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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
継続は力なり・疑うより信じる
川口囲碁同好会会長

中谷勝信

「継続は力なり」という言葉をよく耳にします。
85 歳を過ぎ 90 歳の声が聞こえる今日、大した病気もなく元気に好きな囲碁に勤しんでいられる
のも次の 3 つのことを継続しているためと、自分は信じています。信じる者は救われる。
その１つはバランスのとれた？朝食作りです、八碁連だより 353 号にも投稿させて頂きましたが
少し内容が変わってきましたので、ご参考までに紹介します。
トーストした食パンに少しからしをぬり、ベーコンを焼いて並べケチャップとマヨネーズを塗り
その上に平たく焼いた卵焼きをかぶせて主食とし（おいしいですよ）それを市販の野菜ジュースと
牛乳を各コップ一杯で食べ、それに、季節の果物 1 皿です。
（今はリンゴ、キュウイ、バナナ、を半
分ずつ）雨の日も風の日も？私が作っています。
2 つ目は、ほとんど毎日、北浅川沿いを約 7,000 歩、５ｋｍ、1 時間速足で歩いています。
3 つ目は、パソコンに向かって対局ソフトを相手に“待った”を繰り返しながら囲碁対局、等々、
毎日 3 時間はパソコンに遊んでもらっています。少しはボケ防止に役立っていると信じています。
野球・サッカー・水泳等、スポーツのアスリートの人たちも、子供の頃から、その練習を毎日、
毎日長期間繰り返し、繰り返して来たので選手となり金メダルが獲れたのだと思います。
それにしても、年は取りたくないもの、人生 150 年にならないかと、バカなことを考えています。
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お知らせ
令和３年度第 22 回棋聖大賞大会【中止】
令和４年１月 16 日（日）に開催を予定していた第 22 回棋聖大会は新型コロナウイルス感染症の急
拡大のため中止としました。

令和３年度第 28 回タイトル戦囲碁大会のお知らせ
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 ４、５、６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・・・申込は終了しています。

新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

令和３年度第２回女性囲碁大会のお知らせ
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 締切は２月６日

宮崎理事メールアドレス

：

hiroshivegas777@gmail.com

新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

◆囲碁案内人連絡会より
お詫びと訂正
１月号で「松枝小学校も令和４年１月から教室を再開する」としましたが、現在具体策を検討中
です。お世話役は帖地美乃里氏、川口同好会の松崎邦夫氏と同じく藤本茂幸氏が担当します。

令和３年度 第９回理事会議事録（抜粋）
日時：令和 3 年 12 月 25 日 9 時〜12 時
場所：東浅川保健福祉センター
出席者：成田、武中、宮崎、南、吉澤相談役、多田 (議事録作成)、
庄司理事は療養中のため欠席

会長報告
・ 庄司理事の回復経過 極めて良好
・ 来年度の新理事の推薦結果 大和田

池田正三氏、台町

菅井勝男氏

石川未定

(後日、石川同好会より次年度からの理事として金本好正氏を推薦するとの連絡があった。)
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・ 市民文化祭囲碁大会の視察報告 別紙参照
・ 八碁連囲碁大会二段以下 11 月 28 日
・ 八碁連だより令和３年 12 月号

竹内文化連盟理事より 5,000 円振り込まれた

終了

外部関係者へ配付済み 17 機関 16 名

・ 八碁連案内チラシの内容と配付枚数 2,360 枚（浅川 100、中野 200、恩方 1,000、大和田 1,000、
その他）
・第三小学校での放課後子ども囲碁教室が開始、松枝小学校も１月から開始予定、帖地美乃里、倉
内

滿、松崎邦夫氏が担当、第二中学校も新設予定で１月から開始予定、松崎邦夫、倉内氏が担当、

長池小も 1 月から開始予定、武中章三、三浦晴久、信江 峻氏
・ 第二回女性囲碁大会で日本棋院八王子支部が後援

各理事報告
宮崎（競技）１/16、２/６、２/20 の三大会はスイス方式の４回戦とする。（時間短縮のため）
南（会場）子ども大会の会場予約は１月に申請する
武中（会計）中間決算報告（令和３年４月１日〜令和３年 12 月 24 日）

議案討議事項
１

八碁連段級位に関する規程に女性囲碁大会を追加する件
今年度から規程に追加する。規程改正について令和 4 年度総会に諮り、承認を得る。

２

令和４年度の事業活動予定と活きいき大会の日程について、原案通りとする。

３

棋聖大賞大会、タイトル大会などの実施要領
棋聖大賞大会は今年度に限り全員招待とする。来年度は廃止を含め検討する。タイトル大会は
１月の理事会で審議する。

４

総会に向けての工程の確認

５

その他

本部主催大会の日程など

決算報告書の収入項目『雑収入』の内訳として『広告代』と『寄付』を付記する。

日本棋院八碁連支部コーナー
常任幹事

南 正一郎

新規入会キャンペーンについて
この度日本棋院で新規入会キャンペーンを下記の要領で実施しています。期間中に新規でご入会い
ただいた方の会員期間を通常の 12 カ月から 2 カ月延長した 14 カ月にいたします。また、スペッシ
ャル特典として、タイトル棋士がデザインされたキャンペーン特製の会員証を送ります。
・申込期間

令和 4 年 1 月１日〜3 月 31 日

・入会期間

令和 4 年 1 月(2 月号)〜4 月(5 月号)

・ 応募資格(料金)

賛助会員(32,000 円)
後援会員(5,100 円)

碁ワールド会員(11,800 円) 週刊碁会員(16,000 円)
サポート会員(3,300 円)

ご希望の方は下記 南までご連絡下さい。申込書をお送りします。
TEL & FAX

663-5446

Email

sminami0003@yahoo.co.jp

なお、八碁連支部長の成田氏が日本棋院普及部より依頼され「八王子からの便り」と題して、子ど
も囲碁教室の楽しそうな勉強風景を「週刊碁」に投稿しています。
「碁ワールド」にも掲載される予
定です。
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投稿
百人一首
廣島松治
百人一首を覚えたのは旧制中学・無争学園時代。1 時間ほどかかった学園までの通学時間帯に暗
記した。当時、小学校同窓生宅でお姉さんが読み手でカルタ取り（100 枚）ばら撒きに興じた。正
月だけでなく夏季においても手から血を流しながら楽しんだ。
そのような体験をしたことから、昭和 32 年に八王子市に移り住み、昭和 33 年１月、八王子の本
立寺で開催されるかるた大会に参加｡当時、八王子には九重会というかるた愛好者の会があり、初代
革新系の議長となった上保広吉議員と菅沼九重会長のもとで昭和 44 年１月 15 日まで世話役を続け
た。九重会は昭和 44 年１月 15 日をもって解散。
百人一首とは、100 人の歌人の和歌を、一人一首ずつ選んでつくった秀歌撰である。中でも、藤
原定家が京都・小倉山の山荘で選んだとされる小倉百人一首は歌がるたとして広く用いられ、通常、
百人一首といえば小倉百人一首を指すまでになった。
大津市近江神宮境内において毎年 1 月、高松宮記念杯全国かるた大会（平成 28 年以前は「全国
歌かるた大会」の名称）開催された。二人が向かい合って、25 枚の札を取る。50 枚は空札。お手付
きは反則で一枚札が増える。
「むすめふさほせ」の 1 枚札は今でもよく覚えている。
○村雨（むらさめ）の 露（つゆ）もまだ干（ひ）ぬ 真木（まき）
の葉（は）に
ふぐ）れ

霧立（きりた）ちのぼる 秋（あき）の夕暮（ゆ

寂蓮法師

○住（すみ）の江（ゑ）の 岸（きし）に寄（よ）る波（なみ） よ
るさへや

夢（ゆめ）の通（かよ）ひ路（ぢ） 人目（ひとめ）

よくらむ

藤原敏行朝臣

○めぐりあひて 見しやそれとも わかぬ間に

雲がくれにし 夜

半の月かな 紫式部
○吹（ふ）くからに 秋（あき）の草木（くさき）の しをるれば
らし）といふらむ

むべ山風（やまかぜ）を 嵐（あ

文屋康秀

○寂（さび）しさに 宿（やど）を立（た）ち出（い）でて ながむれば
（あき）の夕暮（ゆふぐ）れ

良暹法師

○ほととぎす 鳴（な）きつる方（かた）を ながむれば
（のこ）れる

いづこも同（おな）じ 秋

ただ有明（ありあけ）の 月（つき）ぞ残

後徳大寺左大臣

○瀬（せ）をはやみ 岩（いは）にせかるる 滝川（たきがは）の
はむとぞ思（おも）ふ

われても末（すゑ）に 逢（あ）

崇徳院

女性歌人
○春すぎて 夏来にけらし白妙の衣ほすてふ天の香具山
○めぐりあひて 見しやそれとも わかぬ間に
○夜をこめて 鳥のそらねは

はかるとも

持統天皇

雲がくれにし 夜半の月かな

よに逢坂の関はゆるさじ
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紫式部

清少納言

○花の色は うつりにけりな
○あらざらむ この世のほかの

いたづらに
思い出に

わが身世にふる
今ひとたびの

ながめせしまに
逢ふこともがな

小野小町
和泉式部

百人一首の 1 番は天智天皇の次の歌である。
○秋（あき）の田（た）の かりほの庵（いほ）の 苫（とま）をあらみ わが衣手（ころもで）は 露
（つゆ）にぬれつつ
100 番目は順徳院の次の歌である。
○百敷（ももしき）や 古（ふる）き軒端（のきば）の しのぶにも

なほ余（あま）りある 昔（む

かし）なりけり
今もすらすらと百人一首が浮かんでくる。

補聴器と私
大和田囲碁同好会

原田朋栄

今の高齢化社会の真っ只中を鑑みております。団塊の世代に生きてきた私は、R 社で、25 歳から
定年まで 42 年間、医療機器の製造、検査、修理、営業と従事してきました。中でも営業業務が長く、
他県、都内の営業所の開設や、都内の大学病院、開業医への補聴器外来の開設、営業所では、医療
機器販売業、修理業の責任者として、又、聴覚医学会の準会員として、言葉に尽くせぬ多忙な時代
がありました。それも今は懐かしい思い出となっています。そうした私の経験から、少しでも補聴
器の購入や装用に失敗しない助言ができればと思い、本稿をまとめてみました。
補聴器は、医療機器ですので、補聴器を購入、
装用する場合は、認定補聴器技能者のいる販売、
装用指導が公正適正に出来る教育された店認
定補聴器専門店を選ぶことです。こうした専門
店は、現在、全国約 4,400 名ほどで公益法人テ
クノエイド協会に登録されています。
補聴器を適正に購入、装用する場合についていくつかの配慮したい点を述べます。
第一に、耳鼻咽喉科で、ドクターに補聴器装用の良否判断依頼と聴力検査の相談をお薦めします。
第二に、もし、補聴器の購入、装用の指導があった場合は認定補聴器技能者の居る専門店を紹介
して戴き、経験豊かな従事者に担当してもらいましょう。
第三に、装用経験をすること、自分に合った使い易い機種を選び、実際に生活環境で慣れてみて、
装用の良否を考えたいものです。必要性が余り無い場合は、購入してもタンスの肥やしとなる方々
も見受けられるので、装用するかを考える時間が必要です。
第四に、出来るだけ納得のいく試聴を繰り返して、貸出してもらい、不満の無い購入に心掛けま
しょう。介護施設での出張販売での購入の場合、購入後１週間以内なら返却出来るク－リングオフ
制度にも熟知しておきましょう。
第五に、購入された場合は、定期的な聴力測定と掃除と補聴器の装用効果の再調整といった点検
を、必ず習慣的に１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月、１年毎に励行していくことです。もし、聴力変動や病
理的が気になる場合は、掛り付けの耳鼻科医に診てもらいましょう。
第六に、ご高齢になり著しく聴力が悪くなり自費購入が難しい場合は、公的手段として、判定に
よっては、身体障がい者の支援を受けられる場合もありますので詳しくは市の窓口に相談するのも
よいと思います。
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以上、概略だけ述べましたが、私は現役の頃は、
「人間の聴覚に勝る補聴器はありません」と常々
言ってきました。多くの方には、共感して戴けましたが、反面、苦慮する方も少なからずおりまし
た、中国では、補聴器を助聴器と言います。人の聴こえを助けると言えるでしょう、また、人を助
けるとも解釈出来るのではないかと！
補聴器技能者として、経験から学んだ[抜苦与楽]とは、生きていく中で、希望と心の豊かさを取り
戻すことではなかったかと想う次第です。

詰碁
「問題」黒番 回答は巻末
（出典）眠る前の小さな詰碁１

●ニコニコ BOX への寄付●
・思い掛けない臨時収入がありました。（大和田同好会

成田

滋）

今年こそ全ての大会を開催できる普通の年になる事を期待しておりました。しかし１
月中旬から新型コロナウイルスのオミクロン株の急拡大により棋聖戦大会中止のやむ
無きに至りました。タイトル戦囲碁大会、女性囲碁大会も、コロナの感染状況次第で
中止の判断になることもあるでしょう。各自感染対策を万全にしてコロナの収束を待
つしかないようです。

多田泰子

詰碁回答
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