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栄区囲碁ファンにおくる囲碁情報紙
いしおと

栄区囲碁普及会・栄区囲碁連盟・日本棋院横浜栄支部・楽碁会

第 14 回「栄こどもとおとなの囲碁大会」栄区囲碁普及会主催
栄区唯一の“級位者だけの囲碁大会”
が 7 月 16 日（月・祝）あーすぷらざに
於いて栄区の後援を頂き開催された。
今回も鎌倉から多くの子供が参加し、
139 名（こども 80 名）が、続く猛暑にも
負けずに熱戦を繰り広げた。

【幹事の皆さん、お疲れ様でした】

ご来賓の皆様

見上副区長

三箇会長も青井実行委
員長も“熱中症に気を付
けて楽しんで下さい”と
4 歳から 87 歳までの参
加者を激励・・・。

入門・初級教室には子
供 8 人と保護者 9 人が集
まり、道休普及指導員の
指導で囲碁を楽しく勉強
し、対局も経験した。

【メダリスト（こどもだけ、敬称略）
】
Ａクラス：金・森上蒼一朗、銀・大木祥太朗、銅・石川遥奈
Ｂクラス：金・西田陽佑、銀・梶田蒼空、銅（２人）・前田想悟、前田慧至
Ｃクラス：金・小関真悟、銀・堀川翔太郎、銅・神谷洸希
Ｄクラス：金・岩瀬遼河、銀・小濱陽由、銅・杉田柚妃

Ａ：石川、森上、大木

Ｂ：梶田、西田、前田兄弟
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Ｃ：神谷、小関

Ｄ：杉田、小濱、岩瀬
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マイケル・レドモンド九段を迎えて
第２１回日本棋院横浜栄支部認定大会

初めてのアメリカ人プ
ロ棋士レドモンド九段を
招いて、日本棋院横浜栄
支部主催「段級位認定大
会」が H30 年 6 月 3 日
“あーすぷらざ”にて開
催された。栄区外からの
経験
参加も多く、級位者 72 名
が熱戦を展開した。
レドモンド九段は多面
打ち指導碁にて、大人だ
けでなく 4 人の子供達に
も実戦指導してくれた。
又、特別講座で井山七冠
の実践棋譜を楽しく解説
してくれた。

老いも若きも真剣に

レドモンド九段
米国カリフォルニア州
出身、大枝雄介九段門下
・14 才でプロ棋士を目指
し来日、1981 年入段
・1992 年新人王準優勝
・2000 年欧米人初の九段
・2018 年通算 600 勝達成
・10 月から、NHK のテレ
ビ囲碁講座で「手筋」に
ついて教えてくれる

厳しい中に、優しさも

☆指導碁を受けた子供たちの声
●ジョンソン紗希君(初段)
「レドモンドプロは攻めも守りも
とても強かったので、良い経験
になりました。」
●加藤龍蘭君(初段)
「勝てると思っていたけど、負け
てしまった。もう一度対戦して
勝ちたいです。
」
☆マイケル・レドモンド九段の感想
「さすが有段者の子供達でした。どの子供もし
っかり打っており、感心しましたよ」
千葉大学で囲碁授業を担当している九段の弁
☆初段獲得者(順不同：敬称略) ６名
林 幸一、徳江 淳、佐藤友廣
角田定夫、大内潤仁、深田勝子
☆昇級者：計２８名

横浜栄支部・幹事の皆さん、お疲れ様でした

実力伯仲！熱戦・熱戦またまた熱戦！
‘18 年栄区囲碁連盟会員
囲碁大会は H30 年 6 月 10
日“あーすぷらざ”にて開
催され、熱戦が繰り広げら
れた。
計 78 名が 4 クラスに分
三間会長
かれ各 4 局対戦した。表彰
式 で は 個 人 戦 の 表彰だけ 三間会長から、来年の
ではなく、「隠れ団体戦」 総会にプロ棋士を招聘し
の表彰も実施された。
たい等挨拶が行われた。
合わせて役員交代の紹
介が行われた。
●退任役員（敬称略）
宇井光政、向原眞知子
◆新任役員（敬称略）
渡辺 紘、三由洋子
小野 薫
迫力の高段者対局
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栄区囲碁連盟会員囲碁大会
【成績表：個人戦】
クラス

優勝

準優勝

第三位

A

安積五段

秦 七段

前田五段

B

小原三段

福光三段

椿 二段

C

長嶋二段

平山二段

鈴木二段

D

奥山初段

二村初段

田島初段

【敢闘賞】
●A クラス：肥塚六段、杉本六段、井汲四段
加藤四段、鈴木四段、古郡四段
●B クラス：石橋三段、高橋三段
●C クラス：今澤二段、大野二段
●D クラス：安部初段
【団体戦】
◆優勝：安積チーム・安積五段、加藤四段、
山本三段、三浦二段、奥山初段
◆準優勝：三間チーム ◆第三位：肥塚チーム

夏休み こども達は燃えました！
☆入門！初めての囲碁教室

☆囲碁・将棋の体験教室
小山台小キッズクラブ（8 月 1 日）

本郷地区センター（7 月 23 日 24 日）
園児から 5 年生まで 7 名のこども達が保護者数名とと
もに参加。テキストによりルールなどの説明を受けたあ
と、保護者も対象に 10 名のインストラクターからマンツ
ーマンで 9 路盤を使って、打ち方などの指導を受けた。
そのあと、こども同士や、保護者との対局を楽しみ、
最後に参加者を 2 チームに分けて連碁を行った。
声援が飛び交う中、懸命に考えて打ち、誇らしげに
交代をするこども達の満足そうな顔が印象的だった。

1 年生から 5 年生の児童 19 名が参加、日本棋院
から黒瀧正憲八段を招き、インストラクター15 名ととも
に「囲碁・将棋の体験教室」を開催。真剣な受講態度
に黒瀧プロも感心しきり。全員に級位認定の受講証を
授与して成功裏に終了。

☆有村比呂司八段を迎えて
豊田小学校はまっ子ふれあいスクール（8 月 21 日）
日本棋院から有村八段を招き、インストラクター
14 名とともに「夏休み子供囲碁教室」を開催。
1 年生から 5 年生まで満遍なく 26 名の児童が参
加した。有村先生の初心者向け講義の後、インス
トラクターの指導のもと生徒同士の対局が行わ
れ、引き続き二組に分かれての連碁を楽しんだ。
全員に記念品と受講証を授与し、最後に三箇囲
碁普及会々長から「飯島土曜教室」の新設と「豊
田日曜教室」の紹介を兼ねた挨拶で閉会した。

☆インターネットで楽しい囲碁
上郷地区センター（7 月 26 日）
2 名の小学生が参加（保護者 1 名）。2 回目が台風の
影響で中止になったため少数であったが、5 名のインス
トラクターによって「囲碁の歴史」、「囲碁のルール」の
説明の後、対局指導を行った。
地域の子供への囲碁の普及へ少しでも役に立てばと
熱心に取り組んでいるのが印象的だった。

上郷部会：第 23 回 2018-7-13 開催

楽碁会・３部会
「2018 年度 前半大会」

1位

Ａ

本郷部会：第 21 回
計 60 名参加
2018-7-7 開催

豊田部会：第 17 回
計 43 名参加
2018-7-18 開催
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2位

3位

4位

1

興野

八坂

植田

大場

2

小尾

梶井

臼井

長谷川

1

片山

佐藤/七

田井

加藤/忠

2

千葉

福田

中島

越後屋

優勝

準優勝

３位

3

久富

佐藤/正

高島

田島

1

窪川

杉

白神

小野

2

杉本

浦

阿部

石井

3

宍戸

中澤

有本

岡田

1

清水

廣本

江辺

間嶋

2

澤田

加藤/隆

尾崎

檀上

岩崎

安田

水越/松尾

永野

優勝

準優勝

３位

Ａ

高田

坂田

白土

Ａ

井上

藤田

杉田

Ｂ

鎌倉

森

中野

Ｂ

大場

安田

椿

Ｃ

成田

須藤

星野

Ｃ

福田

田島

佐藤

Ｄ

河西

北島

鈴東

Ｄ

黒岩

小林

名取

Ｅ

浅葉

鶏内

池田

Ｅ

松下

羽村

高橋

Ｆ

谷

大橋

東海林

３

Ｃ

Ｄ

幹事

☆日本棋院中国訪問団
随行記

また、日本文化の紹介では、日本刀の刃に漆を塗
り盤に目盛りを引く太刀盛の技を盤師の吉田寅義
先生が披露し大好評を博しました。

（松浦 一：本中日曜教室インストラクター）

☆栄区囲碁４団体の普及活動
神奈川新聞に掲載

私の古くからの知人である林海峰名誉天元を通
じて、囲碁将棋ジャーナル中国訪問団の一員とし
て誘われ、中国の囲碁事情の一端を垣間見ること
ができました。
4 月 25 日～5 月 2 日、メンバーは二十四世本因
坊秀芳先生、一の谷事業部長ほか 15 名で、中国囲
棋協会揚州市人民政府広州棋院主催の全国囲棋大
会に参加、温かい歓迎を受けて団体戦やペア連碁
など楽しみ、微力ながら日中交流が果たせたと思
っております。同じ会場で 1,000 名のこども達の
囲碁大会を目の当たりにしたとき、底辺の広さに
驚き中国棋士の強さを肌で感じました。

吉田盤師による太刀盛

栄区囲碁４団体、
「栄区囲碁普及会」
「栄区囲碁連
盟」
「楽碁会」及び「日本棋院横浜栄支部」が連携・
協力して取り組んでいる様子が、神奈川新聞７月４
日号にタイトル：
「”ようこそ囲碁王国へ”普及に力」
サブタイトル：
「栄区の 4 団体、連係して活動」・
「腕自慢よりも、底辺育てる」として、紹介されま
した。栄区囲碁普及会の幅広い年齢層の囲碁教室運
営、小学校への囲碁普及活動等、囲碁を愛する人の
底辺を広げる活動が取り上げられています。

こども達の囲碁大会

掲載された写真：栄こどもとおとなの囲碁大会より

【イベントなどのお知らせ】

お招きするプロ棋士の方々

１）囲碁フェスタ 2018 さかえ
開催日・場所： 9 月 16 日（日）あーすぷらざ
「ペア碁」
・
「四地域対抗戦」
・「プロ棋士木部
夏生二段による指導碁」など多彩な催しが行わ
れます。同棋士による「囲碁教室」の開催も予
定しています。多数のご参加をお待ちしていま
す。
２）秋の芸術祭「囲碁まつり」

木部 二段

11 月 11 日（日）開催 プロ棋士熊丰七段及び
女流棋士が来られます。

熊 七段

吉原 六段

４）宝酒造杯横浜大会 11 月 17 日（土）
特に二段以上を目指す方は、このチャンス
に挑戦してみてはいかがでしょうか。
詳細は日本棋院 HP http://www.nihonkiin.or.jp

３）第 22 回日本棋院認定会
12 月 23 日（日・祝）開催
プロ棋士吉原由香里六段が来られます。

☆鎌倉囲碁教室開講 （平成 30 年 6 月 6 日）

☆栄区子ども会連絡協議会との連携：

鎌倉婦人子供会館（公財）の創立 50 周年事業とし
て囲碁教室を開講するにあたり、講師派遣の要請を受
け、栄区囲碁普及会として協力することとし準備を進
めていたもの。
当面は牧野チーフを中心に常時 3 名の講師派遣を
予定している。普及会の姉妹教室として鎌倉との交流
がより深まることを期待している。

7 月 11 日（水）に栄区囲碁普及会・三箇会長と
子供普及担当・中澤副会長、田中幹事が栄区子ど
も会連絡協議会の定例会に出席し、栄区囲碁普及
会の課題である子供への囲碁普及の協力をお願い
した。8 月の定例会で＜いちご通信＞第３号と受
講生募集チラシ、各 700 部の子ども会への配布を
お願いした。

【編集後記】栄区囲碁普及会は５月の総会で新体制が
スタートしました。課題である子供への囲碁普及活動
に注力したいと考えています。また、栄区の囲碁４団
体が連携して全体の囲碁普及活動を更に一層盛り上げ
ていきたいと思います。
（Ｓ）

◆編集委員：道休俊和 牧野 博 小田武史
三浦武久 宮川 誠 渡辺 紘 中澤國夫
山中正巳 佐藤中勇 興野富男
◆発 行 者 ：三箇 豊（栄区囲碁普及会々長）
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