
1 

 

 

 

町田市薬師池公園の大賀ハス  ７月３０日 

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

数字‘’３‘’にちなむ話あれこれ  元八王子囲碁同好会会長 竹添 文彦 

 ‘’０‘’から‘’９‘’の数字で日本人が好きな数字は‘’７‘’が一番で、‘’３‘’が二番とのこと 

です。小生は‘’３‘’の持つ幅広さに不思議と魅力を感じています。 

 私事ですが、健康維持のため週４～５回、約１時間のウオーキングをしています。ウオーキングの道すが

ら自動車のナンバープレートの４桁の数を‘’３‘’で割り、その余りが幾つになるかの、脳トレをしてい

ます。 

 ナンバープレートの４桁の数を‘’３‘’で頭から割るのでは時間がかかりますが、素早く計算する方法

があります。ご存知の方も多いと思いますが、各桁の数を合算し、その数を‘’３‘’で割るのです。例え

ば、ナンバープレートの４桁の数が「７９８３」だとしますと、各桁の合計は２７となり、‘’３‘’で割る

と余りは‘’０‘’となります。頭から割っていきますと「２６６１」と割り切れ、余りは‘’０‘’と 

なります。もっと素早く計算する方法もあります。 

 三 が出てくる‘’ことわざ‘’もたくさんあります。三つ子の魂百まで/石の上にも三年/三度目の正直/ 

早起きは三文の徳/仏の顔も三度まで、などなどです。 

 三大宗教、三大料理、三大美人というものもあります。ちなみに、三大宗教はキリスト教、イスラム教、 

仏教を指すのはご存知だと思います。三大料理は伝統的には中華料理、フランス料理、トルコ料理を指すそ

うです。これらは広大な領土を治めた大帝国の宮廷料理を意味しているそうです。レストラン格付けで世界

的権威をもつミシュランガイドでは、星を獲得し一流と評価されている店はフランス料理、日本料理、中華

料理、イタリア料理、インド料理などが多く、トルコ料理は少ないそうです。三大美人は日本では、 

クレオパトラ、楊貴妃、小野小町ですが、世界ではクレオパトラ、楊貴妃、ヘレネ（ギリシャ神話の美人）

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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だそうです。 

 囲碁における 三 には、三劫があります。両対局者がこれらの劫を譲らないで循環的に打ち進めますと

勝負がつきませんので、その時は、日本棋院の規約では両者合意の上無勝負と定められています。三劫で有

名な話として、天正十年、本能寺の変前夜、日海上人（後の本因坊算砂）が信長の御前で利玄と対局した折

に発生し、打掛となったことがあります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       ９月の活きいき囲碁大会（８月号掲載） 

           

南大沢大会   ９月４日（日）   由木中央市民センター 

       北野大会    ９月１８日（日）  北野市民センター                          

 

                         

                         

    平成２８年度前期 研修部囲碁大会のご案内 

 主催     八王子囲碁連盟 

 日時     平成２８年９月１７日（土） 受付９：００～９：３０ 

 会場     東浅川保健福祉センター ４階 

 参加資格   研修部在籍者 

 競技方法   クラス別に行い、入賞者には商品を進呈します 

 参加費    １，０００ 円（昼食費を含む） 

 申込方法   研修部例会にて申込用紙に記入する 

        例会欠席者で大会参加希望者は下記に連絡して下さい 

      ＊ 連絡先：研修部事務長 野嶋 孝征  TEL/FAX ６４５－８３７８ 

 申込期限   ９月１０日（土） 
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    第２６回 活きいき囲碁大会のご案内 

 長房大会   昨年とは場所が変更されてます。ご注意下さい 

日時   平成２８年１０月２日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会場   長房市民センター（長房町506－2  Tel  664-4774） 

申込先  同好会会長 池口隆久 狭間町1804-26  Tel・Fax  665-7147 

申込期限 ９月１８日   

川口大会 

日時   平成２８年１０月１６日（日）受付 午前9時00分～9時30分 

会場   川口市民センター（川口町3838  川口やまゆり館内  Tel  654-0722） 

申込先  同好会会長 山本良宣 川口町2864-7 Tel・Fax  654-2167 

申込期限 １０月２日      メール yottinosukehoosen@yahoo.co.jp 

 

両大会とも  

主催   各地区の囲碁同好会 

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 

参加費  １，０００円（弁当代を含む） 非会員 １，２００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 

  

 

  会員の皆様  原稿 を広く 募集 しています 

 みんなの機関紙『八碁連だより』をもっと充実したものにしたいと思います、囲碁の 

 話の他、趣味の話、俳句や短歌 など皆様の投稿をお待ちしています。 

  

           

      囲碁 川柳 

● 飽きもせず 上達もせず 辞めもせず       

● 物騒な会話している 切る殺す 

                    ● 背広ぬぎ 昔の上司 いま碁弟子 
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日本棋院八碁連支部コーナ 

  第３回級位認定囲碁大会の結果 

 去る７月３１日、東浅川保健福祉センターにおいて、第３回級位認定囲碁大会が行われました。 

参加者は ７２名 で内 ８名 が小中学生で、緊張した雰囲気の中にも、和気あいあいとした、微笑ましい 

光景も随所に見受けられました。 

 対局は４回行われ、４戦全勝の５名には日本棋院の免状と賞品、３勝１敗の方々には日本棋院の認定状を 

進呈しました。 

 

     ３勝１敗以上の昇級者は 下記の通りです 

     

Ａクラス ・・・ 奥村 善徳 （個人） ４勝０敗  ２級 → １級 

長野 千恵三（長房） ３勝１敗  ２級 → １級 

             小林 安雄 （個人） ３勝１敗  ３級 → ２級 

             仲渡 英生 （石川） ３勝１敗  ３級 → ２級 

             浜野 忠男 （大和田）３勝１敗  ３級 → ２級 

             中村 勝嘉 （長房） ３勝１敗  ３級 → ２級 

  

    Ｂクラス ・・・ 尾崎 健二 （恩方） ３勝１敗  ４級 → ３級 

             粂川 次夫 （元八） ３勝１敗  ４級 → ３級 

             清水 純一 （浅川） ４勝０敗  ５級 → ４級 

             加藤 謙一郎（南大沢）３勝１敗  ５級 → ４級 

             風田川 安男（初心教）４勝０敗  ５級 → ４級 

             刑部 守彦 （長房） ３勝１敗  ５級 → ４級 

             西村 旭  （初心教）３勝１敗  ６級 → ５級 

 

    Ｃクラス ・・・ 亀井 裕太 （中学生）３勝１敗  ７級 → ６級 

             小俣 一男 （初心教）３勝１敗  ７級 → ６級 

             八木 正憲 （初心教）３勝１敗  ７級 → ６級 

             峯尾 孝年 （初心教）３勝１敗  ７級 → ６級 

             宮田 勝雄 （初心教）４勝０敗  ８級 → ６級 

             瀬沼 美智子（長房） ３勝１敗  ９級 → ８級 

             五十嵐 琉飛（小学生）４勝０敗 １０級 → ８級 
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                       格言を覚えて 二子強くなり  

 囲碁十訣 

    中国の古典にある『 碁を打つ時の心構え 』を書いたものです。 

① 貧不得勝 ・・・ むさぼれば、勝ちをえず 

     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必要。 

② 入界緩宜 ・・・ 界に入っては、穏やかなるべし 

     相手の勢力圏では、相手に地を与える様な穏やかな手をうつべし。 

③ 攻彼顧我 ・・・ 彼を攻めるに、我を顧みよ  

     攻めている時も、自石の弱点を注意しながら打つ。 

④ 棄子争先 ・・・ 子をすてて、先を争え 

        少数の石にこだわらず、先手を取って大勢を占めろ、但し、要石なら１子でも捨てない。 

⑤ 捨小就大 ・・・ 小を捨てて大に就け 

        石にこだわらず、大地に目を向ける。 

⑥ 逢危須棄 ・・・ 危うきに逢えば、須（すべか）らく棄てるべし 

        逃げても見込みのない石は早めに軽く捨てる。 

⑦ 慎勿軽速 ・・・ 慎みて軽速なかれ 

        軽率に打つな 

⑧ 動須相応 ・・・ 動けば須（すべか）らく相応すべし 

        敵が強く来れば強く、穏やかに来れば穏やかに、局勢の流れに順応する。 

⑨ 彼強自保 ・・・ 彼強ければ自ら保て 

     相手の勢力の強いところでは、固く守る。 

⑩ 勢狐取和 ・・・ 勢い狐なれば、和をとれ 

     自石の勢力が弱い場合は、戦いを避けて無事を図る。 

                                        

研修部 部員募集 

 

研修部は、毎月第２，３，４土曜日の１３：００～１６：３０まで、東浅川保健福祉センターで行ってい

ます。現在６０名以上の方が２クラス（段位者と級レベル）で段位者は技術顧問、級位者は７段の会員が先

生として指導されています。入部方法は各同好会会長から、事務長の野嶋さんに連絡ください。 

 

また、初心者教室や入門コース、子ども囲碁教室も行っています。近隣の方にお勧め下さい。 

◎ 初心者教室は上記研修部と同じ日に、１３：００～１６：３０別室で 

◎ 入門コースは第２、４土曜日の、９：３０～１１：３０に上記センターで 

◎ 子ども囲碁教室は第１、３土曜日の、９：３０～１１：３０に上記センターで行います 

                      直接会場に訪ねて下さい。 
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攻め合い問題 （１） 

 

黒番です 

隅の白を取って下さい 

コウになります 

Ⅰ手目が・・・ 

 

正解は来月号にその手順を掲載します 

毎月シリーズで「攻め合い問題」を出題予定です 

 

  

攻め合い問題 （２） 

 

黒番です 

黒△しるしの４子を助けて下さい 

１手目の常用語を覚えれば今後に大変役立ちます 

 

正解は来月号にその手順を掲載します 

毎号大切に保管、『八碁連だより』可愛がって下さい 

 

 

                       

編集後記  表紙のハスの花について一言、大賀ハスは古代ハスとも言われ、東大農学部の 

検見川厚生農場で、ハス博士と言われた 大賀 一郎博士が、縄文時代に咲いていたハスの 

 種を発見し開花に成功したものです。 

縄文時代の名花を、ぜひ観賞されては如何がですか、開花時期は７月下旬から８月です 

また、ハスの花は明け方からゆっくり開花し、お昼を過ぎると閉じはじめます。 

花の中央に筒状に立っているものは種を蓄えていて、花ビラが散ったあと最後に池の中に 

落ちて来年の芽となり、毎年花を楽しませてくれます。  

「昼門をとざす残暑の裸かな」・・（子規） 残暑厳しく、家にいて裸になったままじっと 

暑さを堪えております、クーラー病（冷房病）や熱中症に気をつけて過ごしましょう。 

          

   


