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|ﾖ本経済の春が一日も早い訪れを願う今日此頃です。

寒さに負けずがんばりましょう。
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密"奉仕の理想”

窪ケスト紹介日本棋院中部総本部所属伊藤庸二様

蜜出席報告

会員 51 (46)名 出席 37名

出席率 80.43％

前々回 1月6日 （修正出席率） 9592％

囮講演 "川柳でみる囲碁の楽しさ”

日本棋院中部総本部所属伊藤庸二様

（紹介小林英毅君）
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囲碁は世界最古のゲームといわれており、紀元前

700年頃にはすでに中国で囲碁が打たれていたという

記録が残っています。日本に伝来したのは奈良時代の

後期､道|滴使吉備真備によるものとされていますから、

わが国でも1300年の歴史があります。

その間で特に囲碁が盛んであったのは、先の昭和の

時代と江戸時代です。江戸時代には徳川幕府が囲碁を

寺社奉行の管轄として奨励したため、武士や僧侶を始

め庶民の間にも広く普及しました。今日は同じ江戸時

代に流行しました川柳の中から、囲碁に関わるものを

いくつか紹介します。

碁がたきは僧さもにくしなつかしさ

これは最も知られている川"llです。碁の友達は一生

続くものですが、それでもいつとき負けが込んだりす

ると、 「もう君とは打たない」などと憎まれ口を叩き

ながらも、次は必ず勝ってやろうと思って秘かに勉強

したりするものです。他にも碁友と時を忘れて楽しん

でいるのを詠んだものに

たった一番と打ち始めたは昨日なり

があります。

両方に痛い手がある思案あり

相手が何を考えているのかを探るのが囲碁の面白さ

であり難しさでもあるのですが、相手の狙いを察して

手を打ち、勝ちに結びつけたll寺の喜びは格別です。し

|萩原幹事報告
1) 2月25日(水)の東名古屋分区大会は24日（火）の

例会を変更し、全員登録と致しましたが、当日の出

欠席のご返事がまだの方はお知らせ下さい。へ

’ 久野会長挨拶

こんにちは、今日はゲストとして日本棋院中部総本

部棋士9段の伊藤庸二様よくおいでいただきまし

た。後ほど「川柳でみる囲碁の楽しさ」との演題で誰

演よろしくおねがいします｡ごゆっくりお過し下さい。

また、本年は第100回の国際ロータリー年次大会がイ

ギリスのバーミンガムで6月21日～24日に開催されま

すので是非御参加下さいとの依頼が来ております。

今日、 1月20日は24節気で大寒です。天文学的には、

太陽が黄経300度の点を通過するときをいい、冬の季

節の最後の24節気です。

極寒の辛苦にさいなまれ、一年で最も寒い時で各地

で一年の最低気温が記録されます。寒の入り （小寒、

今年は1月5日でした）から数えて16日目にあたり、

剣道、弓道等では寒稽も行われます。

ただ、これが過ぎると春がすぐ間近に迫り南の方よ

り、〃l1の芽吹きの便りが届けられるようになります。
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『変化』会長テーマ 本紙は再生紙を使用しております。



戦国武将は囲碁を軍略になぞらえましたが、現代で

は企業家の方々が経宮戦略の参考になると語っていま

す。特に若い経営者の方には、ぜひ囲碁を覚えていた

だく事をお勧めします。

かし実際にはこの川柳のように、お互いに相手が全く

考えていない手をこちらが心配しているという事がよ

くあります。

岡目八目恋やみと仲人言い

岡目八目とは囲碁に由来する言葉で、中国の古い諺

にも「対局者は迷い、傍観者は明らかなり」というの

があります。当事者は住々にして利害損得を考え過ぎ

て問題の本質を見失うが、第三者は冷静に物事を見る

ことができるという意味です。少し意味合いは違いま

すが、

見物はみな強そうな口をきき

というのもあります。

えらそうな顔してるほうが五目置き

これはその通り碁の強い弱いは顔とは関係がないと

いう事ですが、 また年齢や職業に関係なく誰でも一緒

に楽しめるという事でもあります。

さあ来いと井目置いて威張り出し

井目とは最初に九子を置いてから打ち始めるもの

で、実力にかなり差がある場合です。たとえ実力差が

あっても、置石を加減することによりいい勝負になり

ます。細かくハンディを設定でぎるのも囲碁の特長と

言えます。

時を措しみ碁打ち馳走を鵜呑みにし

食べ物に小言が出ぬは碁会なり

碁を打っていると夢中になり、食べ物の味が分から

なくなってしまいます。最後は“待った”に関するも

のです。

打った石敵の様子でとるヘポ碁

待て待たぬ喧睡はしても碁はやめず

見損じを見つけた時の手の早さ

人間は誰でも間違いは付巻物ですが、囲碁も人生と

同じでやり直しができません、真剣勝負では勿論

"待った”は御法度ですが、友達同士の間ではたまに

はご愛矯ではないでしょうか。

囲碁は覚えるのが難しいと思われていますが、そう

ではありません。ルールは僅かしかありませんし、打

つ事のできない箇所もほとんどありません。 361の底

い盤面の中を自由に打つ事ができます。そして相手の

考えを想像しながら、自分の得意な型に持っていこう

と考えるのが楽しいのです。

公ｸ､クュジ雪琶藝乙ロータリーの友より。､ｸﾍｸ瞳ｸ､クピ

楽しさを分かち合う
人間関係が大切
東京八王子北RC勝沼孝司

今回「なぜ会員が減るのか」を考えるとのことだが、

どちらかというとネガティブなテーマというのは、批

判にもなりかねず、正直言って非常に難しい。本来、

例えば「なぜロータリーはすばらしいのか」などポジ

ティブなテーマが多いが、今回はその問題点や改善点

を出すという、逆にさまざまなことを考える機会がで

きたと思う。

私は，以前から仕事のつながりがある方から、入会

を誘われた。そういう余裕もないし、器でもないので

何度かお断りしていたが、 ロータリークラブとはどう

いうものかわからないまま、結局2年前の7月に入会

した。

当時は右も左もわからず、 ロータリー用語もよくわ

からなかった。なんとなく三年が過ぎ、 9年目はなぜ

か「副幹事」という役職を与えられた。最初は「仕事

も忙しいし、 そんな役ができる器じゃない」と正直

思った。ただ「どうせやるなら徹底してやってみて、

自分なりに何らかの結論を出してみよう」 と決意、 こ

の一年間、例会をはじめすべての会合に参加してみた。

この一年で、いろいろな自分なりの疑問点などを先

輩会員にぶつけ、結論を出してきた。その過程で、

ロータリークラブは「社会奉仕など、すばらしいこと

をやっているな」 と実感した。また、誇りももてた。

しかし、大事なことはやはりその中でも、 ロータ

リーの活動が楽しくなくてはいけないこと。また、そ

の楽しさを分かちあうためにも、人間関係が一番大切

だとも感じた。スポンサーの親身になってのフォロー

が、一番大切だと思う。今では、先釜ロータリアンに

感謝している。

（第2750地区東京都）
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ミ皆さん仲良くして下さい
;久野 峯一
； 今日は米国ｵﾊﾏ大統領
;式です米国がどんな方向

I浅井 誠寿 のか期待したいと思います 佐々木敏夫 鈴木 正男
／

〉 東急ホテルの入ロにて一句 油田 弘佑 足立 一郎 鈴木 理之 鈴木 聖三

;大寒へ鎖せるホテルの回転扉 在田 忠之 江口 武史 竹内 克豊 竹内 眞三
；川端 圭 萩原喜代子 服部 正夫 舎人 経昭 遠山 憲孝

； 女性ﾒﾝﾊｰが少なくなり寂し 池森 由幸 加藤 顕 和田 正敏 渡邊 源市
《 くなりましたが頑張ります 加藤 重雄 小林 英毅 吉田 節美
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ミ皆さん仲良くして下さい 小杉 啓彰 小山 雅弘 囲碁の楽しさを教えて下さい
;久野 峯一 牧野登志子 宮尾 紘司
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入/、ヘヘ"、へへへへへへへへへへへへへへへへ"、ヘヘ,、ヘヘヘヘヘヘ/、へ"、,~,、へ/、ヘヘ"、へ/、ヘヘ,、ヘヘヘヘヘ,、,､ヘヘへ〆、へへへ,、へ/、"、へ/、へ，

’’ 次回例会 平成21年1月30日(金） 節分例会 於城山八幡宮午後5時30分
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