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栄区囲碁ファンにおくる囲碁情報紙

栄区囲碁普及会・栄区囲碁連盟・日本棋院横浜栄支部

金メダル貰ったよ！『第９回こどもとおとなの囲碁大会』
』 第９回を迎えた「こどもとおとなの囲碁大会」は、
あーすぷらざに場所を変え７月１５日（月・海の日）
盛大に開催されました。今回も鎌倉から多数子供
たちが元気に参加し、猛暑も弾き返す熱戦が繰り
広げられましたが、戦いが終わったあとは、あちらこ
ちらで友達の輪が広がっていました。
来賓の方々：尾仲区長、三間連盟会長、肥塚棋院支部長

〇A クラス（１～５級）

Ａクラス（４戦）全勝者
尾塚松寿 １級
福田良章 ５級

こども７人、おとな１７人
〇B クラス（６～１０級）

Ｂクラス（４戦）全勝者
谷山浩敏６級
諸星剛一８級
寺井秀介１０級 神野 香１０級

こども１２人、おとな７人

会場は、99 名（こども 58 名）で熱気むんむん

鎌倉からもぞくぞく参加！

尾塚松寿君（西鎌倉囲碁教室 小学
６年）と廣田裕介君（豊田日曜教室
小学６年）が、神奈川新聞の立ち会
いで対局しました。この対局に勝利
を収めた尾塚君（右）は、見事全勝
で初段が認定されました。さらに、
後日２人の熱戦棋譜が神奈川新聞
別室では保護者への特別授業も！
に掲載されました。
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『第９回こどもとおとなの囲碁大会』＜Ｃ、Ｄクラス、初級クラス＞
C クラス（11～18 級）
こども 14 人おとな 5 人

Ｃクラス
（４戦）全勝者
能見 智人 10 級
能見康太郎 17 級

D クラス（19～25 級）
こども 13 人、おとな 8 人

Ｄクラス
（６戦）全勝者
宮本弘一 25 級
辻本一樹 25 級

入門クラス
こども 12 人、おとな 4 人

囲碁普及会・青井実行委員長の指
導の下４０名を超すインストラク
ターが各クラスに分かれ運営に当
たり、こどもにもおとなにも大変
楽しい１日となった。

豊田小学校 図工室に
１～４年生のこどもた
ちが２４名あつまり、普
及会からインストラク
ター１７名が参加した。
入門講座と対局指導
を受けたこどもたちは、
仕上げに３チームに別
れ「連碁」を楽しんだ。
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金子先生：『子供たちが大変面白く、楽しか
ったと言っていました。特に連碁の盛り上が
りは最高でした。ありがとうございました』

日本棋院横浜栄支部

段級位認定大会・囲碁教室開催

6 月 30 日（日）アースプラザで開催され日本棋院

囲碁普及会も入門教室等にインストラクター陣

横浜栄支部主催の段級位認定大会及び同時開催の

が協力参加した。プロ棋士の指導碁、大盤解説等

囲碁入門教室は棋院から黒瀧正憲七段及び金艶四

もあり囲碁フアンの満足のいく一日だったよう

段を迎え 100 人を超す参加者のもと開催された。

だ。

◆ 金艶プロ棋士の親子囲碁教室

◆ 第 11 回段級位認定会成績
第 11 回認定会は 50 名の参加者を迎え開催された。

１７名が参加、金艶プロ棋士の講義を受け

〇二段位認定
〇初段位認定

た。全員で連碁を楽しんだあと、修了証が

椿實 高田義人
荒井久男 三室勉
橋本勝 田口進

授与された。

◆ 「上達する秘訣は」の問いに
本中初級教室の移動教室となった黒瀧プロ棋士の講座
の中で、受講生からの「囲碁の上達する秘訣は・・」の質
問に答えて、「詰碁と棋譜と数です」と、
１ 詰碁を解きましょう
自分の棋力より下の詰碁集
を 1 冊丸暗記するほどに

◆ プロ棋士や高段者・指導碁に協力

繰り返し解いてください
２ 棋譜をならべてみよう
プロ棋士や高段者の棋譜を
繰り返し並べてください
３ 数多く碁を打ちましょう

黒瀧・七段

受講生の中から教えを守り、上達する受講生が数多く
出ることを黒瀧棋士も望んでいることでしょう。

速報

秋の区民囲碁大会

９月７日

公会堂で開催された区民囲碁大会は、１００余名
の参加者を迎え、開催された。 A クラスではベテ
ラン陣を抑え若き精鋭が上位を占めた。
優勝者
優勝
優勝
優勝

A クラス
B クラス
C クラス
D クラス

計良将禎・五段
原田 宏・二段
権正 茂・初段
鈴木 仁・２級
計良・五段
３

栄区囲碁連盟会長・三間氏にバトンタッチ
2013 栄区囲碁連盟総会開催 （6 月 15 日・栄公会堂）
2 年毎に行われる連盟総会が約 80 名の会員参加のもと開
催された。過去 2 年間の活動報告、会計報告が行われ新年度
事業計画においては年間 5 大会の実施と市大会への代表者
派遣等の提案があり了承された。 また役員改選では 2 期 4
年間の会長職にあった久保発喜氏が退任し三間修司氏を選
出した。その他栗林武麿、鈴木武弘氏等 3 氏が退任、新たに
久保・前会長

三間・新会長

佐藤尚司、込山光男、藤田剛氏を選出した。

熱き戦い・連盟会員囲碁大会開催

◆ 入賞者
A クラス 野口・六段 田中・六段 樋口・五段

連盟総会後、会員相互の友好を深める囲碁大会が
開催され、90 余名の参加をみる盛況だった。
大会は各クラスのベテランに対抗し若き打ち手も台
頭し、栄区の囲碁界に期待を持たせる大会となった。
クラス別 3 回戦を行い、全勝者が表彰された。

松村・五段
B クラス 木村・三段 杉田・三段 株木・二段
興野・二段
C クラス 村上・初段 瀬間・初段 小谷・４級

◆ 栄区秋の囲碁プログラム
第 1 回栄ペア碁大会開催
9 月 16 日（祝） 地球市民かながわプラザ
日本棋院横浜栄支部主催
全勝チームは県親善ペア碁大会に招待
秋の芸術祭囲碁まつり

◆ 栄区囲碁短信

11 月 4 日（祝） 栄公会堂（栄文化協会主催）

タッチパネルによる紹介開始

個人戦 3 回戦、プロ棋士を招聘し、大盤解説、指導

栄区囲碁普及会及び栄区囲碁連盟を紹介す

碁等の行事。（10 級以下の級位者参加も可）

る資料が整い、9 月から本郷地区センターで
公開を開始した。
川名氏・初段位獲得
今期第 1 回上達コース認定会（5 月 25 日）
において川名敏靖氏（上郷金教室）が初段
位を獲得した。

ユー・ホー六段

井澤秋乃四段

日本棋院段級位認定大会・親子囲碁教室

本中初級教室・耐震工事のため移動

日本棋院横浜栄支部・主催

夏休み期間中、耐震工事のため使用ができな

12 月 23 日（祝） 地球市民かながわプラザ

かった本郷中学校のミーティングルームの

プロ棋士の囲碁教室、指導碁等も並行実施される。

工事のめどが付き 9 月下旬から使用予定。
【編集後記】例年にない暑い夏でしたが囲碁を通し良
い出会いが関係者の熱い思いで沢山創られました。
迎える秋にも多くの行事が控えています、稔り多き
時にしたいものです。

◆編集委員：牧野博、道休俊和、臼井道雄、橋本侃、
山中正巳,佐藤中勇、興野富男、小田武史、
谷淵邦彦
◆発 行 者：杉浦次利（栄区囲碁普及会々長）
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