
「第 41 期棋聖戦 第 3 局（川越対局）」
囲碁関連事業報告書（2016 ～ 2017 年）

2017 年 3 月吉日
囲碁棋聖戦川越対局実行委員会

実行委員長　関口　一郎

　2017 年 2 月に「第 41 期棋聖戦　第 3局」が川越で開催されました。
　それに伴い、以下のとおり関連事業を実施し、囲碁が教育・多世代交流・観光振興などの地域活性化につながる
ことを実証するとともに、囲碁文化の普及に努めた結果、川越の地域力が高く評価され、「囲碁のまち・川越」とし
て注目されつつあります。
　
【１】プレイベント 「第５回 川越囲碁まつり～プロ棋士と対局・百面打ち !」
　●実施日時：2016 年 10 月 22 日（土）10:00 ～ 18:00　　●会場：蓮馨寺講堂および蔵のまち
　●参加者数：約 400 名　　●運営：川越 igoまち倶楽部、日本棋院小江戸川越支部、市文化スポーツ部、有志など
　●事業内容
　・やさしい igo 講座：公募で集まった初心者と igo 教室の生徒　合計 36 人
　・百面打ち大会：プロ棋士 8名と囲碁愛好家との対局
　・特別対局：小林光一名誉棋聖と地元高段者の対局（大盤解説あり）
　・公開対局：囲碁インストラクター村上深さんと高校生棋士との対局（小林光一名誉棋聖の大盤解説あり）
　・まち歩き：シルバーガイドの案内で蔵のまちを散策
　・棋士と参加者のふれあい交流会：棋士に聞いてみよう！、棋士の色紙プレゼント、木谷正道氏のコンサート

【２】プレイベント 「川越 igoまちキッズ・2016　クリスマスイベント」
　●実施日時：2016 年 12 月 25 日（日）9:30 ～ 12:30　　●会場：蓮馨寺講堂
　●参加者数：子ども 37 人、保護者 29 人　　●運営：川越 igo まち倶楽部、日本棋院小江戸川越支部、有志など
　●事業内容
　・級位認定 igo 大会：クラス別 13 路盤ハンデ戦～3 連勝は 1 つ上の級、それ以外は申請した級を認定し、日本棋
院の認定状を授与

　・クリスマスお楽しみ会：クリスマスソングに合わせて早碁、クリスマスプレゼント

【３】関連イベント「前夜祭＆igoトーク」
　●実施日時：2017 年 2 月 7 日（火）17:00 ～ 20:00 　　●会場：氷川会館
　●参加者数：約 170 人　　●運営：川越 igoまち倶楽部、日本棋院小江戸川越支部、市文化スポーツ部、有志など
　●事業内容
　＜igo トーク＞
　・小川誠子六段と木谷正道氏との軽妙なトーク（木谷道場および井山棋聖 × 河野臨九段のエピソード、川越 igo
まち倶楽部への応援メッセージ　など）

　＜前夜祭＞
　・棋聖戦歓迎レセプション（代表者挨拶、花束贈呈、対局者の決意表明、第 3局の見どころ解説、igo まちキッズ
へのメダル贈呈、祭囃子、川越 igo まち倶楽部活動紹介など）

　・参加棋士：井山裕太棋聖、河野臨九段、山城宏九段（日本棋院副理事長）、円田秀樹九段（日本棋院常務理事）、淡
路修三九段、張栩九段、酒井真樹八段、小川誠子六段、平野則一五段（日本棋院常務理事普及事業担当）、木部夏生二段、
金子真季初段、中山薫三段

【４】関連イベント「指導碁」　　※棋聖戦１日目
　●実施日時：2017 年 2 月 8 日（水）13:30 ～ 14:50 ／ 15:10 ～ 16:30（2 回） ●会場：料亭「山屋」
　●参加者数：37 人　　●運営：川越 igoまち倶楽部、日本棋院小江戸川越支部、市文化スポーツ部、有志など
　●指導棋士：酒井真樹八段、青木喜久代八段、黒瀧正憲八段、山田拓自八段

【５】関連イベント「大盤解説会」　　※棋聖戦２日目
　●実施日：2017 年 2 月 9 日（木）14:00 ～ 18:00 ●会場：料亭「山屋」
　●参加者数：120 人　　●運営：川越 igoまち倶楽部、日本棋院小江戸川越支部、市文化スポーツ部、有志など
　●大盤解説：酒井真樹八段、聞き手は大澤奈留美四段（立会人の淡路修三九段、新聞解説の張栩九段、金秀俊八段の
スペシャル解説も）

【６】成果と今後の展開
　前掲の諸事業に加え、親子 igo 教室や、商店街・コープなどとの連携を通じ、囲碁をテーマとするまちづくり活動は、
地域活性化の有効な手法として認められつつある。囲碁界においては「川越モデル」として全国的に注目される一方、
対外的には、「コープみらい地域かがやき賞」受賞や、地域創生の分野からも市民主体の組織力を評価された。よって、
引き続き、関係各位のご支援・ご協力をいただき、さらなる市民力・地域力の発展を目指す。

2017 年 2 月 8日（水）　会場：「山屋」第41期棋聖戦第3局関連イベント「指導碁」

2017 年 2 月 9日（木）　会場：「山屋」第41期棋聖戦第3局関連イベント「大盤解説会」

「山屋」玄関へのアプローチ

指導風景（黒瀧正憲八段） 指導風景（山田拓自八段）

受付風景（注意事項の説明）

指導棋士紹介
（左から酒井八段、青木八段、黒瀧八段、山田八段）

指導風景（酒井真樹八段） 指導風景（青木喜久代八段）

初日大盤解説（左：青木八段、右：酒井八段）

関口実行委員長あいさつ 大盤解説会場風景

大盤解説（左：酒井八段、右：大澤四段） 張　栩九段の解説 次の一手クイズ賞品（井山棋聖の色紙）

次の一手クイズ賞品授与 大盤解説に聴き入る参加者 お開き後（参加者との会話）
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