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 落語にでてくる囲碁の噺                            大和田囲碁同好会 成田 滋 

昔の道楽といえば、「飲む」「買う」「打つ」。その内、最もたちの悪いのが「打つ」、博打です。なにし

ろ身代を持ち崩し、家族が崩壊することが多かったようです。道楽ならぬ「道落」といわれる所以です。

現代の「打つ」の代表は囲碁でしょう。 

  落語は私の趣味の一つです。いくつかの囲碁にまつわる演目が落語にあります。そこにはいろいろな

人物や話題が登場しますが、大抵はヘボ碁やザル碁。どれも江戸時代が舞台となります。 

「笠碁」という演目があります。碁敵の美濃屋の隠居とある旦那の噺です。この二人は竹馬の友。棋力

は初段から二段くらいのようです。今日も「待ったなし」という約束で打ち始めます。中盤までスラス

ラと何事もなく進むのですが、途中、旦那のいつもの癖がでます。「済まん、待ったさせてくれ！」 

美濃屋の隠居は「約束は約束！」とどうしても引き下がりません。そのうち旦那は、三年前の借金の話

を引き合いにして、返済を待ったしてやったというのです。ですが、隠居は「お金はお金、囲碁は囲碁」

と一蹴します。そのうち、売り言葉に買い言葉になるのです。 

 美濃屋の隠居 「借金の恩義があるから大晦日には、手伝いに行ってやれば蕎麦一杯も出さねえ、こ

のしみったれのヘボ碁め」 

 旦那 「帰れ、帰れ、このザル碁め」    美濃屋の隠居 「金輪際、来るもんか！」  

翌日から旦那は孫を連れて上野界隈をブラブラするのですが、退屈でしようがありません。「碁敵は憎さ

も憎し懐かし、」。喧嘩で啖呵を切ったことを悔やむのです。それを見かねた番頭が云います。 

 番頭 「旦那様、碁会所でも行ってはいかがですか？」 

 旦那 「あんなとこ行ったかて相手はいない」  番頭 「相手が。え？ 相手が弱すぎて？」  

 旦那 「強すぎるんや、皆目歯が立たん」 

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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とうとう美濃屋の隠居も退屈さに耐えかねたのか、旦那の店の前をうろうろします。丁度雨の日です。

それを旦那が呼び止めます。 

 旦那 「やいやい、ザル野郎！」    美濃屋の隠居 「なに、どっちがザルだ、このヘボ野郎！」 

 旦那 「ヘボかヘボでねえか、一番やるか！」   こうして目出度く仲直りをし碁盤を囲みます。

果たして「待った」が飛び出すのか、出さないか。サゲは「笠碁」を聴いてのお楽しみ。 

 

  第２５回 活きいき囲碁大会の結果 

長房   １０月４日(日)  於 長房ふれあい館   参加者 ９０名 

 

 

 

Ａ組 ２５名（６段～７段） 

優勝：佐野太久也 非会員/６段  準優勝：小嶋英基 長房/７段  ３位：三島敏明 浅川/７段 

Ｂ組 １９名（３段～５段） 

優勝：坂内秀三 浅川/５段→６段  準優勝：安西 実 長房/５段  ３位：根本 清 大和田/４段 

Ｃ組 ２０名（初段～２段） 

優勝：矢島良宏 大和田/２段→３段  準優勝：白川博克 長房/初段 ３位：長谷山敏幸 大和田/２段 

Ｄ組 ２６名（８級～１級） 

優勝：浜野忠男 大和田/６級→5級  準優勝：福本秀司 長房/１級 ３位：小町谷常考 浅川/２級 

 川口   １０月１８日(日)  於 川口市民センター   参加者 ８４名 

 

 

 

Ａ組 １８名（６段～７段） 

優勝：若穂囲 廣志 川口/７段   準優勝：青山  格 大和田/６段  ３位：吉澤 實 恩方/７段 

Ｂ組 ２１名（４段～５段） 

優勝：石井 忠興 川口/５段→６段  準優勝：森田 泰夫 川口/４段 ３位：田中 秀司 川口/4段 

Ｃ組 ２２名（初段～３段） 

優勝：宮崎 洋 中野/３段→４段  準優勝：白石 好伸 台町/２段 ３位：武中 章三 南大沢/初段 

Ｄ組 ２３名（１級～８級） 

優勝：赤松栄一郎長房/１級→初段  準優勝：中村 勝嘉 長房/３級 ３位：荒畑 昭一 川口/１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 

１０ １２ ９ ５ １２ １ ２ １ ２９ ５ １ ３ ９０ 

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 １３ ９ ８ １３ １ ２ １ １０ １９ ２ ２ ８４ 
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１１月の囲碁大会（１０月号掲載） 

文化祭囲碁大会 

日   時   １１月３日（火） 午前９：３０から受付開始  

＊申込み終了、ただし当日でも参加できますので是非ご参加ください 

八碁連囲碁大会 

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１日（日） 

  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） 

 

       １１月１５日は八王子の銀杏祭りのため多摩御陵入口の駐車場は 

使用できません。ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

◎第６５回八王子市民文化祭囲碁大会実行委員会 

日時  平成２7年１０月１６日（金）９：３０～１１：３０    

出席者 望月成一、地区同好会より競技委員９名、理事６名 

議  題：役割分担の確認 
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日本棋院八碁連支部コーナー 

◎指導碁の公募（詳細未定） 

日本棋院（派遣）  ○○○○棋士×段の来訪 

主催        日本棋院八王子囲碁連盟支部 

後援        八王子囲碁連盟 

・日時   平成27年11月29日(日)  10時集合 

・会場   東浅川保健福祉センター４階  

       （当日は八碁連大会を開催しています） 

・参加資格対象  八碁連会員 

・募集人数  １６名（先着順で締め切ります）  

・参加費 1,000円 (昼食付) 

・内 容  第１ラウンド  10:30～11:30 

      昼食・歓談（棋士を囲んで） 

      第2ラウンド  12:30～13:30 

第3ラウンド  13:30～14:30 

第4ラウンド  14:30～15:30 

＜注＞各ラウンド４面打ちとします。 

   ラウンド順 当日決めます。 

・申込み先   望月 成一  ℡ ６６３－９７５８ 

・締め切り  １１月１５日（日） 

 

究極のヨセ（七路盤） 

      

 究極のヨセ（第２題）黒番 

前号（第１題）の解答         結果 黒１目勝ちとなります。 
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平成２７年度高齢者表彰該当者 

 

  ８０歳（昭１０年1月～12月生まれ）に達した会員のみが対象になります 

氏 名 段 級 所 属 生 年 月あわ 

吉永 満雄 ４段 浅川 昭和１０年 ４月 

長谷川幸二 ４段 恩方 昭和１０年 ２月 

小久保捷朗 ２段 恩方 昭和１０年  1月 

佐宗 源治 ６段 元八 昭和１０年  1月 

三浦 和夫 ５段 元八 昭和１０年  ４月 

宇井 久 ３段 元八 昭和１０年  ９月 

清水 文彦 ６段 中野 昭和１０年  １月 

浜中 武夫 3段 中野 昭和１０年  １０月 

三宮 敬典 ４段 石川 昭和１０年  ３月 

大山 芳雄 ４段 石川 昭和１０年  ９月 

江口 靖碩 ７段 台町 昭和１０年  ４月 

端山 昌夫 ６段 台町 昭和１０年  ５月 

村上 龍昇 1級 台町 昭和１０年  ８月 

田中 基義 ２級 台町 昭和１０年 １０月 

中村 士朗 初段 北野 昭和１０年  ６月 

斎藤 吉明 2段 長房 昭和１０年 １０月 

金井大三郎  3級 長房 昭和１０年  ６月 

相川真佐子 5級 長房 昭和１０年 １２月 

 濱田 英嗣 ５段 川口 昭和１０年  ９月 

 藤野 誠二  ４段 川口 昭和１０年  ４月 

 中森 久隆  初段 南大沢 昭和１０年  ３月 
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◎第７回八碁連理事会 

日 時  平成２６年９月２７日（土）９：００～１２：００ 

出席者  理事６名 

１．報告・予定事項 

２．検討事項 

２．１ 11月3日の市民文化祭囲碁大会について、準備された資料で前月の確認・検討 

２．２ 11月15日の八碁連大会について、準備された資料で確認・検討 

    

                                         

 

◎ 八碁連だより１０月号訂正事項 

前期研修部囲碁大会 

Ｂ組 １６名（２段～２級）  

正  優勝：苅部尊也  長房/1級→初段  準優勝：鈴木富士夫 長房/１級  

誤  優勝：苅部尊也  長房/２級→1級  準優勝：鈴木富士夫 長房/３級 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記    ここに来てようやく秋らしい好天が続きました。今年も台風や大雨等変化の

激しい夏でしたが、これからも好天が続いてくれればと願いたいこの頃です。１１月は、市

民囲碁大会、八碁連大会があります。ご健闘を祈ります。 


