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巻頭言
碁は[観るのも打つのも]面白い

元八王子囲碁同好会会長

棚原 英治

会社の帰り時間があるとよく碁会所へ顔を出して、相手がいないと傍で観戦していました。序盤
「布石」から、中盤「戦い」、終盤(ヨセ)，隅での生死の攻防など自分の予想した手を打ってくれる
と勝敗が気になり終局まで見ていました。対局する人は 1 手 1 手良く考えて打つのに精いっぱいだ
が、傍で見ている人はいろんな角度から数手先まで読める。つまり、観戦者の方が対局している人
より冷静に碁盤全体見ることができるので判断が的確にできる。そのときは、2，3 目強くなった気
分になる。勝手読みすることもありますが、観戦した 1 局のなかには、参考になるいろんな局面が
出てくるプロのテレビ対局や大会等などもよく観戦しています。判断の基準は自分の棋力にもより
ますが、自分の棋力より２，３目強い人の碁を観ることが大切です。
碁は、初級者と有段者との対局、棋力の差(ハンディ)つけて対局できるのが面白い。碁は陣地取
りゲームなので限られた 1 手で効率よく陣地をいかに作るか戦略が求められる。普段の対局では、
時間の制約はありませんが、正式な大会では 1 局の持ち時間の制限があるので、時間の配分や序盤
の構想力が要求され勝敗が左右されます。碁が上達する上で必要なことは何でしょうか、詰碁や定
石、棋譜ならべなど、たくさんあります。碁が強くなってくると棋風が備わってくる（厚み、地に
辛い）自分の棋風を知ること、対局後に敗因、悪手を指摘してもらうことは上達へ近道です。
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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。
・【中止】川口大会
日時 令和３年 10 月３日(日)
会場（予定） 川口市民センター
主催 川口囲碁同好会
・長房大会は中止となりました

◆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

対象：

小学生(初心者）

定員：

20 名(抽選）

締め切り：

倉内

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：

八王子市生涯学習センター

042-648-2231（担当者

山平亜紗美）

◆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

＊ 緊急事態宣言下のため、同好会長と理事だけの参加とします。

◆ 令和３年度

第３回理事会議事録

日時：令和 3 年６月 26 日

9 時〜11 時 00 分

場所：東浅川保健福祉センター創造活動室２
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）
・大和田同好会他が６月５日より定例会と初心者教室を再開した。
・文書編集、作成の講習会を 7 月 29 日（木）９時 30 分〜

クリエイ

トホール 10 階第１学習室で開く。
・東浅川保健福祉センターは令和 4 年度に改修工事が行われる。
・傘寿会員表彰対象者（昭和 16 年生まれ）は 25 名。
・３ヶ月分の会計報告、今後も３ヶ月ごとに報告する。
議案討議事項（抜粋）
１ 市民文化祭囲碁大会について
２ ８月 13 日の会長会の議案
３ 専従スタッフ制について
４ 傘寿会員表彰者の推薦依頼について

投稿
心温まる話

浅川囲碁同好会

南

正一郎

小川浄二八段(南大沢同好会)が小学 1 年生の後藤愛佳さん、4 歳の彰君ご姉弟に足付碁盤と碁石
一式を差し上げました。ご両親も子ども達も大喜びでした。
小川さんの会社の先輩が所持していたもので、奥様から小川さんにということでしたが、子ども
さんや若い方に使って頂けたらということで同意を得たという話が小生にあり、早速倉内さんにご
相談したところ、囲碁教室に来ている後藤さんご姉弟に差し上げることになり、7 月 4 日にお渡し
しました。
関係者一同、愛佳さん、彰君の対局風景を想像しながら、楽しく碁に親しんで頂けたらと願って
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います。倉内さんも小川さんには二人の成長振りを報告していきたいと申されていました。
小川さんからの手記を頂きましたので紹介します。
「最近、足付碁盤で対局する囲碁愛好者が少なくなっております。昔はこれが基本でした。今や
板盤やネット対局が多く、大きく変化していま
す。畳や床に座って対局を体験してもらいたい。
出来れば日常的に使用してもらいたいと思って
いました。この度囲碁を習っている二人の子ど
もさんのいるご家族に受け取ってもらうことと
なり嬉しく思っております。
80 年前後経過した榧盤と、はまぐりと那智黒
石のセット”

末永く使用して頂ければ幸いで

あり、微力ながら囲碁普及の一助になればと願っ
ております。 南さん、倉内さん、ご理解ご協力
ありがとうございました。 小川浄二」
小川浄二氏や後藤さんご一家他

東洋囲碁とリュ・サンフン氏

大和田囲碁同好会

成田

滋

かつて兵庫の大学で仕事をしていたとき、大邱教育大学校の教授を客員研究員として一年間招い
たことがあります。この方の名はキム・ヨンスクという英語教育の研究者です。私のメモには、彼
女の誕生日が６月 17 日とあったので、この日に誕生日お祝いのメールを、ご主人には CC で出しま
した。メールでは八碁連の会長で３期目であることも付け加えました。すぐ返事が届き、韓国では
旧暦で誕生日を祝うので、旧暦の６月 17 日は太陽暦の７月 26 日にあたるとのことでした。
翌日、ご主人からも英語でメールがきました。「My brother, Narita sensei」という書き出しで
す。この方はリュ・サンフンといって、かつては KB 国民銀行の役員をやり、現在は水資源開発の会
社の役員となっています。キム教授が兵庫に滞在していたとき、リュ氏は何度も兵庫にやってきま
した。ご存知、韓国は夫婦別姓です。名字は血の名前なのです。夫婦が結ばれても夫と妻の血は混
じりませんので別姓なのです。ちなみに子どもは父親の名字を継ぎます。
メールで八碁連の会長をしていることに触れたので、リュ氏から「今何段か？ 今度会った時は
対局しよう！」といってきました。彼はネット上の
東洋囲碁(TygemGO)で対局しているのだそうです。私
が折り返し八碁連の四段で、Web サイトを運営して
いることを伝えると、ネット対局をやろうと提案し
てきました。リュ氏は高段者のようで、とても歯が
立ちそうにない雰囲気です。韓国で碁は「バドック」
(baduk)。東洋囲碁の登録会員は、33 歳から 55 歳が
80％を占めているとのことです。年齢構成からする
と、韓国の碁人口は日本に比べて若いようです。2010
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AlphaGO と対局するイ・セドル氏

年代に世界最強といわれ、2016 年に AlphaGo と対戦し、2019 年 11 月に 36 歳の若さで引退したイ・
セドル氏の例からも分かります。 機会がありましたら、東洋囲碁のサイト「www.tygemgo.com」を
訪れてみてください。
というわけで、７月 26 日に再度キム教授に誕生祝いのメールを送ることにします。

●ニコニコ BOX への寄付●
・６月 24 日に囲碁将棋センターで永安浩二十段の指導碁を受けました。
先生はこれまで多摩本因坊戦で５回も代表となっています。首尾良く中
押し勝ちをおさめてニコニコしました。（廣島松治）
・成田一族全員 13 名は、ワクチン接種が終わりました。ワクチンの内訳
は、ファイザーが 2 名、モデルナが８名、ジョンソン＆ジョンソンが３
名でした。今、家族はノースカロライナのビーチで休暇を楽しんでいま
す。（大和田同好会：成田 滋）
・優しい甥っ子が買い物に行ってくれたり、風呂場の掃除をしてくれました。姪っ子もいろいろと
心配してくれて嬉しいです。ワクチン接種も完了しました。
（大和田同好会：折谷範子）

コロナ情報

７月 15 日現在

南

正一郎

・グラフより 70 歳以上の新規感染者数が６月、７月と驚くほど少なくなった。
・これは八王子市における高齢者のワクチン接種がスムーズに行われた結果と推測する。
接種状況は、65 歳以上で 100 人当り 150 回（6 月 28 日時点）、60 歳以上で 145 回（7 月 14 日時点）
である。
・ところが、ここ１週間で若年層、中年層に感染者が増えて来た。新規感染者、療養者の状況指標
はステージ３に逆戻りした。
・このような状況の下ではあるが、互いに注意怠りなく、囲碁を楽しみたいものです。
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上記グラフについて
1.主要国の 4 月 15 日から３カ月間のデータである。
2.日本、英国、韓国などはここ 1〜2 週間で増加している。米国、フランスは増加の傾向が見られる。
3.英国は 6 月に入ってから増加し続けている。この間大きな国際大会であるウインブルドンテニス、
サッカー選手権、全英オープンゴルフを開催し、観客はノーマスクである。日本と対応の仕方が随
分と違う。
4.グラフ化していない国として
・インドは 5 月初旬に 17％に達したが、現在は 1％を切った。
・東南アジア諸国の感染者の増加は著しい。台湾は 5 月末に 240％達したが、現在は 1％に抑えら
れている。
・オーストラリア、イスラエルはこの期間通じ略 1％以内に抑えられている。特にイスラエルは
早い時期からワクチン接種を実施している。
5.参考として各国のワクチン接種状況を 100 人当りの接種回数で記すと(7 月 14 日現在)日本 52 米
国 100 カナダ 116 英国 120 フランス 91 ドイツ 101 ブラジル 56 ロシア 34 韓国 41 インド 28 等
である。
(注)上記グラフは率であり、絶対数では例えば八王子市の 1％は 45 人であり、米国のそれは 337,000
人となる。
南氏のコロナ情報によると八王子市の 70 歳以上の感染者はかなり少なくなっている
様です。ワクチン接種が順調に進んだ結果かと思われます。梅雨があけ、本格的な暑
い夏がやって来ました。熱中症対策も怠りなく囲碁を楽しみたいと思います。
編集
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多田 泰子

