
  

2017 年 月 日（木・祝）10 時～17 時 

寝屋川市民会館にて開催!! 
一般：1,000 円（高校生以下 500 円）※プロ棋士による指導は別途 500 円必要です 

将棋ゲスト棋士 

●優勝者は公開対局で憧れのプロ棋士に挑戦できる！市長杯無差別級大会（先着 8 名まで・要予約） 

●自分はどこまで行ける？実力を試してみよう！市長杯有段者大会 

●強い相手と競いながら、棋力アップもねらえる！市長杯級位者大会 

●友だちどうしで参加して絆を深めよう！団体戦（3 人 1 組・先着 16 組まで・要予約） 

●プロ棋士の指導が受けられるチャンス！指導将棋（午前 1 回午後 2 回・要予約・入場料と別に 500 円必要） 

●好きな時に参加できて、4 連勝で段級位を認定してもらえる！段級位認定大会 

●《中学生以下》優勝者は憧れのプロ棋士に挑戦できる！ジュニア無差別級大会（先着 8 名まで・要予約） 

●《中学生以下》さらなる上を目指してがんばろう！ジュニア A 級大会（9 級以上） 

●《中学生以下》一通り指せるようになったら腕試ししてみよう！ジュニア B 級大会（10 級以下） 

●《中学生以下》最近将棋を始めた方のための交流戦です！ジュニア交流戦（15 級以下） 
●初手から 30 秒、直感が勝負の分かれ目です！早指しトーナメント（13：00～） 

●《5 級以下対象》将棋で脳トレ!? 将棋で絵美菜流記憶力テスト!（13：00～） 

●《展示コーナー》中将棋の展示と対戦、駒づくりの実演、詰将棋コーナー 

●ルールから教えてもらって、将棋の初体験をしてみよう！初心者講座 

●《小学生以下限定》参加者にはステキな賞品があるよ！ちあき先生・ゆうき先生とあそぼう（13:00～） 

●《ステージイベント》プロ棋士の熱戦をナマで観戦できる！公開対局とトークショー（13:00～16:30） 

●《ステージイベント》ほっと息抜き！付き添いの方もみんな楽しめる音楽ショー、マジックショー 

 



2017 年 月 日（木・祝）10 時～17 時 

寝屋川市民会館にて開催!! 
一般：1,000 円（高校生以下 500 円）※プロ棋士による指導は別途 500 円必要です 

囲碁ゲスト棋士 

●優勝者は公開対局で憧れのプロ棋士に挑戦できる！市長杯無差別級大会（先着 8 名まで・要予約） 

●優勝者は 3～10 万円相当の正式免状がもらえる！正式免状取得大会（五段戦／三四段戦／初二段戦） 

●5 局打ちで参加者全員が級位を認定してもらえる！級位認定大会（高校生以上） 

●友だちどうしで参加して絆を深めよう！団体戦（3 人 1 組・先着 16 組まで・要予約） 

●プロ棋士の指導が受けられるチャンス！指導碁（午前 1 回午後 2 回・要予約・入場料と別に 500 円必要） 

●短い時間で決着がつくのが魅力。午後からの開催です！13 路盤大会 

●ハンデ戦で気楽に対局！好きな時に参加できて、3 連勝で賞品ゲット！交流対局 

●《中学生以下》優勝者は憧れのプロ棋士に挑戦できる！ジュニア無差別級大会（先着 8 名まで・要予約） 

●《中学生以下》一通り打てるようになったら腕試ししてみよう！ジュニア 19路盤大会 

●《中学生以下》ルールを知っていれば初心者でも気軽に対戦できる！ジュニア 9 路盤大会 
●《女性限定》それぞれのチームで何か 1 つ共通の『チームアイテム』を身につけて 

参加して下さい！レディース団体戦（要予約） 

●ルールから教えてもらって、将棋の初体験をしてみよう！初心者講座 

●《小学生以下限定》参加者にはステキな賞品があるよ！ちあき先生・ゆうき先生とあそぼう（13:00～） 

●《ステージイベント》プロ棋士の熱戦をナマで観戦できる！公開対局とトークショー（13:00～16:30） 

●《ステージイベント》ほっと息抜き！付き添いの方もみんな楽しめる音楽ショー、マジックショー 



分類 イベント名 場所 予約 備考

共通 開会式 1F小ホール

市長杯無差別級 3F特別会議室 〇 限定8名・総平手戦

市長杯有段者戦 4F研修室 総平手

市長杯級位者戦 4F研修室 総平手

ジュニア無差別級 2F第5会議室 〇 限定8名・総平手

ジュニアA級（9級以上） 2F第1会議室 総平手

ジュニアB級（10級以下） 2F第1会議室 総平手

ジュニア交流戦（15級以下） 2F第2会議室 初心者対象

段級位認定大会 4F研修室 ハンデ戦

団体戦 2F第2会議室 〇 総平手

指導将棋（100面指導） BF第1多目的室、音楽室 〇 別途500円

公開対局・トークショー 4F第2多目的室 ステージ

早指し選手権 2F第1会議室 総平手

初心者講座 4F第3多目的室

将棋で脳トレ!?
将棋で絵美菜流記憶力テスト!

4F第11会議室 記憶ゲーム

共通 ゆうき先生ちあき先生と遊ぼう 4F第12会議室 付き添いの子ども向け

市長杯無差別級 4F第9会議室 〇 限定8名・互先

免状取得大会（五段戦） 3F第6会議室 ハンデ戦

免状取得大会（三四段戦） 3F第6会議室 ハンデ戦

免状取得大会（初二段戦） 3F第7会議室 ハンデ戦

ジュニア無差別級 4F第9会議室 〇 限定8名・互先

ジュニア19路盤大会 4F第10、11会議室 ハンデ戦

ジュニア9路盤大会 4F第10、11会議室 ハンデ戦

13路盤大会 3F講義室 ハンデ戦

級位認定大会 3F第7会議室 ハンデ戦

団体戦 3F講義室 〇 ハンデ戦

レディース団体戦 4F第13会議室 〇 ハンデ戦

指導碁（100面指導） BF第1多目的室、音楽室 〇 別途500円

交流対局会 3F講義室 ハンデ戦

公開対局・トークショー 4F交流サロン ステージ

初心者講座 BF音楽室

共通 お楽しみ抽選会 4F多目的室

共通 閉会式・表彰式 4F交流サロン

共通 プロ棋士を囲んでの懇親会 4F第2多目的室 〇

将棋

12時台

囲碁

6,000円（学生3,500円）　18：00～20：00

11時台 13時台 14時台 15時台 16時台10時台



 

各種大会に参加する他に、プロ棋士の指導を受
けてみよう。囲碁なら、友だちを誘って今年か
らスタートするレディース団体戦はいかが？ 

女性の方 

初心者講座では、囲碁将棋の経験がまったくな
い方でも、ルールから教えてもらえるので安心。 
小学生以下のキッズなら、「ちあき先生・ゆうき
先生と遊ぼう」に参加してステキな賞品をゲッ
トしよう！駒づくり実演コーナーでは、将棋駒
ストラップをプレゼント！ 

付き添い・保護者の方 

プロ棋士の公開対局を観戦したり、指導碁・指
導将棋を観たり、受けたりしてみよう！ 
将棋なら、「将棋で絵美菜流記憶力テスト！」を
して棋力アップを目指そう。 

観るのが好きな方 
強くなりたい方 

打つ（指す）のが 
好きな方 

 

有段者 

●囲碁→正式免状（3万円～10 万円相当）取
得戦で、免状取得を目指そう！ 

●将棋→市長杯有段者戦に参加し、その後、段
級位認定戦や指導将棋へGo！ 

高段者 
市長杯無差別級で優勝を目指し、憧れのプロ
棋士に挑戦しよう！ 

団体戦で交流を深めよう！ 

●囲碁→級位認定戦（高校生以上）で、級位の
認定を受けよう！ 

●将棋→市長杯級位者戦に参加し、その後段
級位認定戦や指導将棋へGo！ 

級位者～ 
初級者 

●囲碁→各種ジュニア大会に参加し、その後
交流対局や指導囲碁へ Go！ 

●将棋→市長杯級位者大会に参加し、その後
段級位認定大会や指導将棋へGo！ 

ジュニア 

第 14 回 寝屋川囲碁将棋まつり 
主催：寝屋川囲碁将棋街づくりの会 

後援：寝屋川市、寝屋川市教育委員会、公益社団法人日本将棋連盟、 

公益財団法人日本棋院、一般財団法人関西棋院  

2016 年11 月23 日（水・祝）10 時～17 時 

会場：寝屋川市民会館 

お申し込み先：寝屋川囲碁将棋街づくりの会 
●電話・FAX 072-800-6802 

●メール igoshogineyagawa@yahoo.co.jp 

イベント終了後、同会館内でプロ棋士を囲んで楽しい懇親会を開催します。ぜひ、ご参加ください！ 

18：00～20：00、参加費 6,000 円、先着 50 名様（要予約です） 


