
 

理
事
研
修
会 

 

クリエイトホール第６学習室 
2022 年 3月 6日（日} 
 
八王子囲碁連盟 
 
 



 2 

研修時間割と項目 
 
 
   ・09 時 30分 パソコン設定、インターネット接続 
   ・10 時 00分 挨拶と自己紹介 
   ・10 時 30分 理事会と理事の任務 
    八碁連組織図 
     理事会のあり方 
     各理事や相談役より役割についての説明 
      休憩  
   ・11 時 00分 諸説明 
     グループアドレス 
     八碁連Webサイト 
     八碁連だより  その他 
 
   ・12時00分 昼食 金山村 (クリエイトホールの斜め向かい) 
   ・1 時 15分 理事役割引継ぎ 
   ・3時 00分 休憩  
   ・4 時 15分 片付け、終了 
   ・４時 45分 懇親会 
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八王子囲碁連盟規約 
 

第 1条（名称） 

この団体は、八王子囲碁連盟（以下「八碁連」という。）と称する。  

略称を「八碁連」という。 

第 2条（構成） 

八碁連は、八王子市内の地域ごとの囲碁愛好者で組織する別表記載の地区囲碁同好会（以下「地

区同好会」という。）を会員として構成する。 

第 3条（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。 

第 4条（事務所） 

八碁連の事務所は、会長の自宅に置く。 

第 5条（事業） 

八碁連は、第 3条の目的を達成するため、主として次の事業を行う。 

１） 囲碁大会を開催すること 

（１） 八碁連が主催するもの 

ア 八碁連囲碁大会（三段以上、二段以下） 

イ 八碁連タイトル囲碁大会（名人、王座、天狗） 

ウ 八碁連棋聖大賞囲碁大会 

エ 八碁連研修部囲碁大会（前期、後期） 

オ 八王子市子ども囲碁大会 

カ 女性囲碁大会 

（２） 地区同好会と共催して行うもの 

活きいき囲碁地区大会 

（３） 八王子市が主催し、八碁連が主管して行うもの 

 八王子市民文化祭囲碁大会 

(４) 日本棋院八王子囲碁連盟支部が主催し、八碁連と共催して行うもの 

    級位認定囲碁大会   

２） 原則として、地区同好会の会員を対象とする囲碁研修会を開催すること 

３） 囲碁の普及を通じて青少年の健全な育成に寄与するため、小学校児童及び中学校生徒を対象

とする囲碁教室を開催すること 

４） 前項の事業を推進するため、八王子囲碁連盟青少年囲碁案内人（指導者）連絡会を設置する。 

第 6条（役員） 

八碁連に、役員として会長 1 名、副会長 1 名及び理事 4 名（会長及び副会長としての理事を除
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く。）を置く。 

２ 会長は、八碁連を代表し、八碁連の事務、事業等を統括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長に代わって会長の業務を処理する。 

４ 理事は、理事会の協議に基づき、囲碁大会、会報、会計等の業務を分掌し、会務を処理する。 

５ 会計は、年度の終了時に当該年度の決算書を総会に提出する前に、前年度会計担当理事が監査

を行うものとする。 

 

第 7条（役員の任期及び選任方法） 

 理事の任期は、毎年 4 月 1 日から翌々年 3 月 31 日までの 2 年間とし、会長及び副会長の任

期は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間とするが、任期延長も出来る。 

1) 当年の会長が翌年も会長職の継続を申し出た場合、或いは同好会会長から当年の会長の継 

続推薦が有り本人が承諾した場合、何れの場合も同好会会長の過半数の賛成があれば、 

会長職の任期延長ができる。 

2) 会長の任期延長は、最大２年として副会長職＋会長１年（当年）＋延長２年とする。 

  任期延長をした会長は、会長本人が退任する年度には当年副会長が次年度に会長職を 

  引継ぐ人事体制を取って置くこととする。 

3) 理事は、会長が推薦して理事本人が承諾をした場合は、任期の延長が出来る。 

  理事交替時期の引継ぎを考慮して、年度で１名とする。理事の所属同好会会長の 

   承諾を要する。  

  4) 役員の任期延長は、原則として年度で１名とする。 

２ 理事は、次の方法により選任する。 

  理事の選任方法 

  毎年度開始前に、別表記載の順序に従い三つの地区同好会が、１名ずつ理事の候補者を八碁連

に推薦するものとし、八碁連は年度最初の総会で、特に支障がない限り当該候補者を理事に選

任するものとする。役員の任期延長がある場合は、会長から必要とする地区同好会に要請して、

1 名ずつ理事の候補者を八碁連に推薦するものとする。 

３ 会長は、毎年度最初の総会で前年度より任期が継続する理事の中から選任する。会長が任期延

長をする場合は、当該会長を選任する。 

４ 副会長は、会長が毎年度理事の中から指名する。 

５ 役員の欠員により新たに役員に選任された者の任期

は、前任者の残任期間とする。 

６ 役員は、任期が満了したときも、新たに役員が選任さ

れるまでの間、引き続きその職務を行う。 

第 8条（総会） 

総会は、地区同好会の代表者により構成するものとし、会長が招集する。 

２ 定例の総会は、毎年 3月末までに開催するものとし当該年度の決算及び次年度の予算を審議し

IXOYE



 5 

並びに会長及び理事を選任するほか、必要な議案を決定する。 

３ 臨時総会は、必要の都度開催する。地区同好会は、全ての地区同好会の 10 分の４以上の発議

により臨時総会の招集を求めることができる。 

４ 総会は、半数以上の地区同好会の代表者が出席することにより成立するものとし、議事は出席

者の過半数の賛成により決する。 

第 9条（理事会） 

理事会は、総会で議決した事項及び日常の業務を処理するほか、総会に提案すべき事項を審議す

る。 

２ 理事会は、必要の都度会長が招集する。 

３ 理事会は、半数以上の役員が出席しなければ会議を開くことができないものとし、議事は、出

席役員の過半数の賛成により決する。 

第 10条（地区同好会の入退会） 

八王子市内の 15名以上の囲碁愛好者で組織し、この規約に適合する団体は、総会の承認を得て

地区同好会として八碁連に入会することができる。 

２ 地区同好会は、八碁連を退会するときは、書面により会長に届け出るものとする。この場合、

八碁連の資産の分与を請求することはできない。 

第 11条（地区同好会の事業） 

地区同好会は、所属会員の囲碁例会を開催するほか、八碁連の活動を

支援するため必要な事業を行う。 

第 12条（地区同好会の役員等） 

地区同好会は、その円滑な運営を図るため、会員の合意により会長そ

の他の役員を選任し、八碁連に届け出るものとする。 

２ 地区同好会の会長またはその代理者は、八碁連の総会に出席し、議案の決定に関与する。 

３ 地区同好会は、第 7 条第 2 項の規定により、その会員の中から八碁連の理事候補者を推薦

する。 

 第 13条（研修部） 

  地区同好会に所属する会員の囲碁技能等の向上に資するため、東浅川に研修部を置く。  

 ２ 研修部の円滑な運営を図るため、業務にかかる規程を定めるほか、部長、事務長等必要な人

員を置く。 

 第 14条（段級位の格付け） 

  八碁連は、地区同好会に所属する会員の対局を円滑に行うため、棋力の格付けの方法並びに段

級位の昇格及び降格の手続きに関する規程を総会の議を経て定めるものとする。 

 第 15条（八碁連会費） 

 地区同好会は、八碁連の事業に必要な費用に充てるため、当該地区同好会に所属する会員１名

につき毎月 100円の会費を八碁連に納入するものとする。 

 ２ 前項の会費は、毎年度 6月及び 12月の各月末日までに６か月分ずつ納入するものとする。 
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 ３ 地区同好会は、前２項の規定により納入した会費の返還を求めることはできない。 

 第 16条（会計年度） 

 会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31日に終わる。 

 第 17条（収支予算及び決算報告） 

  会長は、毎年度末の総会に当該年度の決算及び次年度の予算を提案し、その承認を得なければ

ならない。 

 ２ 会長は、毎年度第６条第５項の監査を経た上で、収支決算報告書を総会に提出し、その承認

を得なければならない。 

 第 18条（広報） 

  八碁連は、その活動の状況、囲碁大会の予告及び結果その他の広報を図るため、地区同好会に

所属する会員に対して毎月または隔月に会報を発行するほか、ホームページを開設することが

できる。 

 第 19条（相談役及び技術顧問等） 

  会長は、八碁連の運営、囲碁大会の競技等について助言または支援を求めるため必要があると

きは、理事会の議を経て、囲碁技能に特に優れた愛好者を相談役または技術顧問として委嘱で

きる。 

２ 会長は、必要があるときは、専門知識を有する者に特に業務を委嘱し、分担させることができ

る。 

第 20条（諮問機関） 

会長は、必要があるときは、諮問機関を設置して、事案を諮問し意見を答申させることができ

る。 

第 21条（実行委員会） 

会長は、必要があるときは、実行委員会を設置して緊急な事案や将来にかかわる事案に関し対

策を講じることができる。 

２ 実行委員会は、必要な事案について提言または建議を行うことができる。 

３ 会長は、提言があったときは、速やかに検討する。 

第 22条（日本棋院八王子囲碁連盟支部） 

八碁連の下部組織として、日本棋院八王子囲碁連盟支部を置く。この規約は、別に定める。 

 

理事候補者を推薦する順序 
 1 浅川囲碁同好会    6 石川囲碁同好会 

 2 恩方囲碁同好会    7 台町囲碁同好会  

 3 元八王子囲碁同好会  8 長房囲碁同好会 

 4 中野囲碁同好会    9 川口囲碁同好会 

 5 大和田囲碁同好会  10 南大沢囲碁同好会 
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八碁連内規や規程 
規約内規（活動項目別） 

段級位規程 

傘寿会員表彰規定 

エンブレム内規 

日本棋院八碁連支部規約 

   内規にない事案は慣例に沿う 

 
 
 

八碁連構成概念図 

 
 
 
 



 8 

賞状と後援依頼 
 

 
 

八碁連理事職務分担 
会長  

・理事会を主宰 (議題の提示、討議の結論、議事録の確認と配布) 

・各理事の職務分担を指示 

・活きいき地区大会に参加 (挨拶、同好会活動状況等の把握) 

・本部主催囲碁大会を主宰 (実施要綱の確認、挨拶、来客接待、表彰、謝礼の配布) 

・八王子市民文化祭囲碁大会を主管 

・地区同好会会長宛、依頼や連絡事項の作成、発送     

・特務者の選任と依頼 

・八王子市、市教育委員会、東浅川保健福祉センター、日本棋院等への挨拶状の作成と挨拶 

・本部主宰囲碁大会への来賓あいさつの依頼 

・後援依頼申請書の作成と実施報告の作成、届け出  

・予算消化状況の把握 

・施設利用カード登録申込書(団体用)、会員名簿提出 (東浅川保健福祉センター) 

・囲碁大会の特任申請の届け出、(東浅川保健福祉センター)  

・総会を主宰 (資料の作成指示と最終確認) 
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・表彰者や退任慰労に関する事項 

・年度新規事業の立案と推進 

・地区同好会の訪問と役員との懇談 

・八碁連だよりの巻頭言の依頼と受理 

・同好会長へ本部への会費納入依頼  

・同好会長会の主宰と通知 

・中元、歳暮の内容指示 

・総会議案書の作成分担を指示、確認 

・ 会計監査の立ち会い 

・ 八碁連Webサイトの管理運営 

 

 

総務担当 副会長  

・会長補佐 

・理事会議事録の作成と配付，保存 

・地区同好会会長宛、名簿依頼、名簿作成と発送 

・会員名簿の作成と送付、名簿の日常のメンテナンス 

・東浅川保健福祉センターへの名簿の作成と提出 

・本部主催囲碁大会、市民囲碁大会の実施要綱を作成、理事会に提示、内容、分担を検討 

・活きいき大会の賞状A4サイズの作成と印刷(ヒノデン社) 

・ 市民囲碁大会のB4サイズの賞状作成と市長印、日本棋院理事長印の取得 

・ 本部主催囲碁大会の賞状作成と日本棋院理事長印の取得 

・多摩地区市町対抗囲碁団体戦の渉外（リエイゾン）  

・傘寿、卆寿会員、他功労者への記念品選の購入と発送 

・総会議案書の分担分の作成、議事録作成 

 

会計担当  

・ゆうちょ銀行通帳の住所、代表者変更手続き 

・地区同好会会長宛、八碁連会費納入依頼書(振込先口座記載)の作成、発送 

・八碁連会費受領と領収書の発行 

・理事他よりの出費領収書による精算 

・Webサイトに関連する費用の支払い 

・謝礼用商品券購入とその管理 

・本部主催囲碁大会に於ける賞品(商品券)購入と昼食費の支払 

・予算消化状況の理事会への報告 

・地区同好会宛、活きいき大会経費報告の依頼書作成、発送 
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・各大会の経費実績のまとめと会長への報告 

・中元、歳暮の手配と発送 

・会費未納の同好会への通知と回収 

・年度の会計報告書作成と監査 

・次年度の予算案作成 

・会計監査に於ける内容説明 

 

競技担当  

１）全大会共通 

・昇段昇級用基礎資料の作成と大会主催者への提示 

・会員外の大会参加者の段級位一覧の作成 

・八碁連ルール・マナー・裁定の文書の作成と改廃  

1) 活きいき大会 

・競技委員長として競技方法、競技ルール、マナー、裁定の要点説明 

・トラブル発生時の状況把握と裁定 

・競技進行への適切な対処 

・2) 本部主催大会と市民囲碁大会（級位認定囲碁大会は除く）・各同好会会長宛に競技委員の協力

依頼を作成、発送 

・対局表、対戦・成績表の作成（いずれの表も、1回戦の相手は氏名を記入） 

・ 対局表、対戦・成績表の記入手順の競技委員への説明 

・対局時計の準備・運搬および正常に動作することの確認・競技委員長として競技方法、競技ルー

ル、マナー、裁定の要点説明 

・トラブル発生時の状況把握と裁定・競技進行への適切な対処 

・ 全クラスの対戦・成績表のまとめと広報担当への引き継ぎ 

・総会議案書の分担分の作成 

 

会場担当  

・事前申請書の提出 

・本部主催囲碁大会、総会、理事会、その他会議、講習会等の会場予約 

・大会に於ける会場レイアウトの設定と役員への指示 

・用具の準備と運搬手配 

・大会会場の各種表示類、役員名札の用意 

・垂幕の保管 

・大会の昼食の注文 

・本部主催大会後の会場の清掃、机や椅子の整頓、報告書の提出 

・会議後の報告書の提出 
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・総会議案書の担当分の作成 

 

広報担当  

・八碁連だよりの編集、印刷、発送 

・「広報はちおうじ」への大会開催の案内投稿 (2 か月前) 

・WEBサイト(ホームページ)担当への掲載依頼 

・地区同好会宛、大会結果報告の依頼書作成、発送 

・各大会の結果、理事会等情報の収集と広報への掲載 

・必要に応じてWEBサイトへのアップロード作業 

・諸大会での写真撮影 

・諸大会の入賞者、成績の記録保存  

・総会議案書の担当分担分の作成 

・ 総会議案書全体の編集、印刷、発送 

・ 総会と同好会長会の議事録作成 

 

共通事項として 

・本部主催の大会における全員参加と支援 

・理事会の出席  毎月第四土曜日９時～11時 30分 

・必要経費は立て替え、後日会計とで精算 

・メールや八碁連Webサイトの毎日の確認 

 

 

理事や同好会長、役員間でのコミュニケーション 
 
I  グループアドレス(GA)の活用 
1) 登録者だけで使える 
2) 個人用では使わない 
3) 理事のGA:  hachigoren_riji@googlegroups.com 
同好会会長のGA:   hachigoren_kaicho@googlegroups.com 

     囲碁案内人連絡会GA: hachigoren_annai@googlegroups.com 
4) 理事のメールアドレス  （ネチケットに沿い必ず署名を付ける） 

    宮崎 洋氏 hiroshivegas777@gmail.com 
   池田正三氏 nqd47851@nifty.com 

金本好正氏 ys_kanamoto1115@hotmail.co.jp  
多田泰子氏 tadatokio@athena.ocn.ne.jp   
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菅井勝男氏 k-sugai0531@jcom.zaq.ne.jp   
森田隆士氏  t_morita@msi.biglobe.ne.jp 
吉澤 實氏 mino-yoshi1028@jcom.zaq.ne.jp (相談役) 

5）GAの管理者 成田 滋 (追加、修正、削除) shigerunarita@gmail.com 
 

II  八碁連Webサイト 
1) 大会ニュース 
2) 八碁連だより 
3) 放課後子ども囲碁教室だより 
4) 理事会議事録 
5) 投稿（アーカイブ） 
6) 大会参加申し込み、問い合わせ等  
 サイト管理者 成田 滋 

 
III  八碁連だより 
1) 素稿は理事全員で点検 
2) 毎月第三週に仕上げと印刷 毎月第四土曜日に発送 
3) 巻頭言 同好会長へ順番に添って依頼 
4) 投稿募集や依頼 
5) 関係機関や団体の長･担当者へメールで送付 
市学園都市文化課、日本棋院、八王子文化連盟、クリエイ
トホール生涯学習政策課、東浅川保健福祉センター、南大
沢保健福祉センター、府中市囲碁連盟、調布囲碁連盟、八
王子囲碁将棋センターなど 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESS
P

サイトQRコード 
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八碁連内規（活動項目別） 
 
                        令和３年 3月 1日 現在 
研修部のあり方について 
(1) 点数制を採用する。 
(2) 研修部の在籍は五段位までとする。 
(3) 段級の昇格は年 2回の研修部囲碁大会優勝者とする。 
(4) 研修部囲碁大会は八碁連主催の大会とする。 
要請に基づいて理事会から競技委員を出す。また、賞状及び賞品を出す。 
(5) 理事会と研修部の連携を密にするため、業務委嘱者を置く。 
 
八王子市子ども囲碁大会について 
平成 24年度第 1回を開催。毎年 1回開催する。 
参加費は無料とする。 
 
活きいき囲碁大会について 
(1) 参加者 16 名以上のクラスでの優勝者が昇格する、これを八碁連囲碁大会・研修部囲
碁大会にも当てはめる。ただし、地区タイトル囲碁大会は除く。 
(2) 外部の優勝者は昇段し出場できることとして、制限はしない。 
  非会員の参加費を 1,200 円とする。（会員は 1,000 円） 
(3) 賞状は優勝者だけに、賞品は 3位までが対象。 
(4) 大会終了後の碁盤、碁石、対局時計を次期地区担当者に引き渡す時
は、予め前期から引き継いだノートに記載して引き継ぐ。 
(5) 賞状は原則として大会当日に各組優勝者に授与する。賞状の記名は
当該地区で行なう。用紙は、Ａ４判を使用。この際、優勝者の段級位は
昇格後の段級位を記入する。 
(6) 開催にあたり本部ならびに他の同好会より競技の運営をお願い 
した場合、謝礼（商品券：1,000 円目安）を出す。 
(7) 活きいき地区大会で赤字を出した場合、本部会計よりの補助はしな
い。 
 
棋聖大賞大会について 
(1) 賞状は出さず賞品だけを出す。 
(2) 招待者の相談役、技術顧問、業務委嘱者、理事、研修部事務長、 
 昨年度の棋聖大賞大会で役員をした理事は無料とする。  
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(3) その他の参加者は、地区同好会会長ほか 1名、七段以上の会員とする。 
 
タイトル囲碁大会について 
(1) 参加者は、地区同好会の前期及び後期のタイトルを獲得した会員とする。 
(2) 名人、王座及び天狗のタイトルについては、優勝者が参加できないとき、予め 届出
のあった準優勝者の参加を認める。 
(3) 賞状は一位のみ、賞品は３位までとする。  
(4) 地区同好会でのタイトル獲得者選抜方法は、原則として名人はリーグ戦、王座および
天狗はトーナメントで行う。 
 
本部主催の囲碁大会について 
本部主催の囲碁大会（八碁連囲碁大会、棋聖大賞囲碁大会、タイトル囲碁大会、研修部囲
碁大会、）の参加資格は会員であること。 
参加費は 1,000 円とする。 
 
八王子市民文化祭囲碁大会について 
毎年 11月 3日に八王子市民文化祭の一環として開催される囲碁大会は、八碁連の主管と
し、賞状は（B4 判）八王子市長名で各優勝者のみ、 賞品は各組三位まで八碁連が出す。
（賞状は予め市から公印を押してもらう）参加費は 1,000 円、高校生以下 500円とする。 
 
会計について 
総会が年度終了前に行われるため、会計上の年度内締切は２月 15 日迄とし、以降の入出
金は翌年度に繰り越す。会計監査は 2月中に実施するものとする。 
その他以下のように実施する。 
支出部の経費科目は、事務費、運営費、備品費、本部大会経費、市民囲碁大会経費、八王
子文化連盟活動経費、案内人活動経費、多摩対抗戦経費、その他（特別事業経費など）と
する。 
会計資料は 5年間保管するものとし、デジタルデータでの保管を原則とする。 
 
段級位に関すること 
(1) 段級位並びに昇格は八碁連の規約により、他の団体の段級位は用
いない。 
(2) 囲碁大会で昇格した者が旧段・級で対局した時は失格とする。 
(3) 互先のときは６目半のコミ出し、置碁は７子までとする。 
 
 

PRINGSPRINGS
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会員名簿の作成時期について 
会員名簿は毎年 4月 1日付けで作成する。その名簿を基に本部会費の納入を要請する。名
簿記載数と会費納入者数の一致を原則とする。 
年度の途中で入退者があった場合は、地区同好会会長からの報告を基に処理する。 
 
謝礼および慶弔見舞い等について 
(1) 相談役、技術顧問、および指導員、業務委嘱者、理事が退任する際は、永年の功績に
対し謝礼文を添えて記念品を贈呈する。記念品はその都度理事会で決める。 
(2) 慶事は、特に設けない。弔事は、歴代の八碁連会長、相談役、地区同好会会長(現職)
の死亡時に八碁連会長名で弔電を贈るほか会報に掲載して弔意を表する。 
(3) 中元、お歳暮について、技術顧問、業務委嘱者等については、日頃の労苦に報いるた
めに 7月（中元）と 12月（お歳暮）に物品を贈ることとし、その額および物品は理事会
で決める。 
 
会報について 
毎月月末の土曜日に発行するものとし、その日付けは翌月の 1日とする。用紙はA４判と
する。会員相互の交流を深めるため、記事は各種大会の案内やその結果報告または理事会
その他の活動報告を主とする。 
巻頭言など寄稿を依頼したときは、寄稿者に謝礼として商品券を贈る。 

 
日本棋院、八王子市等の後援について 
八碁連主催の各種囲碁大会については、大会の品位向
上のため公益財団法人日本棋院、八王子市、八王子市
教育委員会の後援を毎年受けるものとする。特に八碁
連囲碁大会（三段以上・二段以下）、タイトル囲碁大会
については、予め B4 判賞状用紙を持参の上、日本棋
院理事長の公印をもらっておく。 

 
東浅川保健福祉センターとの関連事項について 
(1) 使用料について、五大会（八碁連囲碁大会三段以上・同二段以下・棋聖大賞囲碁大会・
タイトル囲碁大会・研修部囲碁大会）は減免扱いとし、子ども囲碁大会、級位認定囲碁大
会は有料となる。東浅川保健福祉センターの年間行事計画の中に入れる。 
(2) 総会については、現在のところ 60歳以上で構成されているので減免扱いとなる。 
(3) 研修部は、60歳以上は減免扱いとし、60歳未満は有料となる。名簿の提出は八王子
囲碁連盟の名で 60歳以上と未満に分けて提出する。 
 



 16 

地区同好会における青少年育成案内人の養成について 
(1) 各地区同好会に青少年育成案内人を置き、入門者への指導を行なう。 
(2) 地区同好会の青少年育成案内人養成講習会を開催する。 
 
総会関連事項について 
(1) 総会の議長は前年度の会長がその任に当たる。 
(2) 会計監査は前年度会計担当が当該年度の理事である場合、前年度の会長がこれを行う。 
 
その他 
(1) 高齢者の入門コースと初心者教室を継続し、その会員募集については市広報に掲載す
る。会員は毎月 100 円の会費を八碁連に納入し、八碁連より広報を配る。また、八碁連
大会に参加でき、活きいき大会の参加費は八碁連会員と同じとする。 
(2) 八段位に昇格した会員は、定例総会にて記念品を贈呈して祝す。 
(3) 八碁連会長は、八王子文化連盟への理事を指名する。 
 
 

囲碁案内人連絡会の活動経緯 
                平成 29年 4月 5日  南 正一郎  
                   令和２年 12月 15日 成田 滋  
 
はじめに 
八碁連の高齢化に伴い、活性化する必要があるとして、平成 23 年に八碁連活性化諮問委
員会を、平成 24 年に同実行委員会を設置し、その実行項目の一つとして、青少年囲碁愛
好者育成を八碁連事業の重要課題とした。また、その旨を規約に謳った。 
 
平成 25年 6月 19日 設立打ち合わせ (八王子囲碁センターにて) 
        発起人  端山 佐藤 塚原 廣島 
        オブザーバー 倉内 三浦 帖地 
        八碁連  信江会長 南副会長 
(1)会の名称を「八王子囲碁連盟青少年囲碁指導者連絡会」とする。 
(2)代表 1名 幹事 若干名をおく。 
 
平成 25年 8月 22日 案内人連絡会初会合 
(1)信江会長及び倉内氏の挨拶要旨 
・八碁連活性化の一環として、年齢撤廃と同時に青少年育成に力を入れるため、指導者連

SCHOOL
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絡会が発足した。本年度第 2 回の子ども囲碁大会を開催したが、参加者が少ない。本会
の活動により、成果が上がることを期待している。(信江会長) 
・30 年間子どもに囲碁指導を行ってきたが、個人での活動には限界がある。八碁連とい
う 
大きな組織の中で活動することになれば、大きな力が発揮でき、期待もできる。(倉内氏) 
(2)「指導者連絡会」を「案内人連絡会」に変更する。親しみがある。 
 「八王子囲碁連盟青少年囲碁案内人連絡会」 
(3)役員として、会長は八碁連会長が兼務する。幹事は廣島(代表)、佐藤、塚原とする。 
(4)活動状況と今後の展開について意見交換する。 
 
平成 25年 12月 12日  倉内先生による研修会 
(1)指導方法と指導者としての最低限の心得 
(2)研修会終了後、連絡会の運営、新規開拓などに関して打ち合わせる。 
 
平成 26年 1月 16日 案内人連絡会役員会を開催 
(1)連絡会の役割を決めた。 
(2)幹事の地区別役割分担を決めた。 
 
平成 26年 1月 23日 
・信江会長より、放課後子ども教室推進委員会代表各位宛に、囲碁教室を取り入れて頂き
たい旨の通達を出す。 
 
平成 26年 7月 22日  案内人連絡会を開催 
(1)文化庁補助金関係 
・文化庁からの補助金交付申請に至る経緯について南会長より説明、提出の資料について 
廣島代表幹事より説明する。 

 この時の対象期間は平成 26年 7月 1日～平成 27年 1月 31日であり、当初の申請内容
が大幅に不採択となり、採択額は 88,000 円であった。これを文化庁に資したところ、
文部科学省の放課後子ども教室は別予算で運営され、謝金が出る仕組みとなっており、
二重補助となることから不採択とした旨の説明を受けた。 
・活動状況(補助金対象)の報告は 11月末、1月末の 2回にわたって報告する。 
・支払の対象として、協力会員、新規の活動についても支払うことにつき、検討する。 
(2)現在の活動状況について 7名からの報告があった。 
 
平成 27年 1月 30日  案内人連絡会を開催 
(1)文化庁補助金について 
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・26年度対象の 4か所に加え、その後活動を開始した 5か所を含め配分する。 
・27年度は 9ヶ所を対象として、412,000 円を申請する。 
(2)各地区の活動状況、新規開発について各担当より紹介があり、問題点についても話し合
われた。 
 
平成 27年 11月 21日  案内人連絡会を開催 
(1)文化庁補助金について 
・27年度は 339,000 円の採択決定通知を受けた。1月末に実績報告をおこない、4月に
は八碁連会計に入金予定であると廣島代表幹事より説明。 

・補助金に関する申請等の事務処理は複雑多岐にわたるので、複数人が携わる体制が必要
ではとの提言があり、28 年度からは 4 名<高取・武中・廣島・南>の事務局体制で当た
る。 
 選出方法は、同好会を 4グループに分け、順次交代制で選出することを確認する。 
・望月会長より補助金は 2割を寄付してもらい、子ども囲碁大会の運営費に充当したい旨
の提案があり、全会一致で了承した。 
(2)囲碁教室の活動状況について、15の小中学校の責任者より報告があった。 
(3)倉内先生の研修会を実施した。 
 
平成 28年 4月 7日  案内人連絡会役員会を開催 
(1)平成 27年度文化庁補助金 339,000 円の配分案を決めた。 
(2)平成 28 年度文化庁補助金交付要望書の採択額 313,000 円を受けて、申請書作成及び
報告書作成に伴う事務処理の流れについて確認した。 
 
平成 28年 9月 6日  案内人連絡会幹事会を開催 
(1)平成 28 年度第 5 回子ども囲碁大会についての反省会を行い、賞品・賞状のあり方、
9,13,19 
 路盤の実施状況が話し合われた。 
(2)次回の案内人連絡会の日程を 9月 27日午前と決めた。 
(3)文化庁補助金の交付要望書について他 
 
平成 28年 9月 27日  案内人連絡会を開催 
(1)松本会長挨拶要旨   
・今回は案内人以外にも研修会に参加されるよう同好会会長を通じてお
願いした。 
・文化庁謝金の寄付について、お礼したい。 
・新規開拓について、案内人の方々の協力をお願いしたい。 
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(2)囲碁案内人連絡会の設立よりの経緯について廣島代表幹事より説明、併せて文化庁補助
金申請の経緯について説明。 
また、文化庁補助金申請業務について 28年度は高取・武中に引継、南・廣島が支援す
る 
と決めた。 

(3)文化庁補助金に関し、高取氏より、申請業務は 29 年度より 3 人体制で任期 3 年、毎
年 1名が順次交代する(パソコンの出来る方を選出)ことの提案があり、決定した。 
また、学校側から謝金がでている場合、文化庁補助金は遠慮していただくこと、廣島代
表幹事より、前年度同様に八碁連へ寄付することの提案があり、全員異議なく了承され
た。 

(4)各学校の責任者より、活動状況についての説明があった。また、信江幹事より、学校訪
問に役立つよう、学校別子ども囲碁愛好者数のデータ提示があった。 
(5)倉内先生の研修会を実施した。 
 
平成 30年 8月 21日  案内人連絡会を開催 
1 青少年囲碁案内人第７回研修会は予定通りおこなう 
講師の倉内満氏とは、講話の内容について佐藤義廣氏が引き続き
交渉する 
2 代表幹事の佐藤氏は一身上の理由で 8月一杯で辞任する 
3 新しい代表幹事は未決である 
4 第 7回子とも大会の反省点等が話し合われた 

9 路盤での競技委員の人数を増やすこと 
大盤を使い保護者向けの初心者講習を午前中に行うこと 

 大会は従来通り午前 9 時から午後 5 時まで行うこと第７回八碁連青少年囲碁案
内人（指導者）のための研修会 

  講師 倉内 満先生（八碁連案内人指導者養成・日本棋院普及指導員） 
 
平成 28年 12月 2日 案内人連絡会役員会(幹事会)を開催 
(1)囲碁教室について、今後の展開の方策について意見交換する。(詳細略) 
(2)子ども囲碁大会について、平成 29 年度のありようについて、28 年度の実施状況を踏
まえ方向づけをおこなった。これを踏まえ、細部については 29 年度になってから関係
者で取り決めることを確認した。(詳細略) 
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令和 30年９月 18日  案内人連絡会第７回研修会を開催 
  場所：東浅川保健福祉センター創造活動室 
  講師 倉内 滿八段 

 
令和元年９月 17日  案内人連絡会役員会を開催 
１．日 時 令和元年９月 17日（火）午９時 20分より 

(1) 会務報告 武中章三氏 
・文化庁助成金の申請書類の作成状況 
・報償金の扱い方  
・文化庁への申請には教室に平均 10名以上の学校を記載 
・事務局員に必要な経費支出をしてはどうか 
    事務経費以外、交通費などは支出できない 
  各教室への九路盤や碁石の支出もできない 
・白石会計理事よりでている提案や疑問、たとえば助成金は囲碁案内人の名前で
申請してはどうか、案内人からの八碁連への寄附は助成金の使途に反するのではな
いか等、には武中氏が説明し白石氏より了解を得ている 
 

(2) 各校における子ども囲碁教室や部活の実施状況と課題について 
・宇津木台小で放課後子ども囲碁教室を開始 担当 村野良信氏 
・横川中学校の囲碁部と教師の報告 小田辰郎氏 
・恩方第二小学校は生徒が減少している 南正一郎氏 
・大和田小学校は校内放送などで教室活動をアナウンス 成田 
 

(3) 放課後子ども囲碁教室などの開拓の方策やフォローアップ体制について                
話題提供 信江 峻氏 

    ・活きいき大会に子どもを参加させてはどうか  川口大会から 高取民治氏 
    ・学校訪問の際は、名刺、資料、ポスターなどを持参する 
    ・学校訪問では数名で出掛ける 
    ・南大沢では来年度から福祉センターの協力で子ども教室を開設 

・ 倉内先生の講習会に参加する生徒を同好会がフォローして育てる 
・ 10 校をまわったが１校も開設が実らないこともある 
・ 同好会例会に子どもを招き準会員扱いとしてはどうか 
・ これまでの子ども囲碁大会や倉内先生担当の初心者講習の参加者リストを活
用する 

・ すべての囲碁案内人にメールの使用を推奨し、連絡を容易にする 
・ メールやインターネットの活用の研修会はどうか 
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・ 八碁連だよりに囲碁案内人連絡会の目的や活動について会長が投稿し、会員
に連絡会の内容を理解してもらう 

       投稿タイトル「囲碁案内人連絡会はいかに活動しているか」 成田滋執筆 
    八碁連だより 令和元年 10月 第 337号 

 同    令和元年 11月 第 338号 
 

その他、種々の議論がなされ今後の子どもへの囲碁の学びに案内人はいかに取り
組むべきかの知見を出席者で共有できた。 

 
 
     
 
 

◆編集 八王子囲碁連盟 成田 滋 
  shigerunarita@gmail.com 
    https://hachigoren.com 
       2022 年 3月 1日 


