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 令和 4年８月号 
  第 370号 

                        
八王子祭  
 

 

遊び心で老いを過ごす      
               中野囲碁同好会  恵畑信夫 
傘寿を過ぎて早や三年、長いようで短い人生、残された年月を如何に生きるかを考え
る年齢になりました。他人に迷惑をかけず、かつ自分も満足できるにはと欲張りなこと
を思う今日この頃の楽しみは、週一回開催される地域の「中野囲碁同好会」です。 
これほど良い健康法は私にはありません。正に一石二鳥、いや三鳥です。 
第一に、人格の形成の一助になり、第二に友人ができ、人生の潤いになります。第三
に経済的にも最高です。自分の考えばかり書きましたが、それにはこの会を始めた人、
また、それを継続して運営してくださる多くの人に感謝し相手をしてくださる人々にも
「一期一会」の精神で接してみたいと思います。偉そうなことを書きましたが「三つ子
の魂百まで」で、持って生まれた性は仲々治りません。相手に伝わりません、誠に不徳
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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。	

八碁連だより 
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 2 

の至すところです。お許しください。今後も身体の続く限り、皆様がお相手くださる限
り、囲碁を続けていきたいと思います。宜しくお願い申し上げます。 
イギリスの劇作家バーナド・ショーの言葉： 
  「老いゆえに遊びをやめるのではない。遊びをやめるから老いるのだ」。 

 

 
 

令和4年度理事会議事録（第４回） 
   日 時： 令和 4年 6月２５日（土）9:30～12:00 
   場 所： 東浅川保健福祉センター 
   出席者： 宮崎、池田(議事録作成)、多田、菅井、森田、金本 
 
 
会長報告 
（1）活きいき大会の中野大会(5/29)については、

72名参加、大和田大会（(6/12)は、級位者
対象とし、29名参加で無事終了した。   

   (2)明日6月26日の子ども囲碁大会については、
円滑に運営できるよう各自対応願 いたい。 

  (3)来年の多摩地区囲碁団体戦の会場について
は、八王子市及び八王子市文化連盟の 協
力を得ながら「いちょうホール」（八王子市芸術文化会館）での開催可能性を検
討中であり、開催時期や会場設営の経費など課題があり、実行委員会と今後協議
が必要である。 

 
各理事報告 
副会長（池田） 
・会員名簿について一部修正があり、速やかに各同好会長宛に連絡する。 
・多摩地区市町対抗囲碁団体戦戦（令和 4 年 9 月 24 日：府中市文化会館）の選
手（11 名）は、原則、昨年度の各大会（市民大会、二段以下大会、三段以上大
会） 及び令和 4年度の中野大会の成績を参考に選考する。（無差別級 3名除く）  
また、女性及子ども（小中学生）各 1名は、実績等を参考に選考する。 
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会場担当（多田） 
・8月 21日予定の会長会の日程について、各理事の都合を踏まえ、8月 27日（土）
に変更。午後、東浅川福祉センター第 4 集会室（4 階）で開催する。追って会
長から各同好会長宛に連絡する。 

競技担当（森田） 
・子ども囲碁大会について、保護者控室の追加のため、一部会場レイアウトを変更   
する。競技ルール等については前回の打ち合わせを踏まえ対応する。 

会計担当（金本） 
・八碁連年会費の前期分納入については、8月末までとして、前回理事会で決定し
た内容で各同好会長宛連絡する。 
・中元、お歳暮については、理事での意見を踏まえ、基本的に部外者の協力者を
対象とする。 
 

議案討議事項 
(1)子ども囲碁大会の準備について 
・明日の大会の各理事分担作業の準備状況を最
終確認するとともに、当日の会場設営、競技
運営、写真撮影等について協議を行った。ま
た、保護者への対応や暑さ対策など協議した。 

（2その他 
・子どもへの囲碁普及のため、八碁連としても
更に対応を検討すべきではないかとの意見が出た。 
・囲碁案内人連絡会の開催により、囲碁案内人の活動状況や普及の課題の共有、
また、現在、子ども囲碁教室がない小中学校への働きかけ、八碁連HPや広報に
よる子ども囲碁普及への取り組み紹介、各市民センターでの子ども囲碁教室等
の開催など今後の課題とされた。 
・ 石川市民センターまつり（8/27）で石川同好会主催の囲碁大会が開催され、広
報に掲載することに決定された。 
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子ども囲碁大会 
 
 
 

    

第９回子ども囲碁大会結果報告 
   開催日 令和４年６月 26日（日） 9:10～16:30 
   場 所 東浅川保健福祉センター 
 八王子市教育長の安間英潮様、東浅川保健福祉センター館長の長谷川由美様のお二人
を来賓にお迎えし開催されました。 
日本棋院の棋聖や名人が八王子出身者から出るのではないかと思わせる立派な戦い
の子ども大会でした。お爺ちゃん、お母さんも同伴参加され、将来を楽しみにして応援
される様子がよくわかりました。又、始めと終わりにはキチンと挨拶のできる立派な生
徒でした。宮崎会長、日本棋院八碁連支部南常任理事、竹中南大沢会長よりそれぞれの
クラスの優勝者、認定書が授与され子どもたちは喜んで帰っていきました。 
                         
 
９路盤クラス 
参加数  ３名 
優 勝  門間玄武 

（ひろむ） 
     上二分方小５年 
 
 
 
 

13路盤クラス 
参加数  ６名 
優   勝  山下伊織 
      （いおり） 

大和田小６年 
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19 路盤クラス 
参加数 15名 
優 勝 馬場楓真 
    （ふうま） 

第九小学校 ５年 
 

 
 
 

 

 囲碁大会中止のお知らせ 
 
開催を予定していた、7月 24日の台町活きいき大会に続いて 7月予定の級位認定大
会及び 8月予定のペア囲碁大会を中止と決定しました。 
 理由は、最近急激的に感染力の強いと言われているオミクロン「BA.5」の流行で新
型コロナウィルスの拡散蔓延が始まり終息が見込めない状況のためです。 
 これからの８月、9月にもいくつかの大会が予定されていますが、先が見通せません。
各、同好会の定例会も感染防止対策を行い実施して下さい。 
 

① 開催日 7 月 31日(日)   第７回級位認定囲碁大会  中止決定  
② 開催日 8 月 14日(日)    第２回ペア囲碁大会     中止決定 

（八碁連会長 宮崎 洋） 

大会開催検討中 
 
  開催日 9 月 4日（日）   活きいき囲碁南大沢大会 
 新型コロナが現在蔓延拡販中で見通しがつかない状況です。終息がみえてくれば、開
催を検討します。早急に判断し（南大沢囲碁同好会）お知らせいたします。 
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日本棋院ネット対局「幽玄の間」に入会しませんか。 
いつでも インターネット対局で 24時間いつでも対局OK 
どこでも パソコンはもちろん iPad、iPhone、Android 端末端末でもアクセス可能 
だれとでも 八段から 25級まで世界中の囲碁仲間が待っています。 
対局、観戦は無制限で、トッププロの解説付きでタイトル戦、国際棋戦もライブで楽し
めます。 
 
費用は 2,200 円(月額、税込)です。 
この度、1年払い(24,200 円)・半年払い(12,540 円)のプランが開始しました。 
入会ご希望の方は下記に連絡下さい。 
  南 正一郎  TEL 663-5446   sminami0003@yahoo.co.jp 
尚、すでに会員の方で支部に未登録の方は是非登録をお願いします。 
支部ポイントや普及協力金の増額につながりますので、ご協力下さい。    
                   （日本棋院八碁連支部常任幹事 南 正一郎） 
 

 
 

多摩地区は元気が一杯！ 
        多摩地区市町対抗囲碁団体戦実行委員会 委員長 成田 滋 
 
30 市町村からなる「多摩」の由来は、多摩川の上流部に山梨県の丹波川があることか
ら、「多摩」となったとか。緑に包まれる自然環境、充実した教育環境、子育て世代や
高齢者の憩いの場、都市の利便性という「いい
とこ取り」ができるのが郷土の多摩です。多摩
が碁で盛んであることが全国的に知られたのが
「多摩地区市町対抗囲碁団体戦」の開催です。
同大会事務局長で府中市囲碁連盟の会長であっ
た故笹田俊輔氏の尽力でこの団体戦が開かれて
います。第１回大会は８市が参加して府中市で、第２回大会は16市により国分寺市で、
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第３回大会は 26市町にふくれて調布市で開催されました。第３回大会は、八碁連会員
を中心中心としたチームが優勝しました。 
 笹田俊輔氏の功績は、これまで東京都市町村自治調査会多摩交流センターから広域的
市民ネットワーク活動支援で、３度にわたる助成金を獲得したこと、そしてなににもま
して多摩地区にある囲碁連盟やクラブの交流や親睦を推進してきことです。日本棋院と
の結びつきも強固にしてきたことなど、その働きは獅子奮迅ともいえるものでした。不
幸にして令和３年９月に急逝され、多くの方々に悔やまれました。 
 コロナ禍のために第４回大会は延び延
びとなって いましたが、今年９月 24日
の土曜日、府中市市民会館で開催されます。
八王子チームは八碁連副会長の池田正三
氏が大会実行委員と団長となって参加し
ます。多摩交流センターからの助成も決定
し、目下事務局長である調布囲碁連盟の遠
藤和宏氏を中心に準備が進められていま
す。私は図らずも八碁連の推薦により、去
る5月25日の大会実行委員会において委員長とし
て指名されました。この経緯は、大会委員長と事務
局長が相次いでお亡くなりになられたためと伺っ
ております。 
 大会実行委員会は、八碁連理事会に対して来年度の第 5 回大会を八王子市内で開催
していただくよう依頼しています。多摩交流センターの助成に関する条件が、大会を多
摩地区の各市町で開催することとしているためです。現在、理事会は会場となる市内の
主要な施設を打診していると伺っています。盛大な大会を期待しましょう。 
 

 
 
 
八王子市においては、6月半ばに新規感染者数が底を突いたが、その後急激な増加が続いていま
す。7月 14日に国内の感染者の累計が、一千万人を超えたと報じられましたが、八王子市は７
日に累計で五万人を超えました。以下に感染状況グラフを示します。(データは八王子広報によ
る) 
                                                     （南 正一郎） 

高尾伸路九段と名取豊彦八段 
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6 月に開催された子ども大会で今後を期待できる子ども達をみることができました。参
加人数が例年より少なかったのは、コロナの影響と思います。第 7 波が蔓延してきま
した。皆様も充分防止策を施し棋力向上に頑張りましょう。ネット対局幽玄の間などを
利用してはいかがでしょうか？〔菅井勝男〕 
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