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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・楽碁会

栄区囲碁普及会「囲碁教室」の
開講式が、4/1 入門・初級コース、
4/7 上達コースとも本郷地区セン
ターに於いて盛大に行われた。
新規入講が昨年の倍以上、40 数
名あり、会場は活気に満ち溢れた。
会長 牧野博

歓迎の挨拶
才能の無い人
はいません、
負けていると
きこそ成長過
程と信じ頑張
って下さい。

日本棋院横浜栄支部長 佐野嘉男

【 入門・初級コース 】

岡田チーフ

祝辞
棋院支部を支
えているのは
囲碁普及会で、
そのシステム
は日本全国で
誇れるもの。

【 上達コース 】

豊田日曜教室
子供の新規受講生が増
えたので、他の教室からも
情報を頂き、取り組む。

新任
上郷金曜教室 チーフ青井茂樹
自ら楽しいと感じ、意志を持って
前向きに自分の時間にする事が大
切です。

本中日曜教室
普段からの募集活動が
実って、新規受講者が増
えました。

新任
豊田水曜教室 チーフ北島耕一
今回新しくチーフになりました。
マンツーマンで取り組みます。

岸川チーフ

今岡チーフ

上郷日曜教室
受講生は増え、一方子
供の新規受講生が減少傾
向にあるが、前向きに取
り組みたい。

本郷 3 教室チーフ：中村、杉田、小田（左より）
【生徒からの挨拶】
他区から囲碁普及会「教室」の
素晴らしさを教えて貰い入講し
たが、楽しく充実しています。
本郷水曜教室 犬飼恒彦
タウンニュースの生徒募集を見
て参加を決めました。宜しくお
願いします。
本郷水曜教室 安田昭治

入門・初級コース

上達コース
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‘18 さかえ春の文化祭「栄区民囲碁大会」
103 名の囲碁ファンが、3/11 栄公会堂に クラス
集結４クラスに分かれ熱戦を繰り広げた。
Ａ
この大会は横浜市の大会の代表選抜を兼
ねているため熱気は半端でなかった。
Ｂ
見事代表に選出された皆さんは下記の
Ｃ
通り。栄区を代表して頑張って欲しい。
Ｄ

優勝

準優勝

第三位

参加棋力

参加人数

栗林六段

杉本五段

野口六段

四段以上

３２

村上三段

梶井二段

武田三段

三、二段

３６

中澤初段

渡辺初段

富田初段

初段

２２

石附５級

吉田１級

横山６級

1-10 級

１３

代表
栗林武麿六段 杉本隆洋五段
村上信男三段 中澤國夫初段
吉田忠夫１級 石附俊明５級
第 134 回 横浜市各区囲碁連盟対抗戦
代表
片山 卓六段 栗林武麿六段
肥塚淳次六段 杉本隆洋五段

第 9 回 横浜市最高位戦

『超入門 囲碁講座』

春休みスペシャル
さかえ区民活動センター自主運営

成績表

平成 30 年 2 月 28 日（日）光明寺にて開催
170 名を超える参加者で
大盛況の中、栄区からも
32 名の精鋭が参加、6 名が
敢闘賞に輝いた。
なお、栄区囲碁普及会か
ら審判員等として,本大会に
は多数の方が運営・進行に
協力している。

栄区の子供たち

囲碁教室を開催（4/28）
飯島コミュニティハウス自主事業
生徒 9 名（うち子供 6 名）を対象に、福嶋収氏をチ
ーフとする 5 名のインストラクターで開催した。
この教室は、定例的に月 2 回実施している教室の延
長上としての位置づけであり、初めての人は 7 路盤、
その他は 13 路盤で学んだ。
初心者中心の教室であっ
たが和気あいあいと楽しく
学んでいる。
「生徒募集中」
飯島コミュニティハウス
☎ 045-891-1766
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3 月 28 日（水）囲碁普及会
の全面的協力のもと、19 名の
参加者を対象に開講。解説では
少し頭を痛めていたような参
加者も、対局になると皆楽しそ
うであった。
数名が更なる向上を目指し
て、囲碁普及会入門・初級コー
ス教室に入られた。
参加者内訳：大人男性 7 人、
大人女性 10 人、高校生 1 人、
小学生 1 人。

学校囲碁指導員講習会を開催（2/24）
22 名の参加者によりあーすぷらざで開催された。
講師はプロ棋士の王 唯任五段。ケーススタディを中
心に参加者と質疑応答しながら、子供指導に当って
の対応を実践的にわかりやすく説明して頂いた。
●アドバイスするときは、まず褒めてから！
●成功体験をたくさんさせる
●最善の手を教えるのではなく、レベルに合った理
解できる範囲の手を教える 等々

牧野博 囲碁普及会々長
「日本棋院普及活動賞」を受賞
3 月 23 日日本棋院で開催
された支部代表者懇談会に
おいて、支部の活動にとど
まらず、囲碁普及や入門
者・初級者の育成に貢献さ
れたとして表彰された。

開催予定
○栄こどもとおとなの囲碁大会：7 月 16 日（月・祝）
○夏休み親子囲碁教室（各地区センター主催）
・本郷地区センター：7 月 23 日（月）・24 日（火）
・上郷地区センター：7 月 26 日（木）・8 月 9 日（木）
・豊田地区センター：8 月 2 日（木）・3 日（金）

編集後記
栄区囲碁普及会の第 20 期教室がスタート；
昨年度より、3 倍近い新受講生で、各教室のイン
ストクター陣も張りきっている。
これからも囲碁普及の栄区方式を全国に発信し
ていきたいものだ。
（M）

◆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 山中正巳 佐藤中勇 興野富男
◆発 行 者：牧野 博（栄区囲碁普及会々長）
囲碁普及会 HP http://www.igosakae.jp
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