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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

世代を超えて熱戦！ 日ごろの研鑽の結果は？
第 15 回 「栄こどもとおとなの囲碁大会」
囲碁を習い始めた方から初段をめざ
す方まで、級位者だけを対象とする伝統
ある大会が、西本郷中学校や鎌倉市の
三つの囲碁教室からも合せて総勢１４５
名の多数の参加者のもと、７月１５日（月・
祝）あーすぷらざにおいて開催された。
本大会は栄区、日本棋院横浜栄支部
栄区囲碁連盟の後援を受けている。
開会式では、星崎区長から、地区セン
ターなどでも石音の絶えない囲碁王国を
実感するとともに、小学校等での普及活
動に対する謝意の表明と、参加者への激
励の言葉があった。

栄区囲碁普及会主催

星崎雅代区長

まさにこどもとおとなの熱戦！

三箇会長

入門コース

【メダリスト（こどもだけ）】
A クラス 金・野田竜ノ介 銀・田原弘貴
B クラス 金・森 隆司
銀・石川 鈴
C クラス 金・川瀬諒太
銀・座間 蒼
D クラス 金・小林咲月 銀・福田太一
A クラス 秋山未來君は初段獲得

A：秋山、野田、田原

銅・秋山未來
銅・井上ジョン
銅・栃木宏太
銅・百瀬麻暉
D クラス 初めての午後までの熱戦が終わって・・・

B:石川、森、井上
Mori っも mop
::

保護者も交えて

C:座間、川瀬、栃木
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D:福田、小林、百瀬

熊さんと兆さんの「囲碁講座」大好評！
熊丰七段と兆乾二段を招聘しての第 23 回段級位認定大会
●段級位認定大会
6 月 30 日（日）令和元年最初の
段級位認定会は来賓に日本棋院
神奈川県本部長の松本泰男氏を
招き開催された。今回もこれまでと
同様鎌倉からの多数の参加もあり
盛り上がりを見せた大会となった。
総勢 80 人が参加、初段獲得者の
松本泰男 氏
石見茂巳さんを含め２１人が昇級昇段を果たした。

）
た。

熱戦の対局風景

●指導碁と囲碁講座

認定会と平行して開催された両プロ棋士による指導碁は、
丁寧な解説で、時間を惜しまずの指導ぶりに、指導を受けた
２１人共に感激。見学する方々も会場に入れ替わり立ち代り
と、大盛況の指導碁となった。また 認定会後に行われた熊
さんと兆さんの名コンビによる「初段をめざす人のための囲
碁講座」は、お二人の意気もピッタリ、熊さんも故郷に帰って
きたように口も滑らかで、ユーモアを交えて熱演、分かりやす
い講座には参加者全員大満足。
朝９時から第二部の懇親会まで、１０時間に及ぶ活躍に、
お二人に感謝状を差し上げたいぐらい・・と、役員の一言。

熱心に、丁寧に！
両プロの指導碁

会員のための栄区内高段者による指導碁

キッズクラブでプロ棋士による入門囲碁教室開催！
小菅ヶ谷小学校

本郷小学校

7 月 25 日（木）
講師：白石勇一七段 参加インストラクター：14 名
1 年生～5 年生の児童 43 名が参加。
囲碁ルールの説明を受けたあと、「7
路盤での 2 人 1 組による石取りゲーム」
ム」と「児童同士の対局」を行った。
白石プロは囲碁の起源や日本へ
の伝来とその後の歩みなどを含む
内容豊富なカリキュラムを、わかりや
すく丁寧に説明し、子供たちも元気
な返事や目を輝かして聞き入る姿な
ど、囲碁を覚えようとする意欲の感じられる教室となった。
キッズクラブから、白石プロ及び囲碁普及会・インストラク
ターの皆さんに対しても、厚い感謝の意が表された。

8 月 5 日（木）

講師：菅野昌志六段 参加インストラクター：15 名
1 年生～6 年生の児童 33 名が参加。
囲碁ルールの説明を受けたあと「9 路
盤での 2 人 1 組による石取りゲーム」
と「9 路盤でのインストラクター指導
碁」と「児童同士の対局」を行い、
教室中に子供達の笑顔が溢れた。
菅野プロはよく通る声で子供たち
の注意をそらさず、時折対局を取り
2入れるなど、飽きさせない話しぶりに
はキッズの子供達も感心しきり。最後に受講証を受け取る
子供たちの笑顔で囲碁を心から楽しんだことが、猛暑の
中指導に頑張ったインストラクター達にも伝わった。
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蘇耀国、長島梢恵両プロを再び招いて！
「定期総会、会員囲碁大会」と「指導碁」：栄区囲碁連盟
2019 年度定期総会：

蘇耀国九段、長島梢恵二段
【指導碁】

令和元年 6 月 2 日、あーすぷらざに
於いて開催され、全ての議案が承認
された。役員の交替も承認され、
新会長に滝沢隆氏（写真上）
、新幹
事長に藤田剛氏がそれぞれ就任した。
滝沢新会長は「和気あいあいの囲碁
連盟を築きます」
、藤田新幹事長は「皆
さんの協力を得ながら、一緒に盛り上
げていきましょう」と挨拶された。

５面打ち」を２回、抽選に当たった
計 20 名が貴重な体験を楽しんだ。
指導碁を受けた多くの人から感謝
のコメントがたくさん寄せられた。

会員囲碁大会：参加人数、84 名
段級位者が広く対戦できるようなクラス分けで
「４子局」までの対戦を楽しんで貰った。

【大盤解説】
ｓ３

前半は桜井三段 vs 亀井三段
戦を、後半は蘇九段の自戦解
説を両プロに時間を掛けお願
いした。両プロの掛け合いが
面白く、大変な盛り上がりよ
うで皆大満足であった。

組別全勝者
１組（八段～三段）肥塚六段、計倉六段、安藤五段
２組（六段～二段）加藤四段、古郡四段
３組（五段～初段）松村五段、柴野三段、植田三段
小尾三段、大野二段
４組（四段～７級）岡部四段、牧野三段、鈴木二段
今澤二段、平山二段、目黒初段、村上７級

★会長を勇退され顧問に就任された三間氏のコメント：
会長を 3 年 6 期務め、微力ながら栄区の囲碁文化の発
展と向上に役立てたのでは、と思っています。

３地区センターの
夏休み囲碁教室盛り上がる！

栄区囲碁普及会 第２１期
＜９教室＞がスタート！

☆こどもも！おとなも！「はじめての囲碁」

栄区囲碁普及会の上達コース(５教室)と入門・初
級コース(４教室)の開講式が４月６日、７日の両日
に亘って本郷地区センターにて盛大に行われた。

本郷日曜
子供教室
新チーフ
中澤國夫

幼 児 か ら 大 人 まで
参加。多くの人が囲
碁は楽しかった、と
笑顔で答えていた。

栄区の囲碁王
国は囲碁普及
会の支えが大
きい。

囲碁は一
生の趣味。
継続して
下さい。
三箇会長

上郷地区センター（７月２５日、８月８日）

来賓

☆「はじめてのこども囲碁教室」
本郷地区センター（７月２６日、２７日）

佐野支部長

対局を楽しんだ後、
連碁で大いに盛り上
がった。多くの子供
達が又囲碁をやりた
いと話していた。

本郷土曜教室
新チーフ
北原文男

☆「こども囲碁教室」

本郷日曜子供教室 アドバンスドコース
第２２期よりスタート予定！

豊田地区センター（８月１日、２日）

園児から小学校５年
生まで参加。多くの
子供は初めてであっ
たが楽しかった、ま
た打ちたいと・・・。

囲碁普及会として、本郷日曜子供教室を、初段に
なった子供達が二段、三段、更には四段以上の高段
をも目指せるようす「アドバンスドコース」を令和
２年４月よりスタートできるように計画している。
３

2019 年度「楽碁会」：3 部会前期成績
クラス

本郷/46 名

上郷/38 名

`19 さかえ春の文化祭「栄区民囲碁大会」

豊田/44 名

優勝
準優勝
三位
備考
Ａ
前田五段 松村五段 重光六段 四段以上
Ｂ
小田二段 桜井三段 岩下二段 二、三段
Ｃ
石川初段 務川初段 田島初段 初段
Ｄ
白窪 5 級 大勝 1 級 鈴木 9 級 １～10 級
[参加] Ａ：33 名、Ｂ：36 名、Ｃ：25 名、Ｄ：16 名
[開催日] H31 年 3 月 10 日（日）
[開催場所] 栄区公会堂、会議室

Ａ
興野富男 梶井、佐藤
高田 均
Ｂ
平山 静
加藤、中島、松尾 中野貞生
Ｃ
中澤國夫 江辺、木内、
今井憲三
Ｄ
越後屋隆 間嶋、澤田
河西良文
Ｅ
鎌田順司 浦
佐藤守弘
Ｆ
田中晴夫
注：上郷部会では各クラスを２、３グループに分け
て入賞者が多く出るよう配慮した。

3/10 栄区民囲碁大会で代表に選ばれ、参加した大会
第 10 回 横浜市囲碁最高位戦（3/24）
杉本隆洋六段、片山卓六段、松村福男五段が参加、
片山六段が３勝１敗の好成績であった。
第 136 回 横浜市囲碁連盟対抗戦（6/9）
前田五段、松村五段、桜井三段、石川初段、
大勝１級、白窪５級が出場、団体戦は第７位と頑
張り、
特に白窪 5 級は全勝賞を獲得し表彰された。

第 11 回 鎌倉子供囲碁大会
栄区から囲碁普及会・教室の生徒 20 名を含む計 29
名の子供が参加。参加者全員が「２勝以上」の好成績
を挙げ、本郷日曜教室の石川遥菜さんは「５戦全勝」
で初段を獲得した。上郷日曜教室の森隆司君は準優
勝、本郷日曜教室の梶田蒼空君は敢闘賞を受け、その
他 12 人のこどもたちと一緒に昇級した。
（詳しくは、囲碁普及会ＨＰでお調べください）

栄図書館「開館 30 周年記念囲碁講座」
〇日時：H31 年 3 月 16 日（土）
〇場所：栄区図書館・会議室
「囲碁の歴史」など学んだ後で
すぐに対局指導に移り、さらに
連碁を楽しんだ。子供 4 名、大
人 14 名が参加し、その日教室へ
１人の入講が決まった。
囲碁普及会より指導員 10 人が丁寧な説明を実施。

『囲碁アミーゴ』の紹介
級位者の人達が気楽に囲碁を楽しめるようにと考
えて 2007 設立され、アミーゴ（友達）とザル（碁）
より少し良い（細かい）網を掛け合わせて名づけら
れた。現在 30 名が在籍しており、毎回 15 人程度が
出席して、気楽に実戦を楽しんでいる。
〇場所：本郷中学校
ミーティングルーム
〇開催日時：毎週日曜日 12:30-16:00
〇年会費：¥1,000.〇問合せ先：池田三男 080-6688-2666）

メンバーの方々（7/21 撮影）

対局風景

さかえ区民活動センター「超入門 囲碁講座」
〇H31 年 3 月 28 日（水）〇場所：
『ぷらっと栄』
第１部：入門講座で囲碁の歴史を
学び、簡単なルール説明を受けた。
第２部：対局を通して実戦の経験。
囲碁普及会より 11 名が熱血指導。
参加 19 名、7 名の入講が決まった。

柏陽高校・鈴木智大君が快挙！
本年 3 月、東大阪市・大阪
商業大学で開かれた「第 13 回
全国高等学校囲碁選抜大会」の
男子個人戦に出場した鈴木君
（当時１年生）が見事優勝！
（写真左、写真提供：公益財団法人日本棋院）
7/17 囲碁普及会・三箇会長、会報紙・牧野編集委員
長ほか 2 名が同校を訪問し、本人（現 2 年生）と囲碁将
棋部顧問・横田先生にインタビューをした。

小２の時父親から教わり「石
を取る」面白さにはまった。宇
宙棋院で強くなり小 5 から中１
まで「院生」生活を経験。現在
はネット「幽玄の間」、「野狐囲
碁」で勉強しているという。

鈴木智大君は 7/23,
24 日本棋院東京本院
で開催された「第 43
回文部科学大臣杯全
国高校囲碁選手権大
会」個人戦に於いて
も優勝し、各県の予
選を勝ち抜いた 192
名の頂点に立つ偉業
を達成した。

【編集後記】
「栄区は囲碁が盛んですね」と知人から ◆編集委員：牧野
博、道休俊和、宮川
◆編集委員：牧野
博 道休俊和 誠、渡辺
小田武史紘
【編集後記】
の声。我々の活動の評価が、年々高まってきている
三浦武久、小田武史、中澤國夫、
三浦武久
宮川 誠 渡辺 紘 中澤國夫
ことに、関係者の一人として嬉しさを感じている。
山中正巳、佐藤中勇、興野富男
山中正巳
佐藤中勇 興野富男
また編集中に、柏陽高校・鈴木君の高校選手権優 ◆発◆発
行 者：三箇
豊（栄区囲碁普及会）
行 者 ：三箇
豊（栄区囲碁普及会々長）
勝のニュースが飛び込む。栄区の囲碁ファンも一層
の奮起を期待したい。
（Ｈ）
４

