
  
入り口での検温にご協力ください。 

37.5℃以上の方は入場できません。 

市民会館内では、付き添いの方も含め 

食事の時以外は必ず、マスクの上に 

フェイスガードを着用してください。 

入館前および対局前には、必ず 

手指のアルコール消毒をお願いします。 

各大会に関係のない方は、会場内に 

入らないようにしてください。 

保護者も、原則入室できません。 

常にソーシャルディスタンスを心がけ、 

大勢で一か所に群れる行為は 

避けてくださるようお願いします。 

マスク会食にならい、食事の際は会話を

控え、食事が済んだ後マスクとフェイス 

ガードをつけて会話してください。 

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 
協力：タカギ食品株式会社、CoCo壱番屋、NPO法人 楽習、J.Cカルチャー 

寝屋川 

囲碁将棋

寝屋川囲碁将棋連盟では、皆さまにスムーズにイベント等の情報を

お届けするため、「公式 LINE アカウント」を新規に開設しました。

これまでの LINE アカウントでお友だち登録していただいていた方

も、今後はこちらの公式アカウントに登録の変更をお願いします。 

●イベントやその他の案内をタイムリーに配信します 

●返信していただくことで、予約や質問の受付が可能になります 

※登録方法がわからない方は、4F受付までおたずね下さい。 

注目  
保護者は、保護者控室（4F14会議室をご利用ください。 



 

イベントスケジュール 

9:30～10:15 受付（受付後すぐに各大会の会場に行き、エントリーをお済ませ下さい） 

10:15～ 各会場にて、大会説明 

10:30～ 競技開始（数名、数チームに分かれ、リーグ形式） 

15:00～16:30 結果が出次第、各会場にて閉会式 

  

指導碁、指導将棋スケジュール 

第 1 回目 10:30～12:00 第 2 回目 13:00～14:30 第 3 回目 14:45～16:00 

※指導碁、指導将棋の当日分の申し込みは、4F受付まで。（大会終了者のみ） 

 

各大会の会場一覧 

囲 碁 

団体 Sクラス（4 段以上） 

3F 講義室 団体 A クラス（初段～3 段） 

団体 B クラス（級位者） 

個人（有段者） 
3F 第 6 会議室 

個人（級位者） 

将 棋 

団体 Sクラス（4 段以上） 4F 第 3 多目的室 

団体 A クラス（初段～3 段） 2F 第 1 会議室 

団体 B クラス（1 級～5 級） 4F 第 2 多目的室 

団体 C クラス（6 級～10 級） 2F 第 1 会議室 

団体 Dクラス（11 級～15 級） 4F 第 12 会議室 

団体 E クラス（16 級以下） 4F 第 13 会議室 

個人（有段者） 3F 第 7 会議室 

個人（級位者） 2F 第 2 会議室 

個人（初心者） 4F 第 9 会議室 

囲碁将棋共通 

保護者控室 4F 第 14 会議室 

プロ棋士の指導 4F 交流サロン 

駒づくり 4F ミーティングスペース 

 
●大会ルール 

・有段者は時計使用。持ち時間は各会場にて発表。級位者は対局が長時間になった場合のみ対局時計を使用。 

・助言ととられる行為を見つけた場合は、そのチームは敗戦となります。 

・囲碁はハンデ戦（最大ハンデ 9子）、囲碁の 1段差の場合のジゴは白勝ち。 

・将棋は総平手戦、千日手の場合、先後交代で 10分切れ負け。 

・個人リーグ戦で同率の場合： 

囲碁は、段位が高い者が上位、同段位の場合は年齢が高い者が上位となる。将棋は、年齢が高い者が上位となる。 

●団体戦共通ルール 

・最初に大将、副将、3将の順番を決め、すべてその順番で対戦する。 

・複数チームが同勝率の場合の順位決定法： 

①チームの総勝ち数 ②大将の勝数 ③大将の年齢の高い方 

囲碁将棋道場のご案内 

大京クラブ（囲碁・将棋） 
大阪市都島区東野田町 3-10-3-2F 06-6353-3696 

13 時～21 時 日曜定休 

囲碁ルーム（囲碁） 
枚方市茄子作 4-16-10 072-860-2977 

14 時～19 時頃 月曜・火曜定休 席料 300 円～600 円 

かなきち将棋道場（将棋） 

大阪市東淀川区淡路 4-19-17（2F）  

090-3940-8154 月曜定休 

平日 13 時～20 時 席料：一般 1000 円、学生 800 円 

土日 12 時～20 時 席料：一般 1200 円、学生 800 円 

囲碁将棋教室のご案内 

寝屋川棋心会（将棋） 

寝屋川市香里新町 21-12 ※市外の方の参加も可 

072-800-6802（寝屋川囲碁将棋連盟） 月会費 2000 円 

毎週月曜・金曜 16 時半～17時半 対象：5 歳～高校生 

寝屋川洗心会（将棋） 

寝屋川市立市民会館 ※市外の方の参加も可 

072-800-6802（寝屋川囲碁将棋連盟） 月会費 2000 円 

毎週日曜 9 時半～12 時 対象：5 歳～高校生 

森山囲碁教室（囲碁） 

寝屋川市香里新町 21-12 

072-800-6802（寝屋川囲碁将棋連盟） 

毎週火曜 14 時～16 時（一般）、16 時半～18 時（ジュニア）、 

18 時～20 時（有段者対象の特訓コース） 

月会費：一般 5000 円、子ども 2500 円 

特訓コース月会費：一般 6500円、子ども 4000 円 

※毎回プロ棋士の指導が受けられます。 

月 1回の会員制イベント 

伝統文化親子教室 in 寝屋川 

（囲碁・将棋） 

寝屋川市立市民会館 ※市外の方の参加も可 

072-800-6802（寝屋川囲碁将棋連盟） 

毎月第 1 日曜日 9 時半～12 時 参加無料 

※初心者から有段者まで対象、ルールから実戦まで指導 

※河英一六段、安用寺孝功七段の指導もあります 

強化リーグ in 寝屋川（将棋） 

寝屋川市立市民会館 ※市外の方の参加も可 

072-800-6802（寝屋川囲碁将棋連盟） 

毎月第 1 日曜日 13 時～15 時半（級位者） 

13 時～18 時半（有段者） 年会費 3000 円 

※15 級から有段者まで対象、保護者参加も OK。 

※級位者は級位認定戦とプロ棋士による指導将棋、有段者は 

アマ高段者、奨励会員、プロ棋士による有段者リーグ 

 

イベント予告！ 
「第 17回寝屋川囲碁将棋まつり」 

11月 23日（祝）10:00～17:00 寝屋川市立市民会館 
プロ棋士 14名による競演！総勢 14名による指導将棋、指導碁、 
各種大会、棋力別団体戦、棋力別個人戦、免状取得大会、 

トークショー、公開対局、お楽しみ抽選会など 


