由木市民センター 

参加者 

Ａ組 ２２名（５段～７段） 

優勝：松本健彦 石川/６段   準優勝：山本三好 北野/６段  ３位：山本数英 川口/６段    

Ｂ組 １８名（初段～４段） 

優勝：長尾和美 由木/４段→５段  準優勝：天野泰次 非会員/４段 ３位：永友成征 北野/４段 

Ｃ組 １６名（初段～４段） 

優勝：向井克彦 非会員/４段→５段  準優勝：公文尭二 非会員/４段 ３位：今村茂光 南大沢/３段 

Ｄ組 ２１名（５級～初段） 

優勝：桑田明典 由木/２級→１級  準優勝：阿部 惺 恩方/１級 ３位：高橋俊夫 大和田/１級 

 北野   ９月２１日(日)  於北野市民センター 

参加者 

Ａ組 ２２名（５段～７段） 

優勝：金本好正 石川/７段   準優勝：藤崎 稔 北野/６段  ３位：石坂慶通 北野/６段     

Ｂ組 ２２名（３段～５段） 

優勝：福島常光 長房/５段→６段  準優勝：加藤修司 北野/４段 ３位：佐々木胖光 北野/４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 

４ １ ０ ３ ７ １ ２ １２ １４ ６ ３  １７ ７ ７７ 

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 ６ １ ２ ７ ３ ０ ２ ４０ ８ ３  ６ ５ ８８ 
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C組 ２３名（2段、３段） 

優勝：一条幸吉 北野/２段→３段  準優勝：吹上吉輝 北野/3段 ３位：矢島良宏 大和田/２段 

D組 ２１名（３級～初段） 

優勝：赤松栄一郎 長房/３級→２級  準優勝：甲斐正憲 北野/１級 ３位：荒畑昭一 川口/２級 

 

１０月の活きいき囲碁大会（９月号掲載） 

長房大会     １０月 ５日（日）   申し込み終了 

川口大会     １０月１９日（日）   申し込み１０月５日（日）まで 

 

 26年46回前期研修部囲碁大会  ９月２０日(土)  於東浅川保健福祉センター 

 参加 ４４名 

Ａ組 ２２名（２段～５段） 

優勝：平山 統 元八/３段→４段  準優勝：井出道明 大和田/３段  ３位：梶原和夫 浅川/５段 

Ｂ組 ２２名（５級～初段） 

優勝：渡辺浩良 川口/５級→４級  準優勝：田中伸義 台町/５級  ３位：苅部尊也 長房/３級  

 

◎平成２６年度前期タイトル獲得者 

 名 人 王 座 天 狗 

 優勝 準優勝 優勝 準優勝 優勝 準優勝 

浅川 真田誠次８段 吉田 旭７段 岩窪忠孝６段 小野雄二５段 神宮寺敏郎７段 高橋明善６段 

恩方 中邑 豊７段 大川倭男７段 青木岩三２段 吉澤 實７段 竹内朝晴５段 小西周明１級 

元八 竹添文彦６段 入山慧三６段 平山 統４段 小山忠孝４段 粂川次夫５級 藤本淳雄初段 

中野 磯部信広６段 濱中武夫３段 清水文彦６段 森本康男４段 濱中武夫３段 清水文彦６段 

大和田 青山 格５段 高橋俊夫１級 鈴木浩治６段 根岸重利２級 鈴木浩治６段 根岸重利２級 

石川 金本好正７段 田村 強４段 松本健彦６段 坂本勝雄７段 三宮敬典４段 野嶋孝往４段 

台町 酒井良男４段 渋谷昭男４段 江口靖碩７段 小林 實５段 高本 衛８段 小林 實５段 

由木 信江 峻７段   ――― 赤井忠光３段   ――― 唐木 伸２段   ――― 

北野 山縣文雄６段 佐々木胖充４段 里間あい子初段 一条幸吉３段 佐々木胖充４段 永友成征４段 

長房 藤盛 茂５段 吉野卓也３級 赤松栄一郎３級 藤盛 茂５段 小関秀規１級 小田辰郎５段 

川口 石井忠興５段 田中秀司４段 荒畑昭一２級 高取民治６段 松崎邦夫６段 森田泰夫３段 

南大沢 和田幸彦３段 盧  敏７段   ―――   ―――   ―――   ――― 
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囲碁大会のお知らせ 

  １．第６４回市民文化祭囲碁大会 

主 催   八王子市民文化祭実行委員会 八王子市他  後援 日本棋院 

日 時   １１月３日（月） 午前９：３０から受付開始  

会 場   東浅川保健福祉センター ４階 第５・６・７集会室 

文化祭テーマ 「拡がれ！ つながれ！ 文化の輪」 

     対 象   八王子市民 及び市内在勤、在学生  １５０名予定 

参加方法  八碁連の会員は事前に申し込む、一般市民は直接会場へ 

競技方法  Ｓクラス 互先、６段以下６クラスに分けてハンデ戦 

１人４局、スイス方式 

参加費   １，０００円（昼食を含む） 高校生以下５００円 

申し込み  １０月１９日（日）までに下記へ 

   ２．第２５回八碁連囲碁大会 

主 催  八王子囲碁連盟   後援 日本棋院・八王子市 

会 場  東浅川保健福祉センター ４階 

競技方法 ４～５クラス別のハンデ戦  八碁連方式 

会 費  １０００円（昼食を含む） 

（１）３段以上、 

       日 時  １１月１６日（日）午前９：１０から受付 

申込期限 １１月２日（日）まで下記へ 

参加資格 ３段以上の八碁連会員 

（２） ２段以下  

       日 時  １１月 ３０日（日）午前９：１０から受付 

申込期限 １１月１６日（日）まで下記へ 

参加資格 ２段以下の八碁連会員 

 

申込み先 理事 竹内朝晴  〒192-0154 下恩方町 1027-1 

TEL ０４２－６５１－１２４７   メール tomoharu1942@gmail.com 

         会長または代理の方がまとめて申し込んでください。 
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囲碁案内人コーナー 

青少年囲碁案内人（指導者）連絡会の倉内満氏（日本棋院普及指導員）による子ども囲碁教室における

指導法（９路盤である程度囲碁が打てるようになった段階）を紹介します。 

１９路盤に移行した際、次のような「決め打ち碁」及び「九子の模範局」で指導するのが有効であると

い 

うことです。模範の手を暗記させ、後は自由に打たせます。  

１．決め打ち碁（子供同士） 

※互先（１手～30手） 

※黒番・白番両方を覚え  
     させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．九子の模範局（指導者と対局） 

※1手～６３手まで覚え  

     させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

日本棋院八碁連支部コーナー 

 

第一回交流親睦囲碁大会 （９月１７日（水） 於高尾駒木野庭園）   

 支部初めての交流親睦囲碁大会が調布囲碁連盟と高尾駒木野庭園で行われた。 

 この大会には、調布チーム８名、八王子チーム９名が参加し和やかな雰囲気のうち対局が始まる。 

残念ながら成績の結果は八王子チームが２勝３０敗と惨敗した。今回の結果をしっかりと受け止め

将来の課題にしたいと思う。 

 参加選手は下記の通りである。 

記 

        （八王子チーム）     （調布チーム） 

Aクラス    信江  峻 ７段     吉田  晃 ７段 

        三島 敏明 ７段     古西 仁志 ７段 

        端山 昌夫 ６段     村田 慶亜 ７段 

        磯部 信広 ６段     菊池 忠浩 ７段 

 

Bクラス    南 正一郎 ５段     宮崎 貞彦 ５段 

        望月 成一 ５段     遠藤 和宏 ５段 

        岸村  佐 ５段     箕輪 和夫 ５段 

        徳満 英世 ５段     山本  凌 ５段 

        竹内 朝晴 ５段 

 注） 南、望月は午前、午後に分け事務局を務める 

 尚、午前１０時～２局、午後１４時～２局。１６時散会 

 

※日本棋院ファン感謝囲碁祭りのお知らせ 

   日 時  ２０１４年１１月２２日（土）１０：００～１７：００（受付９時１５分～） 

   会 場  日本棋院市ヶ谷本院  １階・２階・３階 

        〒102-0076 東京都千代田区五番町7-2（JR・地下鉄市ヶ谷駅徒歩３分） 

   参加費  会員1,500円（情報会員・幽玄の間有料会員含） 一般 5,500円 

       ※当日の会員加入も受け付けております 

   定 員  ２６０名（応募者多数の場合抽選） 

   内 容  ① 3面打ち指導碁（1回目 定員１３０名）     10:00~12:00 

        ② お楽しみ囲碁講座  大矢浩一九段、熊羊六段等  10:10~12:00 
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        ③ 3面打ち指導碁（２回目 定員１３０名）     13:00~15:00 

        ④ お楽しみ囲碁イベント              13:00~14:30 

 

         ⑤ 夫婦棋士囲碁トーナメント戦決勝戦公開対局   15:00~17;00 

           解 説 ２４世本因坊秀芳  聞き手 吉原由香里六段 

 

   申込締切  10月19日 

   お問い合せ・申込  望月成一 TEL & FAX ６６３－９７５８ 

  

 第１回 級位認定囲碁大会（９月号掲載） 

日時   平成２６年１０月４日（土）   申し込み終了 

 

 

投 稿 

 元気で長生きするには   

              長房囲碁同好会 池口隆久 

「ぴんぴんころり」って聞いたことありますか。人生の最後まで、生きているうちは元気でいたい。これ

は、私たち共通の願いでありましょう。 

わたしは、そうしたことをとくに意識していたわけではありませんが、結果的にはそういう行動をとって

いたようです。タバコはたしなまない。酒はほどほどに（原則として飲まない。付き合い上やむを得ないと

きにはほんの少量だけ）。運動神経は良いほうではなかったので、努めて、歩くことを心掛けた。街中歩きで

は、懐のさびしい自分にはみじめであるので、結果的には、山・里山歩きが多くなった。 

大学１年生の時、友達に誘われて、南アルプス聖岳に登ったのがきっかけとなり、以後、山を歩くように

なったが、８年前に始めた高尾山健康登山を今もって続けている。雨の日、用事のある時以外はできるだけ

高尾山に登る。登らないと気持ちが落ち着かないのである。毎朝どうしても同じ時間に登るようになると顔

なじみもできる。仲間と顔を合わせ、お天気の話とか、健康とか趣味の話とかしていると落ち着くのである。 

還暦を過ぎたら、いつも「一期一会」の心がけでいたいものである。歩きながらいつも思っている、「今日

も元気に歩けました。ありがとうございました。」と。蛇滝の元堂守の中村さんによると「あなたは、神様に

呼ばれているから高尾山に来てしまうんだ」そうだ。とにかく山を歩いてくれば一日が充実して過ごせる。

ありがたいことだ。 

誰しも、還暦を過ぎたら、次のことを心掛けたい。一つ、つとめて体を動かすこと（歩くことが一番わか
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りやすいが）。二つ、頭を使うこと（読書が一番良い。囲碁もいいですな）。 

 

八王子に生まれ育った（昭和11年生まれ）、八王子のいなかっぺ（元横山町で少年時代を過ごす）の私が

本を書きました。健康法に興味のある方、いつも好奇心をお持ちの方は、ぜひ私の本に目を通していただき

たい。なお、赤石五郎はわたしのペンネーム。 

 

書名「いたるところに青山あり」 （赤石五郎著）文芸社 2014年10月15日発行 

（ご面倒でも、市内の書店にて、注文してください） 

 

◎第７回八碁連理事会 

 

日 時  平成２６年８月２３日（土）９：００～１２：００  
出席者  理事６名 

議 第  1．報告事項 

① 市内囲碁愛好家の実態調査状況の中間報告 

・市民センター（含む長房ふれあい館）及び保健福祉センターで活動している囲碁会の 

   状況を調査しており、各理事よりその中間報告がされました。 

② 会計担当理事より７月末までの収支と残高の報告がありました。 

③ 会員募集のポスター掲示を市に依頼。掲示期間は８月２２日より一か月間 

２ ．議題 

①市民文化祭囲碁大会の実施要綱について 

望月副会長の叩き台に従い、役割分担の確認。実行委員会の開催日につては１０月上旬 

とし、会議室が予約出来次第連絡 

（実行委員会は10月11日に開催することになりました） 

   ３．その他 

 

 

 

 
編集後記  彼岸になると決まって彼岸花が咲きます。私は彼岸花を見て、彼岸を認識し墓参りに

行きます。彼岸花に墓参りを催促されているようなものです。彼岸が過ぎれば暑さが和らぎ過ご

し易くなるでしょう。「読書の秋」そして「囲碁の秋」です。おおいに囲碁を楽しんでください。

11月3日（月）に「市民文化祭囲碁大会」があります、是非多数のご参加をお待ちしております。 

 


