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 巻頭言  

田園交響曲（ベートーベン）  
                    長房囲碁同好会 池口隆久 

  
テレビ画面にコーラスで第九交響曲を歌っている人の姿がよく映る。ベートーベンといえば第九。
年末にはあちこちで第九を取り上げる番組がある。なにも第九が嫌いなわけではないが「運命」も
「田園」も「英雄」もある。「月光」も「セレナード」もある。多彩だ。 
 
中学校の頃、うちには珍しく電蓄があった。これは近所の村内さんに作ってもらったからだ。村内
さんの本業は醤油屋さんで、工場は大和田にあり、住まいはうちの近くの元横にあった。電気製品
は趣味で作っていたが、電蓄はその結果で、当時は珍しいものだった。終戦後だったから、当時は
娯楽施設が乏しく、八王子の映画館は浅川橋近くの番場さんの工場で「愛染かずら」が上映された
ときには必ず見に行った。村内さんはその後テレビを作るようになり、初めの頃は醤油工場の敷地
にテレビを据え付けて見せていた。 
 
当時はプロレスがブームで、大勢の人が大和田まで見に行った。力道山がアメリカ人レスラーを打
ちのめすのが受けていたようだ。趣味で作っていたテレビが売れるようになると、めきめき業績を
伸ばし、洗濯機、扇風機、冷蔵庫など家電製品の製造販売を広く手掛けるようになっていた。兄弟
が経営する家具屋さんをしのぐ勢いであった。 
 
さて、村内さんに作ってもらった電蓄だが、兄貴は凝り性で、歌謡曲、クラッシックを問わず、レ
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コードを集めていた。当時はSPで、まだ LPは出回っていなかった。回転は速いので、レコード針
をすぐに取り替えなければいけなかった｡兄貴はレコードをあれこれと買ってはくるのだが、それを
聴くのはもっぱら私の仕事だった。なかでも、ハンガリー狂詩曲第二番〔リスト）、ハンガリー舞曲
第五番〔ブラームス）、それに「田園」はよく聴いていた。「運命」は何か重くて好みではなかった。
「田園」を聴いていると、ドイツの田園風景が目に浮かび、そこを流れる小川が見えるようで、何
度聴いても飽きなかった。未完成交響曲、第九交響曲というと、どうしてか身分の高い人たちが連
想されてきて、自分とは縁のないものとしてとらえていた。  
 

 お知らせ  
第 71回 八王子市民文化祭囲碁大会結果 
去る 11 月３日（文化の日）に 2 年ぶりに開催されま
した。コロナもお落ち着いて参加者 100 名の予想以上
の盛会でした。当日は 石森孝志八王子市長をはじめ白
澤宏規八王子文化連盟理事長、市民活動推進部学園都市
文化課山岸研課長、及川憲一東浅川保健福祉センター館
長にご出席いただきお言葉を頂戴しました。大会開催に
際しては各同好会ならびに関係者多数のご協力をいた
だきありがとうございました。以下成績結果です。 
 
クラス 順 位 氏 名 段 級 所 属 

優勝 小川浄二 八段 南大沢 

準優勝 青山 格 七段 大和田 

Ｓクラス 

３位 森田哲三 七段 長房 

優勝 内田昌治 五段→五段A 浅川 

準優勝 深山睦弘 五段 A 中野 

Ａクラス 

３位 小西弥一 四段 浅川 

優勝 増田菜々子 二段→三段 倉内教室 

準優勝 近谷 肇 三段 一般 

Ｂクラス 

３位 浮邉廣行 三段 南大沢 

優勝 森田隆士 1 級→初段 元八 

準優勝 走り正治 初段 南大沢 

Cクラス 

３位 矢ヶ崎行彦 1 級 台町 

優勝 岡本秀俊 5 級→4級 恩方 

準優勝 川鍋善重 7 級 初心者 

Dクラス 

３位 刑部守彦 3 級 長房 
 

市民囲碁大会風景	
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第 31回 八碁連囲碁大会結果  
三段以上大会 11 月 14日（日）  
於 東浅川保健福祉センター 参加者 40名 
 
 順位  氏名  段級 所属 
優勝 小川浄二 八段 南大沢 

準優勝 井上栄次郎 七段 中野 

Ａ
ク
ラ
ス ３位 松本健彦 六段Ａ 石川 

優勝 恵畑信夫 五段→五段A 中野 

準優勝 親松幸治 五段 浅川 

Ｂ
ク
ラ
ス ３位 野和田盛雄 四段 大和田 

                            大会開会式の様子 
                                          

傘寿表彰  
八碁連囲碁大会（三段以上）の席上で、今年傘寿を迎えられた以下の会員が表彰され
ました。 
 
11 月 14日の八碁連大会三段以上で表彰された方〔敬称略 順不同）   
中野同好会 宮崎誠一 六段 
中野同好会 望月毅士 五段 
中野同好会 浜道  進 四段 
大和田同好会 矢作忠孝 五段 
大和田同好会 廣田慎吾 四段 
台町同好会 小林 實 五段 
浅川同好会 南正一郎 五段 
恩方同好会 白石能章 五段 
恩方同好会 横手幸彦 三段 
元八同好会 竹添文彦 六段 
南大沢同好会 和田幸彦 三段 
石川同好会 田村 強 四段 
 
 
11 月 28日の八碁連大会二段以下で表彰された方〔敬称略 順不同）   
浅川同好会 南 清光 初段 
恩方同好会 小西周明 1 級 
恩方同好会 山本公明 1 級 
恩方同好会 宮嵜 勲 5 級 

傘寿表彰者	
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恩方同好会 野村洋子 6 級 
長房同好会 佐久間新太郎 初段 
長房同好会 原田宗悦 1 級 
長房同好会 谷合 誠 1 級 
 

令和 3年度 第 7回理事会議事録 
 日時：令和 3年 10月 23日 9時～11時 00分 
 場所：東浅川保健福祉センター 
 出席者：成田 宮崎 南 多田 (議事録作成)  庄司理事は入院中、武中理事は通院のため欠席  
 
会長報告 
・ 庄司則幸氏 10/8 現在 リハビリ継続中 
・ 市民文化祭囲碁大会の申し込み状況   103 名(内一般 11名)  
学園都市文化課 山岸 研課長 当日 AM9時 40分迄には東浅川保険福祉センター４F到着 
石森孝志市長、例年通り時間指定なし午後から 
東浅川保健福祉センター館長 及川憲一氏 定刻 
・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 
・八碁連だより 11月号 外部関係者へ配付済み 
・多摩地区市町対抗囲碁団体戦の優勝トロフィーの確認 
・第三小学校で放課後子ども囲碁教室を 12月 2日〔木〕より開始 
 
各理事報告 
多田（広報）12月号から詰碁問題を掲載する予定 
宮崎（競技）申込者 103名のグルーピングをし、会場のレイアウト図を作る 
南（会場） 10 月 22日に恩方保管の時計をチェックした、東浅川センターの時計もチェックする 
議案討議事項（抜粋） 
1 第 71回八王子市民文化祭囲碁大会の細目 
2 第 31回八碁連囲碁大会の準備（11月 14日、11月 28日）・八碁連大会実施要領案に準じる 
3 その他 
・令和４年秋から東浅川保健福祉センターが内装工事に入る。その確認をする。 
 

 投稿  
「日本棋院八碁連支部コーナー」  

常任幹事  南 正一郎  
 熊丰七段の指導碁が終わりました 
11 月 14日、八碁連三段以上の大会に併せて、熊丰七段(通称熊さん)の第 13回指導碁を開催しま
した。時折、持碁だ! 勝った! などの歓声が上がり、皆さんそれぞれに愉快なひとときを過ごされた
ようです。特に布石の基本的な部分の指導が目立ちましたし、打つ前にいったん盤面全体をみる癖
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をつけることを話されていたのが印象に残ります。担当して頂いた三島七段のとった棋譜をもとに、
恩方同好会では勉強会を開く予定のようですし、藤森会長さんも大会の傍らのぞき見しながら、棋
力は間違いなく上がっているとの感想を述べておられました。 
 
指導碁参加者(敬称略) 
第一ラウンド  赤松栄一郎  折谷範子  小島春美  中村良弘  
第二ラウンド  尾崎健二  市川信治  峯尾孝年  多田泰子 
第三ラウンド   岡本秀俊  菅井勝男   藤原幹治  望月毅士 
 
尚、数名の方より感想が寄せられていますのでご紹介します。ありが
とうございました。 
 
☆熊丰先生の教え方はとても分かり易く、懇切丁寧に解説して下さいま
した。私の打つ手を誉め、喜ばせてくれて、心がホンワカになりました。
人間的にも素晴らしいお方だと感じました。（折谷範子氏） 
 
☆プロ七段なのでもっと厳しい手が飛んでくるのかと思っていました
が、優しく対応して下さり、勝たせていただきました。柔和なお人柄
の方という印象です。また指導碁を受けたいです。（小島春美氏） 
 
☆指導碁は初めてですが、対局後の熊先生のアドバイスは有難く、棋譜で自分の弱点を確認できる
ので、非常に有意義な経験でした。 （尾崎健二氏）  
 
☆実際の対面碁を打ってもらって大変参考になりました。9子置いてでしたが攻められる場合の対
応が少しつかめたようにも感じました。詰めでの対応に見落としがありまだうまく出来てないよう
でした。中盤での対応は旨く行ったようで終局後その部分は理由を付けて褒められました。何が良
かったか何が悪かったかまたどうしてかを説明してもらって大変参考になりました。熊さんありが
とうございました。（藤原幹治氏） 
 
☆七子局でご指導頂きました。対局後の検討で、序盤で白石に付けられた時、ツケノビ定石のよう
に打てば問題なかったですよ。逆にハネたためシチョウに抱えられ、ポン抜きされてしまったが、
シチョウは黒良しだったんですよ、と言われこの場面は時間をかけて良く読まなければいけなかっ
たと、反省しました。しかし、シチョウに抱えられた石を逃げ出すと、右上隅は 20目程度の白地
になるので、それ以上の黒地を反対側につくらなければだめですよ、と教えていただき、勉強にな
りました。ありがとうございました。（峯尾孝年氏） 
 
☆熊先生の指導碁を始めて受講させて頂きましたが、とても分かりやすく丁寧な解説ですんなりと
頭に入り、記憶力が鈍っている年齢ですがしっかりと記憶しております。このような機会は年に一
度ではなく、何回か実施して頂ければありがたいと思います。誠に有難うございました。 
（岡本秀俊氏） 
 

	 	 熊丰七段の指導	
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 詰碁  
黒先、活き ＜詰碁の回答は巻末をご覧ください。＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

（出典：眠る前の小さな詰碁 1） 
 

●ニコニコBox への寄付● 
・アメリカ在住の３人の子どもから、家族全員が３度目のワクチン接種（ブ
ースターショット）を終えたという連絡がありました。「アメリカでは誰で
も接種してくれるので、やってきたら」といってくれますが・・・簡素な
手続きがこの国のいいところです。（大和田同好会 成田 滋）） 

 
 

今年度は新型コロナウイルスの感染症の蔓延による緊急事態宣言の影響で市民
センターの団体利用の制限がありました。そのため年度前半は各同好会とも活動を
限定され、9月までに開催が計画されていた八碁連主催の大会と各同好会主催の活
きいき大会は全て中止になりました。10月からようやくコロナの感染者が減り始
め、文化祭囲碁大会（11/３）八碁連囲碁大会（11/14、11/28）を開催すること

ができました。各同好会および会員の皆様のご協力に感謝いたします。どうぞ良いお年をお迎えく
ださい。                            多田泰子 
 
詰碁の回答はこちら 
 
 
 
 
 
 
 
 


