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 川口の話 
              川口囲碁同好会 荒畑 昭一 
川口と言う地名は、古く、平安中期ごろから、「川口郷」と呼ばれていたことに始ま
ると郷土史に書かれている。 
その後、明治５年、それまで神奈川県南多摩郡川口村として、楢原、犬目、下川口、
上川口、山入（いまの美山）の 5 ケ村が統一されていたが、明治２６年、神奈川県に
属していたものから、東京府に編入されたと言う。 
昭和３０年に八王子市と合併し、川口地区は、「八王子市川口町」となった。 
川口町は、秋川街道に沿って、五日市の入り口まで、並走する「川口川」（今熊山が
源流）と共に、概ね８㎞の細長い町である。 
 この地区は、古くから文化圏として栄えていた事を示す、土器、集落跡、多くの石仏
等があり、古くは、江戸時代のものからであるといい、歴史を感じさせる。 
八王子城落城によって、徳川の治政下に置かれた人々は、土質から桑の栽培に適して
いたこの地で、これに取り組み、織物産業として発展させたという。 
話が変わるが、活きいき大会で「川口やまゆり館」に来るには、八王子駅方面からは、

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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バス停「川口やまゆり館前」で下車するが、秋川
街道沿いの、もう一つ先のバス停に「桜株」があ
る。昭和の初期には、大きな桜が花をさかせてい
る写真が今も残っている。 
ここから下に外れた、旧街道の路傍に「６基の
石仏」が存在する（写真左）。 
既に「地蔵」の首は、折れてなく、文字も読めな
い、誰かが、病気回復や、天変地変から身を守る
ため、祈りをこめて造立したものであろう。 

数百年も立ち続けているかもしれないが、今も、人知れず、それぞれに花が手向けられ
ている。地元では、昔、この辺りには、山賊が出たとか、処刑場があったとか、物騒な
うわさが飛び交う。街道もこのあたりからカーブしているためか、交通事故がよく起き
る。昨年も大きな事故があったばかり、警察もやっと動いて、信号機の移動など、対策
に乗り出した。 
 この辺りに、仏様の、何か怒りにふれた災いがなければいいが、といつも思っている。 
６基の石仏に私も思わず合掌する。 
 
  

第 10 回理事会(    第11回理事会 
 
 

・日時 ：令和 5年 1月 28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）、南（オブザーバー） 
    
会長報告 
(1) 令和 5 年度総会は、3 月 12 日、大横保健福祉センター（第 5 会議室）、午前中で
開催決定。 

(2)活きいき大会は、各同好会へ大会日程の確認を依頼中。浅川は 4月 9日予定。 
子ども囲碁大会を 9月に東浅川保健福祉センターで予定したい。 
各理事へ総会資料作成の分担をメールで送付。 
(3)八碁連 HP の運営や名義変更について、2 月末までに決定。現段階では候補者がい
ない状況。 
(2) 東浅川保健福祉センターの囲碁用具の移動は、浅川市民センターで一時保管後、活 

理事会議事録（抄） 
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きいき大会での持ち回りで対応し、囲碁用具の不足は各同好会で対応。 
 
各理事報告 
副会長（池田） 
・2月 5日予定のタイトル大会実施要領について、参加人数、役割分担等の変更につい
て別途資料のとおり。 

・来年度の多摩地区 28市町対抗囲碁団体戦について、事務局からのチーム構成案につ
いて、別途資料で回答。 

・会員募集について、2月中に八王子広報への掲載依頼すること、及び募集チラシを作
成し、各同好会で確認後、各市民センター等で掲載することを予定。 
競技担当（森田） 
・2月 5日予定のタイトル大会について、別途資料のレイアウト案とする。 
 参加者は、名人戦、王座戦、及び天狗戦とも 17名で合計 51人の予定。 
会場担当（多田） 
・4月 22日予定の理事会は、大横保健福祉センター第 1会議室、午前で確保済み。 
会計担当（金本） 
・研修部を本部の会計と切り離す取り扱いについて、担当者と協議中で、今後、研修部
内で調整予定。初心者教室は、責任者の意向により従来通りとする。 
・今年度決算は、2月 15日締めとなっており、経費の精算を早めに提出のこと。 
 これ以降の経費は、新年度予算で支払い。会計監査は 2月 19日予定。 
 
議案討議事項 
１ 棋聖大会の見直しについて 

現在、来年度に向け計画案を検討中。来年度の事業計画で提示することで決定。 
 
２ 東浅川保健福祉センターの囲碁用具の移動について 

オブザーバーの南氏（浅川）から現在の保管用具及び移動案について別途資料で説 
明。不要なものは処分し、必要なものは、宮崎会長、浅川同好会の三島会長と南氏の
協力を得て、一時保管していただくことで決定。（活きいき大会では従来通り恩方同
好会の保管用具の持ち回りとする） 

 
３ ホームページの運営について 

今後の検討のため、運営責任者成田氏から業務内容、契約内容等を聞いた上で対 
応することで決定。2月の理事会に成田氏への出席を要請。 
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４ その他 
(1)東浅川保健福祉センターの会場使用について、資料（令和 4年 12月）によると、
4階（通常の大会会場）は、8月から使用できるが、3階（囲碁用具保管）は、来年
1月からしか使用できない状況。 

  8 月以降の大会は、囲碁用具の運搬が課題となり、4階倉庫での保管の可能性も含
め今後検討する。 
 (2)八王子文化連盟の竹内理事が辞任したいとの意向であり、後任を選定する必要が
ある。今後、竹内理事から業務内容等を聞いた上で検討する。 
(3)女性大会の参加費については、規約上規定がないので、何らかの対応が必要と考 
えられるので今後検討する。 
(4)2 月予定のタイトル大会及び女性大会の会場が恩方及び大和田同好会で開催され
ることから、両同好会へ協力金として 5千円を支払うことで決定。 

 
第 28回タイトル囲碁大会結果報告 

 
・日時：令和５年２月５日（日） 
・場所：恩方市民センター 
東浅川保健福祉センターが改修工事
中のため使用できず、恩方囲碁同好会の
協力を得て、市民センターで開催され、
各同好会から選抜された精鋭が熱い戦
いを繰り広げました。 
 
大会成績 
 名人戦 17 名   優勝 金本 好正 石川／七段→八段 
     準優勝 若穂囲 廣志 川口／七段 三位 岩田 太平 浅川／六段 
 王座戦 16 名   優勝 三島 敏明 浅川／七段   
     準優勝 井上 栄次郎 中野／七段 三位 高橋 靖夫 恩方／三段 
 天狗戦 17 名   優勝 藤森 力 恩方／七段  
    準優勝 矢作 忠孝 大和田／五段 三位 浮邉 廣行 南大沢／四段 
 
 
 

対局風景	
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◆第２回女性囲碁大会結果報告 
 
・日時：令和５年２月１９日（日） 
・場所：大和田市民センター 
 第 2 回となる女性囲碁大会が大和田囲碁
同好会の協力を得て、市民センターで開催
され、会員以外に一般の方（小中学生 2 名
含む）も 11名参加、華やかな雰囲気の中で
厳しい戦いが見られました。 
 
大会成績 
   18 名  優勝 久富 純子 一般／2級→1級 
    準優勝 鹿野 莉紗子 一般／三段  三位 多田 泰子 恩方／4級→3級 
   上記以外の昇級者（本大会の昇級基準による） 
    吾妻 富子 恩方／5級→4級   山下 伊織 一般／17級→16級 
 

 
       

 
★第31回活きいき大会の案内 
4 月には、浅川大会及び恩方大会が開催されます。多数の参加をお待ちしてます。マ
スク着用で参加お願いします。なお、コロナまん延の場合は中止する場合もあります。 
 
【浅川大会】               
・開催日：令和５年４月９日（日） 
・受  付：午前９時 10分～、９時 30分開始予定 
・会  場：横山南市民センター ℡ 666-0031 
・参加費：会員 1,000 円、非会員 1,200 円 （弁当付き） 
・申込先：各囲碁同好会長→浅川囲碁同好会長 三島敏明 
      メール toshi15mishima@kta.biglobe.ne.jp          
        （Fax でも可  042-657-3447） 
・ 申込期限：令和５年３月 19日(日) 欠席等の変更は事前にご連絡ください。 
 

	 	 	 	 	 	 開会式	 	

お知らせ 
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【恩方大会】               
・開催日：令和５年４月 23日（日） 
・受  付：午前９時 10分～、９時 30分開始予定 
・会  場：恩方市民センター ℡ 652-3333 
・参加費：会員 1,000 円、非会員 1,200 円 （弁当付き） 
・申込先：各囲碁同好会長→恩方囲碁同好会長 藤森力 
      メール chikara.f306@jcom.zaq.ne.jp        
・申込期限：令和５年４月９日(日) 欠席等の変更は事前にご連絡ください。 
 

★令和５年度八碁連定例総会  
 
・開催日：令和５年３月 12日（日） ９：30～12：00 
・場  所：大横保健福祉センター（第５会議室）  
  ・出席者：各同好会長及び他 1名、相談役、業務委嘱者、新旧理事等  
・議  題：令和４年度事業報告、令和４年度決算報告、令和５年度事業計画案、  

     令和５年度予算案、令和５年度役員の紹介等 
     ※総会資料は、追って郵送等でお届けします。         

 
 
 

 最近、所属する同好会で男性の方 1 人が新たに加入されました。久しぶりの新人で
年々会員が減少する中、大変ありがたいことです。 
 新型コロナの感染拡大による緊急事態宣言で市民センターが使用できない時期があ
り、解除になった直後、例会参加者が半分近く減り、現在でもそれほど状況が変わらず、
コロナが収まっても会員が戻るのか心配です。 
このような中で新規会員の獲得は重要な課題であり、八碁連としても、募集のチラシ
を作成し、各センターに掲示をお願いしたり、八王子市広報に会員募集の掲載依頼の取
り組みを行っているところです。 
 当同好会では、数年前から秋のセンター祭りの際に、囲碁コーナーを設置し、大人、
子供含め囲碁体験など行っていました。その際に囲碁を始めたいという人が数人いまし
た。コロナ禍でこの祭りも２年休止ですが、やはり、人と人が生身で接することが相手
からの共感を呼び、また思いが伝わると痛感しました。今年は囲碁コーナーも復活し、
新しい仲間が増えることを期待しています。（M・I）  


