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富士見台公園（下柚木） 

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

   勝手読みもまた楽し                  中野囲碁同好会会長 森本康男 

私が囲碁というものを知るようになったのは18歳の時であるから歳月だけは相当に長い。学生生活の４年

間を学寮で過ごしたのがきっかけで、同室(上級生)が時々友人を部屋に招き入れては打つ囲碁を横目で眺め

ながらルールらしきものが頭に入ったという次第である。定石などまったく勉強したこともない見様見真似

の素人碁であった。卒業後、就職した会社で昼休み時間に囲碁を打っている有段者の先輩に「四子」でお手

合わせをお願いし何とか初陣を飾ったと記憶している。誘われて囲碁部に入った次第であったが、当時の囲

碁部の先生は木谷門下生(既に引退しておられた)でプロの芦葉先生で月一回ご指導をいただいたが、教本も

殆ど読まない不勉強のまったくの我流を通してきたから、遅々として進歩はなく、「勝手読み」を得意技とす

る「ザル碁」で今日に至っている。 

  囲碁に関する本といえば、印象に残っている一冊は、日本棋院で囲碁の海外普及に力を注いでおられ

た「山中典之五段(当時)」が、昭和６１年に岩波書店から上梓された「囲碁の世界」であろうか。囲碁を勉

強している欧米の方々の言として「囲碁はチェスより面白く世界で最も知的なゲーム」だと高い評価をもら

っていると同書で書いている。日本の囲碁文化二千年の歴史を誇っていいような気がする。平安の昔、紫式

部や清少納言も囲碁に長けていたという。囲碁を知らないと囲碁の用語や言い回しが出てくる「源氏物語や

枕草子」の文章を正確には理解できないだろうという国文学者の言が紹介されている。囲碁を打つ国文専攻

の友人に「紫式部と清少納言とどちらが強かったか」知っているかと訊ねたことがある。調べて教えてくれ

ることになっているが、さて、どちらでしょうか？  時の経つのも忘れさせてくれる囲碁には「烏鷺の争

い・爛柯・手談・橘中の楽」など故事に因んだいろいろの別称がある。この楽しみが最近のコンピュータ相

手の囲碁には違和感を覚えるのは私だけでしょうか。高段者には「定石など知らなくてもよい。すぐ打つな、

よく考えて打て」と叱られている。これからも「勝手読み」の得意技を磨こうと思っている。 

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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 ２5回 活きいき囲碁大会の結果 

 南大沢    9月6日(日)  於南大沢市民センター 

参加者 ４９名    

Ａ組 ２５名（３段～７段） 

優勝：信江 峻 南大沢/７段   準優勝：佐野太久也  非会員 /６段  ３位：山縣文雄  北野/６段   

Ｂ組 ２４名（級位者～２段） 

優勝：舛石真一 南大沢/１級→初段  準優勝：坂田信義 南大沢/２段 ３位：長島健治南大沢/初段 

 北野    9月２０日(日)   於北野市民センター 

参加者 ９１名    

Ａ組 ２１名（７段～５段） 

優勝：小嶋英基長房/７段   準優勝：青山格  大和田/６段  ３位：山縣文雄  北野/６段   

Ｂ組 ２３名（5段～３段） 

優勝：竹内朝晴 恩方/５段→６段  準優勝：赤井忠光 南大沢/４段 ３位：井出節雄 非会員/４段 

Ｃ組 ２４名（３段～初段） 

優勝：一条幸吉 北野/3段→４段  準優勝：矢島良宏 大和田/２段  ３位：芦澤靖彦 長房/２段 
Ｄ組 ２３Ｄ名（初段～6級） 

優勝：小町谷常吉 忠雄/３級→２級 準優勝：村上龍昇 台町/２級 ３位：浜野忠雄 大和田/５級 

第47回前期研修部囲碁大会   ９月１９日(土)  於東浅川保健福祉センター 

 参加者 ４９名 

Ａ組 １６名（５段～２段） 

優勝：池口隆久  長房/５段→６段  準優勝：白石好伸 台町/２段  ３位：梶原和夫 浅川/５段 

Ｂ組 １６名（２段～２級）  

優勝：苅部尊也  長房/1級→初段  準優勝：鈴木富士夫 長房/１級  ３位：赤松栄一郎 長房/1級 

Ｃ組 １７名（２級～５級） 

優勝：荒畑昭一友治川口/２級→１級  準優勝：田中基義 台町/２級  ３位：菅井勝男 恩方/５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 

２ ２ 0 3 8 0 1 4 0 0 20 9 49 

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 

５ ６ ３ ４ １４ ３ ２ ３０ ９ ３ ５ ７ ９１ 
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 囲碁大会のお知らせ 

１． 第６５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（火） 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 

     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 

 

参加費   １，０００円（昼食を含む） 高校生以下５００円 

申し込み  １０月２０日（火）までに下記申込み先へ 

 

   ２．第２６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１５日（日）午前９：１０から受付 

申込期限 １１月日１（日）まで下記申込み先へ 

参加資格 ３段以上の八碁連会員 

（２） ２段以下  

       日 時  １１月 ２９日（日）午前９：１０から受付 

申込期限 １１月１５日（日）まで下記申込み先へ 

参加資格 ２段以下の八碁連会員 

 

申込み先 理事 佐藤義廣  〒192-0906  北野町61-11 

TEL.FAX０４２－６４４－２１４０   メール sayosi@nifty.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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投 稿 

詰碁の能率的な勉強は 

長房囲碁同好会   池口隆久 

 高校時代は数学の勉強で苦労した。代数の問題で分からないと、何時間でも辛抱強くできるまで考えてい

た。絶対にできるまで解答例を見てはいけないと思い込んでいた。因数分解・数式の計算では、苦労すれば

報われることが多かった。方程式も二次方程式くらいでやめておけばよいのに、三次方程式・四次方程式に

までのめりこんで、無駄な時間を費やしたものだ。 

 結局、数学にかなりの時間を費やしたあげくに、ほかの教科、特に英語に費やす時間が少なかったから、

結果は受験に失敗したといえる。一次志望の大学には入れなかったからだ。二次志望の大学に入学してみる

と、おどろいたね。クラスの全員が同じ不満を抱えていた。二期校の宿命であった。自分だけじゃないとわ

かって、いくらか救われたが。 

 先日、「詰碁200」（日本棋院発行）を、本棚から取り出して、「プロロ－グ・詰碁の楽しみ方」に目を通し

た。すると、「３分で解答を見よう」と書いてあるではないか。実はこれが詰碁の王道なのだという。「幾何

学に王道なし」と昔から言われてきたが、詰碁の王道は「３分間考えてわからなければ回答をみたほうがい

い」のだという。解けるまでは回答を見ない、とふつうは考えますね。あまり生真面目に考えすぎて、詰碁

書を途中で放り出させないためにも、頑張りすぎないことが肝心なのでした。 

 プロ棋士に聞くと一様に、解けそうもなければすぐに答えを見ていたという。ただし、同じ詰碁書を何回

もくりかえして読んでいたそうだ。人生で一度も見たことがない手筋、急所を、自分の力だけで発見するの

は並大抵のことではないから。最初は、様々な手筋、急所と出会うことが必要。大事なことは、自分が読も

うと決めた本を辛抱強く何回読めるかにかかっている。 

 さて、60年前にこの極意を知っていたならば、どんなに数学や英語を能率よく学べたか考えるとゾッとし

ますね。だれもそのようなヒントを与えてくれなかったのですね。生真面目な、要領の悪い、朴念仁だった

のですね、私は。 さて、良い手がかりをえたからには、正しい方法で詰碁を学ぼうと思います。80に手の

届く年齢になっていますが、幸いなことに、まだ元気に生きています。千里の道も一歩よりです。今日から

始めることにしよう。 

 

日本棋院八碁連支部コーナー 

 

第2回交流親睦囲碁大会が、日本棋院青梅支部と平成27年9月17日(木)に青梅市民センターで行われた。

八王子チームは公募の結果、10名を選抜。 

青梅チームは16名が参加。大会は10時に開始。昼食、歓談を挟んで４局を行う。残念ながら１１勝９敗で

惨敗、１６時無事終了した。参加選手は次の通りです。 
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八王子チーム        青梅チーム 

吉田 旭 ７段    早川 博 ７段    渡辺 弘 ４段 

信江 峻 ７段    山内直美 ７段    内堀 宗 ４段 

磯部信弘 ６段    清水知宏 ６段    金子 勉 ３段 

端山昌夫 ６段    見留 真 ６段    池本四郎 ３段 

岸村 左 ５段    吉原光博 ６段    久保広良 ３段 

梶原和夫 ５段    上田 武 ６段    森居喜一郎３段 

徳満英世 ５段    長谷見清司６段 

望月毅士 ５段    橋口隆二 ５段 

南正一郎 ５段    羽生和夫 ５段 

望月成一 ５段    菊池睦典４段 

◎平成２７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 吉田 旭7段 三島敏明7段 小町屋常考3級 網野修介3段 

恩方 徳光英世５段 斎藤 健６段 吉澤 實７段 藤森 力７段 小沢正巳４段 竹内朝晴５段 

元八 竹添文彦６段 庄司則之５段 野口勝彦２段 平山 統４段 粂川次男４級 藤本淳雄初段 

中野 清水文彦６段 磯部信宏６段 宮崎 洋3段 野口裕司２段 井上栄太郎７段 宮崎 洋3段 

大和田 古園 強７段 根岸重利２級 青山 格６段 根本 清４段 成田 滋３段 橋本 誠3段 

石川 中村順二５段 金本好正７段 坂本勝雄７段    金本好正７段 松本健彦６段    金本好正７段  

台町 館野敏文４段 渋谷昭男４段 未実施 未実施 館野敏文４段 渋谷昭男４段 

北野 佐々木胖充４段 古賀照也６段 保坂彦逸３段 佐藤義廣６段 山縣文雄６段 平田弘一３段 

長房 塚原和利７段 藤森 茂５段 秋山一雄初段 小嶋英基７段 小嶋英基７段 稲葉重雄６段 

川口 藤野誠二４段 辻日出男４段 渡辺恵介２段 渡辺浩良３級 井上国臣７段 若穂井廣志７段 

南大沢 矢島幾朗６段 松田忠雄４段 大島真一２級 淵本康方３段 赤井忠光４段 大島真一２級 

◎会長会報告 

 八碁連には、会員を増やしたいなど、問題が多く有りますます。先の総会でも指摘された事を相談させて

いただきました。ご意見を今後の理事会運営に活かしていきます。 

なお、その会で以下のお願いをしています。 

 ・八王子市民文化祭囲碁大会に各地区同好会より1名の競技委員の御協力お願いします。 

 ・八碁連囲碁大会への競技委員の御協力もお願いします。 

（案３段以上：浅川～石川、２段以下：台町～南大沢） 
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◎第６回八碁連理事会 

日 時  平成２７年８月２２日（土）９：００～１２：００  
出席者  理事５名 

議 題  1．報告事項 

      ２．市民文化祭囲碁大会実施要領 

 

投 稿    「究極のヨセ」   川口囲碁同好会 廣島松治 

「究極のヨセ」は倉内満氏（八碁連指導者養成担当）が作成されている多種多様な囲碁指導テキスト

の中で希（まれ）に見るテキストとして提供していただいたものです。（掲載内容作成者は川口囲碁

同好会 廣島松治氏） なお、この７路盤・石のプログラムの作成者は元碁老連会長の松田礼治氏で

す。氏は詰め碁作成用紙、スイス方式組合せプログラム（八碁連ホームページ

http://homepage3.nifty.com/yasu1120/hatigoren.htmlのメニュー「囲碁ソフト」）などを作成され

ており、川口囲碁同好会は囲碁大会では運営役員も大会に参加でき、非常に重宝に活用させていただ

いています。石川囲碁同好会でも年４回の囲碁大会は本ソフトで管理し運営役員もすべて競技に参加

しているとのことです。 

究極のヨセ（七路盤）    全問 黒番  黒１目勝ちとなります。 

 

究極のヨセ（第１題） 

 

 

 

 

 

 

「ヨセの研究」に挑戦してみてください。 

次号で解答図を掲載します。 

また、次号には引き続き究極のヨセ（第２題）を掲載します。 

 

編集後記  今年の夏は初めこそ暑い日がありましたが、連日の大雨で各地で多くの災害が発

し大変な夏となりました。来たるべき良き秋を願って、頑張りたいものです。 

      八碁連だよりも今年度中間期を迎えましたが、今回は巻頭言と投稿を掲載させて

頂きました。 

 

 

 

 

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

