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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。

巻頭言

八碁連 HP

ラジオ体操

https://hachigoren.com

南大沢囲碁同好会会長

武中章三

２年前の４月頃、近所の公園で毎朝６時半にラジオ体操を実施していることを知り、早起きして
参加してみた。小学生の頃 夏休みで体操カードを持って小学校の校庭に通ったことを思い出す。参
加後暫くして、体の調子がすこぶる良くなり、就寝中の足の攣(つ)りが全く無くなった。ラジオ体
操の運動効果であろう。早朝に、澄んだ空気をお腹一杯に吸い込むのは、非常に気分が良い。
参加を始めた当時の参加者は 20 名ほどであった。同じ団地の人が数名いて、そのうちの男性２名
は知り合いであった。周りから三日坊主に終わると思われていたが、どういうわけか、雨の日を除い
て毎朝の参加が続いた。体操が終わっての団地への帰り途上で、寒い冬のシーズンに寒さを我慢して
参加を続ければきっと長く続けられると話し合ったのだが、今年の２回目の冬のシーズン前に同じ団
地の男性参加者は、小生一人になってしまった。参加者全員の数も 10 名ほどになってしまった。コ
ロナの影響であろう。
昨年のコロナ禍で 2 ヶ月ほど中止になった折は、自宅の PC でラジオ体操画面を見ながら毎朝 6 時
半に独りで体操を続けた。今回の蔓延防止では、公園での体操は個人の自由と世話役さんから告げら
れ、ラジオを持参するのも面倒なので、自宅のＰＣ画面で体操するに至っている。参加者の都合も頓
着なく雨や雪の日も、ラジオを持参して、ラジオ体操を実施されている世話役さんには、頭が下がる
思いである。
健康のために散歩や歩行を始めようと毎年思うのだが、いつの間にか忘れて実行できずにいる。そ
んな私がラジオ体操だけは続けられるのは不思議だと、周りから言われているが、体が動くまでどう
やらずっと続けられそうである。
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お知らせ
下記の囲碁大会は新型コロナウイルス感染症の急拡大のためすべて中止となり
ました。
令和３年度第 28 回タイトル戦囲碁大会中止のお知らせ
日

時・・・令和４年２月６日（日）午前９時～午後４時

令和３年度第２回女性囲碁大会中止のお知らせ
日

時・・・令和４年２月 20 日（日）午前９時～午後４時

第 31 回活きいき囲碁大会中止のお知らせ（浅川同好会、恩方同好会）
日

時・・・令和４年４月３日（日）
、令和４年４月 24 日（日）

◆令和４年度八碁連定例総会の開催
令和４年度の総会を以下の要領で開きます。各自マスク着用のうえご出席くださるようお願い申
し上げます。
日

時：

令和４年３月 13 日(日)午後 1 時 30 分〜4 時

会

場：

東浅川保健福祉センター４階

第 2・3 集会室

出席者：

各同好会長と他 1 名、技術顧問、指導員、業務委嘱者（議決権は会長にあります。）

議

令和３年度事業報告、令和４年度事業計画、決算報告と予算案、新役員紹介など

案：

なお、総会議案書は 2 月 26 日の理事会後、手渡しあるいは郵送でお届けいたします。
（八碁連会長

成田

滋）

令和３年度 第 10 回理事会議事録（抜粋）
日

時：令和 4 年 1 月 22 日 9 時〜11 時 30 分

場

所：東浅川保健福祉センター

出席者：成田、庄司、南、武中、宮崎、多田 (議事録作成)

会長報告
・ 八碁連だより令和４年２月号

外部関係者、17 機関 18 名へ配付済み

・ １月 19 日の文化庁の「伝統文化親子教室事業」の視察は中止

各理事報告
庄司（総務） 療養のため森田隆士氏が在任期間の理事となる。
武中（会計） 12 月末の会費納入額は 160,800 円

（268 名分）、令和３年度決算書報告

宮崎（競技） ２月６日のタイトル戦大会は中止とする。
南（会場）

子ども大会６月 26 日、級位認定大会７月 11 日に申請した。

議案討議事項（抜粋）
１

タイトル囲碁大会と女性囲碁大会などの開催の見通しについて（それぞれ中止とする。）
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２

次年度からの棋聖大賞大会の開催の可否について（同好会からアンケートをとり、次年度の理

事が検討する。
）
３

新旧理事の研修会 ３月６日(日)

４

総会第５号議案の提案に関して

クリエイトホール学習室

（理事引継ぎを兼ねる。）

投稿
巣籠囲碁大会

恩方囲碁同好会

岡本秀俊

新型コロナの感染が騒がれ始めてから 2 年が過ぎ、ウィルスも変化を始めてから今やオミクロン
株と言う不可解なウィルスがはびこっておりますが、我々高齢者はどのように日々を過ごしていけ
ば良いのか悩ましい限りです。本部の諸行事も中止となり同好会の例会も休会となっておりますが、
そのような中でも囲碁を楽しみたいと言う囲碁バカ(失礼)の集まりを恩方囲碁同好会ではやってお
ります。もちろん対面での対局は出来ませんので、以前ご紹介をしました Net 囲碁で楽しんでおり
ます。
昨年度は水曜日に一日３局対戦をしてスイス方式で優勝者を決定しておりました。優勝者には会
長の名前を冠して「藤森杯」と称し Net 上での優勝杯を授与するという楽しいこともやっておりま
す。今年に入り新型コロナも第６波となり時間と暇とお金(？)を持て余している同好会諸兄の要望
により、これまでの Net 囲碁大会のほかに「巣籠囲碁大会」を始めております。
参加者は 15 名程ですが土曜日の午後 1 時半と３時半からの２局を対戦し、１ヶ月間の成績を集
計して優勝者を決定し「藤森杯」を贈ります。時間と暇はたっぷりとありますが、残念ながら一日
２局打つのには体力に自信のないというメンバーの為に 1 局だけの参加も OK としてあるのが恩方同
好会の良いところであり懐の深いところだと私は自負しております。
事務局としては、楽しい大会とするために「待ったあり」の特
例を設けようと考えましたが、パソコンのクリックを離すと打ち直
しが出来ず残念ながら特例は諦めることとしました。私個人として
は巣籠大会や Net 囲碁大会で勉強をして棋力を高め、コロナが落ち
着き「活きいき大会」が再開した場合、連戦連勝をして級位が上が
っていくことを夢見て大会に参加し楽しんでいるところです。早く
対面での大会が再開でることを祈っております。成田会長からも優
勝杯もしくは賞金が提供されるのではないかと期待をしておりま
す。

会長としての反省と回顧

藤森杯

八王子囲碁連盟会長

成田

滋

●はじめに
2012 年に「碁楽連」から「八碁連」に名称が変更し、爾来三期の会長をやらせていただき、その
反省をこめて回顧することといたします。
2021 年度のスローガンに掲げた「コロナ禍からの日常への回復」は、次第に現れてきてはいます。
いくつかの同好会は、慎重にコロナ対策を講じて定例会や初心者教室を続けています。昨年６月の
大和田同好会の定例会再開、その後、各同好会も順次定例会を再開してきました。市内の小学校で
放課後子ども囲碁教室も徐々に再開しています。コロナ感染状況の好転により、第 71 回八王子市民
文化祭囲碁大会を主管し、八碁連大会も再開できました。東浅川保健福祉センターにおける初心者
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教室も９月より再開し、新しい会員が増えてきています。
定例会に出席することが困難な会員のために、オンラインによる遠隔囲碁講座を 15 回にわたり
実施しました。SNS の利用も同好会内部で盛んになりつつあり、互いのコミュニケーションの促進
に役立っています。このようなインターネットのさらなる利用の推進は、会員へのサービスのため
に必要な措置であると思われます。
以上のように、各同好会は慎重に定例会を再開してきましたが、その間、２年間ではありますが
高齢化の進行もあり、出席は２割から３割の減少となっています。定例会における出席者の減少は、
会員の動向を予測する有力な情報と思われます。今年も諸般の事情で八碁連会員の減少には歯止め
がかからず、八碁連会員全体でこの現象を真剣に受けとめるべきときがきています。
●八碁連の公共イメージと認知度の向上
八碁連の広報を担う媒体は「八碁連だより」です。その広範囲な配付は、公共へのイメージを高
めるためには必須の業務となっています。今年からは、
メールによって 16 公共団体の代表者や部署の担当者に
八碁連だよりを配付しています。
同好会活動を広く市民に周知するために、定例会案
内のチラシ 2,500 部あまりを作成し、同好会を通して
配付に務めてきました。市学園都市文化課や市民セン
ター窓口などにも置かせてもらっています。大和田同
好会では住まいの団地や近隣のマンションなどの郵便
受けに投函しました。ただ、八王子駅前でのチラシの配布計画はコロナ禍のために頓挫しました。
八碁連 Web サイト(HP)の充実とソーシャルメディアの活用も大事な広報活動を担っています。大
会再開や各種のお知らせ、八碁連だよりの電子版の配付、放課後子ども囲碁教室のニューレターの
提供など、会員はもとより一般市民への広報活動の一翼を担っています。最近はスマホによるサイ
トへのアクセスがパソコンよりも多くなる傾向が続いています。HP をスマホ上でより閲覧しやすい
デザインが求められていることを示唆しています。
●ボランティアの実践と交流活動の推進
いくつかの同好会は、長欠や引退会員に対する電話連絡やメールの活用で連絡し合っています。
LINE などの SNS を使い、連絡網を整備している同好会もあります。予定していた女性親睦交流戦、
近隣の囲碁倶楽部や大学等との親睦交流戦は実現できませんでした。今年度も多摩地区市町対抗囲
碁団体戦は開催されませんでしたが、府中市囲碁連盟や調布囲碁連盟とは連絡を取り合い、2022 年
度の調布市での開催、そして 2023 年の八王子での開催について水面下で協議を続けています。
●初心者、級位者、青少年、女性への囲碁の普及活動への支援強化
八碁連の大切な活動として青少年や女性への囲碁普及
があります。初心者教室はその一環ですが、東浅川保健福
祉センターを利用した初心者教室は盛況です。大和田同好
会における初心者教室も活発で、八碁連は昨年から資金援
助をしています。女性への囲碁の啓蒙と普及はまだまだ十
分とはいえず、女性囲碁大会の持続を含め女性の囲碁人口
の発掘は焦眉の急といえそうです。
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●会員技能養成の研修活動
会長、理事、幹事らを対象としたリーダーシップの育成、会の運営に関する研修を実施しました。
インターネットを利用したオンラインでの遠隔理事会や囲碁研修講座も開きました。しかし、八碁
連 Web サイトに掲載している八碁連だよりやニュースの利用は、閲覧統計から調べるとまだまだ少
ないのが現状です。八碁連だよりなど紙媒体の配布による時間と労力、費用の節約は会長会でも取
り上げられています。会員のインターネットの多様な利用、オンラインの活用とそのための技能の
向上は、理事をはじめ業務担当者らの懸案事項となっています。
●スタッフ制の検討
広報、会計、サイト管理などある種の技能を要する業務について、必要に応じて業務を補佐する
サポーター制を導入することが理事会で決まりました。得意な技能を有する会員に理事を補佐して
もらうことは大事なことです。理事の他に専従スタッフを導入する案は今後の検討課題となりまし
た。
●活動資金集め
初心者や子どもへの囲碁の普及活動などのために、
「ニコニコ Box」という募金活動を始めました。
2022 年 1 月時点で、募金額は八碁連 Web サイトの広告収入を合わせ 11 万円余りとなっています。
恒常的な会員の減少による本部会計の収入減に対応するためにも、理事会はこれからも寄付活動を
強化し継続すべきであります。
●終わりに
以上、2021 年度の会長としての活動を簡単に回顧してみました。2018 年に副会長に指名され、
それ以来３カ年間会長職を担ってきました。八碁連の存在や活動に未熟だった自分が４カ年も役職
に就いてきたことには不思議な思いがあります。今後はこうした役職を経験することはありません。
これまでの３か年の経験をかざして口を挟むのは、組織の運営にプラスになることはないと考える
からです。幸い同好会の努力で 2022 年度からの３名の新しい理事候補が推薦されてきました。次期
理事会という新しい皮袋に新しい理事という葡萄酒を入れる時がやってきました。これからも良質
の葡萄酒をいかに醸造するかは、ひとえに各同好会の努力にかかっていると思われます。４月から
は一兵卒として、主に放課後子ども囲碁教室の継続と発展に努めることといたします。

コロナ情報

浅川囲碁同好会

南 正一郎

1 月から 2 月に掛けて、コロナウイルスのオミクロン株が猛威を振るっている。
ジョンズホプキンス大学(アメリカ)によると、日本時間の２月９日午前 7 時で世界のコロナウイ
ルス感染者は４億人となり、１ヵ月で１億人が増加、死者数は 576 万人と報じた。国内の感染者は
２月 15 日に 400 万人を超え、300 万人から僅か 12 日で達した。死者は２万 759 人である。
八王子の状況は、17 日時点で累計感染者数は 24,978 人で死者数は 108 人である。16 日、感染状
況を分析する厚生労働省の助言機関が「全国の新規感染者数は減少の動きが見られる」との見解を
まとめたが、八王子市についても、週ごとのグラフにあるように、直近の 1 週間の感染者数が前週
と比べ 0.93 倍と１を切り、減少の動きになっている。また、１月、２月の 70 代以上の感染者の割
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合が昨年の 7 月、8 月と比較して高くなっており、注意が必要である。（グラフは 2 月 17 日現在）

下表は直近３か月の各月 7 日〜14 日の 1 週間の新規感染者数を人口 10 万人当りに換算した人数
である。日本国内、ロシア、韓国は急激な増加を示し、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、
オーストラリアは峠を越えた。インド、オミクロン株発症の南アフリカ、エジプトは落ち着いてい
る。ワクチン先進国のイスラエルはどうしたのか。一方、台湾は驚くほど見事にコントロールされ
ている。

単位・人

12 月

1月

2月

12 月

1月

2月

八王子市

0.4

61

597

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

48

2,780

659

東京都

0.9

75

770

イスラエル

80

2,485

2,255

日本

4

54

478

エジプト

5.9

6.2

13

アメリカ

255

1,044

374

南アフリカ

239

78

30

カナダ

77

710

177

ロシア

143

68

903

メキシコ

13

145

104

韓国

90

49

696

ブラジル

14

187

447

インド

4.0

88

29

イギリス

538

1,550

759

ベトナム

108

145

173

フランス

525

3,095

1,487

タイ

37

79

144

ドイツ

405

468

1,571

台湾

0.3

1.7

1.8

一旦収まるかにみえた新型コロナウイルスが、年明けからオミクロン株の急拡大に
より、コロナの感染者数も急増してきました。その為、準備を進めていたタイトル
戦囲碁大会と女性囲碁大会を中止しました。又、活動停止中の同好会もあります。
まだ我慢の時がしばらく続きそうですが、岡本氏の投稿にある様にネットで囲碁を
楽しむのも一つの方法です。そして南氏のコロナ情報も再登場しました。
多田泰子
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