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首都大学東京 （南大沢） 

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

手合せの心構え（戒め）              南大沢囲碁同好会会長 武中章三 

今年も早６月を迎え、月日の経過が速く感じられる今日この頃です。だが、囲碁の上達は月日の経過に関

係なく遅々としている状況である。 

最近、囲碁の歴史についてインターネットを覗いた処、囲碁十訣なる語句に出合った。中国の古典にある

囲碁を打つときの心構えを述べた格言とのこと。古くからの言い伝えであるが、まさに今でも当てはまる語

句であり、新鮮に感じられ、かつ十の戒めとも感じられた。十訣は「じっけつ」とひらがなが付してあり、

訣は「別れ」とか「欠ける」の意ではなく、「奥義」、「秘伝」の意であることも分かった。未だ初心者の域を

脱しえない者にとって、その十訣の中で当てはまる語句が、最初に紹介されていた。「貪すれば勝を得ず」で

ある。自分だけ得をしようと考えては勝てない、調和させながら打つことが肝要とある。言い換えれば「取

ろう取ろうはケガの元」だろう。そして、初心者にとってよくある負け方の多くが、「小を捨てて大を取れ」

でしょう。数目を惜しんだがために大石が逃げられなくなってしまうことはよくあること。「慎みて軽速なる

なかれ」は、いつも注意されていることで、よく考えて周りを見て打ちなさいと上位者から指摘されている

ことを忘れ敗北を余儀なくしたことが何度もある。更に「彼を攻めるに、我を顧みよ」 も、負け方にピッタ

リあてはまる。攻めているときも、自石の弱点に注意せよなのだ。初心者には攻撃は最大の防御なりは、当

てはまりません。逃げても見込みのない石は早めに捨てる。これが中々捨てられない。相手の勢力内では相

手に地を与えるような穏やかな手を打つ。これが出来ない。上達できない原因が多々見出された。初心者に

は実行は難しそうだ。上位者はこれを乗り越え上達していったのだろう。十の戒めの全てを気に掛けること

は難しいが、できるだけ十の心構えを思い出し、気をつけながら、同好会の皆さんや他の大会の対局者との

手合せを通して、熱中症にも気をつけながら、上達を願い囲碁雑誌のページを捲る今日この頃である。 

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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  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・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２７年７月５日（日） 

 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 ０４２－６６７－１３３ 

 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 

 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 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段級位と囲碁の先生の名前 

 申込先  〒１９２－００１４ 八王子市みつい台２－３０－１１  

八王子囲碁連盟会長 望月 毅士   電話 ６９１－４１９２ 

子ども囲碁大会への参加の呼びかけにご協力ください 

 

 

 第２５回 活きいき囲碁大会のご案内 

  石川大会 

日時   平成２７年６月２１日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会場   石川市民センター（石川町438   Tel 642-0220） 

申込先  会長・松本 健彦 久保山町2-33-16   Tel・Fax 691-8343 

              メール  ken.matsumoto@tbt.t-com.ne.jp 

申込期限 ６月７日 

主催    石川囲碁同好会 

台町大会 

  日時   平成２７年７月 ５日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会場  台町市民センター（台町3-20-1   Tel 627-3808） 

申込先  会長代行・白石 好伸 上野町20-5   Tel・Fax 623-3521 

申込期限 ６月２１日 

  主催    台町囲碁同好会 
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前頁２大会とも 

後援   八王子市 八王子市教育委員会 日本棋院  

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２５回 活きいき元八王子大会の結果（５月１０日(日)  於 元八王子市民センター） 

Ａ組 ２２名（５段～７段） 

優勝：坂本 勝雄石川／7段   準優勝： 磯部 信広中野／6段  ３位：青山 格大和田／6段  

Ｂ組 ２０名（３段～５段） 

優勝：野沢 市郎恩方／４段→5段  準優勝：知沢 吉雄元八／５段 ３位：小山 忠孝元八／５段Ｃ組  

Ｃ組 １９名（初段～３段） 

優勝：木下 桂蔵長房／初段→２段  準優勝：武中 章三南大沢／初段 ３位： 宇井  久元八／３段 

Ｄ組 ２０名（8級～初段） 

優勝：山田 清志元八／初段→２段 準優勝：中村 勝嘉長房／4級  3位：赤松 栄一郎長房／１級  

八碁連会員現況（平成２７年４月１日現在） 

地区同好会会員数  年齢別構成 

 同好会 会員数, 研修部,  年齢 人数 

浅 川  ４１ ８  ９０～   ３ 

恩 方 ４３ ７  ８５～   １ 

元八王子 ２７ ８  ８０～ ６０ 

中 野 ２０ １  ７５～ １１７ 

大和田 ３０ ７  ７０～ １０８ 

石 川 ２６ １  ６ ５～ ５２ 

台 町 ２６ １０  ６０～ １１ 

北 野 ４１ ３  ５５～   ５ 

長 房 ５１ ２  ５０～   ３ 

川 口 ３０ ５  ２５～   １ 

南大沢 ４１ ０ 

会員数  ３８６名 

年 齢  ２８歳～９４歳 

平均年齢 ７３歳,  
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段級別人数 

   段級別人数 

段 人数 級 人数 

８段 ２ １級 ２１ 

７段 ２２ ２級 １６ 

６段 ４５ ３級 １７ 

５段 ５２ ４級 ５ 

４段 ５３ ５級 １２ 

３段 ４３ ６級 ０ 

２段 ３９ ７級 ２ 

初段 ３８ ８級 ４ 

  ９級 １ 

年齢別構成 

 

 

段級別人数 
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1.  第２回級位認定囲碁大会のご案内 

主催  日本棋院八王子囲碁連盟支部 

共催  八王子囲碁連盟 

後援  八王子市 日本棋院 

・日時 平成27年7月26日(日)  9時20分 受付 

・会場 東浅川保健福祉センター４階 

・競技方法 4回ハンデ戦 Ａ組(1〜3級) B組(4〜6級) C組(7級以下)  

・昇格条件 各組とも、3勝1敗以上で1階級昇格。但し、1級から初段へは4勝が必要。 

      C組で4勝したときは2階級昇級。 

・特典  昇級した方には、日本棋院公認の認定状を授与する。 

     4勝者には賞品を授与する。 

     初段の資格を得た方には、日本棋院の初段の免状を無償進呈する。 

     (但し、日本棋院の会員となることが条件である。) 

・参加費 1,000円 (昼食付) 

・申込先 望月成一 電話・FAX 663-9758 (各同好会で一括して申込下さい。) 

・締切  7月15日 (八碁連会員) 

多数の皆様の参加を期待します。 

２. 棋院の免状の取得について(総会で出た意見の回答) 

A.支部推薦の場合は、何らの証明も必要なく(支部の特典)、一般料金の約8割で取得できる。 

B.支部段級位認定大会推薦の場合は、大会の成績表等の証明が必要で、一般料金の約5割で取得できる。 

・上記何れの場合も初段以上は棋院の会員であること、また、取得に際して会員となることが条件である。 

                             幹事  南 正一郎  

 

◎第２回八碁連理事会 

第２回 理事会 議事録  （4月例会）                 開催日：4月25日             

１．報告事項 

２．検討事項  子供大会1件のみ 

 ・5月22日(金) 子供大会実行委員会を開催する。 

 ・各クラス16名の制限は削除する。 

 

 

 

日本棋院八碁連支部コーナー 
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八碁連だより 5月号訂正事項 

八碁連5月号では多くの誤りが発生し皆様には大変ご迷惑をおかけしております。 

 

活きいき囲碁大会の結果 

浅川大会   

        正                      誤 

Ａ組 ３位：   古園 強 大和田/７段      右園 強 大和田/７段 

Ｂ組 準優勝： 竹内 朝晴 恩方/５段   竹内友晴 恩方/５段  

Ｃ組 優勝：   館野敏文 台町/３段→４段   館野敏文 台町/２段→３段 

恩方大会 

Ａ組 ３位：   山縣 文雄北 野 /６段   中邑 豊/ 恩方６段 

   

理 事        山田 清志   ＦＡＸ： なし  

元八王子会長   庄司 則幸   ＦＡＸ： Fax なし 

メール  shoji-n65@w3.dion.ne.jp 

大和田会長     鈴木浩治   ＦＡＸ：あり 

北野会長        山縣文雄  メール：fumio8106@jcom.zaq.ne.jp 

川口会長        山本良宣  ＦＡＸ：なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えは 
編集後記  ６月となり梅雨の季節となります。紫陽花や アヤメ 、杜若の咲く候                   

となりました。この節、勝負にこだわらず しっとりと碁を楽しむのも一興では。今号も訂正事項

の確認や、表・グラフの作成にてまどり締切間際に完成にいたりました。     山田 

         山田 
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