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横尾六段（日田）初参加で準優勝
＜第 20 回韓国ＲＩ囲碁大会＞

前列は大会役員。中央は李在允 GPFR 会長（韓国東海）。左に新藤信之日本支部長、
塚本利光理事、金澤拓平理事。右に柳貴鉉韓国支部長、申戊先 2700 地区ガバナー

２

＜大会結果＞

2019・04・07

「第 20 回国際ロータリー囲碁大会」
上級者クラス（5 段以上）
優勝

權

（◯印は女性）

中級者クラス（2～4 段）

重富 5 段（大邱囲碁）

準優勝 横尾精二６段（日田）

優勝

尹 弘在 2 段（大邱囲碁）

準優勝

永田博巳 3 段（加古川平成）

3位

張

錫珪 5 段（大邱囲碁）

3位

貴田 收 2 段（小松島南）

3位

林

辰圭 6 段（大邱囲碁）

3位

林 垠廷 2 段（大邱囲碁）〇

初級者クラス（初段以下）
優勝

李 圭錫初段（大邱囲碁）

準優勝

安本好勝 3 級（川崎マリーン）

3位

崔 敬淑 1 級（大邱囲碁）◯

3位

全 泰瑛初段（大邱囲碁）

3 クラスとも準優勝に
中級は永田 3 段（加古川平成） 初級に安本 3 級（川崎マリーン）
日本最初のＲＩ公認の親睦団体であるロータリー囲碁同好会（本部東京・大邱市ＧＰ
ＦＲ／Go Playing Fellowship of Rotarians）主催の「第２０回ＲＩ囲碁大会」が４月
６日(土）、７日(日)の両日、韓国・大邱市で開催され、日本から 15 名が参加しました。
今回は台湾と米国ハワイの両支部から、開会直前に参加取りやめの連絡が入り、寂
しい日韓2か国での対戦となりました。日韓の関係が危ぶまれている中で、日本チーム
も参加者20人を切り不安を増しつつありましたが、韓国支部は38名のロータリアンを
揃えて熱いオモテナシも用意して大歓迎を受けました。
日本チームは福岡、関空、名古屋、成田より6日午後に釜山空港に集合して、大型バ
スで夕刻から始まる歓迎晩餐会に向かいました。日本チームを率いる石井良昌ＧＰＦ
Ｒ前会長(尼崎西)が前日に体調を崩されてご夫妻とも不参加となりましたが、大邱市
の会場に着くと常連の貴田收２段(小松島南)が待っておられました。晴耕雨読の自由
人である貴田さんの飛び入り参加は何度もあって、すぐに交流の場を盛り上げてもら

い、意気消沈気味の我々に活気を呼び込んでくれました。

３

大邱市内の中心部に位置する大会場は、李在允ＧＰＦＲ会長が院長を務める徳栄歯
科病院ビル6階に対局用の大ホール、宴会場、控室が用意されていて、到着早々に控室
でＧＰＦＲ理事会が開かれました。昨年の台湾大会を欠席した李会長に会うのは2年ぶ
りでしたが、顔艶は変わりないものの足を不自由にされ身体もひと回り小さくなった
感じで、心配して体調について聞いてみますと、「ちょっと手術をしました」といい
ます。
理事会で、李会長は3年間務めた会長職を「任期が来たので、次期会長は台湾に」と
切り出して、次回開催地も台湾支部の要請に基づいて台湾で開催したい、と了承を求
められました。日韓両支部だけでは決定できないので、この旨を新藤支部長から台湾
支部に報告し、台湾の連絡を待って正式決定することとなりました。
この後の歓迎晩餐会は日韓のロータリアンが混じりあっての乾杯の連続。地元の大
邱囲碁ＲＣからは女性会員が10人も参加して華やかな祝宴となりました。

マラソン大会で大幅遅れに
7日の大会は午前9：30から大ホールで開会式が行われる予定でしたが、当日朝から
市内中心部で恒例の市内マラソン大会が行われて、道路は完全封鎖に。韓国支部は会
場とホテルの1キロ区間にバスを用意して送迎してくれたのですが、わずか100ｍで大
渋滞となって仕方なく徒歩で。道路も横切れ
ず地下街に迂回しましたが、前夜の晩餐会で
3700地区ガバナーと同席していた2人のガバ
ナー補佐が「ロータリー旗」を掲げて走って
いる姿に出会って、沿道から大いに声援を送
りました。
このため、「２０回記念」の開会式の点鐘
は1時間遅れに。国歌とロータリーソング、
大会役員の挨拶の合間にも参加者がそわそわと会場に集まってきました。
対局は午前に１局、午後３局となりました。
今回は初回から韓国チームの怒涛の進撃に合い、多くの同胞は２連敗が続出して、早
くも敗戦ムードに覆われていました。
国際大会のチャンピオンにもなった塚本利光６段（東京京浜）も不調で、上級者ク
ラスは暗雲が漂っていましたが、一人健闘したのは初登場の横尾精二6段（日田）。
運よく辞退者が出て繰り上げで準優勝となりました。
中級者クラスは常連の永田博巳3段（加古川平成）と貴田收2段が、粘り強い女性棋
士を撥ね退けて勝ちあがっていましたが、惜しくも準優勝と3位を分け合いました。
初級者クラスでも、安本好勝3級（川崎マリーン）が今回級位をあげて挑戦して、見

事に準優勝に輝きました。

４

表彰式後の懇親会は、日本チームが圧倒しました。圧巻は横尾6段の文子夫人が
ご主人の活躍を祝ってフラダンスを披露。やんやの
喝采を浴びました。カラオケ大会では演歌の競演とな
り、反日の国とは信じられない情景でした。
遅くまで交流が続きましたが、翌 8 日(月）はホテルを
午前 8 時に出発。帰国する釜山の途中、世界遺産である慶
州の佛國寺を見学しました。
李在允会長は桜の時期に合わせて大会日程を決めたと
いいますが、慶州の街道は桜の絨毯になって、次回は 1 週
前に来なさい、と訴えていたように思えました。

ＧＰＦＲ日本支部幹事

太田清文（東京）

来春の国際囲碁大会は台湾？
大邱GPFR理事会報告
ＧＰＦＲ理事会がＲＩ囲碁大会直前の4月6日(土)夕、大邱市の会場で行われ今後の
同好会の運営について協議しました。
この結果、ＧＰＦＲ次期会長は台湾支部から、次期大会も台湾での開催が内定し、
台湾支部の了承を得て正式に決定することになりました。
これは、大会直前に台湾支部より「大邱大会には日程の都合がつかず、大会参加は
残念ながら参加を見合わせるが、次回大会は台湾で開催したい」との連絡を受けたこ
とから、李在允会長が新藤日本支部長にこの理事会決定を台湾支部に報告してほしい
と要請。しかし、6月末までに台湾支部より連絡は入っていません。
ＧＰＦＲ会長の任期は3年間。日本、韓国、台湾の持ち回りでしたが、米国支部が
加わったことに２０２０年にハワイで行われるＲＩ大会会場での国際囲碁大会の開催
計画は取りやめとなりました。決定しましたら再度お知らせいたします。

ホームページを改定しました
gopfr.org を検索してください

５

大邱ＲＩ囲碁大会 2019・04・07
初出場でロータリー世界チャンピオンに
あと一歩だった横尾精二 6 段（右端）

世界遺産の慶州・佛國寺

中級者クラスには唯一 2 名が表彰を受け
る。中央は準優勝の永田博巳 3 段。右端
は退席した 3 位入賞の貴田收 2 段の代理
で壇上に立った金澤拓平理事。今回も団
体ツアーの企画を有難うございました

初級者準優勝の安本好勝 3 級(右)
指導碁にはプロ 6 段

マラソン大会のあおり受けて徒歩で

ユン先生が登場

李会長はインプラン
トの世界記録保持者

６

10 月５日（土）に全国大会開催
GPFR 日本支部は２０１９年 10 月５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１８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、昼食をはさみ 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９月２７日（金）
。定員 100 人ですので早めにお申し込みください。
同封の「大会参加申込書」を、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、
「2019-20 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 5 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、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
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新藤信之

