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巻頭言              

 癖(クセ)についての考察  川口囲碁同好会(囲碁指導顧問) 倉内 滿 
無くて七癖、有って四十八癖。本人はいたって真面目でも端からみていると滑稽で
可愛いものです。碁打ちにも個性豊かな癖を持っている人が多いようです。中にはマ
ナー違反になるような癖もあります。ご注意を！。 
さて、そもそも癖とは生まれつきの本能なのか、環境や習慣、学習、智恵等による
ものなのか何かきっかけがあったはずです。人間以外の動物や植物にも変わった癖や
面白い癖があります、調べてみると興味深いですよ。 
では、いよいよ碁打ちの面白癖二十選を観て見ましょう。泣き落し、三味線弾き、
ボヤキ名人、駄洒落連発、解説魔、合いの手ジョーク、ゾンビ型、下手いじめ型、悪
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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。 
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ネバリ型。癖かどうかは分かりませんが、力戦型、長考派、じっくり型、あまり好か
れないしゃべくり魔、方針発表型、怒り型、逆威張り型、置き場所不明型、ガチャガ
チャ、ジャラジャラ、鼻歌、口笛に至っては言語道断と言うより他ない。 
勝った時には、これみよがしに自慢たらたら、負けた時はここでこう打って 
たら俺が勝っていた等負け惜しみもいいとこ、誠に負けっぷりの悪い御仁もいらっし
ゃいます。 
 囲碁は強くなればよいというものでもない、技量が上がれば上がるほどそれなりの
品格というものが備わってくるものです。品のない癖は改めていかねばなりません。
それが巡り巡って上達につながっていくんですね。 
 最後に、私の好きな言葉「有難うございました」で終了です。 
 
日本棋院八碁連支部コーナー          
1) 囲碁研究会へのお誘い        恩方囲碁同好会 竹内朝晴 
「この局面では例えこの碁に負けてもここに打ちます」 
「ここを手抜き？よそに目が行くようではこの碁は負けです」 
「ここではこれが定石です」 
「この石が死ぬようでは簡単な詰め碁から研究しましょう」 
 講師と打った碁をＰＣに入力し大盤に再現、一局を約１時間の解説です。そうだっ
たのかと納得あり、笑いあり楽しい時間を共有しませんか！ 
 講師には八碁連前会長の吉澤實八段、浅川囲碁同好会の三島敏明七段、恩方囲碁同
好会の大川倭男七段、前北野囲碁同会の山縣文雄七段です。 
 ・入会条件･･･四段以上～七段以上(無料) 年齢不問 
 ・入会金････\1,000-、以降 2ケ月に\1,000-位 
 ・会場･･････東浅川保健福祉センターで毎週木曜日 午後 1時～5時まで 
 ・募集人員･･4～5名 
 ・申込先････南正一郎五段 Tel：663-5446 
       竹内朝晴六段 Tel：651-1247 
 ・囲碁を基本から学びたい方、会員と仲良く協力できる方、歓迎します。 
 
2) 日本棋院囲碁普及活動賞を受賞 
 ・信江 峻(南大沢囲碁同好会)と廣島松治(川口囲碁同好会)の両氏が長年の普及活動
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の貢献を認められ受賞されます。おめでとうございます。 
 ・表彰式は 3月 13日(金)午後 12時 30分より市ヶ谷の日本棋院で行われる予定で
す。 
 
地区囲碁同会タイトル戦の入賞者 
令和 2年度タイトル戦入賞者(上段：前期／下段：後期) 
 
名    人 王    座 天    狗  

 優 勝 準優勝                 優 勝 準優勝 優 勝 準優勝 
真田誠次 八段 吉田 旭 八段 殿﨑正明 四段 三島敏明 七段 内田昌治 五段 三島敏明 七段 浅 

川 真田誠次 八段 岩田大平 六段 三島敏明 七段 持丸和朗 六段 吉田 旭 八段 小田谷常隆 二段 

伊藤国男 四段 名倉倍男 三段 吉澤 實 八段 小久保捷朗二段 野沢市郎 五段 菅井勝男 1 級 恩 

方 名倉倍男 三段 徳光英世 六段 清水 守 二段 横嶋清次 三段 藤森 力 七段 高橋靖男 三段 

竹添文彦 六段 棚原英治 五段 深水靖雄 四段 久保田勇 二段 坂口 勝 ６級 森田隆士 １級 元 

八 竹添文彦 六段 小山忠孝 五段 高橋 晟 三段 麻生守弘 初段 森田隆士 １級 粂川次夫 １級 

宮崎誠一五段A 岩本 武 二段 浜中武夫 三段 岩本 武 二段 恵畑信夫 五段 深山睦弘 五段A 中 

野 宮崎誠一五段A 深山睦弘五段A 恵畑信夫 五段 森本康男四段A 恵畑信夫 五段 森本康男 四段A 

柳豊太郎 七段 成田 滋 四段 伊藤 統 二段 井出道明 三段 野口 博 七段 小山晟雄 二段 大 

和 佐々木胖充四段A 成田 滋 四段 森田良則 三段 廣田慎吾 四段 影山 健 二段 鈴木浩治 六段 

坂本勝雄 八段 金本好正 七段 国京秀行 １級 岡田 功 初段 金本好正 七段 田村 強 四段 A 石 

川 平松隆治 五段 金本好正 七段 水野義嗣 六段 石川幌二 五段 松本健彦 六段 石川幌二 五段 

小林 實 五段 大川健治 二段 白石好伸 二段 小林 實 五段 高本 衛 八段 小林 實 五段 台 

町 熊倉哲夫 三段 小林 實 五段 大川健治 二段 小林 實 五段 斎藤重夫 六段 矢ｹ﨑行彦 3級 

鳥山光昭 五段 澤田信夫 四段 金井信夫 初段 秋山一雄 二段 藤牧堅次 初段 鳥山光昭 五段 長

房 小嶋英基 七段 小関秀視 初段 小嶋英基 七段 白川博克 五段 鳥山光昭 五段 澤田信夫 四段 

中谷勝信四段A 辻日出男 四段A 藤木茂幸 四段 長澤勝美 四段 松崎邦夫 六段 藤本茂行 五段 川 

口 高取民治 六段 鳥居範治 ５級 若穂田廣志七段 渡辺恵介 三段 藤本茂幸 五段 長澤勝美 四段 

信江 峻 七段 大島真一 １級 向井克彦 五段 坂田信義 三段 高堂和幸 二段 福田博利 三段 南 

大 矢島幾朗 七段 信江 峻 七段 高堂和幸 二段 向井克彦 五段 向井克彦 五段 福田博利 三段 
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第 27 回八碁連タイトル戦囲碁大会の入賞者 
・日 時･･･令和２年 2月２日(日)  午前９時半～午後４時 
・場 所･･･東浅川保健福祉センター ４Ｆ 
・下記の方々が入賞されました･･･おめでとうございます。 
 ☆名人戦(八段～三段)：21名 
 ・優 勝：宮崎誠一(中野)五段Ａ→六段 ・準優勝：深山睦弘(中野)五段Ａ 
 ・三 位：佐々木胖充(大和田)四段Ａ 
 ☆王座戦(八段～１級)：18名 
 ・優 勝：金井信夫(長房)六段→六段Ａ ・準優勝：吉澤 實(恩方)八段 
 ・三 位：向井克彦(南大沢)五段 
 ☆天狗戦(八段～６級)：20名 
 ・優 勝：澤田信夫(長房)四段→四段Ａ ・準優勝：吉田 旭(浅川)八段 
 ・三 位：藤牧健二(長房)初段 
 
令和元年 12 月度理事会報告 
･日 時･･･１月 25日(土)  午前９時～11時 30分 
･会 場･･･東浅川保健福祉センター  ３Ｆ創造活動室 
･出 席･･･成田、高取(記)、森本、木河、白石、鈴木 
     諮問員会：吉澤 實(諮問員会主査)、小田辰郎(委員) 
･資 料･･･八碁連規約第７条(役員)の任期)の改正(案) 
☆報告事項 
 ・第 27回八碁連タイトル囲碁大会の報告 
 ・初の女性囲碁大会の実施要鋼の確認･･･大会委員長は吉澤實(相談役) 
 ・令和２年度総会議案書の進捗状況の確認 
 ・日本棋院普及及び活動賞を廣島松治(川口)と信江峻(南大沢)の両氏が受賞 
 ・新年行事等の確認(文化連盟・八王子市・同教育委員会ほか) 
☆審議事項 
 ・八碁連役員の任期延長に関する内規７条の改正案 
 ・活きいき大会／級位認定権限について意見交換 
・ 総会議案書の作成方法についての意見交換(簡略化など) 
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令和２年度１月度理事会報告 
 ･日 時･･･１月 25日(土)  午前９時～11時 30分 
 ･会 場･･･東浅川保健福祉センター ３Ｆ 創造活動室 
      大和田市民センターでの八碁連だより２月号の印刷と発送 
 ･出席者･･･成田、高取(書)、森本、木河、白石、鈴木 
      諮問員会･･･吉澤 實相談役、小田辰郎氏主査 
 報告事項 
 1)第 27回八碁連タイトル戦の実施について(２月２日)･･･資料(１) 
 2)初の女性囲碁大会の実施について･･･資料(2) 
 3)定期総会議案書の準備状況の進捗状況について 
 4)日本棋院普及活動賞の受賞について･･･廣島松治氏と信江峻氏 
 5)関連団体との会合･･･八王子文化連盟、八王子市教育委員 会ほか  
議案 
1) 八碁連規約第７条(役員の任期)の改訂について 
2) 活きいき大会、級位認定について意見交換 
3) 定時総会議案書(案)(第５号議案)の内容について 
4) 八碁連運営についての白石理事の提言 

  
定期総会の議案          八碁連会長 成田 滋 
・日時：令和２年３月 22日(日)  午前９時 30分～11時 30分 
・会場：東浅川保健福祉センター 
・議題：①令和元年事業活動報告 ②同決算報告 ③令和２年事業活動報告     

 ④同予算案 ⑤提案事項等 ⑥令和２年度役員等の選任 
 
初めての女性囲碁大会の結果報告       
･日 時  令和２年２月 16 日(日)  午前９時
～午後 3時半 
･会 場  東浅川保健福祉センター 4Ｆ 第
３，４集会室 
・参加人数  32 名(内小中学生：５名) 
・入賞者は以下の通りです。大会会長の吉澤實八
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段(八碁連相談役)／恩方から女性囲碁大会の今後の発展を期したい旨の挨拶があり
ました。下記入賞者の表彰が行われました。なお、
本大会の優勝者の昇段級はありません。  
 1)優 勝：木﨑昌子１級(一般)  2)準優勝：瀬沼
美智子５級(恩方) 3)三 位：多田泰子４級(恩方) 
 
第 20 回棋聖大賞囲碁大会の入賞者 
・日 時  令和２年１月 19日(日) 午前９時  
・会 場  東浅川保健福祉センター ４F 
・入賞者は以下の通りです･･･本大会での昇段級はありません 
 A クラス(八段～六段)：20名 

 ･優 勝：小川浄二(南大沢)／八段  準優勝：小嶋英基(長房)／七段 
  三  位：森田哲三(長房)／七段 
 Ｂクラス(六段～初段)：18名 
 ・優 勝：高橋靖夫(恩方)／三段   準優勝：岸村 佐(浅川)／五段 
 ・三 位：鈴木浩治(大和田)／六段 
 
令和元年度後期研修部囲碁大会のご案内 
 ・日 時   令和２年３月 21日(土) 受付  午前９時～ 
 ・主 催   八王子囲碁連盟 
 ・会 場   東浅川保健福祉センター ４Ｆ 
 ・参加資格  研修部在籍者 
 ・競技方法  クラス別に行い入賞者には賞品を進呈します 
 ・参加費   ￥1,000-(昼食代を含む) 
 ・申込方法  研修部例会にて申込用紙に記入する 
        例会欠席者で大会参加者は下記に連絡して下さい 
        連絡先：研修部事務長 野嶋 孝征 Tel&Fax :645-8378 
・申込期限  ３月 14日 
 
 
 



 
 

7 
 

第 30 回活きいき囲碁大会のお知らせ 
 
今年の活きいき囲碁大会は 30 回の記念すべき年となります。平成 12 年ま
でのこの大会は「ボケ防止のための啓発囲碁大会」というようにユーモラスな
名前で呼ばれていました。さすがにこれでは、、、という声で新しい名称募集に
よって決まったのが「活きいき囲碁大会」です。この名称を提案されたのは信
江峻氏でありました(碁楽連 20年史より)。 
 
 ◎浅川大会 
  日時： 令和２年４月５日(日) 午前 9時～ 
  場所： 横山南市民センター 666-0031  
   申し込み： 岸村 佐会長宛（TEL&FAX 042-661-6249） 

  申し込み期限：３月 22日  
    参加資格： 市内在住、通勤、通学者など 
 ◎恩方大会 
   日時： 令和２年４月 19日(日) 午前 9時～ 
   場所： 恩方市民センター 652-3333 
    申し込み： 竹内朝晴副会長宛（TEL042-651-1247） 

   申し込み期限： ４月５日 
   参加資格： 市内在住、通勤、通学者など 
	 	 	   主催：各囲碁同好会 
     後援：日本棋院 八王子市 八王子市教育委員会 
 
 
編集後記 
・令和２年３月末で八碁連理事のうち森本康男(中野／広報担当)と木河専(石川／競技
担当)は退任となります。ご協力有難うございました。(文責：森本) 


