
「第 38 期棋聖戦 第２局」川越開催
囲碁関連事業（2013～2014年）

2016 年 9 月吉日
川越 igo まち倶楽部
会長　関口　一郎

　2014 年 1 月、「第 38 期棋聖戦 第 2 局」が川越で開催されました。その折、地域活性化と囲碁文化の普及、
多様な世代・広域の人たちの交流を目的に、囲碁関連事業を実施。それが、「囲碁のまち・川越」への評価
につながっています。
　
【１】第２回　川越囲碁まつり

　●事業の名称：棋聖戦プレイベント　第２回「川越囲碁まつり」　～プロ棋士と対局・百面打ち
　●実施日：平成 25 年 10 月 26 日（土）　13:00～17:45　　●会場：蓮馨寺
　●参加者数：約 400 名
　●事業内容
　・百面打ち大会：プロ棋士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：子ども棋士とアマ高段者の対局（小林光一名誉棋聖による大盤解説あり）
　・まち歩き：シルバーガイドの案内で蔵のまちを散策
　・まちなかコンサート：尚美学園大学学生有志によるフルートアンサンブル演奏

【２】小江戸川越 igo まち戦

　●事業の名称：棋聖戦プレイベント　小江戸川越 igo まち戦（アマチュア囲碁大会）
　●実施日：平成 26 年１月 19 日（日）　8:45～17:00　　●会場：蓮馨寺　講堂
　●審判長：中村秀仁九段　　●副審判長：貴堂資彦氏（日本棋院埼玉県支部連合会会長）
　●参加者数：タイトル戦 32 人、ハンデ戦 58 人

【３】igo トーク＆前夜祭

　●事業の名称：棋聖戦プレイベント
　　　　　　　　第 38 期棋聖戦　第２局　in　kawagoe　「前夜祭＆igo トーク」
　●実施日：平成 26 年１月 28 日（火）　igo トーク 17:00～17:50　前夜祭 18:00～19:50 　●会場：氷川会館
　●参加者数：約 200 人
　●igo トーク出演者：小川誠子六段（日本棋院理事）、木谷正道氏（故木谷實九段　子息）
　●前夜祭参加棋士：井山裕太棋聖、山下敬吾九段（挑戦者）、小林光一名誉棋聖（立会人）　他 10 名
　●前夜祭司会：大澤摩耶（囲碁インストラクター）
　●事業内容
　・igo トーク：棋聖戦第１局の報告、木谷道場のエピソードを軽妙なトークと映像で紹介
　・棋聖戦歓迎レセプション：花束贈呈、対局者の決意表明、第２局の見どころ解説など
　・表彰式（小江戸川越 igo まち戦、小江戸川越 igo 川柳、子どもの igo キャラクター絵）
　・交流会

【４】棋聖戦と対局当日イベント

＜棋聖戦＞
　●事業の名称：第 38 期棋聖戦　第２局（川越対局）対局者：井山裕太棋聖×山下敬吾九段
　●主催：読売新聞社、日本棋院
　●実施日：平成 26 年１月 29 日（水）～30 日（木） ●会場：料亭「山屋」
＜指導碁＞
　●実施日：平成 26 年 1 月 29 日（水）　13:20～17:00 ●会場：「山屋」大広間
　●指導棋士：中村秀仁九段、酒井真樹八段、大澤奈留美四段、甲田明子三段
　●参加者数：120 人
＜大盤解説会＞
　●実施日：平成 26 年 1 月 30 日（木）　14:00～18:00 ●会場：「山屋」大広間
　●大盤解説：酒井真樹八段、大澤奈留美四段（小林光一名誉棋聖、蘇耀国八段も飛び入り参加）
　●参加者数：180 人

2014 年 1 月 29 日（水）　会場：「山屋」第38期棋聖戦関連イベント「指導碁」

2014 年 1 月 30 日（木）　会場：「山屋」第38期棋聖戦関連イベント「大盤解説会」

「山屋」玄関へのアプローチ

「山屋」玄関へのアプローチ

初日解説会風景指導風景（酒井真樹八段） 指導風景（大澤奈留美四段）

指導風景（中村秀仁九段）指導棋士紹介
（左から大澤四段、甲田三段、中村九段、酒井八段）

大盤解説会お開き

下足置場「山屋」屋外での受付（下足袋記名） 受　付

開会あいさつ・解説棋士紹介 大盤解説（左：酒井八段、右：大澤四段） 解説に聞き入る参加者

小林光一名誉棋聖の解説解説に聞き入る参加者



igo トーク（スライド写真の説明） igo トーク（川越の取組を紹介）

地元の子ども棋士から花束贈呈

対局者入場（左：井山棋聖、右：山下九段）

igo トーク客席 igo トーク（左：小川誠子六段、右：木谷正道氏） 小川誠子六段 木谷正道氏開会式（川合市長挨拶） のぼり旗開会式（小林名誉棋聖挨拶） 百面打ち会場

百面打ち（右：林七段） 百面打ち（幅広い年齢層）

決意表明（左：井山棋聖、右：山下九段）

igoまち戦表彰式（小林名誉棋聖からメダル授与） 子どもの絵表彰式（川越市教育長から）

歓談（子ども棋士）

歓　談

歓談（井山棋聖と小林名誉棋聖） 歓談（左から中村九段、山下九段、関口委員長）歓談（井山棋聖を囲んで）

見どころ解説（左から大澤四段、小林名誉棋聖、
酒井八段、蘇八段）

「第38期棋聖戦前夜祭＆igoトーク」2013 年 10 月 26 日（土）　会場：蓮馨寺「第 2回川越囲碁まつり」

2014 年 1 月 19 日（日）　会場：蓮馨寺アマチュア囲碁大会「小江戸川越 igo まち戦」

まち歩き コンサート（尚美学園大学学生）

特別対局（小林名誉棋聖と地元名士）

公開対局（村上　深氏と子ども棋士）

タイトル争奪戦（講堂 2階） ハンデ戦（講堂 1階） 子どもたちの真剣勝負（タイトル争奪戦）

表彰式（実行委員長から賞状授与） 表彰式（中村審判長からメダル授与）高齢者・女性・子ども（ハンデ戦）

2014 年 1 月 28 日（火）　会場：氷川会館
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