
    

栄区囲碁普及会の歴史栄区囲碁普及会の歴史栄区囲碁普及会の歴史栄区囲碁普及会の歴史    

１１１１    成リ立ち成リ立ち成リ立ち成リ立ち    

２２２２    主たる動向主たる動向主たる動向主たる動向    

３３３３    創立時の会員名簿創立時の会員名簿創立時の会員名簿創立時の会員名簿    

４４４４    年度別役員一覧年度別役員一覧年度別役員一覧年度別役員一覧    

５５５５    年度別会員及び受講生推移年度別会員及び受講生推移年度別会員及び受講生推移年度別会員及び受講生推移    （（（（準備中準備中準備中準備中））））                                                平成平成平成平成 28282828 年年年年 6666 月月月月 15151515 日日日日    作成作成作成作成    

平成平成平成平成 30303030 年年年年 10101010 月月月月 1111 日日日日    更新更新更新更新    

    

１１１１    成り立ち成り立ち成り立ち成り立ち    

    平成平成平成平成 13131313 年当時の栄区の囲碁事情は、年当時の栄区の囲碁事情は、年当時の栄区の囲碁事情は、年当時の栄区の囲碁事情は、各自治会や囲碁仲間の同好会はそれなりの活動をし、栄区囲碁連盟各自治会や囲碁仲間の同好会はそれなりの活動をし、栄区囲碁連盟各自治会や囲碁仲間の同好会はそれなりの活動をし、栄区囲碁連盟各自治会や囲碁仲間の同好会はそれなりの活動をし、栄区囲碁連盟

の主催するの主催するの主催するの主催する区民大会の参加者区民大会の参加者区民大会の参加者区民大会の参加者もももも増加の傾向にあったが増加の傾向にあったが増加の傾向にあったが増加の傾向にあったが、、、、女性は勿論、女性は勿論、女性は勿論、女性は勿論、若い世代の参加者等は皆無に等し若い世代の参加者等は皆無に等し若い世代の参加者等は皆無に等し若い世代の参加者等は皆無に等し

かったかったかったかった。。。。    

    H13H13H13H13．．．．8888    

栄区囲碁連盟の目的のひとつであった囲碁の普及活動が進まないことに危惧していた市田勝一氏（副会栄区囲碁連盟の目的のひとつであった囲碁の普及活動が進まないことに危惧していた市田勝一氏（副会栄区囲碁連盟の目的のひとつであった囲碁の普及活動が進まないことに危惧していた市田勝一氏（副会栄区囲碁連盟の目的のひとつであった囲碁の普及活動が進まないことに危惧していた市田勝一氏（副会

長）、区内の事情に精通していた長）、区内の事情に精通していた長）、区内の事情に精通していた長）、区内の事情に精通していた囲碁囲碁囲碁囲碁普及普及普及普及指導員の関口正指導員の関口正指導員の関口正指導員の関口正俊俊俊俊氏、区内で囲碁親子教室を開きながら子供へ氏、区内で囲碁親子教室を開きながら子供へ氏、区内で囲碁親子教室を開きながら子供へ氏、区内で囲碁親子教室を開きながら子供へ

の普及にの普及にの普及にの普及に努めていた努めていた努めていた努めていた囲碁囲碁囲碁囲碁普及普及普及普及指導員の鶴田郁夫氏の３氏が発起人となり指導員の鶴田郁夫氏の３氏が発起人となり指導員の鶴田郁夫氏の３氏が発起人となり指導員の鶴田郁夫氏の３氏が発起人となり栄区囲碁普及会の創立を栄区囲碁普及会の創立を栄区囲碁普及会の創立を栄区囲碁普及会の創立を起案起案起案起案。。。。    

    H13H13H13H13．．．．9999．．．．29292929    

    栄区囲碁普及会の創立の主旨に賛同の栄区囲碁普及会の創立の主旨に賛同の栄区囲碁普及会の創立の主旨に賛同の栄区囲碁普及会の創立の主旨に賛同の栄碁クラブ、本郷台自治会、栄碁クラブ、本郷台自治会、栄碁クラブ、本郷台自治会、栄碁クラブ、本郷台自治会、栄区栄区栄区栄区囲碁連盟幹事等のメンバーが参囲碁連盟幹事等のメンバーが参囲碁連盟幹事等のメンバーが参囲碁連盟幹事等のメンバーが参

加し発足の運びとなった。（一般会員加し発足の運びとなった。（一般会員加し発足の運びとなった。（一般会員加し発足の運びとなった。（一般会員    19191919 名名名名    賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員    16161616 名）名）名）名）    

２２２２    主たる動主たる動主たる動主たる動向向向向    

    HHHH13131313....10101010                鶴田郁夫氏栄区囲碁普及会会長に就任鶴田郁夫氏栄区囲碁普及会会長に就任鶴田郁夫氏栄区囲碁普及会会長に就任鶴田郁夫氏栄区囲碁普及会会長に就任        

H13H13H13H13....                        親子囲碁教室親子囲碁教室親子囲碁教室親子囲碁教室にインストラクター派遣、にインストラクター派遣、にインストラクター派遣、にインストラクター派遣、協力協力協力協力    

    H13H13H13H13....                    小学校をまわり、小学校をまわり、小学校をまわり、小学校をまわり、はまっ子スクールへの囲碁普及活動はまっ子スクールへの囲碁普及活動はまっ子スクールへの囲碁普及活動はまっ子スクールへの囲碁普及活動    

    H14.07H14.07H14.07H14.07                はまっ子スクールへの囲碁普及活動はまっ子スクールへの囲碁普及活動はまっ子スクールへの囲碁普及活動はまっ子スクールへの囲碁普及活動    区内区内区内区内    全全全全１６校に展開１６校に展開１６校に展開１６校に展開    

    H14.07H14.07H14.07H14.07                本郷台祭り本郷台祭り本郷台祭り本郷台祭り    街頭普及で囲碁のブース設置街頭普及で囲碁のブース設置街頭普及で囲碁のブース設置街頭普及で囲碁のブース設置 

    H14.11H14.11H14.11H14.11                上郷せせらぎ交流会（現上郷せせらぎ交流会（現上郷せせらぎ交流会（現上郷せせらぎ交流会（現    三世代交流会）に参加三世代交流会）に参加三世代交流会）に参加三世代交流会）に参加    現在に至る現在に至る現在に至る現在に至る    

    H15H15H15H15.10.10.10.10                関口正関口正関口正関口正俊俊俊俊氏栄区囲碁普及会氏栄区囲碁普及会氏栄区囲碁普及会氏栄区囲碁普及会会長に就任会長に就任会長に就任会長に就任    

    H16.H16.H16.H16.                    シニアクラブ連合会・囲碁将棋大会の運営に協力（～シニアクラブ連合会・囲碁将棋大会の運営に協力（～シニアクラブ連合会・囲碁将棋大会の運営に協力（～シニアクラブ連合会・囲碁将棋大会の運営に協力（～24242424 年の年の年の年の 8888 年間）年間）年間）年間）....    

    H16.07H16.07H16.07H16.07                第第第第 1111 回栄こどもとおとなの囲碁大会開催（参加者：子供４３大人２６）回栄こどもとおとなの囲碁大会開催（参加者：子供４３大人２６）回栄こどもとおとなの囲碁大会開催（参加者：子供４３大人２６）回栄こどもとおとなの囲碁大会開催（参加者：子供４３大人２６）    

H16.H16.H16.H16.10101010                本郷土曜教室開講本郷土曜教室開講本郷土曜教室開講本郷土曜教室開講（（（（一期一期一期一期 6666 か月・子供を除き在籍期間か月・子供を除き在籍期間か月・子供を除き在籍期間か月・子供を除き在籍期間 1111 年年年年）本郷地区センター）本郷地区センター）本郷地区センター）本郷地区センター    

H16.10H16.10H16.10H16.10                第１回級位認定会開催第１回級位認定会開催第１回級位認定会開催第１回級位認定会開催    

    H17.08H17.08H17.08H17.08                連絡会で教室連絡会で教室連絡会で教室連絡会で教室 OBOBOBOB 会（現楽碁会）の必要性が討議される会（現楽碁会）の必要性が討議される会（現楽碁会）の必要性が討議される会（現楽碁会）の必要性が討議される    

H17.H17.H17.H17.00004444                本郷土曜教室・上達コース開講本郷土曜教室・上達コース開講本郷土曜教室・上達コース開講本郷土曜教室・上達コース開講    

    H17.0H17.0H17.0H17.04444                本中日曜教室・本中日曜教室・本中日曜教室・本中日曜教室・入門入門入門入門初級初級初級初級コース開講コース開講コース開講コース開講    （鶴田親子囲碁教室引き継ぎ）（鶴田親子囲碁教室引き継ぎ）（鶴田親子囲碁教室引き継ぎ）（鶴田親子囲碁教室引き継ぎ）    

    H17.07H17.07H17.07H17.07                第第第第 5555 回級位認定会において第回級位認定会において第回級位認定会において第回級位認定会において第 1111 号の初段格誕生号の初段格誕生号の初段格誕生号の初段格誕生    栃木康希君（小学栃木康希君（小学栃木康希君（小学栃木康希君（小学 5555 年）年）年）年）        

H17.10H17.10H17.10H17.10                本郷水曜教室・上達コース開講本郷水曜教室・上達コース開講本郷水曜教室・上達コース開講本郷水曜教室・上達コース開講    

    H17.10H17.10H17.10H17.10                桂台日曜教室・入門初級コース開講桂台日曜教室・入門初級コース開講桂台日曜教室・入門初級コース開講桂台日曜教室・入門初級コース開講    （後に本小（後に本小（後に本小（後に本小日曜教室と改称）日曜教室と改称）日曜教室と改称）日曜教室と改称）    

    HHHH17171717....11110000                本郷楽碁会本郷楽碁会本郷楽碁会本郷楽碁会（囲碁教室修了の段級位者の会）（囲碁教室修了の段級位者の会）（囲碁教室修了の段級位者の会）（囲碁教室修了の段級位者の会）発足発足発足発足....    

    H17.H17.H17.H17.12121212                第第第第 8888 回級位認定会において女性初の初段格誕生回級位認定会において女性初の初段格誕生回級位認定会において女性初の初段格誕生回級位認定会において女性初の初段格誕生    岸川津弥子さん岸川津弥子さん岸川津弥子さん岸川津弥子さん    

H18.0H18.0H18.0H18.02222                会報「さかえの石音」会報「さかえの石音」会報「さかえの石音」会報「さかえの石音」1111 号発行号発行号発行号発行                    

 



H18.04H18.04H18.04H18.04                豊田水曜教室・上達コース開講豊田水曜教室・上達コース開講豊田水曜教室・上達コース開講豊田水曜教室・上達コース開講（豊田地区センター）（豊田地区センター）（豊田地区センター）（豊田地区センター）    

H18.04H18.04H18.04H18.04                受講生の在籍期間を受講生の在籍期間を受講生の在籍期間を受講生の在籍期間を 2222 年に延長年に延長年に延長年に延長    

H18.H18.H18.H18.04040404                豊田日曜教室・入門初級コース開講豊田日曜教室・入門初級コース開講豊田日曜教室・入門初級コース開講豊田日曜教室・入門初級コース開講    

H18.H18.H18.H18.10101010                上郷金上郷金上郷金上郷金曜教室・上達コース開講曜教室・上達コース開講曜教室・上達コース開講曜教室・上達コース開講    （上郷地区センター）（上郷地区センター）（上郷地区センター）（上郷地区センター）                                                

H18.10H18.10H18.10H18.10                上郷楽碁会発足上郷楽碁会発足上郷楽碁会発足上郷楽碁会発足    

H18.H18.H18.H18.11111111                栄区文化協会主催の囲碁まつりに参加協力、囲碁教室を開講栄区文化協会主催の囲碁まつりに参加協力、囲碁教室を開講栄区文化協会主催の囲碁まつりに参加協力、囲碁教室を開講栄区文化協会主催の囲碁まつりに参加協力、囲碁教室を開講    

    H19.H19.H19.H19.04040404                アミー碁アミー碁アミー碁アミー碁（（（（10101010 級以下の囲碁を楽しむ会）級以下の囲碁を楽しむ会）級以下の囲碁を楽しむ会）級以下の囲碁を楽しむ会）発足発足発足発足    

    H19.07H19.07H19.07H19.07                第第第第 3333 回栄こどもとおとなの囲碁大会開催回栄こどもとおとなの囲碁大会開催回栄こどもとおとなの囲碁大会開催回栄こどもとおとなの囲碁大会開催((((以後開催日を海の日に固定以後開催日を海の日に固定以後開催日を海の日に固定以後開催日を海の日に固定))))    

HHHH19.1019.1019.1019.10                日本棋院横浜栄支部発足日本棋院横浜栄支部発足日本棋院横浜栄支部発足日本棋院横浜栄支部発足    

    H20.H20.H20.H20.                    栄区、栄区文化協会主催「何でも知り隊・アート知り隊囲碁部門」に参加（～栄区、栄区文化協会主催「何でも知り隊・アート知り隊囲碁部門」に参加（～栄区、栄区文化協会主催「何でも知り隊・アート知り隊囲碁部門」に参加（～栄区、栄区文化協会主催「何でも知り隊・アート知り隊囲碁部門」に参加（～22222222 年）年）年）年）    

    HHHH20202020.10.10.10.10                豊田楽碁会発足豊田楽碁会発足豊田楽碁会発足豊田楽碁会発足    

    H21.04H21.04H21.04H21.04                入門初級コーステキストとして栄区囲碁普及会版「入門テキスト」使用開始入門初級コーステキストとして栄区囲碁普及会版「入門テキスト」使用開始入門初級コーステキストとして栄区囲碁普及会版「入門テキスト」使用開始入門初級コーステキストとして栄区囲碁普及会版「入門テキスト」使用開始    

HHHH21212121....07070707                第第第第 5555 回こどもとおとなの囲碁大会開催（認定状は委員長名で発行）回こどもとおとなの囲碁大会開催（認定状は委員長名で発行）回こどもとおとなの囲碁大会開催（認定状は委員長名で発行）回こどもとおとなの囲碁大会開催（認定状は委員長名で発行）    

HHHH21212121.10.10.10.10                杉浦次利氏栄区囲碁普及会会長に就任杉浦次利氏栄区囲碁普及会会長に就任杉浦次利氏栄区囲碁普及会会長に就任杉浦次利氏栄区囲碁普及会会長に就任    

H22.02H22.02H22.02H22.02                鎌倉子供囲碁大会に小中学生鎌倉子供囲碁大会に小中学生鎌倉子供囲碁大会に小中学生鎌倉子供囲碁大会に小中学生 26262626 名が参加（現在まで交流続く）名が参加（現在まで交流続く）名が参加（現在まで交流続く）名が参加（現在まで交流続く）                    

    H22.04H22.04H22.04H22.04                本小日曜教室を上郷地区センターに移設本小日曜教室を上郷地区センターに移設本小日曜教室を上郷地区センターに移設本小日曜教室を上郷地区センターに移設    呼称を上郷日曜教室と改称呼称を上郷日曜教室と改称呼称を上郷日曜教室と改称呼称を上郷日曜教室と改称    

H22.04H22.04H22.04H22.04                上達コーステキストとして栄区囲碁普及会版「上達コーステキスト」使用開始上達コーステキストとして栄区囲碁普及会版「上達コーステキスト」使用開始上達コーステキストとして栄区囲碁普及会版「上達コーステキスト」使用開始上達コーステキストとして栄区囲碁普及会版「上達コーステキスト」使用開始    

H22.04H22.04H22.04H22.04                １期を１２か月とし、教室在籍期限を３年に変更１期を１２か月とし、教室在籍期限を３年に変更１期を１２か月とし、教室在籍期限を３年に変更１期を１２か月とし、教室在籍期限を３年に変更    

HHHH23232323....04040404                10101010 級以上の入門・初級コース受講生は上達コースの認定会を受けることに変更級以上の入門・初級コース受講生は上達コースの認定会を受けることに変更級以上の入門・初級コース受講生は上達コースの認定会を受けることに変更級以上の入門・初級コース受講生は上達コースの認定会を受けることに変更    

H2H2H2H23333.07.07.07.07                第７回こどもとおとなの囲碁大会開催（鎌倉子供囲碁教室との交流開始）第７回こどもとおとなの囲碁大会開催（鎌倉子供囲碁教室との交流開始）第７回こどもとおとなの囲碁大会開催（鎌倉子供囲碁教室との交流開始）第７回こどもとおとなの囲碁大会開催（鎌倉子供囲碁教室との交流開始）    

H24.H24.H24.H24.                    栄公会堂の「はじめての囲碁栄公会堂の「はじめての囲碁栄公会堂の「はじめての囲碁栄公会堂の「はじめての囲碁体験」講座に講師派遣体験」講座に講師派遣体験」講座に講師派遣体験」講座に講師派遣（～現在に至る）（～現在に至る）（～現在に至る）（～現在に至る）    

H24.04H24.04H24.04H24.04                上達コーステキストとして改定版「上達コーステキスト」使用開始上達コーステキストとして改定版「上達コーステキスト」使用開始上達コーステキストとして改定版「上達コーステキスト」使用開始上達コーステキストとして改定版「上達コーステキスト」使用開始    

H24.04H24.04H24.04H24.04                初級コース受講者の認定会で資格を得たものの期途中での上達コースへの移籍を認める初級コース受講者の認定会で資格を得たものの期途中での上達コースへの移籍を認める初級コース受講者の認定会で資格を得たものの期途中での上達コースへの移籍を認める初級コース受講者の認定会で資格を得たものの期途中での上達コースへの移籍を認める    

H2H2H2H24444.04.04.04.04                教室在籍期間は教室在籍期間は教室在籍期間は教室在籍期間は 3333 年とするが、教室の定員に満たない場合は年とするが、教室の定員に満たない場合は年とするが、教室の定員に満たない場合は年とするが、教室の定員に満たない場合は 3333 年を過ぎた者も受け入れ年を過ぎた者も受け入れ年を過ぎた者も受け入れ年を過ぎた者も受け入れ    

H2H2H2H24444....07070707                日本棋院横浜栄支部「創立日本棋院横浜栄支部「創立日本棋院横浜栄支部「創立日本棋院横浜栄支部「創立 5555 周年の集い」開催周年の集い」開催周年の集い」開催周年の集い」開催        

HHHH25.0425.0425.0425.04                上達コースの認定会の回数を上達コースの認定会の回数を上達コースの認定会の回数を上達コースの認定会の回数を 6666 回から回から回から回から 4444 回に変更回に変更回に変更回に変更....            

    HHHH26262626....05050505                栄区囲碁普及会のホームページ開設栄区囲碁普及会のホームページ開設栄区囲碁普及会のホームページ開設栄区囲碁普及会のホームページ開設    

H2H2H2H26.076.076.076.07                第第第第 10101010 回栄こどもとおとなの囲碁大会開催回栄こどもとおとなの囲碁大会開催回栄こどもとおとなの囲碁大会開催回栄こどもとおとなの囲碁大会開催        

H2H2H2H27.047.047.047.04                楽碁会・本郷部会楽碁会・本郷部会楽碁会・本郷部会楽碁会・本郷部会 10101010 周年記念を祝う周年記念を祝う周年記念を祝う周年記念を祝う        

    H2H2H2H27.047.047.047.04                会員からの会費徴収廃止会員からの会費徴収廃止会員からの会費徴収廃止会員からの会費徴収廃止    

H2H2H2H27.057.057.057.05                栄区囲碁普及会栄区囲碁普及会栄区囲碁普及会栄区囲碁普及会第第第第 4444 代代代代会長に牧野博氏就任会長に牧野博氏就任会長に牧野博氏就任会長に牧野博氏就任        

H27.05H27.05H27.05H27.05                会員証を作成配布（対象会員証を作成配布（対象会員証を作成配布（対象会員証を作成配布（対象    115115115115 名）名）名）名）    

H2H2H2H27.097.097.097.09                日本棋院横浜栄支部主催の囲碁フェスタ日本棋院横浜栄支部主催の囲碁フェスタ日本棋院横浜栄支部主催の囲碁フェスタ日本棋院横浜栄支部主催の囲碁フェスタ 2015201520152015 さかえに共催参加さかえに共催参加さかえに共催参加さかえに共催参加    

H2H2H2H28.038.038.038.03                囲碁普及会創立囲碁普及会創立囲碁普及会創立囲碁普及会創立 15151515 周年記念として囲碁周年記念として囲碁周年記念として囲碁周年記念として囲碁 15151515 セットを本郷地区センターに寄贈セットを本郷地区センターに寄贈セットを本郷地区センターに寄贈セットを本郷地区センターに寄贈    

H2H2H2H28.048.048.048.04                本郷日曜教室・上達コース開講（全本郷日曜教室・上達コース開講（全本郷日曜教室・上達コース開講（全本郷日曜教室・上達コース開講（全 8888 教室となる）教室となる）教室となる）教室となる）                                

H28.04H28.04H28.04H28.04                入門テキスト（入門テキスト（入門テキスト（入門テキスト（9999 路盤）改定路盤）改定路盤）改定路盤）改定 3333 教室統一運用開始教室統一運用開始教室統一運用開始教室統一運用開始    

H28.04H28.04H28.04H28.04                9999 路盤の認定会での認定廃止、インストラクターの推薦方式に変更路盤の認定会での認定廃止、インストラクターの推薦方式に変更路盤の認定会での認定廃止、インストラクターの推薦方式に変更路盤の認定会での認定廃止、インストラクターの推薦方式に変更    

H28.07H28.07H28.07H28.07                第第第第 12121212 回栄こどもとおとなの囲碁大会創立回栄こどもとおとなの囲碁大会創立回栄こどもとおとなの囲碁大会創立回栄こどもとおとなの囲碁大会創立 15151515 周年記念大会として開催周年記念大会として開催周年記念大会として開催周年記念大会として開催    

H28.0H28.0H28.0H28.08888                ４学校でプロ棋士による囲碁教室開催（飯島小・豊田小・本郷小・横浜栄高）４学校でプロ棋士による囲碁教室開催（飯島小・豊田小・本郷小・横浜栄高）４学校でプロ棋士による囲碁教室開催（飯島小・豊田小・本郷小・横浜栄高）４学校でプロ棋士による囲碁教室開催（飯島小・豊田小・本郷小・横浜栄高）    

H28.0H28.0H28.0H28.09999                    囲碁フェスタ囲碁フェスタ囲碁フェスタ囲碁フェスタ 201201201201６さかえにおいてプロ棋士６さかえにおいてプロ棋士６さかえにおいてプロ棋士６さかえにおいてプロ棋士 2222 名による名による名による名による囲碁普及会受講生対象に囲碁普及会受講生対象に囲碁普及会受講生対象に囲碁普及会受講生対象に    

指導碁・特別囲碁講座開催指導碁・特別囲碁講座開催指導碁・特別囲碁講座開催指導碁・特別囲碁講座開催（栄区囲碁普及会・棋院横浜栄支部共催）（栄区囲碁普及会・棋院横浜栄支部共催）（栄区囲碁普及会・棋院横浜栄支部共催）（栄区囲碁普及会・棋院横浜栄支部共催）    

    



H28.H28.H28.H28.12121212                    創立創立創立創立 15151515 周年記念事業「囲碁川柳」応募には周年記念事業「囲碁川柳」応募には周年記念事業「囲碁川柳」応募には周年記念事業「囲碁川柳」応募には 283283283283 句もの投稿があり句もの投稿があり句もの投稿があり句もの投稿があり、秀逸作品、佳作作品、秀逸作品、佳作作品、秀逸作品、佳作作品、秀逸作品、佳作作品    

                                等等等等 32323232 句を表彰した。またこれら句を表彰した。またこれら句を表彰した。またこれら句を表彰した。またこれら 283283283283 句を句集としてまとめ、会員及び受講生に配布句を句集としてまとめ、会員及び受講生に配布句を句集としてまとめ、会員及び受講生に配布句を句集としてまとめ、会員及び受講生に配布    

H2H2H2H29999.0.0.0.03333                入門・初級コースおよび上達コース修了式実施、年度初段獲得者入門・初級コースおよび上達コース修了式実施、年度初段獲得者入門・初級コースおよび上達コース修了式実施、年度初段獲得者入門・初級コースおよび上達コース修了式実施、年度初段獲得者 14141414 人、初級から上達人、初級から上達人、初級から上達人、初級から上達    

コースへの昇級者コースへの昇級者コースへの昇級者コースへの昇級者 19191919 名名名名    

H29.04H29.04H29.04H29.04            保護者の会「いちごの会」発足保護者の会「いちごの会」発足保護者の会「いちごの会」発足保護者の会「いちごの会」発足    

HHHH29.0429.0429.0429.04            情報紙「いちご通信」創刊号発行情報紙「いちご通信」創刊号発行情報紙「いちご通信」創刊号発行情報紙「いちご通信」創刊号発行    

HHHH29.029.029.029.0７７７７            第第第第 13131313 回「こどもとおとなの囲碁大会」開催。回「こどもとおとなの囲碁大会」開催。回「こどもとおとなの囲碁大会」開催。回「こどもとおとなの囲碁大会」開催。NHKNHKNHKNHK の取材を受ける。棋院横浜栄支部のの取材を受ける。棋院横浜栄支部のの取材を受ける。棋院横浜栄支部のの取材を受ける。棋院横浜栄支部の

協力を得て、蘇耀国プロ棋士による協力を得て、蘇耀国プロ棋士による協力を得て、蘇耀国プロ棋士による協力を得て、蘇耀国プロ棋士による入門教室及び保護者との座談会開催入門教室及び保護者との座談会開催入門教室及び保護者との座談会開催入門教室及び保護者との座談会開催    

H29.0H29.0H29.0H29.08888            3333 地区センター主催の「夏休みこども囲碁教室」に協力地区センター主催の「夏休みこども囲碁教室」に協力地区センター主催の「夏休みこども囲碁教室」に協力地区センター主催の「夏休みこども囲碁教室」に協力    

H29.09H29.09H29.09H29.09            栄区囲碁普及会の活動が栄区街づくり協働推進事業の一つとして取り上げられ栄区囲碁普及会の活動が栄区街づくり協働推進事業の一つとして取り上げられ栄区囲碁普及会の活動が栄区街づくり協働推進事業の一つとして取り上げられ栄区囲碁普及会の活動が栄区街づくり協働推進事業の一つとして取り上げられ栄区より栄区より栄区より栄区より    

                            補助金を受ける補助金を受ける補助金を受ける補助金を受ける    

H29.09H29.09H29.09H29.09                            NHKNHKNHKNHK 囲碁番組「囲碁フォーカス」で栄区の囲碁活動放映囲碁番組「囲碁フォーカス」で栄区の囲碁活動放映囲碁番組「囲碁フォーカス」で栄区の囲碁活動放映囲碁番組「囲碁フォーカス」で栄区の囲碁活動放映    

    H29.09H29.09H29.09H29.09            栄区区長及び地域振興課の職員と意見交換会開催栄区区長及び地域振興課の職員と意見交換会開催栄区区長及び地域振興課の職員と意見交換会開催栄区区長及び地域振興課の職員と意見交換会開催    

    H29.09H29.09H29.09H29.09            日本棋院横浜栄支部創設日本棋院横浜栄支部創設日本棋院横浜栄支部創設日本棋院横浜栄支部創設 10101010 周年記念「囲碁フェスタ」開催又、記念誌発行周年記念「囲碁フェスタ」開催又、記念誌発行周年記念「囲碁フェスタ」開催又、記念誌発行周年記念「囲碁フェスタ」開催又、記念誌発行    

H29.H29.H29.H29.12121212            日本棋院より普及活動を讃え栄区囲碁普及会に感謝状日本棋院より普及活動を讃え栄区囲碁普及会に感謝状日本棋院より普及活動を讃え栄区囲碁普及会に感謝状日本棋院より普及活動を讃え栄区囲碁普及会に感謝状    

HHHH30303030.03.03.03.03                入門・初級コースおよび上達コース修了式実施、年度初段獲得者入門・初級コースおよび上達コース修了式実施、年度初段獲得者入門・初級コースおよび上達コース修了式実施、年度初段獲得者入門・初級コースおよび上達コース修了式実施、年度初段獲得者 15151515 人、初級から上達人、初級から上達人、初級から上達人、初級から上達    

コースへの昇級者コースへの昇級者コースへの昇級者コースへの昇級者 11111111 名名名名    

HHHH30303030.0.0.0.03333            日本棋院より普及活動に対し栄区囲碁普及会会長に表彰状授与日本棋院より普及活動に対し栄区囲碁普及会会長に表彰状授与日本棋院より普及活動に対し栄区囲碁普及会会長に表彰状授与日本棋院より普及活動に対し栄区囲碁普及会会長に表彰状授与    

H30.0H30.0H30.0H30.05555            栄区囲碁普及会第５代会長に三箇豊氏就任栄区囲碁普及会第５代会長に三箇豊氏就任栄区囲碁普及会第５代会長に三箇豊氏就任栄区囲碁普及会第５代会長に三箇豊氏就任        

    



栄区囲碁普及会会員名簿栄区囲碁普及会会員名簿栄区囲碁普及会会員名簿栄区囲碁普及会会員名簿（平成（平成（平成（平成 14141414 年年年年 7777 月月月月 1111 日日日日現在現在現在現在））））    

０１  秋山 忠             ３１  中島 史稜 

０２  秋山 裕男            ３２  中西 正也 

０３  飯塚 幸夫            ３３  中村 光良 

０４  石間 隆             ３４  橋本 侃 

０５  市田 勝一  （副会長）     ３５  羽田 詞明 

０６  猪又 伸夫            ３６  浜田 幸一 

０７  岩見 錦吾            ３７  早川 五郎 

０８  植田 照子            ３８  藤井 誠 

０９  植田 米男            ３９  二村 忠岑 

１０  沖田 正知            ４０  堀江 勇 

１１  小沢 義雄            ４１  本間 道夫 

１２  小野寺洋一            ４２  前川 良知 

１３  加藤 宗平            ４３  牧野 博 

１４  国吉 房成            ４４  峰岸 市太郎 

１５  小林 仁実            ４５  宮西 明志 

１６  斉藤 勇             ４６  村山 喜三郎 

１７  坂田 保夫            ４７  山吹 豊喜 

１８  佐野 嘉男   （会計監査）   ４８  吉井 祐享 

１９  鴫原敬之助  

２０  清水 昭雄 

２１  新藤 昭二 

２２  須賀 義夫 

２３  杉浦 次利 

２４  鈴木 悦四 

２５  鈴木 武弘 

２６  関口 正俊   （副会長） 

２７  高橋 清 

２８  滝本 武洋 

２９  鶴田 郁夫   （会長兼会計） 

３０  道休 俊和 

               注）48 名中に数名の賛助会員が含まれる 

 



会長 牧野　博 牧野　博 杉浦　次利 杉浦　次利 杉浦　次利

副会長 田中　建一 子供への普及 田中　建一 総務 田中　建一 総務 田中　建一 総務 田中　建一 総務

青井　茂樹 イベント 青井　茂樹 イベント 青井　茂樹 イベント 青井　茂樹 イベント 青井　茂樹 イベント

植田　米男 庶務・渉外 植田　米男 庶務・渉外 植田　米男 庶務・渉外 植田　米男 庶務・渉外 植田　米男 庶務・渉外

小田　武史 広報 小田　武史 広報 小田　武史 広報 小田　武史 広報 小田　武史 広報

佐藤　中勇 上達 佐藤　中勇 上達 山中　正巳 上達 山中　正巳 上達 山中　正巳 上達

三箇　豊 総務・HP 三箇　豊 総務・HP 石附　輝己 入門初級 石附　輝己 入門初級 石附　輝己 入門初級

森安　恒夫 入門初級 森安　恒夫 入門初級 石附　輝己 子供への普及 石附　輝己 子供への普及 石附　輝己 子供への普及

山中　正巳 総務 山中　正巳 上達

今井　憲三 子供への普及

会計 三箇　豊 三箇　豊 三箇　豊 三箇　豊 佐藤　中勇

会計監査 今岡　哲也 今岡　哲也 石川　求 石川　求 石川　求

幹事 伊藤　正彦 伊藤　正彦 伊藤　正彦 伊藤　正彦 伊藤　正彦

今岡　哲也 副会長補佐 今岡　哲也 副会長補佐 今井　憲三 今井　憲三 生出二三明

飯田　吾朗 副会長補佐 飯田　吾朗 副会長補佐 臼井　道雄 臼井　道雄 臼井　道雄

川崎　和幸 川崎　和幸 川崎　和幸 川崎　和幸 肥塚　淳次

岸川津弥子 岸川津弥子 岸川津弥子 岸川津弥子 岸川津弥子

肥塚　淳次 肥塚　淳次 興野　富男 興野　富男 興野　富男

坂田　保夫 坂田　保夫 坂田　保夫 坂田　保夫 坂田　保夫

道休　俊和 道休　俊和 道休　俊和 道休　俊和 道休　俊和

中澤　国夫 副会長補佐 中澤　国夫 副会長補佐 酒井　巧 酒井　巧 酒井　巧

中西　和豊 副会長補佐 中西　和豊 副会長補佐 佐藤　中勇 佐藤　中勇 橋本　侃

中村　光良 中村　光良 中村　光良 中村　光良 中村　光良

前野　昌彦 村山喜三郎 村山喜三郎 村山喜三郎

三浦　武久 副会長補佐 三浦　武久 副会長補佐 村田　憲司 村田　憲司 牧野　博

村田　春海 村田　春海 村田　春海 村田　春海 山田伊佐男

渡辺　絃 副会長補佐 渡辺　絃 副会長補佐 森安　恒夫 森安　恒夫

谷淵　邦彦 谷淵　邦彦

横澤　裕彦 横澤　裕彦

牧野　博 牧野　博

名誉会長 関口　正俊 関口　正俊 関口　正俊 関口　正俊 関口　正俊

顧問 三間　修司 三間　修司 久保　発喜 久保　発喜 久保　発喜

杉浦　次利 杉浦　次利

年度別栄区囲碁普及会役員一覧(1/2)年度別栄区囲碁普及会役員一覧(1/2)年度別栄区囲碁普及会役員一覧(1/2)年度別栄区囲碁普及会役員一覧(1/2)

２８年度 ２７年度 ２６年度 ２５年度 ２４年度



２３年度 ２２年度 ２１年度 １９年度 １７年度 １６年度 １５年度 １４年度

会長 杉浦　次利 杉浦　次利 杉浦　次利 関口　正俊 関口　正俊 関口　正俊 関口　正俊 鶴田　郁夫

副会長 田中　建一 植田　米男 植田　米男 植田　米男 植田　米男 植田　米男 植田　米男 市田　勝一

青井　茂樹 横地正厚 横地正厚 道休　俊和 道休　俊和 道休　俊和 道休　俊和 関口　正俊

植田　米男 植田　米男 中村　光良 臼井　道雄 新藤　昭二 新藤　昭二 新藤　昭二

小田　武史 中村　光良 石附　輝己

山中　正巳 石附　輝己

石附　輝己

会計 佐藤　中勇 佐藤　中勇 佐藤　中勇 杉浦　次利 杉浦　次利 杉浦　次利 杉浦　次利 鶴田　郁夫

会計監査 石川　求 村山喜三郎 村山喜三郎 村山喜三郎 村山喜三郎 市田　勝一 市田　勝一 佐野　嘉男

幹事 伊藤　正彦　　 伊藤　正彦　　 伊藤　正彦　　 橋本　侃 橋本　侃 橋本　侃 橋本　侃

生出二三明 小田　武史 小田　武史 伊藤　正彦 松井　重暁 松井　重暁 松井　重暁

臼井　道雄 臼井　道雄 臼井　道雄 肥塚　淳次 安田テイ子 安田テイ子 安田テイ子

肥塚　淳次 肥塚　淳次 肥塚　淳次 坂田　保夫 中村　光良 中村　光良 臼井　道雄

岸川津弥子 岸川津弥子 岸川津弥子 横地正厚 田中　建一 田中　建一

興野　富男 藤田　重雄 藤田　重雄 牧野　博 立岡　章 立岡　章

坂田　保夫 坂田　保夫 坂田　保夫 田中　建一 臼井　道雄 臼井　道雄

道休　俊和 道休　俊和 道休　俊和 木村　弘利 坂田　保夫

酒井　巧 酒井　巧 酒井　巧 松井　重暁 国吉　房成

橋本　侃 橋本　侃 橋本　侃 安田テイ子 横地　正厚

中村　光良 中島　史稜 中島　史稜 山田伊佐男 藤田　重雄

村山喜三郎 田中　建一 田中　建一 中島　史稜 伊藤　正彦

牧野　博 牧野　博 牧野　博 藤田　重雄 酒井　巧

山田伊佐男 山田伊佐男 山田伊佐男 中村　光良

山中　正巳 山中　正巳

青井　茂樹 青井　茂樹

滝本　孝明 滝本　孝明

名誉会長 関口　正俊 関口　正俊 関口　正俊

顧問 久保　発喜 久保　発喜 久保　発喜 佐野　嘉男 佐野　嘉男 佐野　嘉男

年度別栄区囲碁普及会役員一覧(2/2)年度別栄区囲碁普及会役員一覧(2/2)年度別栄区囲碁普及会役員一覧(2/2)年度別栄区囲碁普及会役員一覧(2/2)


