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江村六段（盛岡西）が唯一の入賞
＜第 18 回ロータリー台湾大会＞
怒涛の台湾の躍進に、日韓は唖然とするばかり

前列は大会役員。左から司会の JUDY、韓国支部長代理の趙漢傑二段、新藤信之日本
支部長、台湾の游長和支部長、楊敏盛・前台湾支部長、ホストクラブ大園 RC 会長
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＜大会結果＞
2017/06/04 台湾・桃園
A クラス(五段以上)

B クラス(四段以下)

優勝 曺 君煥六段(3650 Seoul 冠勲)

優勝

準優勝 徐

準優勝

家光五段(3500 台湾新竹科園)

3 位 江村洋弘六段(2520 盛岡西)

邱 建中初段(3500 台湾桃園西區)
蔡 炎盛二段(3500 台湾桃園)

3 位 陳 宗禮二段(3500 台湾桃園經國)

優勝経験者 3 名の揃い踏みも…
ロータリー囲碁名人は Seoul の曺君煥六段
ロータリー囲碁同好会(GPFR)主催の「第 18 回ロータリー国際囲碁大会」は 6 月 3 日
(土)と 4 日(日)の両日、台湾・桃園市で行われました。国際囲碁大会は日本、韓国、台
湾の順で毎年 4 月前後に開催されていましたが、今回は台湾支部の動きが遅くなり、ア
トランタ RI 大会の 1 週間前という慌ただしさの中で開かれました。
このため、大会参加者は日本 22 人(うち同行者 6 人)、韓国 16 人、台湾 14 人に留ま
り、米国は不参加となりました。
初日の 3 日は午後 3 時に、日本と韓国両チームが宿泊する桃園市内の住都大飯店ロ
ビーに集合。台湾支部の用意したバスで 10 キロ離れた同市内にある ROSA GARDEN
に向かい、台湾チームと合流して歓迎晩餐会が行われました。
この ROSA GARDEN は病院経営者である台湾支部前支部長、楊敏盛 PDG(桃園)が
オーナーの結婚式等の宴会場で、これまで台湾で開催した 5 回の囲碁大会のうち 2 回
囲碁会場に使われ、今回が 3 度目となります。
この時期の台湾は梅雨前線が停滞し、台南地区は洪水に見舞われるほどの大雨。山間
に佇む ROSA GADEN は自慢のバラ園が強い雨に掻き消され、雨は勢いを増すばかり
で、地元の人たちもこれに往生してか集まりが悪く、晩餐会の開演も 1 時間遅れて 6 時
からとなりました。ところが、この晩餐会は豪華な食事に、ジャズバンドの演奏が入り
賑やかなパーティーとなって、大雨をなぎ払うような勢いでした。
翌 4 日の囲碁大会も生憎の雨。五段以上の上級者クラス(日本 8 人、韓国 5 人、台湾
5 人)と四段以下の 2 クラスで行われたのですが、驚いたことに、台湾勢が大雨の勢い
に乗ってか異例の驀進を見せたのです。
優勝経験者である江村洋弘六段(盛岡西)、伴中博司六段(綾部)、塚本利光六段(東京京

３
浜)の 3 人を擁した我がチームは苦戦。江村六段が何とか韓国、台湾に続いて上級者 3
位に入りましたが、下位クラスは台湾チームが 3 位までを独占する結果となりました。
大会を横目にミニ観光が用意されていて、加古川平成の井上規代子、榊誠両氏と同行
の家族の計 6 人が参加され、台湾北部の景勝地で知られる淡水を訪ねたり、ダンス教室
で呼吸法の伝授を受けたりと、終日楽しまれたようでした。
大会終結とともに表彰式が行われ、閉会の挨拶に立った新藤信之日本支部長(東京立
川こぶし)は、次期開催地の東京大会が 2018 年 4 月 21 日(土)、22 日(日)に開くこと、
新ホームページ(gofpr.org)を改定したことを発表しました。
この後は送別会に移り、前夜に増してプロの美人歌手が登場。ジャズバンドも加わっ
て会場はダンスの波模様となりました。このバンドはホストクラブの大園 RC の面々
で、エバーグリーン航空会長の游長和・台湾支部長の応援に駆けつけてくれたものでし
た。
報告がひとつ。岡本久永五段（豊橋ゴールデン）が昨秋、瑞宝双光章を授与された記
念に、日本チーム全員に高価なペンがプレゼントされ、皆さんから盛んな祝福を受けま
した。
日本支部幹事

太田清文（東京）

台湾ルールに戸惑い？
説明呑み込めず日本チームの不振に
第18回ロータリー国際囲碁大会が6月3日4日の両日台湾の桃園市にて開催され、3日の
日は会場となったRosa Gardendenで 歓迎晩餐会が盛大ににとりおこなわれました。 料理
は台湾料理で魚の蒸したものの料理などがだされました。
日本からは新藤支部長が、台湾は游支部長が、韓国は李在允支部長代理の方が挨拶
されました。
4日の午前から開会式が執り行われ、3カ国代表が挨拶されました。韓国語と日本語の通
訳がついて少し時間がかかりました。新藤支部長の挨拶の趣旨としては、あくまで親睦が
主体だと受け取りました。
対局はA B2クラスに分かれて対戦しました。対局時計を使用しましたが、持ち時間が20
分ずつ、秒読み20秒2回の設定でした。この意味が皆さんに分かりにくくて、要するに20秒
の秒読みで1度時間が切れても、もう1回20秒の秒読みで時間切れにならずに打てる、と説
明しました。ところが、日本の方々は慣れていない為か秒読みにてこずっていた方も見られ
ました。
対局は４回戦まで打たれましたが、2敗した人は午後からプロ棋士の指導を受けられまし
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大会役員に囲まれて。左から3人目が江村六段、右に曺六段、徐五段のトップスリー

た。大会の成績はAB両クラス共台湾が成績上位を独占しました。私は１局目は台湾の六
段の方と黒番でしたが、終局直前に相手が大石の当たりに気付かないでいましたので打ち
上げてしまいました。
2局目は韓国の六段の方とでした。これは序盤から白の私が攻める展開となりましたが、
大石の攻め合いになり、私の石が取られて負けてしまいました。クラスに出場されて囲碁を
楽しまれておられることです。また、太田清文氏は囲碁大使の称号を日本棋院よりいただ
いています。名幹事役が評価されての事だとおもいます。皆様を代表していいか分かりま
せんが感謝いたします。
２５２０地区 盛岡西R 国際奉仕委員長

江村洋行

ホームページを改定しました
gopfr.org を検索してください
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第 18 回 ROTARY 囲碁 TAIWAN 大会
3 日夜は歓迎晩餐会からスタート。翌

日韓台の役員が晩餐会場の各テーブルを回

日 7 時に集合という台湾囲碁大会だ

りご挨拶周り。台湾の乾杯は一気飲みです

が、その前にまずは景気付け？

歓迎晩餐会にゲーリーホァン元 RI 会長（2014 緊迫感に包まれた囲碁会場。台湾は
－15）が招かれお開きまで会を楽しまれた

SAA はじめホストクラブ大園 RC が
お揃いの朱色ユニホームで意気盛ん

3 日の盛大な晩餐会、4 日は驀進する台湾勢、賑やかな送別会に度肝を抜かれて…
プロの美人歌手も登場の送

会場ではプロ棋士の指導に

韓国チーム女性陣が音

別会に、のど自慢が次々と

よる多面碁も。

頭を取って盛り上げる

６

10 月 14 日（土）に全国大会開催
GPFR 日本支部は 2017 年 10 月 14 日（土）午前 10 時から東京・市ヶ谷の日本棋院
本院 1 階の対局室で「第 16 回ロータリー全国囲碁大会」を開催します。3 クラス制、
1 時間の早碁戦で、同クラブ上位２人の得点によるクラブ対抗戦も行います。登録受付
は 09：30、昼食挟み 4 局の予定。表彰式は 16：00 の予定です。
3 クラスとも上位 4 位まで入賞楯を用意。登録料 7000 円（昼食代等含む）。申し込み
締め切りは 10 月 6 日（金）
。定員 100 人ですので早めにお申し込みください。
大会参加申込書をご利用の上、GPFR 専用 FAX（03－3452－1652）に所属クラブを
通じて送信をお願いいたします。送金方法等は下記のご案内をお確かめください。

会費納入のお願いと全国大会のご案内
ロータリアンの囲碁仲間を GPFR にお誘いください。新規入会のお申し込みは、ご本人
の地区、クラブ、氏名、年齢、級段位を明記して所属のクラブ事務局を通じて FAX で下記
の GPFR 日本支部宛に送信をお願いいたします。年会費 2000 円。入会金はありません。
年会費は、同封の郵便振替用紙（口座番号 00100-0-427835

ロータリー囲碁同好会宛）

をご利用のうえ、2017-18 年度会費分として８月末までに 2000 円をご送金ください。ロー
タリーは 7 月が年度の切り替えですので、年度を明記してご送金ください。
10 月 14 日（土）の「ロータリー全国囲碁大会」に参加ご希望の方は、同封の「参加申込
書」にご記入の上、FAX で送信して下さい。日本支部より折り返し大会要領・地図等をご
連絡致します。会員を優先しますので、会員は同封の郵便振替用紙に「全国大会参加」と明
記して、お早めに大会登録料 7000 円と年会費 2000 円の計 9000 円をご送金ください。定
員 100 名です。クラブ内のロータリアン、ご家族のご参加も歓迎いたします。
なお、振込み手数料（100 円）はご負担ください。GPFR は皆様の会費で運営しておりま
すので、何卒、会員の増強と会費の納入のご理解とご協力をお願い致します。GPFR の活動
については新装の HP(http://www.gopfr,org)をご覧ください。

〒104-0031 東京都中央区京橋 2-11-8 全医協連会館 1F
2580 地区ガバナー事務所内

ロータリー囲碁同好会

専用 FAX 03－3452－1652
日本支部長

PDG

新藤信之

