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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 望月 毅士 

３月８日の定例総会におきまして、八王子囲碁連盟の会長をおお 

せつかることになり、責任の重大さを身をもって感じております。 

諸先輩が脈々と築いてこられた、八碁連も年齢の高齢化などの問題 

を抱えております。昨年は会員を増やすことを、重点的に検討して 

まいりましたが、目的を果たすまでにはいきませんでした。 

 会員の高齢化に伴い、八碁連の理事への成り手も少なくなり、 

組織の維持さえ、難しく成っています。理事の仕事を簡略し、誰でも 

理事の仕事が出来るように整理したいと考えています。 

 八碁連の目的にも有りますよう、高齢者の方々が健康で囲碁を通じ 

て親睦を図り、かつ、憩いの場所となる環境を整えていく所存です。 

しかし、理事会だけでは、限りがあります。各同好会皆々様のご協力 

をえ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。 

 総会では 

① 小中学校の育成計画を来年度の議案書に記述する。 

② 理事の仕事が大変なので、守りに入る提案がありました。 

③ 八碁連と八碁連囲碁案内人、日本棋院八碁連支部等との関係が不明確である。 

④ 研修部の問題点を整理せよ。 

等の発言がありました。これらの指摘を検討していきます。 

 

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２７年度定例総会が開催されました 

 平成２７年度定例総会が、３月８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３９名が参加して開催されました。 

 南会長の挨拶に続いて、①平成２６年度事業報告 ②平成２６年度決算報告③平成２７年度事業計画案 

④平成２７年度予算案 ⑤提案事項等 ⑥平成２７年度役員等の改正案について、審議決定しました。最

後に、南会長、松崎邦夫理事、竹内朝晴理事の退任挨拶、望月毅士新会長の就任挨拶、新理事の松本健彦理

事、端山昌夫理事、佐藤義廣理事の紹介があって、午後３時３０分に終了しました。 

 

 提案事項  

１． 由木囲碁同好会の脱会。 

２． 級位認定大会の引き続き開催。 

３． 初心者教室参加者の会費と大会参加 

４． 規約・規定の整備して別途、各同好会会長におくる。 

５． その他以下の提案がありました。 

 （１）八碁連理事の仕事を減らし、守りの体制に配慮すべきだ。 

（２）八碁連と八碁連囲碁案内人連絡会と日本棋院八碁連の関係を明確にせよ。 

 これらは、理事会の中で、検討します。 

 

 

平成２7八碁連役員（理事） 

                                              

前年度からの役員             新役員    

 

山田清志（元八） 井出道明（大和田）   松本健彦（石川） 端山昌男（台町）  佐藤義廣(北野) 
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◎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２６年度末を以って退任された役員 

 南正一郎会長（浅川）、松崎邦夫理事（川口）、竹内朝晴理事（恩方） 

 

 

 

第２５回 活きいき囲碁大会のご案内 

 

元八王子大会  （主催 元八王子囲碁同好会） 

日時   平成２7年５月１０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（上壱分方町７４７－１  電話 ６５１－３９６０） 

申込先  会長  庄司 則幸 〒193-0823 横川町 ５２５－２１ 

           電話・ ６２２－６３９０  メール shoji-n65@w3.jion.ne.jp 

申込期限 ４月２６日 

 

中野大会  （主催中野囲碁同好会） 

日時   日時５月２４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  電話 ６２７－６２２１） 

申込先  会長  望月 毅士  みつい台２－３０ー１１ 

           電話・ ６９１－４１９２  メール ｍotiduki@joy.ocn.ne.jp 

申込期限 5月10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。 
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第４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 八王子市教育委員会   

協力 八王子市東浅川保健福祉センター 

 日 時  平成２７年６月２８日（日） 

 受 付  午前の部 ９時２０分（９・１３路盤）  

 午後の部 １２時４０分（１９路盤） 

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 

 参加資格 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（昼食は各自で用意する） 

 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路盤（午前）・１９路盤（午後）いずれかを明記 

⑤ 級位・囲碁の先生 

あて先  〒１９２－００１４八王子市みつい台２－３０－１１八王子囲碁連盟 望月 毅士 

      電話 ０４２－６９１－４１９２（問い合わせは午後６時以降） 

      Ｅ－メール  motiduki@joy.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

平成２６年度後期研修部大会の結果 

  ３月２１日  於 東浅川保健福祉センター  

Ａ組 ２６松名（有段者） 

 優勝：大房賢堅次 長房/２段→３段  ２位：梶原和夫 浅川/５段  ３位：井出道明 大和田/３段 

Ｂ組 ２４名（級位者） 

 優勝：苅部尊也 長房３級→２級   ２位：村上龍昇 台町/１級  ３位：小沢敦司  恩方/３級 
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◎ 平成２７年度計画 

（１）第２５回活きいき囲碁地区大会 

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    642-2209 

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   679-8123 

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 

   

（２）第4回八王子市子ども囲碁大会    

 平成２７年 ６月２８日（日） 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２７年１１月 ３日（火） 東淺川保健福祉センター  

 

（４）第２6回八碁連囲碁大会  

３段以上  平成２7年１１月１5日（日） 東浅川保健福祉センタ 

      ２段以下  平成２7年１１月 29日（日） 東浅川保健福祉センター 

 

（５）第１7回八碁連棋聖大賞囲碁大会    

平成２８年 １月１7日（日） 東淺川保健福祉センター 

 

（６）第２３回八碁連タイトル囲碁大会 

 平成２8年 ２月 7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。 

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。 
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（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２7年９月２6日（土）、 後期：平成２8年３月２6日（土） 

 

 

◎第26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.平成２６年度定例総会準備 

 

 

◎新旧合同理事会 

日時  平成２６年３月２8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 

 

 

あのしみ 

 

 

 

 

 

編 集 後 記  

 今回から山田が担当することになりました。２６年度は会場標示、２７年度は広報と、ともに初めての

経験です。担当を通して多くの関係者との親交楽しみにしております。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。 （山田） 
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