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  巻頭言   

老いと向き合う 
                    石川囲碁同好会  石川幌二 

 コロナ禍で録画した映画やドラマを見る機会ありました。 
その中で印象に残ったのは、江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎についてです。有名な絵は富獄三十六
景など多数あり、江戸時代では長寿の 90歳まで生き、絵は年齢と共に上達し晩年の方が高い評価
を得ています。亡くなる時、北斎は「天が命を後５年くれたら本当の絵描きになることが出来る」
と語っています。 
 老いと向き合うには趣味を持つことが良いと言われ、今は多くの人が様々な趣味を楽しんでいま
す。私も趣味で囲碁とゴルフをしていますが、もう齢だとか、体調が悪いとか、言い訳して上達す
ることもなく続けているのが現状です。特に最近はコロナで囲碁の対局の機会も少なく、ゴルフも
コースに出る機会が少なくなっています。 
 それでも時々、もう少し何か出来ることはないかと思い、囲碁はパソコンの囲碁ソフトを工夫し
ながら使えばどうか、ゴルフは狭い場所でも出来る素振りを繰り返せば、など試行錯誤を続けてい
ます。効果は分かりませんが、その様な気持ちを持つことも、老いと向き合う方法の一つと思って
います。  
 葛飾北斎は自身の過去の作品には目もくれず、高齢になっても常に良い作品を画こうとしていた
様で、亡くなる 3か月前に「富士越龍図」と言う名作を残しています。老いとの向き合い方は人に
より様々でしょうが、北斎の生き方からは、老いとの向き合い方の一例を見ることが出来ました。 
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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 
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  お知らせ   
 
第71回 八王子市民文化祭囲碁大会のお知らせ 
下記の通り八王子市文化祭囲碁大会を開催します。 
･日時：令和 3年 11 月３日(水・祝)午前９時 30 分～午後５時  
･会場：東浅川保健福祉センター ４階：5･6･7･集会室 
    外壁工事のため駐車場が狭くなっています。陵南駐車場をご利用ください。 
･目的：八王子市民及び関係者の親睦と市民文化の向上を図る 
･参加申込は終了しております。 
･参加費(当日払い)： 700 円  高校生以下は 300円  (昼食は出ないため変更になりました。 
１階食堂もしくはイーアス高尾等で昼食をおとりください。) 

･主催：八王子市民文化祭実行委員会、八王子市 
･後援：八王子市学園都市文化ふれあい財団、日本棋院  
･協賛：八王子文化連盟  
･主管：八王子囲碁連盟 
 
第31回 八碁連囲碁大会のお知らせ  
･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：1,000 円 (昼食代を含む)  
･申込：各地区同好会長を通して 八碁連会員に限る 
･申込先： 理事 宮崎 洋(競技担当) 宛て 
Tel 625-4267  メール hiroshivegas777@gmail.com  
◇三段以上 ･日時 11 月 14 日(日) 午前 9 時 10 分から受付 ･申込期限 10 月 31 日 
◇二段以下 ･日時 11 月 28 日(日) 午前 9 時 10 分から受付 ･申込期限 11 月 14 日 
 会場において今年の傘寿記念の表彰を行います。各同好会の該当者にお伝えください。 
 
日本棋院八碁連支部主催 
第13回と第14回指導碁の参加者募集  
                           常任幹事  南 正一郎 
11 月 14 日(三段以上)と 11 月 28 日(二段以下)に開かれる八碁連大会会場において、日本棋
院の棋士による指導碁を以下の要領で実施致しますので奮ってご参加下さい。 
 
1. 第 13回指導碁の募集  
日本棋院 熊丰七段による指導碁 
日 時 令和 3年 11月 14日 (日)10 時より 
場 所 東浅川保健福祉センター４階 
参加資格 二段以下の八碁連会員 
募集人数 12 名（先着順で締め切ります。） 
参加費 2,000 円 

熊丰七段 
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内容 第 1ラウンド 10 時 00分～11時 30分   第 2ラウンド 13 時 00分～14時 30分 
第 3ラウンド 14 時 45分～16時 15分 
尚、 各ラウンドは 4 面打ちとし、ラウンド順は前以て連絡します。 

申込先 南 正一郎 TEL・FAX 663-5446 E メール sminami0003@yahoo.co.jp 
締 切 10 月 31日 
 
2. 第 14回指導碁の募集 
日本棋院 知念かおり六段による指導碁 
日 時 令和 3年 11月 28日(日) 10 時より 
場 所 東浅川保健福祉センター４階 
参加資格 三段以上の八碁連会員 
募集人数 12 名 (先着順で締め切ります。) 
参加費 2,000 円 
以下、内容、申込先は上記に同じ 
締 切 11 月 14日                 知念かおり六段 
尚、東浅川保健福祉センターへの入館に際しては、当館規程に従って頂きます。 
 

令和３年度 第６回理事会議事録 
日時：令和 3年９月 25日（土）9時～11時 30分 
場所：東浅川保健福祉センター ３階創造活動室 
出席者：成田、武中、宮崎、南、多田（議事録作成）、庄司理事は入院中のため欠席 

  
会長報告 
・庄司則幸氏 ９/16 現在 リハビリ中 
・長房同好会は福嶋常光会長が今年度中、欠席予定のため鈴木富士雄氏が会長代行 
・市民文化祭囲碁大会の申し込み状況 26 名（10/17 時点では 101名） 
・初心者教室は久島世次氏と吉田旭氏が担当、 9/15 の八碁連広報で初心者教室の案内が掲載 申
し込み者 ８名 
・八碁連囲碁大会で日本棋院より棋士が派遣される 
 三段以上 11 月 14日 熊丰七段  二段以下 11 月 28日 知念かおり六段 

・市民文化祭囲碁大会での東浅川保健福祉センター館長及川憲一氏の挨拶依頼済み 
-八王子文化連盟理事長、市学園都市文化課長の挨拶依頼は竹内朝晴氏が担当 
-競技委員を含めた実行委員会を 10月 19日にセンター第三集会室で開催 

・同大会での市長賞賞状６枚の名義使用と押印申請が 9/13 に承認   
・東浅川保健福祉センター外壁修理のため駐車場が限れられているので、相乗りの依頼と陵南駐車
場利用の案内 
・大会当日、センター一階の食堂を開いて貰うことになった。確認したところ 10席である 
・野嶋孝征研修部事務長より今年度の研修部の活動は中止するとの連絡があった 
・今年度の普及活動賞候補の申請済み 南正一郎氏 
・傘寿表彰者記念品 22個の購入済み 
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・八碁連だより 10月号を関係機関、連盟、日本棋院などへ送付済み 
 
各理事報告 
武中（会計）４/１～９/24 中間決算書の報告 
南（会場）令和４年総会会場３/11（金）に予約 ３/13（日）
は予約済みのため変更 
 
議案討議事項（抜粋） 
1. 横幕や優勝トロフィーなどの保管場所について 
・総会資料の八碁連備品の中に管理者を決め、明記する。 
2. 第 71回八王子市民文化祭囲碁大会開催の見通しについて 
 

令和3年度 臨時理事会議事録（抜粋） 
日時：令和 3年 10月 12日（火）10時～11時 30分 Zoom上のリモート理事会 
出席者：成田、武中、宮崎、南、多田（議事録作成）、庄司理事は入院中のため欠席 
11 月 3日の市民文化祭囲碁大会についての実行方法について細部の打ち合わせを行なった。 
 

  投稿   
八碁連だより配布に関するお礼のご報告  
                   大和田囲碁同好会会長 成田 滋  

 毎月、八碁連だよりを配付している生涯学習センター生涯学習スポーツ部学習支援課長の新堀信
晃様よりお礼のご挨拶を頂きました。八碁連だよりでの報告に関して許諾を頂戴しましたので、以
下に転載いたします。 
 
八王子囲碁連盟会長   成田 滋 様 
 
日頃から、生涯学習センターの事業に格別の御尽力、御協力を賜り誠に感謝申し上げます。 
また、この度は貴会の「八碁連だより」を御恵与いただきましたこと重ねて感謝申し上げる次第で
す。 
八碁連だよりを拝見し、クリエイトホールの夏休み囲碁講座に参加した子供たちの成長に目を見張
る想いを感じられた御様子や、15年前にお住まいであった地域の仲間たちとの懐かしい思い出に、
皆様がそれぞれの想いを胸に心豊かに囲碁を楽しみ御活躍されていることに感動いたしました。 
生涯学習の目標の一つが、学びを続け人生 100年時代を子どもから大人まで生き生きと楽しめる
ことだとすれば、そのためには子どもの頃からの学びを大人として次世代に豊かな価値として伝え
ていく、その循環のプロセスが喜びとして受け継がれることが大切であり、囲碁はまさにそのよう
な世界を実現できるものではないかと改めて感じた次第です。 
来年度以降も、夏休み囲碁講座の開催の折には、改めて御依頼を差し上げますが、今後とも、市政
に変わらぬ御協力、御理解を賜りますことをお願い申し上げて御礼の御挨拶といたします。 
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囲碁と水彩画  
                             大和田囲碁同好会     原田朋栄  

 私が大和田同好会の定例会に通うように
なって 2年になります。コロナ禍の中、3
密厳守で厳しい状況下でありますが、諸先
輩の棋力の強さに驚きながら、一局一局、
指導されながら、今に至っています。定年
後に始めた色々な趣味の中で、ギターを演
奏し水彩画をこれまで 400 枚程度描いて、
年賀状や暑中見舞い状に活用しています。
ですが未だ満足に足るものは無く、上を目
指している模索しています。老後の手習い
事は骨が折れ、根気と体力が要るものです。 
 囲碁は、相手によって千差万別の打ち方があり、悩みながら凌ぐ楽しさは、娯楽の中で最高です。
ところで、最近囲碁の歴史に関係する書物を読んで見つけた、特に面白い話題を紹介します。趣味
である水彩画のうち、囲碁対局の絵を探していましたらありました。日蓮の法華経を信奉していた
絵師である狩野永徳、長谷川等伯、尾形光琳、葛飾北斎の絵に出会い、特に狩野永徳の囲碁対局画
がそれでした。 

 当時のこうした有名な画家に対し、革新的な刺激を与えた思想
背景がありました。それは現実の変革の中にこそ［仏の言わんと
する心］を見いだすことができるということです。そのことを想
像し、アレンジして描いてみました。ご笑覧ください。 
 また、日蓮と弟子の吉祥丸、後の日朗との囲碁棋譜が日本最古
のものとして残っています。後世のものではないかという説もあ
ります。正倉院には古き碁盤が保存されています。さらに戦国～
江戸時代では、日海、後の本因坊算砂は信長、秀吉、家康の囲碁
の師であり、対局では 3人に対し５子を置かせて打っていたこと
から、この３人は、アマの四～五段程度ではなかったかとも推察
されています。2000年の歴史において、囲碁の歴史では広く庶
民の文化を高めた時代や、徳川時代に 10年間も続いたという御
前試合や厳しい家元の争奪戦もあったことに思いを馳せ，歴史を

偲びながら、これからも一局一局、楽しんで頑張って参ります。 
参考文献 ・百科事典ウィキペディア、[囲碁の歴史]より 
     ・河野元昭、[琳派 響きあう美]より 

 
●ニコニコBoxへの寄付● 
・十九路盤が沢山寄贈され、第四小、第十小、大和田小の放課後子ども
囲碁教室で利用し始めました。決め碁打ちから教えています。決め碁
を３回やるとほぼ20手まで打てるようになります。嬉しい驚きです。
子どもの記憶力は確かです。 成田 滋 （大和田同好会） 
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  コロナ情報   10 月 14日現在         浅川囲碁同好会 南 正一郎 
 感染状況が鎮静化してきました。碁をやり、一杯もやりたいですね。コロナ情報の連載も一休み
したいと思います。 
振り返りますと、昨年、コロナ禍が起こり始めた時、東京都や日本の状況はテレビに出てきます

が、我々の八王子はどうなんだ、八碁連の年代は大丈夫か、世界はどうなっているんだと思い、デ
ータを取り始めました。当時の広報担当理事である鈴木富士夫氏がこれを知り、昨年 10月号より
掲載下さいました。皆様には参考になりましたでしょうか。数字の変化と世界のニュースを照らし
合わせると、お国柄が見えてくる感じも致しました。以後もデータは取り続けますが、掲載は一休
みしたまゝでありたいと思う次第です。 
尚、これらのデータは八王子市は市の広報より、他は読売新聞の掲載数値を採用しています。 

  

 
 
主な国の状況 
下表は、1週間の感染者数を人口 10万人当りに換算した人数で、２カ月前の 1週間→直近の 1
週間の変化を示した。また、( )はコロナウイルス感染による死亡者数を人口 10万人当りに換算し
た人数である。日本は大幅減少したが、世界は未だ凹凸がある。 

 
 
 

南正一郎氏の一年間余りのコロナ情報有難うございました。大変参考になりました。
コロナもようやく落ち着いてきましたが、リバウンドしないようマスクの着用など引
き続き対策をとりたいものです。  多田泰子 
                                

                                       


