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 巻頭言  

正月から「時間」を考える   
                     八王子囲碁連盟会長  成田 滋  
  

月は親類一同が集まり、睦び合う月です。そして新しい年を言祝ぐ時であります。です
が、近年集まることが困難になり、スマホやパソコン上で集い合うという新しい様式が
定着しました。 

思うに、小さいときは元日が来るごとに１歳を加算されて呼ばれたものです。それを不思議に覚
えました。昭和 24年までは数え年が一般的でした。十月十日かけて生まれてきた時点で１歳とい
うことです。理にかなっているともいえます。十月十日から、10か月という長さと 10日目という
一瞬に、時を実感するのです。｢時の流れ｣を考えさせてくれるのが正月です。 
古代ギリシャでは「時刻」と「時間」を区別していました。それがギリシャ語に現れています。

ギリシア語では、「時」を表す言葉として「クロノス」と「カイロス」との２つがあります。「クロ
ノス時間」は、過去から未来へ一定速度・一定方向で機械的に流れる連続した時間を表現し、「カイ
ロス時間」は、一瞬や人間の主観的な時間を表す、いわば内面的な時間です。   
やがて西欧の哲学者が｢時間｣を論じていきます。ベルグソンという哲学者は、時間には｢空間化

された時間｣と「純粋な未来の時間」があるといいます。前者は過去の出来事で分割することのでき
る時と主張します。時の本質を対象とするのが自然科学であるというのです。科学的な認識という
のは、｢流れる時間｣を時計によって量的に把握するという意味らしいです。他方、後者は時間とは
流れとして未決定なことの持続と考え、それを扱うのが哲学であるというのです。 
ハイデッガーは、過去から現在、未来への連続という時間観を提案します。｢創造ー存在ー終末

正 
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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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的破滅ー転生｣といういわば輪廻という仏教観です。時計のような一瞬の時点や長さの意味での時間
ではなく、過去から未来への連続という流れの時間観を強調するのです。時間と空間を絶対的なも
のではなく、人間の内観や感性のあり方によって変わるものであるというのです。古代ギリシャ人
はすでに「時刻」と「時間」の違いを了解していたのです。驚くべき洞察です。  
 

 お知らせ  
第31回 八碁連囲碁大会結果 
 二段以下大会 11 月 28日（日） 
 於 東浅川保健福祉センター 参加者 38名 

  
 

 
 
クラス  順位  氏名  段級 所属 

優 勝 藤牧 健二 初段→二段 長房 

準優勝 佐久間慎太郎 初段 長房 

Ａクラス 
（20名） 

第３位 谷合 誠 １級 長房 

優 勝 市川 信治 ３級→２級 恩方 

準優勝 刑部 守彦 ３級 長房 

Ｂクラス 
（18名） 

第３位 吾妻 富子 ７級 恩方 
 
令和３年度第22回棋聖大賞大会のお知らせ 
日 時・・・令和４年１月 16日（日）午前９時～午後４時 

	

開会式の様子	
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会 場・・・東浅川保健福祉センター４階 ５、６、7集会室 
参加者・・・同好会会長、副会長か役員（１名程度）、七段以上の参加希望者 
      （各同好会２～４名程度及び八碁連技術顧問等の招待者で合計 40名程度） 
会 費・・・1,000 円（八碁連技術顧問等は招待とする）昼食込 
申 込・・・申込は同好会会長を経由して宮崎理事へ 締切りは１月９日 
 
令和３年度第28回タイトル戦大会のお知らせ 
日 時・・・令和４年２月６日（日）午前９時～午後４時 
会 場・・・東浅川保健福祉センター４階 ５、６、7集会室 
参加者・・・各同好会の名人２名・王座２名・天狗２名の 60名 
会 費・・・1,000 円（昼食代含む） 
申 込・・・同好会会長は前・後期タイトル者を決定して、参加タイトル者名簿を宮崎理事へ報告

してください。 締切りは１月 16日 
 
令和３年度第２回女性大会のお知らせ 
日 時・・・令和４年２月 20日（日）午前９時～午後４時 
会 場・・・東浅川保健福祉センター４階 第２、３集会室 
参加数・・・30名程度（35名以上の場合は２クラスとする。） 
会 費・・・1,000 円（昼食代含む） 
申 込・・・申込は同好会会長を経由して宮崎理事へ 締切りは２月６日 
 
宮崎理事メールアドレス ： hiroshivegas777@gmail.com 
 
◆囲碁案内人連絡会より 
第三小学校でも放課後子ども囲碁教室

が開始しました。担当は成田です。 
松枝小学校も令和４年１月から教室を

再開します。お世話役は帖地美乃里、倉内
滿、松崎邦夫氏が担当します。 
第二中学校でも教室が１月から新設予

定で倉内氏が担当することになっていま
す。 
 
 
 
 
 

令和３年度 第８回理事会議事録  
日時：令和３年 11月 27日９時～11時 
場所：東浅川保健福祉センター 

第三小学校での教室と帖地美

乃里氏、倉内	 滿氏，保護者	
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出席者：成田、宮崎、南、武中、多田（議事録作成）、庄司理事は療養中のため欠席  
 
会長報告 
・ 庄司則幸理事の回復経過 
・ 傘寿会員表彰 21名〔一名ご逝去〕 
・ 市民文化祭囲碁大会 103名(内一般 11名)  
・ 八碁連囲碁大会で指導碁として日本棋院より棋士が派
遣される（11月 28日）知念かおり六段 

・ 八碁連だより 12月号 外部関係者へ配付済み 
・ 別所小学校 フリースクールで囲碁教室開始  武中章三氏主宰 

11 月 17日（水）、24日（水） 
12 月１日（水）、8日（水）、15日（水）  

・ 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 成田主宰 
・ 令和３年度活きいき大会用後援名義使用実績報告書を市役所に提出済み 
 
各理事報告 
 宮崎（競技）八碁連囲碁大会（二段以下）参加者 42名 
 南（会場）  来年度子ども囲碁大会の会場を 6月 26日で申し込み予定（12/１） 
 
議案討議事項（抜粋） 
１ 初心者教室への補助 報告書提出依頼と１万円の配布 
２ 東浅川保健福祉センターの次年度内装工事計画 
・令和４年年 12 月中旬まで４階は使用可能である。故に来年度の文化祭囲碁大会、八碁連主催
の囲碁大会は東浅川保健福祉センターで開催 
・棋聖大賞囲碁大会とタイトル戦囲碁大会は恩方市民センターで、女性囲碁大会は大和田市民セ
ンターでの開催を検討する 

３ 第 71回八王子市民文化祭囲碁大会の総括 
・当日参加申込み者２名  八王子市広報に当日参加を受け付けない旨の記載がなかったためで、
今後は市広報の掲載の原稿チェックが必要である 
・全体として成功であった 

４ 第 31回八碁連囲碁大会の準備 11 月 28日 
５ 八碁連案内チラシ配付、のぼり、たすき、チラシ作成，費用 
・のぼり、たすき、の作成は効果が疑わしく不要である 
・チラシの内容について同好会のチェックが必要である 
・チラシの配布方法は同好会に任せる 

６ その他 
・14日の八碁連囲碁大会で食事会場が汚れていたことを東浅川保健福祉センターの管理者から、
指摘された。28日の大会では食後掃除し、使用後は会場を閉める事とする。 
・会長会の回数を増やし、各同好会の意見を聞く機会を増すようにしてはどうか？ 
・来月の理事会では、来年度の活きいき大会の日程を立て、総会の準備をする 
・12月末までに大和田、石川、台町同好会より新理事の推薦をもらう 
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 投稿  
「日本棋院八碁連支部コーナー」 

                常任幹事  南 正一郎  
知念かおり六段の指導碁が終わりました 
11 月 28日、八碁連二段以下の大会に併せて、知念かおり六段による第 14回指導碁を開催しま

した。ご参加いただいた皆様、休む暇もなく 12局をご指導いただいた知念かおり六段にお礼を申
し上げます。熱戦で緊張したなかにも、何かしら楽し気な雰囲気が感じられるひとときでした。早
速、囲碁研究会では棋譜付けをした小西弥一氏、浅川武二三氏の棋譜をもとに吉澤實八段、三島敏
明七段による検討会を行いました。知念かおり六段の実戦的な着手にも、ご両名も納得の表情でし
た。 
 
指導碁参加者（敬称略） 
第 1ラウンド  松本 健彦  信江 峻  望月 毅士  森田 哲三 
第 2ラウンド  岸村 佐  小西 弥一  内田 昌治  田中 哲朗 
第 3ラウンド  藤森 力  浅川武二三  山本 数英  中谷 勝信 
 
尚、藤森 力氏、信江 峻

氏、知念かおり六段より感想
文を寄せていただきましたの
で、ご紹介します。 
★プロ棋士に指導碁を打って
もらう機会など中々ありませ
んので楽しみにしていました。 
お世話いただいた関係者

の皆さんに心より感謝致しま
す。指摘された盤上での至ら
ないところを、棋譜を見なが
ら学び、またお願いしたいと
思っています。（藤森 力氏） 
 
★知念先生には前回持碁、今
回はと思い構想を練っていた
のですが、最初からペースを掴めず完敗に終わりました。敗因
を分かり易く、穏やかに解説していただき有り難かったです。 
指導碁ですから粘らずにもっと早く並べ直して教えていただけば良かったと思いました。1年に

1回でもプロの指導を受ける機会を持てることは有り難いことです。南大沢同好会にはかねてより
知念さんをご存じの中森さん、扇谷さん、矢島さんがいて、先年日本ペア碁選手権の知念・本木組
を応援に行きました。幸い健闘されて一力組も破り 2連勝で準決勝に進まれました。（信江 峻氏） 
 

知念かおり六段による四面打ち指導	
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☆八王子囲碁連盟支部の囲碁大会にお招きいただき、2年ぶりに皆さんとお会いできましたこと嬉
しかったです。4面打ちの 3回転で 12局打ちましたが、皆さんレベルが高く打っていて楽しかっ
たです。お仲間の方が棋譜付けをしたり、熱心に観戦される方も多く、囲碁に対する情熱が伝わり
嬉しく思いました。 
八王子囲碁連盟支部のこと、小学校のボランティアで囲碁を教えてくださっていること、いろい

ろなお話を伺うことができ、本当に有り難いことだなぁと感謝しております。私も自分にできるこ
とを頑張りたいなと改めて思いました。 
これから寒くなりますが、お身体を大切にますます囲碁を楽しまれますよう願っています。あり

がとうございました。（知念かおり六段） 
 
●ニコニコBox への寄付● 
・八碁連定例会の『チラシ』印刷、駅前でのチラシ配布のための『のぼ
り旗』と『たすき』の作成に賛同します。多くの市民に八碁連を知っ
ていただきたいです。配布の際には風邪をひかないようにしてくださ
い。（大和田同好会 野和田盛雄） 
・11月 28日の八碁連二段以下大会で入賞することができました。これも初心者教室の端山昌夫
様や恩方同好会の皆様のご指導のお陰です。これからも精進を続けます。来年２月 20日に予定
されている第２回女性囲碁大会を楽しみにしています。（恩方同好会 吾妻 富子） 

 
● １月からの初心者教室● 
毎月第 2，3，4土曜日午後 1時から東浅川保
健福祉センターで開かれている初心者教室は盛
況が続いています。1月 8日（土）から再開で
す。 
 
● 大和田同好会の初心者教室● 
毎週土曜日午前 9時から、大和田市民センター
で開かれている初心者教室も賑わっています。
指導者は池田正三六段です。こちらも 1月 8日
から再開です。 
 
 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。オミクロン
株がどの程度拡がるのかの懸念はありますが、このまま収まって、この１年安心して過
ごしたいものです。２年ぶりの棋聖大賞大会を皮切りに、タイトル囲碁大会、女性囲碁
大会、各同好会主催のいき活き大会を、今年は無事に開催できるよう願っております。  

                              多田 泰子 

池田正三六段による解説	


