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栄区囲碁普及会のページにようこそ！ 
 

 

 

 

 

 

本会の主な活動： 

○入門から初段を目指す人たちへの囲碁教室(８教室)の運営 

（本郷・豊田・上郷の３地区センター、本郷中学校） 

○学童保育現場や小学校クラブ活動を通して教育現場への囲碁普及活動 

（栄区１０小学校と港南区１小学校で実施中） 

○級位認定会（入門・初級コース：年 5回、 上達コース：年 4 回） 

〇栄こどもとおとなの囲碁大会を通して他地域との学童交流の提供 

〇地域公共機関と連携して入門囲碁教室への講師派遣 

 （栄公会堂、本郷・豊田・上郷の３地区センター、飯島コミュニティハウス） 
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ＨＰ（ホームページ）を開設しました。アドレス：≪ http://www.igosakae.jp≫ 

 

栄区囲碁普及会は、囲碁普及活動を通し栄区の文化活動の一翼を担うことを目的に、平成

13(2001)年に設立したボランティア団体です。現在所属するインストラクターは 120 余名、 
毎年受講する生徒数も 160 名を超え、教えかつ学ぶことを共に楽しんでいます。 
 
 

[更新日：平成 30年 5月 26 日] 

私ども囲碁普及会は、高段者、級位者を問わず教えることに興味、情

熱をお持ちの方、囲碁を学びたいと思っている方々に、常に門戸を開い

ています。 
皆様の参加を歓迎し、お待ちしています。 

平成 30年 5 月吉日  栄区囲碁普及会々長 三箇 豊 
 
 



 

 

 

 

コース・種別 教室名 場所 

 
① 本中日曜 本郷中学校（ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ） 

入門・初級コース（12 ｹ月） ② 豊田日曜 豊田地区センター 

（入門及び 11級以下の方） ③ 上郷日曜 上郷地区センター 

 ④ 本郷水曜 本郷地区センター 

上達コース（12 ｹ月） ⑤ 本郷土曜 本郷地区センター 

（10級以上で初段を目指す方） ⑥ 本郷日曜 本郷地区センター 

 
⑦ 豊田水曜 豊田地区センター 

 

 
⑧ 上郷金曜 上郷地区センター 

 

  

 
  

   

   

 

栄区囲碁普及会「８教室」の内容と場所 

＜栄区囲碁普及会 頁２＞  

上郷地区センター 豊田地区センター 本郷地区センター 本郷中学校 

[更新日：平成 30年 5月 26日] 

 



第 20 期生（H30 年度） 募集中 
＝ 随時入会を受け付けています（若干名） ＝ 

期 間 入門・初級コース ： Ｈ30年４月～Ｈ31年３月 （日曜日、全４５回の予定） 

上 達 コ ー ス ： Ｈ30年４月～Ｈ31年３月 （各曜日、全４８回の予定） 

         講義時間は各教室 ９時 00分～１１時 45分です。 

 

受講料 入門・初級コース ： おとな 1 ｹ月６００円、こども 1 ｹ月２００円（テキスト代別） 

      上  達  コ ー ス ： おとな 1 ｹ月６００円、こども 1 ｹ月２００円（テキスト代別） 

                     【会費 1年分前納、途中入室の場合は、申込時により月割計算します】 

 

  教室はカリキュラムに沿って運営されるほか、対局ﾏﾅｰなどについても重視していますのでその旨ご承知おき下さい。 

講師陣は公認囲碁普及指導員を含め、総勢 100人を超えるインストラクターが当たります。 

申込は、随時受け付けていますので、氏名及び棋力・学年・年齢・電話・住所を記入し、FAXしてください。 

〇講座の一環として、各種イベント（大会、プロ棋士による親子教室等）には、教室に優先して参加します。 

〇教室以外のイベント参加には、参加費、交通費など別途費用が必要です。 

〇お気軽にお問合せ下さい。（問合せ先は個人宅です、１０:００～１９:００までにお願いします） 

[ 電 話 の 場 合 ]：栄区囲碁普及会 本間 勲弘 TEL：045-892-5591 

[ファックスの場合]： 同 上 
 

（栄区囲碁普及会ホームページからも申し込めます：http://www.igosakae.jp） 

   

 

ちびっ子 

女性 

大歓迎！ 
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[更新日：平成 30年 5月 26日] 
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各教室の紹介と講義風景＜入門・初級コース＞ 
 

 
【豊田日曜教室】 

“懇切丁寧” 

２０期は、受講生３０名に

７名のインストラクターが

講座、実戦（対局）指導など

に頑張っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上郷日曜教室】 
常に碁盤と対峙” 

２０期は、受講生２３名に

１３名のインストラクター

が講座、実戦（対局）指導

などに頑張っています。 
 

 

 

【本中日曜教室】 
“自由な発想” 

２０期は、受講生２２名に

８名のインストラクターが

講座、実戦（対局）指導な

どに頑張っています。 
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＞ 

[更新日：平成 30年 5月 26日] 

   

今岡チーフ 
岡田チーフ 岸川チーフ 

インストラクター インストラクター インストラクター 
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各教室の紹介と講義風景＜上達コース＞ 

 【本郷水曜教室】 
“和気あいあいとした楽しい教室” 

２０期は、受講生１９名に

１６名のインストラクター

が講座、実戦（対局）指導

などに頑張っています。 

 

 

【本郷土曜教室】 
“楽しく学べる” 

２０期は、受講生２７名に

１６名のインストラクター

が講座、実戦（対局）指導

などに頑張っています。 
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【本郷日曜教室】 
“楽しく学んで強くなる” 

２０期は、受講生１８名に

１１名のインストラクター

が講座、実戦（対局）指導

などに頑張っています。 
 

 

杉田チーフ 

インストラクター 

中村チーフ 

インストラクター インストラクター 

小田チーフ 
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各教室の紹介と講義風景＜上達コース＞ 

 【豊田水曜教室】 
“伸び伸びと楽しく打つ” 

２０期は、受講生１１名に

１３名のインストラクター

が講座、実戦（対局）指導

などに頑張っています。 

 

 

 

【上郷金曜教室】 
“充実のマンツーマン”“楽しく” 

２０期は、受講生１7名に 

３４名のインストラクター 

が講座、実戦（対局）指導 

などに頑張っています。 

 

＜栄区囲碁普及会 頁５-②＞ [更新日：平成 30 年 5 月 26 日] 

囲碁の楽しさを皆さんと！ 
 

栄区囲碁普及会は、NHKＥ

テレの「囲碁フォーカス」で

全国的にも稀な級位者を対象

者とする普及活動が紹介さ

れ、また、日本棋院より長年

にわたり地域の囲碁普及に尽

力しているとして、感謝状が

授与されました。 

囲碁を初めて学ぶ方から級

位者の方を対象に、全８教室

でお子さんからシニアの方ま

で初段取得を目指し、丁寧な

授業・対局指導を楽しみなが

ら理解し、自分のものにでき

るよう取り組んでおります。 

囲碁は集中力が身につき、

創造力を育み発想が豊かにな

る頭脳ゲームです。 

 

 

 

 

 

 

 

インストラクター インストラクター 

北島チーフ 
青井チーフ 



4月 1日（日）第 20期入門・初級コース開講式（本郷地区センター） 

4月 7日（土）第 20期上達コース開講式（本郷地区センター） 

4月 15日（日）県本部「囲碁まつり」段位・級位者認定（＊１２） 
                         （横浜宇宙棋院） 

5月 19,20日（土、日）本郷地区センターまつり「囲碁コーナー」 
                     （本郷地区センター） 

5月 19日（土）栄区囲碁普及会 総会（本郷中学校） 

5月 26日（土）第 72回上達コース認定会（本郷地区センター） 

5月 27日（日）20期第１回入門・初級コース認定会 
（本郷地区センター及び本郷中学校） 

6月 3日（日）第 21回日本棋院認定会（＊1）（あーすぷらざ） 

6月 10日（日）栄区囲碁連盟会員囲碁大会（＊４）（あーすぷらざ） 

6月 17日（日）第 9回横浜市囲碁級位認定会（＊２） 

7月 16日（月・祝）第 14回「栄こどもとおとなの囲碁大会」 
          （あーすぷらざ） 

7月 23,24日（月、火）本郷地区センター夏休み親子囲碁教室 
（本郷地区センター）（＊９） 

7月 26日（木）上郷地区センター夏休み親子囲碁教室（第 1回目） 
（上郷地区センター）（＊９） 

8月 2、3日（木、金）豊田地区センター夏休み親子囲碁教室 
 （豊田地区センター）（＊９） 

8月 9日（木）上郷地区センター夏休み親子囲碁教室（第 2回目） 
（上郷地区センター）（＊９） 

8 月 21 日（火）豊田小「はまっ子」夏休み囲碁教室（＊３）（豊田小） 

8月 25日（土）第 73回上達コース認定会（本郷地区センター） 

9月 2日（日）栄区民秋季囲碁大会（＊４）（栄公会堂） 

9月 8,9日（土、日）上郷地区センターまつり 囲碁コーナー 
（上郷地区センター） 

9月 16日（日）囲碁フェスタ（＊５）（あーすぷらざ） 

9月 30日（日）20期第 2回入門・初級コース認定会 
（本郷地区センター及び本郷中学校） 

10月 6,7日（土、日） 豊田地区センターまつり 囲碁コーナー 
       （豊田地区センター） 

11月 7日（水） 楽碁会三部会合同囲碁大会（＊１０）  
（本郷地区センター） 

11月 8日（木） ３世代交流会・囲碁教室（横浜栄高校）（＊７） 

11月 11日（日） 秋の芸術祭「囲碁まつり」（＊６） 
（榮公会堂・本郷地区センター） 

11月 17日（土） 本郷小ふれあいフェスティバル「囲碁教室」 
（本郷小学校） 

11月 17日（土） 第 74回上達コース認定会（本郷地区センター） 

11月 25日（日） 20期第 3回入門・初級コース認定会 
             （本郷地区センター及び本郷中学校） 

12月 23日（日）第 22回日本棋院認定会（＊１）（あーすぷらざ） 

1月 20日（日）予定 第 12回地域交流囲碁大会（＊４） 
（あーすぷらざ） 

1月 27日（日）20期第 4回入門・初級認定会（前回と同じ） 

2月 未定    第 11回鎌倉子供囲碁大会（＊８）（鎌倉 光明寺） 

3月 2日（土）第 75回上達コース認定会（本郷地区センター） 

3月 10日（日）20期第 5回入門・初級コース認定会（前回と同じ） 

3月 10日（日）春の文化祭「栄区民囲碁大会」（＊６）（栄公会堂） 

3月 15日（金）栄区シニア連合「囲碁・将棋大会」（＊１１） 
（栄公会堂） 

3月 23日（土）第 20期上達コース修了式（本郷地区センター） 

 3月 24日（日）第 20期入門・上達コース修了式（本郷地区センター） 

 ＊1 日本棋院横浜栄支部主催  
＊2栄区囲碁連盟からの要請により栄区囲碁普及会が参加  
＊3豊田小学校「はまっ子」主催  ＊4栄区囲碁連盟主催 

 ＊5 日本棋院横浜栄支部と栄区囲碁普及会の共催  
＊6栄区文化協会主催、栄区囲碁連盟主管、栄区囲碁普及会協力 
＊7横浜栄高校主催  ＊8 鎌倉子供囲碁大会実行委員会、鎌倉市後援  
＊9各地区センター主催、栄区囲碁普及会後援  
＊10楽碁会主催 ＊11栄区シニア連合主催 ＊12日本棋院神奈川県本部主催 

2018(H30)年度 栄区囲碁普及会『囲碁カレンダー』（2018 年 4 月～2019 年 3 月） 

＜栄区囲碁普及会 頁６＞ 

お願い 開催日及び会場は変更になる場合があります。事前に栄区囲碁

普及会ホームページ、他の広報などで確認願います。 
 
 

2018.5.26更新 


