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囲碁を愛好して楽しむ            

                              長房囲碁同好会会長 小田辰郎 

 

平成２６年度も３月で終わる。八碁連の大会で優勝し昇級や昇段して、意気軒昂の人。準優勝、三位で

惜敗した人。次年度は、更なる飛躍を目指して頑張って頂きたいと願っています。 

当長房囲碁同好会は、５０名弱の会員を有して級位者が過半数に近い陣容です。囲碁は、本人の棋力向

上の努力次第では、一気に昇級・昇段の可能性があります。囲碁対局の実践も楽しみですが、テレビでプ

ロの対局を見て、恰も自分も対局しているような錯覚で参加する。棋書で「 定石・布石・詰碁・ヨセ 」

等を熟読して、囲碁のプロセスを頭脳で考える鍛錬をすることで飛躍的に棋力が向上することが期待され

ます。 

１月８日には、世界囲碁名人戦が中国で開摧され、日中韓３ヵ国の名人が戦う国際大会があった。日本

代表の井山名人（２５）は、決勝戦で中国の陳名人（２５）に半目負けして準優勝に終わった。中国ルー

ルが適用され、勝敗は盤上の石の数と陣地の数が対象となる日本ルールとは若干の違いがあったようだ。 

さて、八碁連の大会で一寸感じたことは、一部の方であるが囲碁のマナーであった。対局者同士でのマ

ナーでは、対局者に不快を与えるような言動は慎むこと。囲碁試合観戦者は、試合している人に聞こえる

ような声を発して試合者に悪影響を与えるようなことをしない等の配慮が必要であると感じた。自己の棋

力を向上させ、マナーも良くなることに努力して囲碁を楽しみたいところである。 

 

 

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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体力に自信がある頃は、スポーツを楽しんだ。年を取るにつれ、体力もそれなりになって来ている。若

い頃から囲碁を愛好していたことで今は、囲碁を楽しんでいる。囲碁の楽しさは、何だろうと考える。十

人十色と思うが、「 日常の生活の中で自然と囲碁を打ちたいという衝動が湧いて来る こと」ではないだろ

うか。会社勤め時代から囲碁を通じて友人達との継続した囲碁交流が続いていること。地域の囲碁同好会

で人とのコミュニケーションが図れていること。囲碁をやって来て好い事尽くめである。 

 

 

 

第２５回 活きいき囲碁地区大会のご案内 

 

浅川大会 

日時   平成27年4月5日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会場   横山南市民センター（椚田町137-3   Tel 666-0031） 

申込先  会長 望月 成一 〒193-0845 初沢町1227-4-A-522     

Tel・Fax 663-9758 

申込期限 3月22日 

 

恩方大会 

日時   平成27年4月19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   Tel 652-3333） 

申込先  会長代理 荒井 正 〒192-0153 西寺方町 1006-282   

Tel・Fax 663-9758  メール cbb28761@nifty.com 

申込期限 4月 5日 

 

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囲碁愛好者 

参加費  会員１，０００円（弁当代を含む）非会員 １，１００円 

競技方法 ３ないし４のクラス別に行い、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。 
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平成２６年度後期 研修部囲碁大会のご案内 

 

主催    八王子囲碁連盟 

 

日時    平成27年3月21日（土）受付9:00～9:30 

会場    東浅川保健福祉センター ４階 

参加資格  研修部在籍者 

競技方法  クラス別に行い、入賞者には賞品を進呈します 

参加費   １，０００円（昼食費を含む） 

申込方法  研修部例会にて申込用紙に記入する 

      例会欠席者で大会参加希望者は下記に連絡してください 

＊連絡先：研修部事務長 野嶋孝征 

          TEL/FAX ６４５－８３７８ 

申込期限   3月14日（土） 

 

 

平成２７年度活きいき囲碁大会（予定） 

     正式には３月８日の総会で決定します 

開 催 日 共   催 会    場 

４月  ５日(日) 浅川 囲碁同好会 横山南市民センター   666-0031 

４月 １９日(日) 恩方    〃 恩方市民センター    652-3333 

５月 １０日(日) 元八王子  〃 元八王子市民センター  651-3960 

５月 ２４日(日) 中野    〃 中野市民センター    627-6221 

６月  ７日(日) 大和田   〃 大和田市民センター   645-8980 

６月 ２１日(日) 石川    〃 石川市民センター    642-0220 

７月  ５日(日) 台町    〃    台町市民センター    627-3808 

９月  ６日(日) 南大沢   〃  南大沢市民センター   679-2209 

９月 ２０日(日) 北野    〃 北野市民センター    643-0440 

１０月  ４日(日) 長房    〃 長房ふれあい館     669-1433 

１０月 １８日(日) 川口    〃 川口市民センター    654-0722 
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第２２回タイトル囲碁大会の結果 

 タイトル囲碁大会が去る２月８日（日）に開催されました。  

 参加者（５２名） 優  勝 準 優 勝 第 ３ 位 

 名人戦（１６名） 金本好正 石川/７段 岩田大平 浅川/６段 舘野敏文 台町/３段 

 王座戦（１７名） 赤井忠光 由木/３段→４段 松本健彦 石川/６段 三島敏明 浅川/７段 

 天狗戦（１９名） 森田泰夫 川口/３段→４段 高本 衛 台町/８段 秋山一雄 長房/初段 

 

○訂正 

１１月号記載の「級位認定大会の結果」に誤りがありました。訂正をお願いします。 

   誤：原田宋悦（台町）１級→初段 ⇒ 正：原田宋悦（台町） ２級→１級 

 

 

囲碁案内人コーナー 

 

平成２７年１月３０日第３回囲碁案内人指導者連絡会・講習会を開催。参加者２３名。 

連絡会は １）活動状況について ２）文化庁からの囲碁指導員に対する補助金について協議。終了

後、指導者講習会を開催。帖地美乃里普及指導員の報告及び倉内満普及指導員兼八碁連指導総括の講義

は概略次のとおりでした。 

 

○帖地囲碁普及指導員の報告 

先般、日本棋院主催の囲碁普及指導員研修会がありました。私は現在松枝小学校で約2年、子どもたち

の指導をしてきましたが、他のグループがどのように指導しているのか、知ることができるのではと、興

味深く思い参加しました。 

１） 具体的な指導方法 ２）子どもが遊び始めたらどうするか ３）いかに継続性を持たせるか等、知

りたいと思いました。 

会場には200人ほどの会員がいて何人かの報告を受けましたが、あまりひびくものがありませんでし

た。むしろ八王子のこの取り組み方、学校に働きかけて囲碁の輪を広げていく方法は他のどの団体にも

誇れるものだと思いました。 

私たちのこの活動がもっと広がって、子どもたちへの囲碁の普及に役に立っていってくれたらと思い

ます。 

私の今の課題は、子どもたちに将来いかに囲碁を楽しんでもらえるか等、思いを巡らせ、それにはど

のようにして取り組めばよいのかと、いつも考えさせられており、暗中模索の状態です。 
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○倉内先生の講義 

１）３月２６日から２９日の４日間、生涯学習センター南大沢分館では３回目となる小学生対象の囲碁入

門講座を開催します。４日目には９路盤ですが大会をやれるまでになります。ぜひ見学（お手伝い）

していただければと思います。 

２）子どもたちの囲碁の指導方法は、現場で自ら体験し、自分の判断で決めていくしかない。日本棋院の

マニュアル本もありますが、そのとおりにはなかなか上手くいかない。理論上はなるほどなと思うので

すが、実際現場では本に書いてあるとおりには上手くいかないことはすぐにわかると思います。 

マニュアル本は参考にする程度で、自分で体験した中から自分なりの方法でやるのが一番と思う。 

３）現場で子どもたちの様子を見ていると、やる気のある子とない子はわかりますが、１回や２回で判断

をしてはいけない。やる気がないようにみえても続けてくる子は急変することがある。 

子どもたち対象の普及活動は広く浅くて良いと思います。上達してほしいと思うのは人情ですが、そ

れが強すぎると囲碁離れの原因になります。教え込むのではなく関心を持たせるための手助けをする

ぐらいで良いと思います。 

４）八王子市の小・中学校全校に囲碁教室を開設する夢がある。４、５歳の子どもでも教えられるといわ

れています。それは「人の話をしっかり聞ける子」「集中力を持って取り組める子」「根気よく物事を

考える子」ということが必要である。そこを見抜いて指導することになる。 

５）私は 30 年余にわたって囲碁指導（教室）をやってきました。その間に作成したりコピーした教材は

数多くあります。教材の相談には応じますのでぜひ活用していただきたい。 

 

 

 

日本棋院八碁連支部コーナー 

 

平成２７年度定例総会を次の予定で開催します。 

     日時 平成２７年４月１１日（土） 午前９時３０分～１１時３０分 

     場所 東浅川保健福祉センター ４階第２集会室 

       尚、議案等につきましては、後日郵送します。 

 

 

 

 

 

    



 6 

 

◎八王子囲碁連盟総会のお知らせ 

    日 時 平成２７年３月８日（日） 午後１時～午後３時 

    場 所 東浅川保健福祉センター ４階 第５集会室 

        議案書等は、後日地区会長宛に郵送します 

 

◎第１2回八碁連理事会 

日時  平成２７年１月２４日（土）９：００～１２：００  

 出席者 理事６名   

議案  １．報告事項：活きいき大会経費報告、活きいき大会の教育委員会への報告実施他 

      ２．タイトル大会実施要綱の確認 

      ３．総会議案書の検討：１号議案 ２６年度事業報告、３号議案 ２７年度事業計画、 

        ５号議案 提案事項 及び ６号議案 ２７年度役員等の内容確認・検討 

        ２号議案 ２６年度決算報告、４号議案 ２７年度予算 を含め２月２１日理事会で 

まとめる 

      ４．その他 

 

 

◎第１３回八碁連理事会 

日時  平成２７年２月２１日（土） ９：００～１２：００ 

  出席者 理事６名 

 議案  １．報告事項 

      ２．総会議案書の内容を検討しまとめる。修正部分を訂正し２６日印刷・発送 

      ３．その他 

 

編集後記 ‘春は名のみの…’ 風の寒い日が続いておりますが、日差しには暖かさを感ずるように

なりました。ただ、花粉を連れてくるのが困りますが・・・。 

総会を残しておおかたの行事が終わりました。一年間お付き合い頂き、有難うございました。 

                                                               

 


