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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

益々元気・百歳にして囲碁を楽しむ！
◆ 新春にあたり

◆ ライバル高橋さんは 95 才

本郷楽碁会のメンバーの一人

である石田一夫氏を紹介したい。石田さんは本年

石田さんと囲碁を通し

１月百歳の誕生日を迎えられた。土曜日の例会に

はぐくみ楽しんでいるの高

は子息の石田郁夫さんと参加し、囲碁を楽しんで

橋清二段(95 才)である。

いる。又ライバルの高橋清

高橋さんは昨年までプロの

二段（95 才）を週に一度自

囲碁講座にも通い、90 才を

宅に招きコーヒーを飲みなが

過ぎてから初段位、二段位

ら囲碁と語らいで時を過ごす。

を取得した囲碁愛好家、努

「高橋さんとの囲碁の対局

力家である。

はいつも楽しいです」と語る。

「囲碁を通じ、多くの人と出会い人生が豊

石田一夫氏

かになった。囲碁をやってて良かった。」

◆ 石田さん は現役時代、小樽市役所に勤務、40

高橋清二段

才の頃日本棋院の初段位を取得している。また趣

◆

楽碁会本郷部会・北原代表幹事は

味も幅広く、テニスや謡い等を楽しみ充実した日

「石田さんは毎週元気に例

々を過ごされたとの事。定年後は民間企業に再就

会に参加され 2、３局打たれ

職、その後、子息・郁夫さんの仕事の関係で名古

お帰りになりますが、始める

屋そして横浜市栄区に居を移し、今日に至る。

時の挨拶から終局時の挨拶

◆

碁会所を探し 子息・郁夫氏は父親が囲碁を

まで若手（石田さんにとって
北原代表幹事

寛いで打てる環境を探して大船地区や栄区内を調
べ、諸条件を考え友人の紹介あった楽碁会に入会。

は子供のようなもの）の良き
お手本です」と話す。

◆ かく歳を重ねたい

本人もまた父親と囲碁を打ちたいと囲碁普及会の
運営する囲碁入門教室で学び

取材の為、お二人が囲碁を楽しんでいる席

始め現在 10 級の腕前まで上

に同席させて頂き、お二人と対局させて頂き

達、活動している。

ました。ご両人とも気風の良い攻めの碁で穏

「父と対等にまずは囲碁を打

かな笑顔での対戦でした。父を思う子息のも

てることが目標」と

とで碁を打つ。私もかく歳を取りたいものと
思いつつ席を立ちました。

石田郁夫氏
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（記者）

日本棋院・横浜栄支部 囲碁の祭典開催（12 月 23 日）
段級位認定大会・親子囲碁教室・プロ棋士指導碁
釼持 丈 八段

第 14 回段級位認定大会

新海 洋子 六段

今回も子供から大人まで 52 名が段級位認定に挑
戦、18 名が昇段、昇級を果たした。
段位認定者

釼持、新海両プロ棋士を迎え日本棋院横浜栄支部主
催で 12 月 23 日（祝）あーすぷらざで開催された。
年末のこのイベントに 150 名を超す囲碁フアンが集
結し、終日囲碁の面白さを楽しんだ。又、栄区囲碁普
及会、楽碁会のメンバー40 名余がボランティアで大
会を支えた。

二段
初段

福永良之
廣本陽子
北島耕一

小西貞人
斉藤次男

東寛二郎
佐藤俊夫

段級位認定大会選抜大盤解説
熱戦を繰り広げた大会の対局から２局を取上げ、
釼持、新海両プロがそれぞれ大盤解説を行った。両
会場にはともに 50 名以上の聴衆が集まり、ユーモ
アを交えポイントを突いた解説に聞き惚れていた。
また指導碁を両棋士から 20 余名が受け善戦、冷や
汗を流した。

新海洋子プロ棋士親子囲碁教室
小学生と保護者等 30 余名
が参加の囲碁教室は囲碁の
知識のない入門者と 13 路盤で打てる程度の初級
クラスの 2 部構成で実施さ
れた。分かりやすく丁寧な
運びに参加者、手伝いのイン
ストラクター等から好評を博
した。

和気あいあい！ 第 2 回栄ペア碁大会（9 月 15 日）
● 日本棋院横浜栄支部主催の第 2 回栄区ペア碁
大会は 9 月 15 日あーすぷらざにて開催された。
男女ペア―、囲碁教室の師弟ペア―など 24 組の
ペア―が３ブロックに分
かれ対戦、女性や児童の
参加も多く、和気あいあ
いの大会となった。又、
日本棋院 90 周年記念行
事として井口豊秀八段
棋士が派遣され、指導碁、
大盤解説が行われ大会を
盛り上げた。
井口 豊秀八段

入賞チームのなか、囲

成績 優勝
A グループ 廣本陽子・青井茂樹ぺア
B グループ 中島裕介・臼井道雄ペア
C グループ 能見康太朗・三間修司ペア
特別賞 ジョンソン紗希・道休俊和ペア
増渕節子・山中正巳ペア

中島・臼井ペア

碁教室の師弟ペアが息
の合ったところをみせ
活躍、3 ペアが入賞の
大活躍！

廣本・青井ペア

能見・三間ペア

後日行われた、県大会には 10 組のペアが栄区から
参加、健闘した。

ジョンソン・道休ペア
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増渕・山中ペア

秋の芸術祭「囲碁まつり」11 月 3 日・栄公会堂
栄区文化協会が毎年秋に栄区役所と共催で開催
する栄区民芸術祭に、栄区囲碁連盟が栄区囲碁普及
会と協力して「囲碁まつり」を開催した。
今年も１１月３日（月・祝）栄公会堂に、日本棋
院より熊丰（ユウホウ）六段、関西棋院より出口万
里子初段を招聘し、楽しい１日となった。

熊（ユウ）六段

出口初段

〇個人戦（３回戦）はハンデ戦で、総勢１３９名が、
Ａクラス:三段以上、Ｂクラス:二段、Ｃクラス:初段、
Ｄクラス:１-８級、Ｅクラス:９-１８級に分かれ戦
い、全勝者は以下の通り。
Ａクラス：肥塚六段、重光六段、新藤四段、荒井三段
Ｂクラス：亀井二段、高橋二段、福光二段
Ｃクラス：長嶋初段、二村初段、梶井初段、三浦初段
Ｄクラス：大橋１級、村上２級、吉田４級、加藤８級
Ｅクラス：柴田 11 級、荒木 11 級、加納 15 級

〇熊ホウ六段・出口初段による大盤解説と指導碁
大盤解説は、Ａクラス
から全勝（２勝）者同
士の１局を解説し多く
のフアンを喜ばせた。
指導碁は５面打ちを２回（計１０名）打って頂き、
貴重な体験に皆大満足であった。

両プロも激励に！

一手クイズも人気

〇Ｅクラス：１９路盤（9-18 級）参加・１３名

〇初級クラス：１３路盤（19-25 級）参加・８名

〇初級クラス：９路盤（30-40 級）参加・１０名

‘14 栄区民秋季囲碁大会
主催・栄区囲碁連盟、後援・栄区、協力・栄区囲
碁普及会にて 9 月 6 日・栄公会堂に 102 名が集い、
４クラスのハンデ戦、4 回戦を戦った。
Ａクラス（三段以上）
：優勝・井上宏三段
準優勝・安積隆司五段、三位・片山卓五段
Ｂクラス（二段）：優勝・三箇豊二段、準優勝・福
光明夫二段、三位・村上信男二段
Ｃクラス（初段）
：優勝・松屋優雄初段
準優勝・小野薫初段、三位・鈴木俊雄初段
Ｄクラス（1-8 級）
：優勝・加藤加代子 8 級
準優勝・近藤昌之 1 級、三位・甲斐寿子 2 級
Ａクラス優勝・井上三段

D クラス優勝・加藤 8 級

C クラス準優勝・小野初段

【囲碁短信】
〇第 127 回横浜市囲碁連盟対抗戦（11 月 2 日）
6 人編成による団体戦。栄区からは安積隆司五
段、片山卓五段、井上宏三段、三箇豊二段、近藤
昌之 1 級、加藤加代子 8 級が参加し 13 位でしたが
三箇二段が 4 戦全勝で気を吐いた。
〇第 4 回横浜市囲碁段位戦（11 月 16 日）
栄区より井汲敏四段、成田直輝三段、村上信男
二段、小野薫初段が参戦し、二段戦（18 名参加）
で見事村上二段が 4 戦全勝で優勝した。
〇学校便り
笠間小学校・クラブ活動が普及会インストラク
ターの努力で再開された。初回は 18 人の生徒が集
まり囲碁、
オセロなど
楽しんだ。
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『絆深まる！』第 8 回栄区地域交流囲碁大会
栄区囲碁界は、今年も地域交流囲碁大会で
幕を開けた。1 月 12 日（月・祝）あーすぷら
ざに 150 名余が集結し、新春の 1 日を満喫し
た。24 チーム（5 人編成）が＜Ａブロック＞
と＜Ｂブロック＞の各 12 チームに分かれ、各
4 局の対戦で優勝を目指した。
＜Ａブロック＞
優勝
本郷台囲碁クラブＦ
準優勝
上郷金
第三位
棋楽会Ａチーム
敢闘賞
湘南桂台囲碁愛好会Ａ
９
他の参加チーム（順不同）：〇大船パークタウ

新春に相応しく華やかさに溢れた会場

Ａブロック優勝 ⇒
本郷台囲碁クラブＦ
（三間会長を囲んで）

ン囲碁クラブ〇栄碁クラブＡ〇尾月自治会囲
碁クラブ〇上之町囲碁クラブ〇いの山プラチ
ナ会囲碁クラブＢ〇楽碁会本郷部会Ａ〇東武
本郷台囲碁愛好会〇湘南ハイツみどり会

優勝
準優勝
第三位
敢闘賞

＜Ｂ＞ブロック
棋楽会Ｂチーム
本郷台囲碁クラブＭ
緑石会
楽碁会・本郷部会Ｂ

（栄区囲碁連盟）

準優勝・上郷金

第三位・棋楽会Ａチーム

Ｂブロック優勝 ⇒
棋楽会Ｂチーム
（三間会長を囲んで）

他の参加チーム（順不同）：〇湘南桂台囲碁愛
好会Ｂ〇野七里囲碁クラブ〇桂台自治会囲碁
クラブ〇いの山プラチナ会囲碁クラブＡ〇碁
楽会〇楽碁会上郷部会〇栄碁クラブＢ〇連盟
会員有志チーム

準優勝・本郷台囲碁クラブＭ

栄区囲碁関連年間スケジュール＜上期＞
1 月 12 日（祝）
：第 8 回栄区地域交流囲碁大会
2 月 22 日（日）
：第 7 回鎌倉子供囲碁大会
3 月 01 日（日）
：春の文化祭・区民囲碁大会
3 月 21 日（土）
：第 16 期上達コース終了式
3 月 22 日（日）
：第 16 期入門初級コース終了式
3 月 22 日（日）
：第 6 回横浜市囲碁最高位戦
4 月 04 日（土）
：第 17 期上達コース開講式
4 月 05 日（日）
：第 17 期入門初級コース開講式
6 月 07 日（日）
：横浜市各区囲碁連盟対抗戦
6 月 日（ ）
：栄区囲碁連盟・会員囲碁大会
6 月 14 日（日）
：第 15 回棋院支部認定大会
6 月 21 日（日）
：第 6 回横浜市囲碁級位認定大会
【編集後記】区内の各囲碁団体が心新たに活動を始
めた。益々長寿社会となってきた中にあって、老若
男女を問わず、囲碁を楽しむ人々にとって優しい環
境づくりに成果を挙げることに期待したい。
発行責任者：杉浦次利（栄区囲碁普及会々長）

第三位・緑石会

栄区囲碁関連年間スケジュール＜下期＞
7 月 20 日（祝）：こどもとおとなの囲碁大会
8 月 日（ ）：豊田小・はまっ子夏休み教室
9 月 05 日（土）：栄区民秋季囲碁大会
9 月 23 日（日）：第 3 回栄ペア碁大会
9 月 23 日（日）：親子囲碁教室
10 月 日（ ）：神奈川県親善ペア碁大会
11 月 01 日（日）：横浜市各区囲碁連盟対抗戦
11 月 03 日（祝）：秋の芸術祭「囲碁まつり」
11 月 03 日（祝）：同上、初級クラス、入門教室
11 月 04 日（祝）：楽碁会・3 部会合同囲碁大会
11 月 15 日（日）：第 5 回横浜市囲碁段位戦
12 月 23 日（祝）
：第 16 回棋院支部認定大会
年間スケジュールについて
紙面の都合上、一部掲載できない大会があります
また開催日は変更される場合がありますので、
事前に、案内するポスター、広報などで確認下さい。
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