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あげは蝶とコスモス「河口湖 大石公園にて」９月９日 

http://yasu1120。la.coocan.jp/hatigoren.html 

   囲碁に目ざめた日             中野囲碁同好会  幹事 宮崎 洋 

私は退職して２～３年後、元職場の先輩「北野囲碁同好会所属」からの紹介で、地元の中野囲碁同好会に

３段で入会しました。 

私の囲碁との出会いは２０代後半です。たまたま、昼休みを食堂ではなく男子職員室で将棋や囲碁をして

いる中、１人で食べていると、大声で碁を打っている先輩が、囲碁は戦法につながる古代よりの武士のたし

なみだとのことで、４～５目相手に置かせていました。置いてある黒石をお城に例え、どの様に攻めるかが 

面白く、東西南北全ての城は落とせなくとも本丸を落とせば勝利につながると言っていました。その日先輩

に飲み会に誘われ、次の日に囲碁部に入会させられました。それからは、９目置いて毎日昼休みに、４隅の

内２つは守れ、天元につなげろ、格言を覚えろ、種石を見極めろなど注意されながら１日２～３番打って勉

強して半年後、７人での新人戦を迎え決勝戦で将棋が二段の後輩に優勝を譲ってもらい７級として囲碁人生

が始まりました。 

 職場では、春、秋リーグ戦は６割で昇級、７割で昇段、年１回日本棋院で三多摩の市町村個人戦、団体戦 

が１番大きな大会でした。退職までに二段になり、退職者大会Ｂクラスで優勝し、三段の認定書を貰いまし

た。 

現在は、市の農園で野菜作りと毎週木曜日に中野市民センターで楽しく囲碁を打っています。活きいき 

囲碁大会では、Ａクラスで準決勝進出を目指して頑張っています。会員の皆様も健康に留意しながら囲碁を 

楽しんで下さい。 

 以上、私の自己紹介だけで原稿が終わってしまいました、次回はもっと実のある原稿が書けるよう囲碁と

もども努力します。 

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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     ２６回 活きいき囲碁大会の結果 

  南大沢    ９月４日(日)  於：由木中央市民センター 

参加者 ６０名     

Ａ組 ２４名（４段～７段）                   初心者教室 ３名 参加 

優勝：矢島 幾朗 南大沢/六段   準優勝：横山 淳  一般 /五段  ３位：蘆 敏  南大沢/七段   

Ｂ組 ２０名（初段～三段） 

優勝：山口 修 大和田/三段→四段  準優勝：池本 伸吾 南大沢/三段 ３位：小林 三洲 南大沢/二段 

  Ｃ組 １６名（６級～初段） 

  優勝：大島新一 南大沢/２級→１級 準優勝：長島健治 南大沢/初段 ３位：桑田明典 南大沢/１級  

   北野    ９月１８日(日)   於：北野市民センター 

参加者 ８７名         

Ａ組 １８名（六段～七段）                     初心者教室５名参加 

優勝：吉田 旭 浅川/七段   準優勝：竹添 文彦  元八/六段  ３位：宇田 博史  一般/六段   

Ｂ組 ２０名（三段～五段） 

優勝：根本 清 大和田/四段→五段  準優勝：森本 康男 中野/四段 ３位：一条 幸吉 北野/四段 

Ｃ組 ２５名（初段～二段） 

優勝：坂田 信義 南大沢/二段→三段  準優勝：錦織紀久雄 中野/初段 ３位：大上 英則 一般/二段 
Ｄ組 ２４名（１級～８級） 

優勝：尾崎 健二 恩方/３級→２級 準優勝：藤田 昭 北野/３級 ３位：矢代 透 教室/５級 

第４８年度 前期研修部囲碁大会 ９月１７日(土)  於東浅川保健福祉センター 

 参加者 ４４名 

 Ａ組 ２３名（初段～五段）                                              

優勝：中谷勝信  川口/二段→三段  準優勝：佐藤吉男 北野/二段  ３位：大房賢次 長房/三段 

Ｂ組 ２１名（５級～初段）  

優勝：平林健二  長房/３級→２級  準優勝：小沢敦司 恩方/１級  ３位：刑部守彦 台町/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 ３ ０ ３ ５ ０ ２ ８ ６ ２ １９ ７ ６０ 

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 ７ ３ ４ ９ ２ ０ ２３ １５ ４ ４ ７ ８７ 
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  囲碁大会のお知らせ 

１． 第６６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（木 祝） 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（木）までに、下記申込先へ 

 

      ２．第２７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１３日（日）午前９：１０から受付 

申込期限 １０月３０日（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２７日（日）午前９：１０から受付 

申込期限 １１月１３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 

       俳 句                  南大沢囲碁同好会  福田 博利 

 

夕焼や 山河を包み 船を呑む。     今更に 恋をせよとや 秋の声。 

     手を洗い 秋にそっと 触れてみる。   永らえて なを永らむに 春めぐる。 

       ひんやりと なおひんやりと 秋模様。  茶を濃くし 妻と確かむ 時雨かな。 

         ゆずられて 笑顔と香水 後にする。   暮れなずむ 屋根にぽつんと 赤トンボ。 

   

 

     リオデジャネイロ・オリンピック 川柳    北野囲碁同好会  安原 明 

 

 テレビで観戦しながら川柳にしてみました。ご一読の上競技や選手を思い浮かべて頂ければ幸いです。 

 

     姪子も 百キロ超を 軽々と。     幾度も 回るも 足で着地せり。 

       五輪にも 大金持ちの 現れり。    トラックを最速で駆け 三連覇。 

         ラケットと 羽の速さを 比べ見る。  ジャマイカに 八分の一 助けられ。 

           ＰＫ戦 地元に 女神微笑めり。    足先の プールの上に 揃いけり。 

 

日本棋院八碁連支部コーナー 

 

第３回交流親睦囲碁大会の結果報告 

 去る９月３日（土）、入間市公民館で「お茶の里」入間支部と対戦。 

試合方式は ＡＢＣ の３ブロックに分け、ハンデイ戦で、それぞれ相手を替え３回戦を行った。 

持ち時間は３５分で対局時計を使用。 

結果は８勝１９敗の大差で敗退。金本氏一人が３連勝で頑張った。 

参加選手 

八王子チーム  Ａブロック  吉澤 實   信江 峻   三島 敏明 （２勝７敗） 

         Ｂブロック  金本 好正  松本 健彦  竹内 朝晴 （４勝５敗） 

         Ｃブロック  南 正一郎  岸村 佐   望月 成一 （２勝７敗） 

 入間チーム   水村・鳥越・佐々木・松本・蔦林・西原・菅野・塚本・松尾 の各氏 

     将来に向け、力のレベルアップが課題となりました。 

                                 望月 成一 
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◎平成２８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 真田誠次八段 吉田 旭七段 三島敏明七段 横内廣降五段 小西弥一 二段 岩田大平六段 

恩方 小西周明１級 溝呂木久雄四段 中邑 豊七段 栗城幸吉２級 野沢市郎 五段 横手幸彦二段 

元八 竹添文彦六段 三浦和夫五段 宇井 久三段 森本通俊三段 佐藤正宏 ３級 谷津七郎１級 

中野 磯部信宏六段 宮崎誠一五段 清水文彦六段 野口裕司２段 浜道 進 四段 尾崎政義初段 

大和田 青山 格七段 柳豊太郎七段 柳豊太郎七段 根岸重利２級 安藤 一郎三段 成田 滋三段 

石川 坂本勝雄八段 森井正孝四段 森井正孝四段    田村 強四段 金本好正 七段    水野義嗣五段  

台町 館野敏文四段 新野哲雄六段 村上龍昇１級 新野哲雄六段 高本 衛 八段 新野哲雄六段 

北野 山縣 文雄 六段 古賀照也六段 石坂慶通六段 高野道行六段 河津征夫 八段 平田弘一三段 

長房 小田辰郎六段 藤盛 茂五段 小嶋英基七段 高橋俊之五段 秋山一雄 初段 白川博克五段 

川口 鳥居範治５級 荒畑昭一１級 濱田英嗣五段 藤野誠二四段 餘多分明男五段 長澤勝美四段 

南大沢 矢島幾朗六段 向井克彦五段 坂井征也四段 池本伸吾三段 中森久隆 初段 加藤謙一郎４級 

 

    囲碁上達 の ツボ 

 どうしたら囲碁が強くなれるのか？ その答えは現在の棋力によって異なると思います。 

初心者に必要なことと、初段目前の人、高段を目指す有段者で心構えや勉強法が異なるのが当然ですが、 

その他棋風や環境によっても違ってくると思います。そこで「囲碁上達法」にどんなものがあるか思いつく

ままに列挙してみました。（日常皆さんが実行しているもの） 

● とにかく実戦をたくさん打つ     ● ３手のヨミを心がける 

● 姿勢を正しくし相手が打ち、打つ手が決まってから石をにぎる 

● 目先の勝ち負けにこだわらない      ● 愚形と正しい形の違いを知る 

● 大場、急場などの布石の基本を学ぶ  ● 上手との置碁を積極的に打つ 

● 死活や攻め合いのヨミを鍛える    ● 格言で手筋や碁の考え方を学ぶ   等  々

 

 技術的なもの、心構えのようなものいろいろありますが、今回はその一部列挙のみにして次回から 

精神的なもの（心理状態・考え方）について、下記項目毎に毎月掘り下げて勉強していきたいと思います。 

① 碁が強い人と弱い人の風景 

② 負けず嫌いは碁が強くなる？ ならない？ 

③ 形勢判断のススメ/やきもちをなくす 

④ 囲碁と直感、戦略思考 

                        エッセイ風記述・・・乞うご期待 
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９月号 攻め合い問題の解答 

  

 問題（１）  ① １８の一  ② １７の一  ③ １６の一  ④ １９の二 

        ⑤ １９の五  ⑥ １５の四  ⑦ １９の三  コウになる 

 

 問題（２）  ① １９の八（２目アテ）・・・両ハネ一手のびを利用 

        ② １９の十  ③ １２の八（カケ）④ １９の七 ⑤ １２の七 黒の一手勝 

 

   １０月号 攻め合い問題           

  

問題（１） 

黒番です 

上辺の白を取って下さい 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

  

 問題（２） 

   黒番です 

   黒△３子を助けて下さい 

 

                        

                       

 正解は来月号にその手順を掲載します 

                       

                       

                       

                       

                       

編集後記  例年に増して９月は台風が多く、東北や北海道では大変な被害で苦しんでいます。 

これからはいよいよ本格的な台風シーズンの到来です。 

台風は事前に備えが出来る災害ですが、普段から屋根・塀・壁・窓や雨戸などの、点検・補強を 

行っておきましょう。又、ライフラインが途絶えたときの事を想定して、非常品を備えましょう。 

そして、大好きな囲碁を安心して楽しみましょう。 

 

 

 

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。 


