
  

★プロ棋士による指導碁・指導将棋（別途 500円必要） 

★団体戦（予約制・3人一組・16組限定） 

★個人戦（予約不要） 
【囲碁】 

六段以上最強戦、四五段戦、二三段戦、初段戦、級位認定戦、ジュニア A級（1～14級・19路盤）、 

ジュニア B級（15級以下・9路盤） 

【将棋】 

一般最強戦（4段程度以上対象）、有段者戦、級位者戦、ジュニア有段者、ジュニア A級（1級～9級）、 

ジュニア B級（10～14級）、ジュニア C級（15級以下）、段級位認定大会 

★初心者講座（予約不要） 

都成竜馬五段 

勝間史朗七段 

坂井嵩司初段 

主催：寝屋川囲碁将棋街づくりの会、日本将棋連盟寝屋川支部、関西棋院寝屋川支部、日本棋院寝屋川支部 
後援：寝屋川市、寝屋川市教育委員会、日本将棋連盟、関西棋院、日本棋院 
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会場：寝屋川市立市民会館 



 

 

 

ご挨拶 
 

寝屋川囲碁将棋連盟 

会長 井上隆司 

 

この度、第一回寝屋川囲碁将棋フェスティバルを開催させていただ

くにあたり、一言ご挨拶をさせていただきます。まずは、寝屋川市・

寝屋川市教育委員会をはじめ、この活動を支えていただきました、

多数のご後援団体、ご協賛企業の皆様、プロ棋士の皆様に、この紙

面をお借りしてお礼を申し上げます。 

そして、本日御参加いただきました皆さまには誠にありがとうござ

いました。今日一日を存分に楽しんでいただけるようスタッフ一同

誠心誠意努めますのでよろしくお願い申し上げます。 

昨年まで、春には、屋外イベントであります住吉神社囲碁将棋まつ

りを開催しておりましたが、炎天下や雨天などで体調を乱される方

が散見されることもあり、今年度より寝屋川囲碁将棋フェスティバ

ルとして屋内に場所をうつし、再スタートを切ることになりました。

そのうえで、内容をさらに充実させ、いままで以上に、皆様方に喜

んでいただけるイベントとして生まれ変われるよう努力してまいり

ますので、今後とも、こちらのイベントもご期待いただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

我々の活動も今年で 15 周年を迎えました。今年は 15 の小中学校お

よび 5 つの公共機関で囲碁将棋の教室を開講する予定です。教室で

は、棋力向上はもとより、挨拶や、礼儀、礼節を最も重要な学習と

位置付け、主に地域の高齢者が中心となって指導しており、高齢者

の生きがい促進にも大いに寄与しております。いつの日か、この寝

屋川市で囲碁将棋を学んだ子どもたちが、プロ棋士になり、タイト

ルホルダーとなって戻ってきてくれることを夢見ています。 

まだまだ道半ばではございますが、皆様の応援、よろしくお願い申

しあげます。 



 

分類 イベント名 場所 予約 時間

共通 開会式 4F交流サロン 10：00～10：30

一般最強戦 4F第10会議室 10：45～16：15

有段者戦 4F研修室 10：45～16：15

級位者戦 4F研修室 10：45～16：15

ジュニア有段者戦 4F第11会議室 10：45～16：15

ジュニアA級（9級以上） 2F第2会議室 10：45～16：15

ジュニアB級（10～14級） 4F第13会議室 10：45～16：15

ジュニアC級（15級以下） 4F第12会議室 10：45～16：15

段級位認定大会 4F第3多目的室 随時

団体戦 4F第3多目的室 〇 10：45～16：15

指導将棋 4F交流サロン 〇 10：45～16：15

初心者講座 4F交流サロン 随時

六段以上最強戦 3F特別会議室 10：45～16：15

四五段戦 3F第6会議室 10：45～16：15

二三段戦 3F第6会議室 10：45～16：15

初段戦 3F第7会議室 10：45～16：15

ジュニアA級（1～14級・19路盤） 4F第9会議室 10：45～16：15

ジュニアB級（15級以下・9路盤） 4F第9会議室 10：45～16：15

級位認定戦 3F第7会議室 10：45～16：15

団体戦 4F第3多目的室 〇 10：45～16：15

指導碁 4F交流サロン 〇 10：45～16：15

交流対局会 3F第6会議室 随時

初心者講座 4F交流サロン 随時

共通 お楽しみ抽選発表 4F総合受付前に貼り出し 15：00

共通 閉会式・表彰式 4F交流サロン 16：30～

16時台

将棋

囲碁

10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台

お知らせ：昼食時、4Fに CoCo壱カレーショップがオープンしますのでぜひご利用ください。 

おねがい：会場にはごみ箱を設置しておりません。お持ち込みになった飲食物のごみは、各自 

でお持ち帰りいただきますよう、ご協力お願いいたします。 



各種大会・イベントについて  ※4F に昼食の CoCo 壱カレーショップがオープンします 

種別 大会名 会場 備考 

将 

棋 

団体戦 4F 第 3 多目的室 敗者復活戦有り 時計使用 30分切れ負け 総平手戦 

一般最強戦 4F 第 10 会議室 総平手 トーナメント戦 30 分切れ負け 

有段者戦 4F 研修室 時計使用 30分切れ負け 総平手 ３位まで入賞 

級位者戦 4F 研修室 総平手 3位まで入賞 

ジュニア有段者戦 4F 第 11 会議室 30 分切れ負け 

段級位認定大会 4F 第３多目的室 
ハンデ戦で交流対局 ４連勝で連勝賞、５連勝で段級位
認定カード授与 何度でも、いつからでも挑戦可能 

ジュニア A級 2F 第 2 会議室 中学生以下の１～９級 平手戦 3 位まで入賞 

ジュニア B級 4F 第 13 会議室 中学生以下の 10～14 級 3位まで入賞 

ジュニア C級 4F 第 12 会議室 
中学生以下の 15 級以下初心者まで 
たくさん対局してお菓子をゲット！ 

指導将棋 4F 交流サロン 指導料 500円 

囲 

碁 

団体戦 4F 第３多目的室 敗者復活戦有り 時計使用 30分切れ負け ハンデ戦 

六段以上最強戦 3F 特別会議室 30 分切れ負け 総互戦  

四五段戦 3F 第 6 会議室 ハンデ戦 30分切れ負け 

二三段戦 3F 第 6 会議室 ハンデ戦 30分切れ負け 

初段戦 3F 第 7 会議室 敗者復活戦有り 時計使用 30分切れ負け ハンデ戦 

級位認定戦 3F 第 7 会議室 ハンデ戦 勝敗で暫定級位が上下。５回戦で決定 

交流対局会 3F 第６会議室 
ハンデ戦で交流対局 ３連勝で連勝賞、４連勝で段級位
認定カード授与 何度でも、いつからでも挑戦可能 

ジュニア A級 4F 第 9 会議室 中学生以下の 19 路盤大会 ハンデ戦 3位まで入賞 

ジュニア B級 4F 第 9 会議室 13:30～中学生以下の 9 路盤大会 互戦 3 位まで入賞 

指導碁 4F 交流サロン 指導料 500円 

共 
通 

初心者講座 4F 交流サロン ルールから教えます。付き添いの方も歓迎 

駒づくり実演 4F 特設会場 名前入り根付駒ストラップをプレゼント（先着順） 

中将棋の紹介と指導対局 4F 特設会場 日本中将棋連盟によるルールから、実戦まで 

昼食会場 4F 第 14 会議室  

※大会ルール 

★個人戦の将棋は、ネヤガワ式トーナメント（下記参照） 囲碁は一般トーナメント戦（敗者戦あり） 
①2 敗失格・30分切れ負け（参加者数により変更あり）、ジュニアは 3敗失格 ※級位者は時計なし 

②制限時間までに一番多くの勝ち数を獲得したものが優勝。優勝・準優勝・３位 各 1 名 

③同じ勝ち数の場合、負け数が少ないほうが優勝。 

④勝ち数、負け数がともに同じ場合、早く終了したものが上位。※2 回目以降の対局は勝者優先でつけていく。 
※昼食の際にはカードを自分で持っていき、帰ってきた際に再度、大会本部に提出する。 
※呼び出して返事のない場合は、順番をとばします。対局順番によって、同じ相手と当たる場合もあります。 

★団体戦ルール（囲碁はハンデ戦・将棋は総平手戦。30 分切れ負け、時計使用、敗者戦あり） 

最初に大将、副将、三将を決定、オーダー用紙に記入し、大会本部に提出 
◎エントリー後のメンバー変更、オーダー変更は認められません。 
◎助言およびそれに類する行為は、即失格。見学者は対局者より 1m 以上離れて観戦すること 
※ワイルドカード： 

参加チーム数により、最初に 1 勝 2敗で負けたチームが本戦の２回戦に進むことができる場合がある  



 

3F 

4F 

2F 

市民会館各階平面図 



 
囲碁・将棋サークルのご紹介（平成 30 年 4 月現在） 

種別 サークル名 場所 日時 会費 連絡先 居住地他 

囲碁 香里棋友会 西北コミュニティセンター 毎週土・日 13：00～17：30 1,000 円/月 833-0120（西北コミセン） 不問 

囲碁 碁友会 寝屋川市中央公民館 毎週土・日 13：00～17：00 4,000円/年 838-0189（総合センター） 不問 

将棋 棋友会 寝屋川市中央公民館 毎週土・日 13：00～17：00 4,000円/年 838-0189（総合センター） 不問 

囲碁・将棋 西棋会 西高齢者福祉センター 毎週水・木・金 13：00～17：00 1,000円/年 838-1441（総合センター） 65 歳以上対象 

囲碁 太秦碁友会 太秦高齢者福祉センター 月～金 13：00～17：00 2,000円/年 824-0808 60 歳以上対象 

囲碁 東北コミセン碁友会 東北コミュニティセンター 月～土 13：00～17：00 6,000円/年 832-3971 不問 

囲碁・将棋 高齢者福祉センター 中央高齢者福祉センター 原則毎日 4,000円/年 832-0050 市老連会員限定 

囲碁 西南コミセン囲碁クラブ 西南コミュニティセンター 毎週日 13：00～17：00 3,000円/年 838-2322  

将棋 友呂岐将棋クラブ 友呂岐緑地公園 毎日 11：00～16：00 1,000円/年 090-7753-1215（西田） 不問・雨天休業 

囲碁・将棋 棋楽会 池の里市民交流センター3F 毎週月・火 12：00～18：00 1,500円/年 827-7838（交流センター） 不問 

囲碁 南コミセン碁友会 南コミュニティセンター 毎週日 13：00～16：30 6,000円/年 821-0301 不問 

囲碁・将棋 東高齢者福祉センター 東高齢者福祉センター 毎週火・金 13：00～17：00 なし 822-3961 60 歳以上対象 

囲碁 木田町公民館囲碁クラブ 木田町公民館 第 1・第 4 火 9：00～11：00 なし 時間内に直接会場にお越し下さい 不問 

囲碁・将棋教室のご紹介（平成 30年 4 月現在） 

種別 教室名 場所 日時 会費 連絡先 居住地他 

囲碁・将棋 子ども囲碁将棋道場 寝屋川市民会館 毎週日 9：30～12：00 2,000円/月 800-6802 
（寝屋川囲碁将棋連盟） 

不問 

将棋 子ども将棋教室 J.C カルチャー香里園校 毎週月・金 16：30～17：30 1,000円/月 不問 

囲碁 初心者・初級者囲碁教室 
J.C カルチャー香里園校 
J.C カルチャー寝屋川校 

香里園校 毎週木 13：30～ 
寝屋川校 毎週水 13：30～ 

3,300円/月 
835-1256（香里園校） 
801-3036（寝屋川校） 

不問 

将棋 初心者・初級者将棋教室 J.C カルチャー香里園校 香里園校 毎週月 13：30～ 3,300 円/月 835-1256（香里園校） 不問 

囲碁・将棋 エスポクラブ エスポワール（成美町） 不定期 土曜日 年間 15 回 3,000 円/年 828-4141（エスポアール） 小学生 

囲碁・将棋 囲碁将棋教室 学び館 土曜日 11:00～12:00 1,000 円/年 822-3311（学び館） 小学生 

囲碁 子ども囲碁教室 西北コミュニティセンター 第１第３土曜日 10:00～11:30 2,400 円/年 833-0120（西北コミセン） 小学生 

囲碁 
森山九段囲碁教室 
（プロ棋士による教室） 

J.C カルチャー香里園校 
毎週火 13:30～16:00（一般） 
毎週火 16:30～18:30（ｼﾞｭﾆｱ入門） 
18:30～20:30（ｼﾞｭﾆｱ中・上級） 

5,000 円/月 
2,500 円/月 
5,000 円/月 

800-6802 
（寝屋川囲碁将棋連盟） 

不問 

 



  森山直棋プロ九段による 

囲碁教室 
森山直棋プロ九段プロフィール 
関西棋院棋士九段。 

関西棋院第 1 位決定戦優勝 1 回。 
世界戦日本代表 3 回。 
NHK 杯ベスト 4 入り 1 回。 
主宰している子供教室から、子供チーム対抗戦 A クラス優勝 5 回

等、団体戦優勝多数。キッズカップ優勝 2 人。小学生名人 1 人。 

低学年の部子供棋聖 1 人。中学生名人 1 人。ジュニア本因坊 1 人。 
女子高校生チャンピオン 3 人等、全国大会入賞者多数。 
門下生に村川大介八段。谷口徹三段。坂井嵩司初段。 

大人囲碁教室 

（入門者も OK です。） 

毎
週
火
曜
日 

13：30～16：00 月会費 5,000 円 

子供囲碁教室 

（入門者も OK です。） 

16：30～18：30 月会費 2,500 円 

子供特訓囲碁教室 

（中級以上が対象です。） 
18：30～20：30 月会費 5,000 円 

※子ども囲碁教室の対象年齢は、5 歳～高校生までです。 

※子供囲碁教室と、子供特訓囲碁教室の両方に参加の場合は、月会費 6,000 円 

お問い合わせは・・・ 

特定非営利活動法人 楽習
らくしゅう

 

〒572-0085 寝屋川市香里新町 21-12 

J.C カルチャー内（アートタウンコオリ近く） 

072（835）1256 

大人 1 日 1,000 円。 

子供 1 日 1 教室 500 円、2 教室 1,000 円です。 

体験 
募集中！ 



 

第１回寝屋川囲碁将棋フェスティバル 

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、日本将棋連盟、関西棋院、日本棋院、 

大阪府高等学校囲碁連盟、大阪府中・高等学校将棋連盟 

協力：日本中将棋連盟、NPO 法人楽習、J.C カルチャー 

⑥答え：雷になるから（雨＋田で雷） 

⑦答え：犬（犬から点「｀」を取ると大） 

⑧答え：休んでいる（人＋木で休） 

⑨答え：六（六のなべぶたをとると「八」になって 2 増える） 

⑩答え：白鳥 

（99 は 100－1 なので、百という漢字から一を取る） 

①答え：ルーマニア 

②答え：蒸しパン 

③答え：植物（植物には芽，花，葉がある） 

④答え：雨の日（雨天だけに打てん） 

⑤答え：お父さんになる 

（「えとうさん」の「え」が「お」になると「おとうさん」） 

✿ふるさと納税で「囲碁将棋の街寝屋川」をご支援ください✿ 
囲碁将棋の街寝屋川は、市民によるボランティアで運営されており、その運営は、皆様からのご支援により成り立って

おります。一人でも多くの皆様にこの活動をご支援いただきたいと思い、ふるさと納税を利用した支援をお願いしてお

ります。ふるさと納税は、実質 2,000 円の納税により、数万円の寄付ができるという制度です。この収益は、本日実

施させていただいているようなイベントや、各学校への囲碁将棋講師派遣などの活動資金として全額使用させていた

だきます。また、納税金額に応じ、以下のような返礼品をご準備させていただいておりますので、この機会に一人でも

多くのご支援をお待ちしております。詳しくは総合受付まで。 

【返礼品の一例】 
①10,000円  → 囲碁将棋まつり参加券１枚、プロ指導券 1 枚、 

②20,000円  → プロ棋士を囲んでの懇親会参加券１枚 

③30,000円  → ①＋②＋プロ直筆色紙 

④50,000円  → 高級 1寸盤 

⑤100,000円以上 → サイン入り本榧２寸盤 

✿寝屋川囲碁将棋街づくりの会では、会員を募集しています✿ 
各種囲碁将棋イベントの運営や企画、小学校や公民館などでの初心者講座のお手伝いなどをしていただける会員を募集

しています。月 1 度程度でも結構です。ともに囲碁将棋の普及発展のために汗を流しませんか？ 

ご興味のある方は、受付担当者にお申し出ください。詳細を担当者よりご説明させていただきます。 

囲碁将棋を通じた明るい街づくり、一緒に実現しましょう。 

（出典：nazo2.net） ※答えはこのページの一番下にあります 

●なぞなぞ 
①カレーのルーに異常なこだわりを持っているのはどこの国の人？ 

②パン屋の棚に並んでいても、お客さんが見向きもしないパンとは、どんなパン？ 

③「め」「はな」「は」はあるけど、「くち」や「みみ」はない。これは何？ 

④晴れの日、雨の日、曇りの日、バッターの打率が一番低くなるのはどの天気の日？ 

⑤江藤さんが笑顔になるとどうなるでしょう？ 

●漢字なぞなぞ 
⑥雨の日に田んぼへ行くと危険です。それはなぜ？ 

⑦点を取ると大きくなる動物は？ 

⑧人が木のそばでじっとしています。何をしている？ 

⑨フタをとるだけで、２つ増える数って何？ 

⑩99 年生きている鳥は？ 


