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新年のご挨拶      
八王子囲碁連盟 会長  宮崎 洋 

 
八碁連会員の皆様、あけましておめでとうございます。 
昨年は、ワールドカップで日本が優勝経験のある、ドイツとスペインに勝利して、日

本のサッカーのレベルが世界に通用しました。しかし、新型コロナウイルス感染第七波
の拡大で、活きいき大会は、5月の中野大会と大和田大会のみの開催になりました。11
月初旬には少し落ち着いてきたため、第 72 回市民文化祭囲碁大会が 109 名の参加者
で無事開催され、三段以上大会も 47 名と若干少ないですが開催されました。11 月下
旬には第八波の傾向が出ため、二段以下大会が 28名と少ないですがなんとか開催でき
ました。令和 5 年はインフルエンザと同時感染が危ぐされておりますので、コロナと
インフルのワクチン接種を推奨します。 
 令和 5 年は 2 月 5 日には第 28 回タイトル戦が恩方市民センターであります。各同
好会に於いては、予選会が行われていると思います。名人・王座・天狗の代表が確定さ
れたらご連絡をお願いします。2月 19日には、第 2回女性大会が大和田市民センター
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で開催します。3 月 12 日（日）に総会を大横保健福祉センターで開催予定です。総会
をもって令和 4年度が終了します。 

令和 5 年度が新たな理事により始まり、活きいき大会が開催できますようにお祈り
します。8月 20日には第 5回多摩地区 28市町対抗団体戦が八王子会場（いちょうホ
ール）で開催します。八王子囲碁連盟の棋力レベルがわかるので頑張ります。 
指導碁のプロの先生が、囲碁は、失敗の競技であり、失敗の少ないほうが勝利すると

言っていました。失敗を恐れず色々な目的をもって毎回挑戦しましょう。 
最後に、会員の皆様の棋力アップとご健勝をお祈りします。 
 
 
 

  

第9回理事会 
 日時 ：令和 4年 11月 26日（土）9:30～12:00 
 場所 ：大横保健福祉センター 
 出席者：宮崎、池田(議事録作成)、森田、多田、        
     金本、菅井（欠席） 
会長報告 
(1) 来年 2月 5日予定の八碁連タイトル戦は恩方市民センターで開催決定（先行予約済

み）。各同好会の名人、王座、天狗の前期及び後期の優勝者各 2名づつ計 60名を予
定し、次期理事会（12月 24日）で開催要領等決定する。 

(2) 来年 2月 19日予定の女性囲碁大会は、大和田市民センターで開催決定（先行予約
済み）。次期理事会（12月 24日）で開催要領等決定する。 

(3)棋聖大賞囲碁大会の見直しについては、各同好会団体戦 1チーム 3名で開催予定、 
大会内容等討議事項で協議する。 

(4)三段以上大会は、11月 13日無事終了。二段以下大会は、急遽人数の変更があった
が、11月 27日 2クラスで開催する。 

(5)来年 3 月 12 日予定の総会は、会場未定であり、大横保健福祉センター（減免団体
登録済み）を予定。会場確保できない場合は、中野市民センター、大和田市民センタ
ーを予定する。 
総会資料の大会日程等各理事でも検討の上、準備し、今後、理事会で決定する。 
各理事報告 
副会長（池田） 
・11 月 3 日開催の市民文化祭囲碁大会の日本棋院後援名義の事業実績報告書は 11 月

理事会議事録 
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25 日提出済み。 
・八碁連だより 1月号については、巻頭言（八碁連会長）、理事会議事録、二段以下大
会結果報告、大会お知らせ、指導碁状況を主な記事とする。 

・来年度の多摩地区市町対抗囲碁団体戦（会場：八王子市）に関する補助金申請内容や
課題について、11 月 19 日に関係者で打ち合わせを行い、補助金申請については大
筋了解。今後、八碁連の役割(業務内容)を事務局で整理し協議する。 

競技担当（森田） 
・これまでの大会を通じて、対局時計の使い方や動作不良などの課題があり、今後、注
意喚起や電池切れなど留意する必要がある。 

 また、八碁連だよりでの大会のお知らせの際に、日程・開催時間など目立つようにし
てほしいとの要望がある。 

・明日の二段以下の大会は、人数変更に伴い、2クラスで 16名ずつの編成となり、対
戦表等の修正を行った。 

会場担当（多田） 
・1月 28日の理事会は大横保健福祉センター第 1会議室で会場確保済。 
・来年 2月 5日のタイトル戦会場の恩方市民センターの会場使用料は支払い済み。 
会計担当（金本） 
・現段階の八碁連会費（後期）については、5同好会で納入済み。研修部は後期活動せ
ず従って納付なし。 

・次回理事会で、12月までの収支状況を報告予定。 
 
議案討議事項 
１ 棋聖大会の見直しについて 

16 チームトーナメント団体戦で先鋒、次鋒、大将戦とし、3回戦で優勝決定戦と敗 
者復活戦ありで 3位決定。ハンディ戦で最高 7子までとする。 
棋聖大会は、本部役員や同好会長等の慰労という面があったが、団体戦はそれと切 

り離して検討する。 
 開催時期は、今年度は 2月に各種大会も控え、来年度実施も視野に検討する。 
 見直し案の概要は、会長会で提案する。 
２ 会長会（後期）の議題について 

12 月 24 日予定の会長会において、棋聖大会の見直し案及び前期会長会で意見が
出た活きいき大会の収支赤字問題、輪番制の問題を主な内容とすることで決定。 
別途、会議資料を作成し、会長会で議論する。 
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３ ホームページの運営について 
ホームページについては、運営方法や名義変更の課題がある中で、まず会員の中で

精通者を探し、その者と協議の上、運営方法等の検討を行う方向で進める。 
 

令和4年度八碁連二段以下囲碁大会の結果 
日時：令和４年１１月 27日（日） 

場所：東浅川保健福祉センター 
大会成績 

A組 14 名（最終）  優勝 小田晟夫 中野／二段→三段 
   準優勝 藤牧健二 長房／二段  三位 木村 勇 南大沢／初段  
B 組 14 名（最終）    優勝 吾妻富子 恩方／6級→5級 
   準優勝 佐藤 昭  長房／1級   三位 原田朋栄 大和田／１級  

 
大会のお知らせ 
☆令和4年度第28回八碁連タイトル囲碁大会 

１ 日 時   令和５年２月５日（日）9:15～17:00   

２ 会 場   恩方市民センター ２階 会議室３(競技) １階調理室(昼食) 

３ タイトル  八碁連名人、八碁連王座、八碁連天狗 

４ 参加資格  令和 4年度前期及び後期地区同好会タイトル獲得者（優勝者） 

  ※タイトル戦獲得者（優勝者）が辞退の場合は、準優勝者 

５ 参加費   1,000 円（昼食含む） 

６ 参加申込  各囲碁同好会長から八碁連競技担当理事（森田）宛メールで報告 

７ 申込期限  令和 5年 1月 22日 

８ 競技方法  ３組編成 名人戦、王座戦、天狗戦とする。 

         八碁連方式により行い、各組成績優秀者が準決勝戦、決勝戦に進む。  

          持時間は各自 35分で全員時計を使用する。 

 
☆令和4年度第2回八碁連女性囲碁大会 

１ 日 時  令和５年２月 19日（日）09:15～16:00  

２ 会 場  大和田市民センター 3 階 会議室２(競技)  会議室１(昼食) 

３ 参加者  八王子市内に在住、在勤、在学の女性 
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４ 参加費  1,000 円、高校生以下 500円（昼食含む） 

５ 参加申込 ①八王子囲碁連盟ホームページから申し込み 

 ②八碁連会員（初心者教室含む）は各囲碁同好会長から八碁連競技担当

理事（森田）宛メールで報告 

６ 参加人数  32 名（先着順）      

７ 申込期限  令和 5年 2月 5日 

８ 競技方法  八碁連スイス方式で 4回戦。段級位によりAクラス及びBクラスと

する。 

持時間は各自 35分で全員時計を使用する。 
 
八碁連Webサイトの運営者募集 

 
 現在、八碁連Webサイトは会員である大和田囲碁同好会の成田様が運営者としてや
っていただいてますが、本人のご事情もあり、今後の安定的、継続的な運営のため、後
継者を募集します。    
 サイトの運営業務は、コンテンツ作成や広告集め、HTMLや CSSといったプログラ
ミング言語によるデザイン、機能拡張プラグインの更新、検索エンジンからサイトに訪
れる人を増やし Web サイトの成果を向上させる方策、Web サイトでの集客というマ
ーケティング、情報収集（リサーチ）、アクセス解析、スパム対策、サイト停止と復旧
に伴う対応など多岐にわたります。 
 会員の皆様の中で応募を希望される方は令和 5 年 2 月末までに宮崎会長
（hiroshivegas777@gmail.com）又は成田様（shigerunarita@gmail.com）に連絡
ください。 
 応募される方には来年 3 月以降、サイトの運用方法などを成田様から教えていただ
き、しばらくの間、運用上の補佐をしていただくことになってます。 
  サイトのURLは次のとおりです。https:/ /hachigoren.com 

 
 
 
知念かおり六段の指導碁が終了    常任幹事 南 正一郎  

 11 月 27日、八碁連大会(二段以下)と同時開催で、第 16回指導碁を実施しました。 
参加していただいた皆様にはお礼申し上げます。随所に熱戦が繰り広げられ、指導碁始

日本棋院八碁連支部 
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って以来の中押勝ちの快挙のほか、数目余した方も何名かおられました。局後の適切な
ポイント解説に皆さん満足されたと思います。 
以下、参加者を記します。(敬称略) 
第 1R 三島敏明(浅川) 信江 峻(南大沢) 池田正三(大和田) 金本好正(石川)  
第 2R 矢作忠孝(大和田) 岸村 佐(浅川) 小西弥一(浅川) 田中哲朗(浅川)  
第 3R 山本数英(浅川) 扇谷裒功(南大沢) 赤松栄一郎(長房) 南正一郎(浅川) 
尚、知念かおり六段より感想文をいただきました
ので紹介致します。 
 
「第 32 回八碁連囲碁大会に今年もお招きいた

だきありがとうございました。今年で 3 回目、一
年ぶりに皆さんにお会いできることを楽しみにし
ていました。 
午前 10時から 4面打ちで 12名の皆さんと対局、どの碁も熱戦であっという間に時

間が過ぎました。お仲間の棋譜付けをしたり、静かに観戦して見守る姿も、ほのぼのと
していて嬉しくなりました。 
囲碁の対局もオンラインで繋がることができ、便利だなと思う反面、碁盤を挟んでの

対局は最高に楽しいなと改めて感じています。 
八王子の皆さんとのご縁に感謝! またお会いして対局できる機会を楽しみにしてい

ます。帰りは定番の? 高尾のお蕎麦を美味しくいただいて帰路につきました。」 
日本棋院六段  知念かおり 
 

 
 
 

今年、八碁連会員の中で傘寿（80 歳）を迎えられた方は 24 名で、三段以上大会及
び二段以下大会で会長からお祝いの言葉と記念品が贈呈されました。 
八碁連名簿を見ると、90歳以上の方も 8名ほどおられ、所属する同好会にもおられ

ますが、健康で碁もしっかり打てるし感心しています。先輩方に負けずにできるだけ永
く碁を続け、また碁の面白さを広めたいと思います。（M・I）    


