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会報 第２８号 平成２８年１２月１日
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・栄区楽碁会

第 2 回囲碁フェスタ２０１６さかえ開催 9 月 22 日
◆昇段者に認定状
6 月開催の段級位認定
会で昇段した 6 人に認定
状が木部夏生プロ棋士か
ら手渡された。

これまでのペア碁大会を衣替えし第 2 回目を迎え
た日本棋院横浜栄支部のメイン行事は熊六段、木部
二段のプロ棋士を迎え、佐野支部長の挨拶で開始。
本年は趣向を凝らしペア碁以外に栄区囲碁普及会
と共催で囲碁教室上達コースの受講生への指導碁、
プロ棋士による
特別囲碁教室等
が開かれ大盛
況だった。

木部夏生・プロ棋士
◆ペア碁大会

◆級位者への特別教室開講
熊、木部両プロ棋士は栄区囲碁普及会の教室で学
ぶ級位者に対し指導碁、囲碁講座と大活躍。生徒は
熱心に聞き入っていた。

熊ホウ・プロ棋士

24 ペアが参加し熱戦を繰り広げ

た。この結果、代表 4 チームが県大会に出場した。
優勝

片山広樹・卓親子ペア

準優勝

ジョンソン・渡辺師弟ペア

3位

春島・田中師弟ペア

フェスタ賞

安田・三由、金田・村上、北川・中西ペア

◆二つに分かれ多面打ちに囲碁講座

熱戦を繰り広げたペアの方々
熱戦を繰り広げたペアの方々

◆大会終わりホット一息！笑顔が弾けます

◆ 神奈川県親善ペア碁大会成績
10 月 23 日宇宙棋院で開催された親善ペア碁大
会には 4 組のペアが参加、優秀な成績を収めた。
片山卓・広樹・ペア
準優勝
有本恵美子・長谷川清一ペア 二勝賞
春島宏音・田中康弘・ペア
二勝賞
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第１２回 栄こどもとおとなの囲碁大会

大会：＜Ｂクラス＞会場

栄区囲碁普及会創立１５周年記念
の今年、園児から 85 歳の人まで 130
名を超える三世代の囲碁フｱンが７
月１８日（月・海の日）、あーすぷら
ざに集い、楽しい一日を過ごした。
昇級者が５４名も誕生し、１級の
児玉舜君（小３）は、ただ１人初段
を獲得し、見事区長賞が授与された。

金：児玉舜

金：岡部優

銀：佐々木菜摘

銀：岩原光希

銅：大谷林太郎

銅：安田一心

若林実咲
（左から）

入門教室会場

（左から）

Ｂクラス

Ａクラス

メダリスト

金：関守彩加

金：廣野瑛士郎

銀：雨宮知佐

銀：鈴木涼介

銅：肖楚遥

銅：今井洸太

木澤桜佑
（左から）

Ｄクラス

Ｃクラス

芸術祭を囲碁三昧で楽しんだ！‘16 栄区民芸術祭「囲碁まつり」
初心者に枠を拡大して実施した囲
碁大会は、２会場に分かれ＜９２名
＞が熱戦を繰り広げた。
また日本棋院から招聘した熊（ユ
ウ）ホウ六段と金子真季初段は指導
碁、大盤解説と時間を惜しんでイベ
ントを盛り上げて下さった。
会場は公会堂と本郷地区センター
にて、11 月 20 日行われた。
成績優秀（昇級）者（敬称略、順不同）
☆Ｅクラス（１９路盤、１３名参加）
横山一男（１０級）
、井上省子（１１級）
、
高橋猛（１３級）
、関野恵助（１３級）
伊勢本正啓（１４級）
、川原拓真（１６級）、
梶田蒼空（１６級）
、
☆Ｆクラス（１３路盤、１２名参加）
鈴木椋介（１８級）
、石川鈴（２０級）
、
種部秀夫（２２級）

３戦全勝者（敬称略。順不同）
☆Ａクラス（四段以上、１６名参加）
重光六段、杉本五段
☆Ｂクラス（三段、二段、３６名参加）
亀井三段、成田三段、村上三段、
興野二段、中村二段、御厨二段
☆Ｃクラス（初段、１級、２２名参加）
岩下初段、福田初段、安部１級
☆Ｄクラス（２～１０級、１８名参加）
諸星２級、名取４級

[E+F クラス] [A-D クラス] [両プロによる大盤解説]
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区内４学校で囲碁教室

有村比呂司八段・小山竜吾六段・桂篤五段・プロ

８月１９日の「豊田小はまっ子囲碁教室」10
月 17 日の飯島小「キッズクラブ囲碁教室」11 月
8 日栄高校 3 世代交流会囲碁教室、11 月 19 日の
「本郷小ふれあいフェステバル囲碁教室」で日本
棋院横浜栄支部の協力のもと栄区囲碁普及会の

◆ 横浜栄高校
「三世代地域交流会」囲碁体験教室

創立 15 周年記念事業の一環として日本棋院プロ
棋士を招聘し囲碁教室を開催、好評を博した。

平成 14 年から参加している同交流会に日本棋

◆ 豊田小学校「はまっ子夏休み囲碁教室」

院から小山竜吾六段を招き、上郷金曜教室のイン

1 年から 5 年生の児童 26 名が参加、日本棋院

ストラクターとともに囲碁体験教室を開催、生

プロ棋士有村比呂司・八段指導のもと囲碁普及会

徒・父兄 27 名が講義を受けた。

会員 14 名が対応した。
◆ 飯島小学校キッズクラブ囲碁教室
豊田小学校同様、有村比呂司八段を招き児童
30 名に普及会の指導員とともに指導に当たった。

◆ 本郷小学校ふれあいフェステバル

ユーモア交えて小山竜吾プロ

棋院プロ棋士桂篤五段を招き囲碁教室を開催。

ユーモア交えて小山竜吾プロ

1 年から 6 年生の児童 32 名が参加、
本中教室のイ

優しく笑顔で桂篤プロ
優しく笑顔で桂篤プロ

ンストラクター中心に 6 名が指導に当たった。

楽碁会 3 部会合同囲碁大会

囲碁愛好家 100 人が集う

11 月 5 日（土）本郷地区センター大集会場に
おいて第 10 回囲碁大会が開催された。参加の希
望が多く選ばれた 100 名が 6 クラスに分かれ、
優勝を競い楽しんだ。
合同大会クラス別成績
クラス

優勝

準優勝

第3位

A

井上

宏

興野富男

大場正幸

B

植田米男

小尾優三

中島義種

C

福田光男

市川邦二

小林

D

小谷和雄

松浦

進

長沼修治

E

諸星剛一

尾崎秀子

小林恵子

F

清水邦行

石田邦夫

直井忠夫

女性陣も活躍！

最年長の小林さんも入賞

勇

役員さんも大車輪

和気あいあいと

また次回頑張りましょうと 6 名に BB 賞が贈られた。

◆楽碁会本郷部会長に村上氏
本郷部会では平成 28
ク ラス 別優 勝の

年 9 月役員改選が行わ

皆さん

れ、村上信男氏を選出し
た。
３

横浜市の２大会・代表選抜に燃えて！
9 月 4 日、開催された「
‘16 栄区民秋季囲碁大
会」は、横浜市各区囲碁連盟対抗戦及び横浜市
囲碁段位戦代表選抜を兼ねており、100 名の囲碁
フｱンが猛暑の中熱戦を繰り広げた。

‘16 栄区民秋季囲碁大会

＜第 131 回 横浜市各区囲碁連盟対抗戦：代表者＞
和田四段
樋口六段
加藤 7 級
小田二段
仲西 1 級
株木三段
（左より）

栄区民秋季囲碁大会・成績
A クラス
B クラス
C クラス
D クラス

優勝
和田靖也
株木義治
小田武史
趙樹 傑

準優勝
樋口喬介
杉田光弘
今沢眞也
仲西聡夫

3位
肥塚淳次
村田信男
村上吉行
柴田 満

＜第 6 回 横浜市囲碁段位戦：代表者＞
村上初段
山口四段
今澤二段
杉田三段
（左より）

ベテランにまじりヤングも活躍！

地区センター祭りに囲碁教室
本郷（5 月）上郷（9 月）豊田（10 月）開催
本年開催された 3 地区センターまつりには他
の囲碁団体と連携して、栄区囲碁普及会のインス
トラターが中心となり囲碁教室を開いた。
囲碁の楽しみ、効能などを丁寧に説明すると共に
入門の実技指導を行った。
いずれの教室も 20 余名の子供を含む多くの参
加者が「体験囲碁」を楽しんだ。

棋院横浜栄支部・第 17 回認定大会
「第 17 回日本棋院横浜栄支部」認定会は 6 月
26 日あーすぷらざにおいて日本棋院蘇耀国九段
を迎え開催された。同プロ棋士による指導碁や
大盤解説もあり囲碁フｱンから大好評だった。
今回から鎌倉囲碁教室の生徒たちも参加し、59
名が段級位の認定を目指し戦った。昇段昇級を
果たした 28 名中栄区囲碁普及会の生徒は 20 名
だった。
段位取得者
二段 西田遼平
楽碁
初段 駒木亮三
普及
初段 高島修男
普及
初段 J・紗希
普及
初段 友江駿介
鎌倉
蘇・プロ棋士

豊田地区センターでの「囲碁教室」風景
【編集後記】今年は栄区囲碁普及会創立 15 周年
という節目を迎え、色々の記念行事を通し囲碁文
化が栄区に根付き花咲かせつつあることを感じさ
さる１年となった。今日のこの体制を創り上げた
先人及び支えている人たちに敬意を表したい。

女性も参戦

初段獲得ジョンソン君

プロとパチリ

◆編集委員：道休俊和、牧野博、山中正巳、佐藤中勇
興野富男、小田武史、渡辺紘
◆発 行 者：牧野 博（栄区囲碁普及会々長）
お知らせ：
「碁ワールド」２月号に栄区囲碁４団体の
活動が掲載されます、是非ご高覧下さい。
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