
 

囲碁サミット 主な開催内容 
開催年度 開催日 開催地 ／ 会場 参加自治体 開催内容 ／ 囲碁イベント 

第１回 
2008年度 

平成 20 年 10 月 11 日 
神奈川県平塚市 

 
平塚市中央公民館 

秋田県大仙市 長野県大町市 埼玉県北本市 

山梨県北杜市 京都府綾部市 広島県尾道市 

宮崎県日向市 

シンポジウム「地域の囲碁文化事業の交流」 
アトラクション、その他関連事業 
湘南ひらつか囲碁まつり１０００面打ち大会 

第２回 
2009年度 

平成 21 年 7 月 18 日 

広島県尾道市 
 

尾道市市民センターむかいしま 
「ココロ」文化ホール 

秋田県大仙市 長野県大町市 神奈川県平塚

市 埼玉県北本市 山梨県北杜市 京都府綾

部市 島根県益田市 島根県大田市 宮崎県

日向市 

シンポジウム「地域に息づく囲碁文化」 
基調講演「東京大学の囲碁授業入門」 
アトラクション、その他関連事業 
本因坊秀策囲碁まつり 

第３回 
2010年度 

平成 22 年 5 月 29 日 
長野県大町市 

 
大町温泉郷 黒部観光ホテル 

秋田県大仙市 埼玉県北本市 神奈川県平塚

市 新潟県聖籠町 山梨県北杜市 島根県益

田市 広島県尾道市 宮崎県日向市 

基調講演「囲碁文化の魅力と効用」 
パネルディスカッション、その他関連事業 
アルプス囲碁村まつり 

第４回 
2011 年度 

平成 23 年 10 月 29 日 
宮崎県日向市 

 
ベルフォート日向 

秋田県大仙市 新潟県聖籠町 長野県大町市 

埼玉県北本市 山梨県北杜市 神奈川県平塚

市 島根県益田市 広島県尾道市 三重県熊

野市 佐賀県鹿島市 茨城県高萩市 京都府

綾部市 島根県大田市 

日向市制施行６０周年記念事業 
基調講演「大竹英雄～囲碁の世界～」 
パネルディスカッション、その他関連事業 
日向はまぐり碁石まつり 

第５回 
2012年度 

平成 24 年 11 月 17 日 
島根県益田市 

 
島根県芸術文化センターグラントワ 

新潟県聖籠町 秋田県大仙市 長野県大町市 

神奈川県平塚市 埼玉県北本市 山梨県北杜

市 広島県尾道市 佐賀県鹿島市 宮崎県日

向市 島根県大田市 

益田市制施行６０周年記念事業 
基調講演「囲碁で養う考える力～東京大学の囲碁 

授業をめぐって～」 
パネルディスカッション、アトラクション、その他

関連事業 
ふれあい囲碁フェスタ 

  



 
開催年度 開催日 開催地 ／ 会場 参加自治体 主な開催内容 ／ 囲碁イベント 

第６回 
2013年度 

平成 25 年 5 月 25 日 
山梨県北杜市 

 
八ヶ岳ロイヤルホテル 

秋田県大仙市 茨城県高萩市 埼玉県北本市 

神奈川県平塚市 新潟県聖籠町 長野県大町

市 三重県熊野市 島根県益田市 島根県大

田市 広島県尾道市 佐賀県鹿島市 宮崎県

日向市 

富士の国やまなし国文祭北杜市主催事業 
基調講演「スマートエイジング～囲碁で脳を鍛え 

ることが出来るか？～」 
パネルディスカッション、その他関連事業 
名峰と名水の里北杜囲碁まつり 

第７回 
2014年度 

平成 26 年 10 月 4 日 
秋田県大仙市 

 
大曲市民会館、大曲エンパイヤホテル 

神奈川県平塚市 広島県尾道市 長野県大町

市 宮崎県日向市 島根県益田市 山梨県北

杜市 埼玉県北本市 新潟県聖籠町 佐賀県

鹿島市 三重県熊野市 福岡県みやま市 福

岡県柳川市 香川県坂出市 島根県大田市 

茨城県高萩市 

第２９回国民文化祭・あきた２０１４大仙市主催事

業 
記念トークセッション 
「囲碁指導スペシャリストたちが語る「青少年囲碁

普及現場の最前線」 
パネルディスカッション「青少年囲碁普及活動の現

在と未来」、その他関連事業 
大仙市民囲碁大会 

第８回 
2015年度 

平成 27 年 10 月 3 日 

福岡県みやま市・柳川市 
 

みやま市文化施設「まいピア高田」 
柳川藩主立花邸 御花 

神奈川県平塚市 広島県尾道市 長野県大町

市 宮崎県日向市 島根県益田市 山梨県北

杜市 秋田県大仙市 新潟県聖籠町 佐賀県

鹿島市 三重県熊野市 島根県大田市 香川

県坂出市 岡山県倉敷市 

第２３回ふくおか県民文化祭協賛事業 
基調講演「教育における囲碁の効用」 
パネルディスカッション、その他関連事業 
囲碁フェスティバルｉｎみやま・柳川 

第９回 
2016年度 

平成 28 年 11 月 19 日 
三重県熊野市 

 
熊野市民会館 

神奈川県平塚市 広島県尾道市 宮崎県日向

市 島根県益田市 山梨県北杜市 秋田県大

仙市 福岡県みやま市 新潟県聖籠町 佐賀

県鹿島市 香川県坂出市  

講演「棋士が伝えたい つながる囲碁」 
公開囲碁入門教室 
意見交換会「子どもたちが継続的に囲碁に親しめる

『環境づくり』について」 
熊野那智黒碁石まつり 

 
 



開催年度 開催日 開催地 ／ 会場 参加自治体 主な開催内容 ／ 囲碁イベント 

第１０回 
2017年度 

平成 29 年 9 月 23 日 
香川県坂出市 

 
坂出グランドホテル 

神奈川県平塚市 広島県尾道市 宮崎県日向

市 島根県益田市 山梨県北杜市 秋田県大

仙市 福岡県みやま市 新潟県聖籠町 佐賀

県鹿島市 三重県熊野市 岡山県倉敷市 香

川県善通寺市 

坂出市市制施行 75 周年記念事業 
基調講演「教育における囲碁の効用」 
パネルディスカッション 
無料指導碁、子ども（初心者）教室、その他関連事

業 

第１１回 
2018年度 

平成 30 年 11 月 22 日 

佐賀県鹿島市 
 

鹿島市生涯学習センター 
「エイブル」 

神奈川県平塚市 広島県尾道市 長野県大町

市 宮崎県日向市 島根県益田市 山梨県北

杜市 秋田県大仙市 福岡県みやま市 三重

県熊野市 香川県坂出市 岡山県倉敷市 佐

賀県みやき町 北海道岩見沢市 

基調講演「こどもの命をつなぐ囲碁」 
パネルディスカッション 
日本棋院第 44 期天元戦第 3 局、寛蓮子ども囲碁教

室、その他関連事業 

第１２回 
2019年度 

令和元年 10 月 13 日 
※台風 19号の影響によ

り中止となりました。 

神奈川県平塚市 
 

平塚駅北口中心商店街一帯 
ラスカ平塚 

平塚市中央公民館 

広島県尾道市 長野県大町市 宮崎県日向市 

島根県益田市 山梨県北杜市 福岡県みやま

市 三重県熊野市 香川県坂出市 佐賀県鹿

島市 岡山県倉敷市 北海道岩見沢市 

意見交換会「語ろう！『囲碁』と『こどもの未来』」

（中止） 
囲碁サミット2019inひらつか特別展示（実施） 

木谷實・星のプラザ特別展示（一部内容を変更して

実施） 

参加自治体等PR・名産品販売ブース（中止） 

＜同時開催＞ 

第 24 回湘南ひらつか囲碁まつり 1000 面打ち大会

（中止） 

第１３回 
2020年度 

※新型コロナウイルス

感染症の影響を考慮し

延期。 
宮崎県日向市 － － 



第１３回 
2021年度 

令和 3 年 9 月 18 日 
※新型コロナウイルス

感染症の影響を考慮し

中止。 

宮崎県日向市 
 

ホテルベルフォート日向 

神奈川県平塚市 広島県尾道市 長野県大町

市 島根県益田市 山梨県北杜市 佐賀県鹿

島市 三重県熊野市 岡山県倉敷市 北海道

岩見沢市 

第 35 回国民文化祭・みやざき 2020／第 20 回全国

障害者芸術・文化祭みやざき大会共催事業 
囲碁サミット2021inひゅうが特別展示（10/4～10/8

実施予定） 

パネルディスカッション「子どもたちに伝えたい！

囲碁の歴史とこれから」（中止） 
ミニ講演「頭が良くなる囲碁のヒミツ」（中止） 
子ども囲碁体験教室（中止） 

 


