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菜の花畑一面に咲き誇っている菜の花、じっくり観察したことある？ 

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

                                                                                                   

       会長就任の挨拶        八王子囲碁連盟会長  小田 辰郎 

 

 ３月１２日の定例総会で八王子囲碁連盟（八碁連）の会長に選出され、 

就任致しました。微力ではありますが、八碁連の充実と発展の為に尽力 

していきたいと考えております。 

 八碁連の会員は、現在４００名弱を有しています。地区同好会では、 

初心者婦人教室を開講して会員増加の活動をされている同好会があります。 

一方、会員数は減少傾向の面もあります。地区囲碁同好会を主体に八碁連の

健全な運営面から、活性化の活動を展開していきたいと思います。 

 八碁連は、地区囲碁同好会主催による「活きいき囲碁大会」、子ども囲碁大会、級位認定囲碁大会、八王子

市民囲碁大会、八碁連囲碁大会、棋聖大賞大会、タイトル囲碁大会、研修部囲碁大会など年間１８の大会を

開催しています。又、平素は、子ども囲碁教室、大人入門コース、初心者教育など、囲碁案内人連絡会の 

方々、囲碁指導者の方々が熱心に指導され囲碁愛好者の育成をして頂いています。 

 総会では、段位に関して提案がありました。八碁連の段位の分布は、昨年の八碁連だより６月号に掲載し

ておりますが、４～６段の会員が増えてきています。本年度は、委員会を設け八碁連役員、地区囲碁同好会 

会長他による段位認定制度を見直したいと考えています。 

 今後ともに適正会員の確保に組織的な活動はもとよりですが、会員の皆様におかれましては、周りに八碁

連に入会されていない方で、「これから囲碁を教えてもらいたい人」「囲碁を知っている方」などに八碁連へ

の入会の勧誘を働きかけて頂きたいと思います。入会を希望される方がおられましたら、地区同好会の会長

さんに連絡していただけたらと思います。宜しくお願いします。 

 

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２９年度定例総会が開催されました 

平成２９年度八碁連定例総会が、３月１２日（日）東浅川保健福祉センターで、本部理事、地区同好会 

会長、業務委嘱者等の関係者により開催されました。 

議長選出後、松本会長の挨拶に続いて、 

 ① 平成２８年度事業報告  ② 平成２８年度決算報告  ③ 平成２９年度事業計画 

 ④ 平成２９年度予算案  ⑤ 提案事項等 ⑥ 平成２９年度役員等 について、審議決定しました。 

最後に松本健彦会長、佐藤義廣理事、端山昌夫理事の退任挨拶、新理事の吉澤實理事、南正一郎理事、 

竹添文彦理事、の紹介、そして小田新会長の就任挨拶があり、午前１１；３０に終了しました。 

 

 

 

平成２９年度 

定例総会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度役員（理事） 

   前年度からの役員                

   

    左から 

  武中 章三（南大沢） 

     中谷 勝信（川口） 

 

 

   新役員 

 左から 

   吉澤 實 （恩方） 

   南 正一郎（浅川） 

   竹添 文彦（元八） 
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第２７回 活きいき囲碁地区大会のご案内 

元八王子大会 

日時   平成29年5月7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 

     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２４日  

 

    中野大会 

日時   平成29年5月21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 

申込先  会長 森本 康男   〒193－0802 犬目町1244－6 

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

申込期限  ５月７日 

  

    ２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  会員１，０００円（弁当代を含む）非会員 １，２００円 

競技方法 ３ないし４のクラス別に行い、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申し込んでください。 

 

 

  平成２８年度後期研修部囲碁大会の結果 

 ３月１８日（土）  於 東浅川保健福祉センター 

Ａ組 １８名（二段～五段） 

 優勝：平山 統/元八（四段→五段）  ２位：梶原和夫/浅川 五段   ３位：井出道明/大和田 三段 

Ｂ組 １８名（２級～二段）  

 優勝：三友 勇/浅川（初段→二段）  ２位：高橋俊夫/大和田 初段  ３位：鈴木富士夫/長房 二段 

Ｃ組 １８名（５級～２級） 

 優勝：栗城幸吉/恩方（２級→１級）  ２位：福永啓一/台町 ３級   ３位：渡辺浩良/川口  ３級 
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  日本棋院 吉原由香里六段 の囲碁講座開催       寄稿  望月 成一 

 

       主催     市立浅川小学校          

       企画・指導  浅川囲碁同好会 

 

 吉原（旧姓 梅沢）由香里六段による囲碁入門講座・囲碁教室が 

２月２２日（水）、八王子市立 浅川小学校で開かれた。  －写真― 

立川市出身の吉原六段は八王子市の共立女子第二中学・高校に通った、 

女流棋聖３連覇などのタイトルを獲得したほか、人気漫画「ヒカルの

碁」を監修するなど、囲碁の普及にも力を入れている。 

 この日、吉原六段は同小体育館で５・６年生約２００人に囲碁のル

ールと基本をわかりやすく説明。児童たちが２人１組になって「対局」

する中、吉原六段は机を巡り細かく指導した。 

 児童たちは「おもしろくてかっこいい」と、魅力に気づいた様子。 

囲碁ができると世界中の友達と楽しめるよ、いう吉原六段の言葉にう

なずいていた。 

 都の伝統文化育成事業の一環として行われました。 

会場には八王子囲碁連盟の会員、児童の保護者、地域の人達も訪れ、プロの解説に聞き入っていた。 

午後からは「あさっ子囲碁教室」が１７名の生徒が出席して吉原プロの個人指導がおこなわれた。生徒達は 

いつもと違う雰囲気の中、生涯すばらしい「思い出」になったことと思います。 

 最後に全員で集合写真を撮って終了しました。       ― 一部読売新聞掲載分抜粋 ― 

 

 

 

   ３月号 実戦で役立つ辺の死活 解答 

 

 問題（１）   ① １８の六   ② １９の三   ③ １７の七 

         ④ １９の六   ⑤ １８の四   ⑥ １７の四 

         ⑦ １８の五 

 

 問題（２）   ① １７の七   ② １８の七   ③ １９の六 

         ④ １８の五   ⑤ １７の六 
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平成２９年度 計画 

  

 （１）第２７回活きいき囲碁地区大会 

 

開 催 日 共  催 会    場 

 ４月 ９日（日） 浅川 囲碁同好会 横山南市民センター  電 ６６６－００３１ 

 ４月２３日（日） 恩方    〃 恩方市民センター   電 ６５２－３３３３ 

 ５月 ７日（日） 元八王子  〃 元八王子市民センター 電 ６５１－３９６０ 

 ５月２１日（日） 中野    〃 中野市民センター    電 ６２７－６２２１ 

 ６月 ４日（日） 大和田   〃 大和田市民センター  電 ６４５－８９８０ 

 ６月１８日（日） 石川    〃 石川市民センター   電 ６４２－０２２０ 

 ７月 ２日（日） 台町    〃 台町市民センター   電 ６２７－３８０８ 

 ９月 ３日（日） 南大沢   〃 由木中央市民センター 電 ６７６－８１２３ 

 ９月１７日（日） 北野    〃 北野市民センター   電 ６４３－０４４０ 

１０月 １日（日） 長房    〃 長房市民センター   電 ６６４－４７７４ 

１０月１５日（日） 川口    〃 川口市民センター   電 ６５４－０７２２ 

   

 （２）第６回八王子市子ども囲碁大会 

              平成２９年６月２５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２９年７月３０日（日）  東浅川保健福祉センター       

 （４）第６７回市民文化祭囲碁大会 

              平成２９年１１月３日（日）  東浅川保健福祉センター 

 （５）第２８回八碁連囲碁大会 

     三段以上     平成２９年１１月１２日（日） 東浅川保健福祉センター 

     二段以下     平成２９年１１月２６日（日） 東浅川保健福祉センター 

 （６）第１９回八碁連棋聖大賞囲碁大会 

              平成３０年１月２１日（日）  東浅川保健福祉センター 

 （７）第２５回八碁連タイトル囲碁大会 

              平成３０年２月４日（日）   東浅川保健福祉センター 

 （８）研修部囲碁大会 

      前期      平成２９年９月１６日（土）  東浅川保健福祉センター 

      後期      平成３０年３月１７日（土）  東浅川保健福祉センター 
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強くなる！！ シリーズ  『危機を脱する連絡』      

問題１（左）黒番です 

利きを活かして黒△３子を 

脱出しましょう。 

 

問題２（右）黒番です 

黒△７子を助け出すための 

急所はどこ？ 

     下の図は正解図です、考えた後で見て下さい 

 

 

    問題 １ の解答                問題 ２ の解答             

 

 

  

 

 

編集後記   新しい年度が始まりました。今年の大会行事は５ページにまとめてあります、皆さん大い 

 に参加して頑張りましょう。 

理事（６人）の任期は２年間で、３人ずつ毎年交代致します。私は２年目になりましたが、今年度も    

広報を担当することになりました。多くの皆さんに楽しく読んで頂けるようがんばります。昨年同様よ 

しくお願い致します。最後になりましたが、皆さんの投稿をお待ちしています。 


