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八王子囲碁連盟の目的
八碁連は市民が、伝統文化である囲碁
を通じて親睦を図り、健康が維持でき
るような機会を提供し棋力の向上を
目指すとともに、囲碁の啓蒙と普及に
努めることを目的とする。
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巻頭言
「純碁」という入門法

浅川囲碁同好会会長

三島

敏明

コロナ禍の今、来たるべき将来に備え体力と知力（＝棋力）の維持に心がけています。私のルー
ティンは、早朝 6 時からの散歩と太極拳とを行うことから始まり、暇があれば本因坊秀策や呉清源
の古い棋譜や AI 流の現在の棋譜等を並べるなど温故知新にて「一人碁」を楽しんでいます。先人達
は当時 AI 流の一手を打っていたことに驚きでした。
そんな中、「世界の囲碁ルール」（王銘エン著）という本を読み、囲碁のルールの変遷など知らな
いことが多く興味深く楽しく読みました。例えば、中国ルールは終局時「地＋石」の二本立で集計
し石数の多い方が勝ち。日本ルールは「地」のみ計算し「地」の多い方が勝ち。前者は実戦解決で
あり後者が終局合意が出来ないときは有効である。両者は基本的には「地」を基準とする点では同
じだが「セキ」発生の場合に若干相違が生じる。
（双方ゼロ目ではない）また、囲碁にはかって「切
り賃」や「収後」といったルールがあったこと、さらには「純碁」という入門者向けの原始的なル
ールがあったことが新鮮でした。
「純碁」とは、簡単に言えば石取ゲームであり終局時盤上により多く石を置いた方が勝ちという
原始的なルールです。そこには「地」とか「ダメ」「眼」「アゲハマ」といった余分な概念はなく、
ただ盤上に黒白を埋め尽くして石数の多い方が勝ちという単純明快なルールです。石の取り方さえ
覚えれば 7～9 路盤であれば 10～15 分ほどで碁が打てるというまさに「囲碁の原点」とも言える入
門法です。子どもにも大人にも通用する入門法ですので是非この本を一読して純碁を試してみて下
さい。
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お知らせ
以下の大会の開催中止をお知らせします。緊急事態宣言の 5 月末までの延長が決定し、その後の
状況も見通せないことによります。
★ 大和田活きいき大会（6 月 6 日）

★ 第 9 回八王子市子ども囲碁大会(6 月 27 日)

★ 第７回級位認定囲碁大会（7 月 25 日）
★ 第２回ペア碁大会（8 月吉日）
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令和３年度第１回理事会報告
日時：令和 3 年４月 24 日 9 時〜11 時 30 分
場所：東浅川保健福祉センター 第 2 集会室
出席者：成田、武中、多田、宮崎、南、庄司(議事録作成)
報告事項（抜粋）
１ 市学園都市文化課に市民センターの利用料を半額にするように申し入れた。
２ 東浅川保健福祉センターから制限措置での運営中であり、引続き使用にあたってはマスク、消
毒等に留意するよう要望があった。
３ 日本棋院、市学園都市文化課、囲碁将棋センターからの後援と名義使用承認を得た。
４ ４月３日に理事研修会を開催した。
５ 第 30 回大和田活きいき大会（令和３年６月６日) の参加申し込み状況は 11 名（定員 30 名）
であり、各同好会に対して積極的な参加を働きかける。
６ 文化庁の「伝統文化親子教室事業」において令和２年度分 431,000 円の助成金が確定した。
討議事項（抜粋）
１ 専従スタッフ制の検討委員会を設置する。
２ 会計及び会報に関して内規の改正を行なった。
３ 寄付行為を奨励し“ニコニコ Box”(仮称)を設置することとした。
４ 初心者教室及び初級者教室への支援と募集を行う。募集締め切りは 5 月 19 日とする。
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５
６

今年度会費の徴収方法は各同好会の活動を調査した上で、５月の理事会で決定する。
子ども囲碁大会（6／27）は中止とする。
級位認定大会（7/25）はコロナ感染状況により開催の可否を決定する。

“ニコニコ Box”へ寄付しよう！

成田

滋

会員の皆様がどのようにお過ごしかは、お互いに気になることです。コロナ禍にあって、長らく
大会を開催できていないので、会員の消息がわからない昨今です。そんな中にあっても、皆様にも
きっとなにか嬉しいこと、良いこと、喜ばしいことがあって、にこにこすることがあるはずです。
それを共有したいというのが「ニコニコ Box」を設置する趣旨で
す。
「ニコニコ Box」とは、嬉しいことを皆で喜び合いながら、い
くばくかの浄財を八碁連に寄付するという場のことです。嬉し
いことの例といえば、
「子どもが結婚した」、
「孫やひ孫が生まれ
た」、「七五三祝いをした」、「孫が入学・卒業した」、「金婚記念
の年がきた」、「春の天皇賞であてた」等々沢山あります。それ
を皆で祝い合い、互いににこにこするのが “ニコニコ Box”で
す。
“ニコニコ Box” は八碁連のゆうちょ銀行口座とします。浄財の額は自由です。振替え用紙に嬉し
いニュースを添えて振込みます。毎月の八碁連だよりには、 “ニコニココーナー”を作り、寄付し
た会員のお名前を“ニコニコニュース”をそえて掲載いたします。
■ニコニコ Box への寄付■
ゆうちょ銀行口座
名義
店番号

ハチオウジ イゴレンメイ
008

記号

10060

番号

73755651

投稿
子ども囲碁教室から院生誕生

南大沢囲碁同好会

信江

峻

月 1 回土曜日に松木小と長池小学校が交互に開催する寺子屋の囲碁教室に松木小学校 1 年生の上
田龍明くんが来た。基本ルールは分かると言い、日本棋院「囲碁入門ネクストコース」9 路盤の問
題集をすらすら解き清々しい印象を持った。
飲み込みが早いので、市主催の夏休み囲碁入門教室（倉内満氏が講師）や東浅川保健福祉センタ
ーのこども教室への参加を勧めた。翌年には第 7 回子ども囲碁大会に初段で、また第 2 回多摩地区
16 市対抗団体戦に参加していずれも好成績を収めた。
その後、新宿こども囲碁教室で勉強するため文京区に転校したと聞いた。そういえばいずれの大
会にもご両親が参加応援されており、引っ越しを決断されるとは驚いた。子どもさんの夢を一家を
挙げての応援は爽やかだ。この教室は藤澤一就八段（父は故秀行・長女は里菜四段）が主宰し、院
3

生やプロ棋士を多数輩出している。
先日インターネットで 1 月に上田くんが院
生に合格したことを知った。日本棋院東京本
院には院生が 50 人おり、彼は 10 歳 5 年生で
一番若い。プロを目指して熾烈な戦いを勝ち
抜き、ぜひ夢を実現するようみんなで応援し
たい。上田くんの他にも例えば倉内満氏経営
の八王子囲碁将棋センターでは三木くん（楢
原中 3 年）、原くん（七国中 1 年）、馬場くん
（第九小 1 年）の３人が切磋琢磨し、子ども
大会では 3 人とも第 7 回 7 級、第 8 回三段、
第 9 回があれば六段と急速に腕を上げている。
放課後囲碁教室ではできるだけ多くの生徒に囲碁の楽しさを体験してもらいたいと思っているが、
有段者が出ることは嬉しい。もっと上を目指す生徒には上田くんが道を拓いてくれた。東浅川セン
ターこども教室、八王子囲碁将棋センター、藤澤塾などがある。八碁連主催の子ども大会、市民大
会、級位者大会にも子どもたちが大勢参加して八王子に囲碁文化の華を咲かせてほしいものである。

地区囲碁同好会の活動状況報告

令和３年４月 27 日現在

各同好会の４月 27 日時点での活動状況を下記のとおり集約しました。
しかし、その後５月 31 日まで緊急事態宣言が延長されたことに伴い、各会とも休会しています。
◆浅川同好会
例会の実施：３/21、３/28、４/４，４/11 と４回開催しましたがコロナ感染が急増したので４/18
～５/11 まで休会としました。再開予定は５/16（日）ですが状況次第です。
例会の平均参加者数：平均参加者数は概ね 15 名前後です。（約半数）
総会の開催：R２年度の幹事会（＝総会）は３/21 行いました。出席者は 11 名です。
◆恩方同好会
定例会の実施：現在は実施していません。当初４月から再開の予定でしたが、感染が拡大し見合わ
せております。
定例会の開催予定：感染の状況、ワクチンの接種状況、東京都や八王子市の指導を仰ぎながら７月
ころより実施の予定です。現在は毎週土曜日にネット囲碁リーグ戦 水曜日に隔
週で Net 囲碁大会を実施しています。
定例会の実施曜日：通常では毎週 水曜日、日曜日、金曜日(研修会)
定例会の平均参加者数：水曜日、日曜日は 35 名 金曜日は 25 名
総会の開催：開催していません。５月２日に全会員に書類を郵送し、昨年に続き書類評決で実施の
予定となります。
◆元八同好会
例会の実施：４月は休会、５月以降は例会で今後の活動を決定しました。
例会の実施曜日：毎週日曜日
例会の平均参加者数：16 名
総会の開催：３月 28 日に開催済みです。
◆中野同好会
定例会の実施曜日：毎週木曜日午後１時に開催しています。
定例会の参加者数：定員 18 人のところ、毎回 10 人前後参加しています。
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◆大和田同好会
定例会の実施：昨年の７月より毎週日曜日の午後開催中です。
定例会の実施曜日：毎週日曜日 第一日曜日は研修を兼ねます。
定例会の平均参加者数：14 名から 18 名
総会の開催：既に開催し、これまで約 18 名より年会費を徴収済みです。
◆石川同好会
定例会の実施：昨年の７月から月３回実施しています。
定例会の実施曜日：毎週日曜日（第 2 日曜日は除く） ４月 25 日は開催したが、今回の非常事態宣
言で 1 か月間休会
定例会の平均参加者数：18 名～20 名（会場は 22 名の制限あり）
（石川囲碁同好会会員のほか、５～６名は八碁連非会員）
総会の開催：３月 28 日の午後に開催済みです。
◆台町同好会
定例会の実施：毎週実施しています。
定例会の実施曜日：毎週日曜日
定例会の平均参加者数：10～14 名（うち４～５名は非八碁連会員）
総会の開催：４月上旬に開催（議題）役員の選出と会計報告済みです。
※なお、緊急事態宣言に伴い台町市民センターが閉館となり、次回から活動は休止になります。
◆長房囲碁同好会
定例会の実施：現在活動はしていません。３月末に、４月から活動再開の予定でしたが、会場が５
月まで塞がっており５月 30 日から再開の予定となりました。
（５月 16 日の役員・幹
事会で決定します。）
総会の開催：総会は行わず、16 日の役員・幹事会での決定で会員の皆様には了解していただく予定
です。
◆川口同好会
定例会の実施：毎月、第二、第四、日曜日の 2 回定例会を実施していましたが、5 月からは当面例
会を行わないこととして、再開は未定です。
定例会の参加者数：毎回の定例会参加者は８名程度でした。
総会の開催：４月 25 日に総会を行いました。
◆南大沢同好会
定例会の実施：定例会は毎週土曜日午後１時に開催しています。
定例会の参加者数：15 名前後
令和 2 年度後期納会：開催済、令和３年度前期会費を徴収済みです。

コロナ情報
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令和３年 5 月 13 日現在

報告

南正一郎

八王子市の感染者総数は 3,819 人で人口 1,000 人当り 6.6 人である。
(東京都 10.7 人、日本 5.2 人、米国 100 人、英国 66 人、フランス 90 人、ブラジル 73 人、イン
ド 17.5 人、オーストラリア 1.2 人、台湾 0.1 人、ベトナム 0.0 人等)
八王子市の新規感染者数と療養者数の指標は共にステージ４である。
データの掲載はないが、直近 4 週間の週毎の感染者数の増加率の平均は八王子市 5%、東京都 4%、
日本 6％に対し、ワクチン接種の進んでいる米国は 1％、英国は 0.4%、イスラエルは 0.1%と抑
えられている。
一方、インド 14％、タイ 26％の増加率は気がかりである。
八王子市もワクチン接種が始まりました。もうひと踏ん張りしましょう。

5

『純碁』という言葉を三島会長の巻頭言で初めて知りました。非常に興味深く『世
界の囲碁ルール』を読みたくなりました。
また信江氏の投稿にある松木小出身の上田龍明君が 10 才で院生に合格したとの朗
報は、コロナ禍での明るいニュースです。これからの活躍を楽しみに応援したいと
思います。コロナの深刻な状況はまだ続きそうですが、ワクチン接種が進んで対面で対局できる日
が 1 日も早く来ることを願っています。
多田泰子
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