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休息するカワセミ   城山川、大沢川合流付近 

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 松本 健彦 

 ３月１３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。 

昨年度は級位の方々の大会など行事への参加が増え、入門コース、 

初心者教室、級位者認定大会などの、努力が実を結びつつあると感じて 

おり、これらの会を指導くださる方々に感謝しております。 

また、数年来問題になっていることですが、会員の平均年齢が確実に上昇しており、近い将来、会の運営に

支障が出る心配があります。 

上記活動による新会員の増加と共に、困難な問題ですが、各同好会と協力して、新会員の増加・若返りを

考え、会の活性化を進めなければならないと思います。 

本年は、総会で検討された諸問題、特に青少年への普及や子供囲碁大会を更に充実させねばなりません。 

理事会からの要望事項として了解された、囲碁指導者の増強についても、総会で発言された ”囲碁が好きな

のと指導するマインドは別で、多くない” との発言もあり、案内人連絡会・理事会等で考えていきたいと思

います。 

また、前会長からの引き継ぎ事項として、理事会の高齢化に伴い、理事会業務の簡素化/減量化についても 

継続して考えて行きたいと思います。 

理事会業務については、昔に比べ、対外折衝（市の各部署や棋院：後援関連）も増加しており、趣味による

親睦の会の域を超えて、八王子の囲碁普及の代表団体としての位置づけが強くなっており、対外的なものは

作業ミスが許されにくくプレッシャーも大きい。 どのように進むべきかについても見守る必要があります。 

 物忘れも多く半分ボケ始めていると感じる私ですが、今年1年、理事会メンバー共々暖かく見守り、ご協

力頂けますようお願いいたします。 

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２８年度定例総会が「関係者により開催」 

 平成２８年度八碁連定例総会が、３月１３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開催されました。 

 望月会長の挨拶に続いて、①平成２７年度事業報告 ②平成２７年度決算報告③平成２８年度事業計画

案 ④平成２８年度予算案 ⑤提案事項等 ⑥平成２８年度役員等の改正案について、審議決定しました。

最後に、望月会長、井出道明理事、山田清志理事の退任挨拶、新理事の小田辰郎理事、中谷勝信辰郎理事、

竹中章三理事の紹介があって、午前１２時００分に終了しました。 

  

 

平成２8八碁連役員（理事） 

                                           

前年度からの役員                 新役員   

  

 

端山昌男（台町）   佐藤義廣(北野)   小田辰郎(長房)  中谷勝信（川口） 竹中章三（南大沢） 

 

 

◎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２７年度末を以って退任された役員 

 望月毅士会長（中野）、井出道明理事（大和田）、山田清志理事（元八） 
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第２６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２８年５月８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） 

参加費  １，０００円（弁当代を含む）非会員 １，２００円 

申込先  会長  竹添 文彦   〒193-0814 泉町１９１１－８１ 

           電話 ６２６－４２４５  メール bun-takezoe@jcom.zaq.ne.jp 

申込期限 ４月２５日 

 

中野大会  （主催中野囲碁同好会） 

日時   日時５月２２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 

参加費  １，０００円（弁当代を含む）非会員 １，２００円 

申込先  会長  森本 康男  犬目町１－２４４ー６ 

           電話・ｆaｘ ６５４－４７０８  メール ymoritky@wonder.ocn.ne.jp 

申込期限 5月８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 

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５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２８年６月２６日（日） 

 受 付  ９時２０分（９・１３・１９路盤）  

 ９・１３路盤は13：00前に終了（午後も自由対局できます） 

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） 

          参加賞準備しています。 

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・１９路盤 いずれかを明記 

記 

① 級位・囲碁の先生 

あて先  〒１９２－００２３八王子市久保山町２－３３－１６八王子囲碁連盟 松本 健彦 

      電話,ｆａｘ ０４２－６９１－８３４３ 

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

 

 

 

平成２７年度後期研修部大会の結果 

  ３月１９日  於 東浅川保健福祉センター  

Ａ組 ２４名（有段者） 

  優勝：野島孝征 石川/四段→五段 ２位：高橋俊夫 大和田/初段 ３位：平山 統 元八王子/四段 

Ｂ組 ２０名（級位者） 

  優勝：山下善子長房３級→２級   ２位： 小澤敦司恩方/１級  ３位：平林建二 長房/３級 
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◎ 平成２８年度計画 

（１）第２６回活きいき囲碁地区大会 

 開 催 日 共   催 会    場 

4月  3日(日)  浅川囲碁同好会 横山南市民センター  電666-0031 

4月 17日(日) 恩方   〃 恩方市民センター   電652-3333 

5月  8日(日) 元八王子 〃 元八王子市民センター 電651-3960 

5月 22日(日) 中野   〃 中野市民センター   電627-6221 

6月  5日(日) 大和田  〃 大和田市民センター  電645-8980 

6月 19日(日) 石川   〃 石川市民センター   電642-0220 

7月  3日(日) 台町   〃    台町市民センター   電627-3808 

9月  4日(日) 南大沢  〃  由木中央市民センター 電676-8123 

9月 18日(日) 北野   〃 北野市民センター   電643-0440 

10月  2日(日) 長房   〃 長房市民センター   電664-4774 

10月 16日(日)  川口   〃 川口市民センター   電654-0722 

 

（２）第５回八王子市子ども囲碁大会    

 平成２８年 ６月２６日（日） 東浅川保健福祉センタ ー 

（３）級位者認定囲碁大会 

 平成２８年 ７月３１日（日） 東浅川保健福祉センタ ー 

（４）第６６回市民文化祭囲碁大会       

平成２８年１１月 ３日（木） 東淺川保健福祉センター  

（５）第２７回八碁連囲碁大会  

３段以上  平成２８年１１月１３日（日） 東浅川保健福祉センタ－ 

      ２段以下  平成２８年１１月 ２７日（日） 東浅川保健福祉センター 

（６）第１８回八碁連棋聖大賞囲碁大会    

平成２９年 １月２２日（日） 東淺川保健福祉センター 

（７）第２４回八碁連タイトル囲碁大会 

 平成２９年 ２月 ５日（日） 東淺川保健福祉センター 

（８）研修部囲碁大会 

 前期：平成28年9月19日（土）、 後期：平成２9年3月18日（土） 
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◎第１２回八碁連理事会 

日時  平成２８年２月２７日（土）９：００～１２：００  

 出席者 理事6名、 

議案  1.平成２7年度定例総会準備 

 

 

究極のヨセ（七路盤） 

黒番 結果 黒１目勝ちとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あのしみ 

 

 

 

 

編 集 後 記  

  いよいよ28年度が始まり新役員の元、新しく八碁連の活動が展開されます。活き活き大会、子供大会、

市民大会等多くの大会を初め 各種行事が展開され新しい歴史が積み重ねられ八碁連のさらなる発展を期

待します。２７年度八碁連たよりの発行に当たっては、多くの誤り等が発生し皆様にご迷惑をおかけしま

したが、なんとか１年間の掲載を終えることが出来ました。 尚５月号からは新理事の中谷 勝信氏が担

当する事になりました。１年間の購読ありがとう御座いました。 

山 田 

第６題の解答 究極のヨセ（第７題） 

（第７題） 


