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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。

八碁連 HP

https://hachigoren.com

巻頭言
スマートフォン

恩方囲碁同好会会長

藤森

力

私にとってスマホは今や生活に欠かせないものとなっている。コロナ禍の中、孫たちとのラインを
通じての情報交換は楽しい。遠く離れてはいるが今夜の夕飯は何？と聞くと、写真で食卓の動画が
返ってくる。学期末の成績はどうだった？と問うと、通信簿の写しが送られてくる、成績が上がっ
たねとご褒美を送ってやると、お礼のスタンプやビデオ通話などが返ってくる。自粛生活の中でも
一昔前では考えられなかった他愛もないやり取りで交流は図れる。
30 年ほど前、携帯電話を使用するようになった。現役時代であり、最初は便利だったが会社や得
意先からこちらの都合には関係なく連絡が来て困惑したものである。現在は GPS で一日の行動が把
握されていると知り空恐ろしい気もするが、時代に対応した行動が不可欠であることは言うまでも
ない。
８年程前スマホに変えた。使い方が難しくて機能のごく一部しか使いこなせてはいないが、これが
また便利である。特に最近はスマホでラインを楽しんでいる。ラインはメールも電話も無料である。
インターネットも音声入力で何でも気軽に調べることができるし、カメラも最近はすごく性能が良
くなっている。
恩方同好会では一年ほど前、ラインでグループを立ち上げた、現在会員は 15 名だがこれからさら
に増えていくことが期待される。会員に対する伝達もラインを使えば簡単である、同報通信なので
瞬時に全会員に伝達することができ相手がメールを読んだことも確認できる。
またオンライン対局後、時間を気にせず局後検討が出来る。写真を投稿すると様々なコミュニケー
ションが生まれる。巣ごもり状態が続いている今、この仲間達とのスマホを通じての触れ合いは貴
重である。
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先日、ある友人がスマホに変え、新しいメールアドレスを知らせてきた。今はメールアドレスも以
前ほど必要ではなくなっている。SMS やラインで十分事足りるのでそんな話をしたところ、スマホ
は高齢者には不要だということだがそんなことは決してない。むしろ高齢者こそ必要ではないかと
思う。恩方同好会は平均年齢 80 歳を超えているがこの年代がスマホを楽しんでいることは素晴らし
いと思う。
未曾有のパンデミック、失われた一年有余は大きな損失だ。囲碁を生涯の友と決めた私残された黄
金時代を無為には過ごしたくない。まだ続きそうな自粛生活もスマホや、パソコンでの ZOOM 活用で
有意義に過せるような積極性を持ち続けたいと思う。

お知らせ
◆活きいき大会のお知らせ◆
・南大沢大会
日時：

令和３年９月５日(日)

受付：

午前９時 00 分～９時 30 分

会場：

由木中央市民センター(下由木 2-10-6) Tel

676-8123 （入館中 マスク着用）
(臨時駐車場あり、上記市民センターにお問い合わせ下さい)
参加費用：

1,300 円（昼食弁当・お茶付）/ 人

参加資格：

八碁連所属会員（令和 3 年度４月より継続会員）

申込先：

会長 武中 章三

FAX : 042-675-1433

由木中央市民センター

メール：sho3take@nifty.com

（参加者姓名、段級位、所属同好会名 を連絡ください）
申込期間：

８月５日（木）～ ８月 20（金）

申込先着優先。１同好会多数の場合参加人数を控えて頂く場合があります。
参加人数制限 60 名 のため、１クラス 20 名で 高段者、低段者、級位者の３クラスを予定
対戦成果：
その他

スイス方式（各人 4 対局）にて 優勝、準優勝、第三位 を決定、賞品授与

要裁量事項は南大沢同好会に委ねる。

昼食時の厳守事項 ：

指定の時間・場所にて食事。 黙食（食事中の話合いダメ）。

全員同一方向に着席し食事。ソーシャルディスタンス（間隔をあけて着席）を厳守。

◆令和３年度

八王子市生涯学習センター

【夏休み囲碁にチャレンジ！
日時：

家庭教育講座

未知の能力を掘り起こせ〜】

令和３年８月 17 日(火)、18 日(水)、19 日(木)、20 日(金)

全4回

午前９時 30 分〜11 時 30 分
費用：

無料

持ち物： 筆記用具
会場：

クリエイトホール 10 階第２学習室

講師：

日本棋院普及指導員 倉内

対象：

小学生(初心者）

定員：

20 名(抽選）

締め切り：

滿氏

８月 10 日（火）必着

申し込み： 往復葉書に講座名、住所、保護者名、参加者名、電話番号、学年、返信面に宛名を
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記入の上，下記宛先までご送付ください。
連絡先： 192-0082

八王子市東町 5-6

042-648-2231（担当者

◆令和３年度

八王子市生涯学習センター

山平亜紗美）

八王子市生涯学習センター南大沢分館

青少年講座

【子ども囲碁体験講座--囲碁で礼儀作法と集中力を身につけよう！】
日時：

令和３年８月１日(日)、２日(月)、３日(火)、４日(水)
午前９時 30 分〜11 時 30 分

全4回

日曜日の回は保護者の体験が可能です。お気軽にお越し下

さい。
費用：

無料

持ち物： 筆記用具
会場：

八王子市生涯学習センター南大沢分館 第二創作室

講師：

（財）日本棋院普及指導員 倉内

対象：

小学生(初心者）

定員：

８名(抽選）

締め切り：

滿氏

三浦晴久氏

７月 16 日（金）必着

申し込み： 往復葉書に講座名、住所、保護者名、参加者名、電話番号、学年、返信面に宛名を
記入の上，下記宛先までご送付ください。
連絡先： 192-0364

八王子市南大沢 2-27

042-679-2208（担当者

八王子市生涯学習センター南大沢分館

野原）

◆会長会のお知らせ
日時：

令和３年 8 月 13 日(金)

9 時 30 分〜11 時 30 分

会場：

東浅川保健福祉センター第２、第３集会室 (定員 20 名)

報告：

各同好会の定例会の開催状況など

議題：

・専従スタッフ制の導入について
・今年度の会費納入の方法
・その他

＊ 会場の人数制限のため、同好会長と理事だけの参加とします。

オンライン囲碁セミナー開催中-------------------7/5（月） 7/19（月）10 時より ZOOM にて開催します。
7 月で一旦終了します。多数の方のご参加をお待ちしております。

「見栄え良く読みたくなる文書作成のコツ」講習会
日時：

令和３年 7 月 29 日(木) 午前 9 時〜12 時

場所：

クリエイトホール 10 階第一学習室( WiFi 完備)

定員：

９名

使うアプリ：
講師：

Word と Excel

会員有志

文書作成のコツ：

画像、グラフ、表、ドロップキャップ、透かしなど

参加者： パソコンを持参していただきます。
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費用：

無料 (カンパは歓迎)

その他： インターネット利用の相談にも応じます。
参加申し込み：

成田

滋

shigerunarita@gmail.com

令和３年度 第２回理事会議事録
日時：

令和３年５月 22 日

場所：

Zoom 上のリモート理事会

出席者：

成田

武中

９時〜11 時 00 分

多田

宮崎

南

庄司(議事録作成)

報告事項（抜粋）
1 大和田活きいき大会（6/6）子ども囲碁大会（6/27）級位認定囲碁大会(7/25)は中止となった。
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第五回オンライン GO セミナーは６月７日に行う。

3

八王子囲碁将棋センター（倉内氏）が５月 12 日から再開した。

4

第４回多摩地区 28 市町対抗囲碁団体戦開催は（10／17）予定だが最終判断は 7 月末となる。

5

放課後子ども囲碁教室の再開（恩方、川口、大和田）
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八碁連囲碁大会の会場を予約（11 月 14 日、11 月 28 日）

議案討議事項（抜粋）
１

お中元について

２

八碁連会員の減少について

３

今年度の本部への会費の徴収方法について

４

初心者教室支援申請の検討：

大和田同好会・恩方同好会・長房（女性教室）からの申請

があり、教室の開催状況を確認し、12 月末までに支援金を出す

最近の放課後子ども囲碁教室の風景
〜〜子どもの IT スキル〜〜

大和田囲碁同好会

成田

滋

私

は放課後子ども囲碁教室で子どもと接してから７年目となります。最初は大和田小学校
の教室に関わり、今は第四小学校と第十小学校でも担当しています。第十小学校と第四
小学校は、飛び込みで校長に会って、教室の趣旨を説明する【営業活動】によって、開

始にこぎつけることができました。大和田小学校では、以前、北野同好会におられた佐藤義廣氏ら
をお手伝いしていました。佐藤氏が辞められ教室は閉鎖
されたので、それを引き継いで現在に至っています。
教室開拓の営業のノウハウは、南大沢同好会の信江峻
氏より伝授されました。まず校長とアポをとり資料を用
意して 15 分くらいの時間を貰い、囲碁教室の意義を説明
するのです。このとき、市教育委員会教育長の安間英潮
氏からのエールをもらっている、という殺し文句は大事
です。第四小学校や大和田小学校では、特に丁寧に対応
してくれました。授業が終わると校内放送で教室の PR を
してくれるのです。新学期になると、全ての新入生の保
護者に教室案内のチラシを作って渡してくれました。
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現在、市内の全ての小学生に 1 人 1 台のタッチパネル付きの WiFi 対応パソコン(学習用端末) が
備えられていまます。子どもは家に持ち帰り、オンラインの教材で学習を進めたり、発表に向けた
フレセンテーションを自宅で編集したり、学校からの知らせを受けとったりしています。先日、大
和田小学校の教室で、家に持ち帰って充電するというパソコンを見せてもらいました。生徒はログ
インの仕方やインターネットの接続の仕方などを誇らしげに教えてくれました。
「ログインってなん
のこと？」、｢パスワードとは？｣など少々意地悪な質
問をしました。ログインとはパソコンを動かすこと、
パスワードは秘密のまじない、という答えです。パス
ワードを入れるとき、私に背中を向けて「見ないで！」
と叫ぶほどです。
私が【八王子囲碁連盟のサイトはどこにあるか知っ
てる？】と聞くと、【検索するんだよ】といって「八
王子、囲碁」と入力しました。すると八碁連 Web サイ
トが画面にでてきました。４年生の１人は「家で放課
後子ども囲碁教室ニューズレターをダウンロードして見ている」というのです。これには少々驚き
ました。私はいつも紙媒体のレターを教室で手渡ししています。来年からは、もしかして手渡しす
る必要がなくなるかもしれません。今学校では、課題解決学習とか「アクティブ・ラーニング」と
いう言葉が流行っています。子どもが使い始めている学習用端末は、情報活用の学習形態には必須
の道具です。教師は IT 活用の指導に精通する必要があります。私は大和田小でお手伝いすることに
なっています。
保護者の中には、スマホから八碁連 Web サイトに接続している人も増えています。八碁連サイト
では、毎日のサイトの閲覧者数、閲覧記事、接続端末の種類などの統計が保存され、グラフで表示
されます。実をいいますと、閲覧者の２/３はスマホからの接続であることが判明しています。今後
はスマホの画面に対応するサイトにする必要を感じています。
LINE の利用についてです。保護者は全員を LINE
使っています。私も保護者から LINE を通して、時々
「今日は 1 時 30 分で授業が終了です」という連絡
をもらいます。保護者は、LINE で学校からの緊急連
絡を受けています。子どもの体調不良の場合は保護
者に知らせてきます。スマホはなくてはならないコ
ミュニケーションの手段となっています。
子ども達は、家庭で親のスマホやパソコンの利用
に接しながらその使い方を急速に学んでいます。そ
の習熟度は目を見張るほどです。今、放課後子ども囲碁教室では、iPad を使ってフリーウエアの「生
き死に」、「石を取る」、「地中に手あり」等の詰め碁をしたり、囲碁入門ドリルを使っています。私
一人ではとても対応ができなく、嬉しい悲鳴を上げています。iPad やスマホは、子どもが囲碁の練
習問題と取り組むときは有力な手段となるはずです。IT 活用が今後の教室の持続に求められそうで
す。

八碁連支部コーナー
支部ポイントアップにご協力ありがとうございました。(中間報告)
今年 4 月号に支部状況の報告をしましたが、その際、棋士特別派遣等の特典が得られる支部ポイン
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トアップへのご協力をお願いしました。6 月時点で次の方々にご協力頂きましたのでお知らせいた
します。(敬称略)
1. 新規日本棋院会員(支部会員)に入会
岩田大平 (浅川)、佐田恵吉 (浅川)
2. 日本棋院の会員より支部会員への移行
棚原英治 (元八)、河野 力 (大和田)
村野 良信
3. ネット碁「幽玄の間」会員の支部への登録
水野義嗣 (石川)、福嶋常光 (長房)、河野 力 (大
和田)、南 正一郎 (浅川)
4. 普及指導員の支部への登録
村野良信、棚原英治 (元八) 以上です。
八碁連の皆さんには今後も支部へのご協力をお願い致します。
常任幹事 南 正一郎

●ニコニコ BOX への寄付●
・孫 2 人がマサチューセッツ州のウースター工科大学とウィスコンシン大学マディソン校に入学が
決まりました。計算機科学と数学を専攻するとのことです。（寄付者：大和田同好会 成田 滋）
・孫娘が大学入学と大学卒業とまさにニコニコです。（寄付者：恩方同好
会 吉澤 實）
・2 番目の孫娘が誕生です。娘の 2 番目の子です。私も忙しいですが嬉し
い毎日です。（寄付者：大和田同好会 浅野恵美子）

コロナ情報
１

２

３

６月 17 日現在

南正一郎

累計感染者数は 4,244 人で人口 1,000 人あたり 7.4 人の割合である。
(参考:東京都 12.0 日本 6.1 米国 102 英国 68 ブラジル 84 インド 22 オーストラリア 1.2 ベト
ナム 0.1 台湾 0.6 タイ 3.0 等)
新規感染者の状況は 5 月 17 日よりステージ 3 に 5 月末にステージ 2 に入った。
また、療養者の状況は 6 月に入ってステージ 3 となり、6 月 14 日よりステージ 2 に入った。何
れも東京都の状況に先駆けて良くなっている。
世界主要国の状況も、感染者の増加率は週ごとに下がっているが、英国が増加傾向にあり、か
つて優秀だった東南アジア諸国がここのところ高い増加率であることが気懸かりである。
八碁連の皆さん、ワクチン接種は終わりましたか。注意を怠らず囲碁を楽しみたいものです。

市民センターの団体利用ができるようになり、大半の同好会が活動を再開しました。
引き続き新型コロナウイルスの感染対策は必要ですが、９月５日(日)には南大沢の活
きいき大会が開催されます。八王子市はワクチン接種が順調に進んでいるようですが、
油断する事なく感染対策を万全にして囲碁を楽しみたいと思います。
（表紙の写真は大和田市民センターの七夕飾りの様子）
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多田泰子

