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あたｔあ奥にあかえることであるえる 

富士森公園「平和の像」（台町） 

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

夕焼け小焼けの里で囲碁三昧      恩方囲碁同好会会長  吉澤 寛  

初めての宿泊囲碁研究会を６月２９日～３０日と一泊二日で実施した。会員は、「飯より囲碁が好き」とい

う仲間たちではあるが泊りとなるとなかなか参加できない人もいる。今回は１０人の参加で宿泊地は「夕焼

けこやけふれあいの里」である。 

 今月、八王子市が２０１７年に市制１００周年を迎えるロゴマークを「空と山」「夕日とまち」「水と緑」

を色と形で表現しているデザインを選んで公表し決定していたことを知り、改めて心の底から納得している。 

そんな素晴らしい自然豊かな環境で行う囲碁研究会でどんな成果が上がるだろうか、大きな期待を抱えて参

加した人と、全員が話好き、お酒好き、ひょっとして、梁山泊のような状況になるのではと、かすかな怖れ

を抱きながら参加した人と、両方いるのではないかと思いつつ宿泊施設「おおるりの家」へ向かった。この

場所への道筋は、日頃例会を楽しんでいる農業改善センターから車で１０分ぐらいのところにある。 

陣馬山に向かって山間を走ると両側から緑の木々が迫ってくる。左手下には北浅川の美しいせせらぎが目

に飛び込んでくる。まさに山紫水明の地である。 

さて、当日の様子はといえば午後１時集合で１名が八碁連の仕事で少し遅くなっただけで無事スタートを

切った。まず囲碁の優れているところは、棋力に差はあってもハンデをつければ互角に戦えることである。

参加者の棋力は有段者７名と級位者３名で、いつも打っている相手なので遠慮なく打てる楽しさである。 

５時に風呂、６時に夕食いつも見かける風景である。そして、９時まではまじめに囲碁の対極の予定では

あったが、そこは大人の集まり、夕食後囲碁談義に移った人もいたようだ。夜中の２時過ぎまで飲みながら

碁を打っていた強者もいたようだが、間違いなく普段よりは大幅に局数をこなしたに違いない。研究会の成

果のほどは、各個人にお任せすることとし、２回目が開催されるなら、まず一番に手を挙げることにしたい。 

  

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 

南大沢大会 

日時   平成２７年９月６日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会場   南大沢市民センター 南大沢2-27   Tel  679-2209） 

申込先  会長 武中章三 別所２－４５－１－６０２Ｔel・Fax ６７５－１４３３ 

メール sho3take@s8.spaaqs.ne.jp 

申込期限 ８月２３日 

主催    南大沢囲碁同好会 

北野大会 

日時   平成２７年９月２０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@jcom.zaq.ne.jp 

申込期限 ９月６日 

主催    北野囲碁同好会 

 

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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 第２４回 活きいき囲碁大会の結果 

 

石川    6月２1日(日)  於 石川市民センター 

参加者 

Ａクラス ２６名 （５段～７段） 

優勝：坂本 勝雄 石川 / ７段  準優勝：山本 数英 川口 / ６段 ３位：池田 正三 大和田 / ６段 

Ｂクラス ２２名（初段～４段） 

優勝：平松 隆治 石川 / ４段→５段 準優勝：木河 専 石川 / ２段 ３位：山口 暢彦 石川 / ３段 

Ｃクラス  21名 ( 初段～７級） 

優勝：藤井定雄 石川 /５級→４級 準優勝：赤松 栄一郎 長房 /１級 ３位：荒畑 昭一 川口/ 2級 

 

台町   ７月５日(日)  於 台町市民センター 

参加者 

 

Ａクラス２０名 （５段～７段） 

優勝：竹添 文彦 元八王子/６段 準優勝：竹内 朝晴 恩方/５段 ３位：小嶋 英基 長房/ ７段        

Ｂクラス２０名 （２段～４段）  

優勝：吹上 吉輝 北野/３段→４段 準優勝：八幡 満 大和田/２段 ３位：舘野 敏文 台町/４段 

Ｃクラス ２５名 （初段～７級） 

優勝：小町谷 常孝浅川/４級→３級 準優勝：白川 博克 長房/初段  ３位：鈴木 富士雄 長房/２級 

 

 

 

浅川 恩方 元八 中野 大和田 石川 台町 北野 長房 川口 南大沢 非会員 合計 

3 7 １ 4 12 20 0 3 ９ ５ ３ ０ 69 

浅川 恩方 元八 中野 大和田 石川 台町 北野 長房 川口 南大沢 非会員 合計 

４ ６ ２ ３ １４ １ ７ ２ １９ ４ ３ ０ ６５ 
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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、７月５日（日）、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５２人で、一昨年の３２人、昨年４１人と年々増えており今後が楽しみです。また小さな子供も

たちが対局の初めと初めと終わりにきちんと挨拶をする姿は微笑ましいとともに、囲碁とともに礼を知る大

変良いことと感じられます。 １位、２位、３位に教育長名の賞状が授与されました。 

 

成績  

９路盤 

優勝： 室賀 洪心（高倉小）  

準優勝： 木本 晃裕（南野小）  

３位： 岡田ケンジ（川口小） 

１３路盤  

   優勝： 松尾 響環（頴明館中） 

準優勝： 野宮莉子（横川中）  

３位： 立川龍之介（一中） 

１９路盤  

   優勝： 酒井正義（横川中）  

準優勝： 半澤政明（横川中）  

３位：前田圭太（横川中）） 

 

 

  日本棋院八碁連支部コーナー 

第2回交流親睦囲碁大会のご案内 

主 催   日本棋院八碁連支部 

対戦相手  日本棋院青梅支部 

日 時   9月17日(木)  9時30分 

会 場   青梅市民センター(青梅駅すぐ) TEL 0428(22)1131 

募 集   8〜10名 

参加費   1,000円(食事付き) 

申込締切  8月31日 望月成一(TEL&FAX 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。 
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◎第 4回八碁連理事会（6月例会） 

 日時  平成２７年６月２３日(土) ９：００～１２００ 

出席者：理事５名                

議案 

１．子供大会の実施確認 

２．理事の業務を削減する方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編修後記  台風一過ようやく梅雨も明け夏の訪れとなりました。生活習慣を正し適度な冷房と 

水分を取り、我ら碁楽人としては時に囲碁を楽しめば暑い夏もなんのその次の良い秋 

が迎えられることでしょう。 

    


