第 17 回

将棋ゲスト棋士
囲碁ゲスト棋士

安用寺孝功七段
山本真也六段

西川和宏六段

河英一六段

星川拓海五段
宮本広志五段
古家正大四段
古森悠太五段

田村千明三段

関西最大級の囲碁と
将棋のおまつり！

プロ棋士総勢 10 名
による熱～い競演！

1 局 500 円で人気の
指導碁を受けよう！

寝屋川囲碁将棋連盟をおともだち登録してください。
いち早くイベント情報の受け取りができて、予約も簡単です。

11 月 23 日（火・祝）９時半～17 時
寝屋川市立市民会館

2021 年

一般 1,500 円 高校生以下 800 円

※プロ棋士による指導は別途 500 円必要です。

主催：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

第 1７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 ホームページも見てね→「囲碁将棋の街寝屋川」で検索！
後援：寝屋川市、寝屋川市教育委員会、寝屋川ロータリークラブ、
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

ご挨拶

寝屋川囲碁将棋連盟
会長

井上隆司

この度、第十七回寝屋川囲碁将棋まつり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。
おかげさまで我々の活動も今年で 18 周年を迎えました。最近で
は、17 の小中学校および 3 つの公共機関で囲碁将棋の教室を開講
しました。
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

プロ棋士とトークショー
共通
開会式
団体戦 Sクラス（4段以上）
団体戦 Aクラス（初段～3段）
団体戦 Bクラス（1級～5級）
団体戦 Cクラス（6級～10級）
団体戦 Dクラス（11級以下）
市長杯無差別級
将棋
個人有段者戦
個人級位者戦
紅白対抗戦
指導将棋
公開対局
団体戦 Sクラス（4段以上）
団体戦 Aクラス（初段～三段）
団体戦 Bクラス（級位者）
市長杯無差別級
個人免状取得大会（3段～5段）
囲碁 個人免状取得大会（初段～2段）
個人級位者戦
紅白対抗戦
指導碁
公開対局
昼食場所
ゆうき先生ちあき先生と遊ぼう
共通
駒づくり実演
囲碁将棋用品の展示・即売

場所

時間

9時台

10時台

11時台

12時台

9：30～10：00
1F大ホール
10：00～10：30
1F大ホール
10：30～16：15
2F第2会議室
10：30～16：15
2F第1会議室
10：30～16：15
4F研修室
10：30～16：15
4F研修室
10：30～16：15
2F第1会議室
9：30～16：15
4F第9会議室
10：30～16：15
4F第13会議室
10：30～16：15
3F講義室
10：30～12：00
4F第2多目的室
（午前）1F小ホール
10：30～16：15
（午後）4F交流サロン
13：00～16：15
4F第2多目的室
10：30～16：15
BF第1多目的室
10：30～16：15
BF第1多目的室
10：30～16：15
BF第1多目的室
9：30～16：15
4F第10会議室
10：30～16：15
3F第6会議室
10：30～16：15
3F第7会議室
10：30～16：15
3F第7会議室
10：30～12：00
4F第3多目的室
（午前）1F小ホール
10：30～16：15
（午後）4F交流サロン
13：00～16：15
4F第3多目的室
4F第14会議室、2F第3・4・5会議室 ※ゴミは各自お持ち帰り下さいますようお願い致します。
13：00～13：30
4F第12会議室
10：30～16：00
4F特設会場
10：30～16：00
4F特設会場

13時台

14時台

15時台

16時台

各種大会・イベントについて
種別

将
棋

大会名
団体戦 S クラス
（平均四段以上）
団体戦 A クラス
（平均初段～三段）
団体戦 B クラス
（平均 1～５級）
団体戦 C クラス
（平均６～10 級）
団体戦 D クラス
（平均 11 級以下）
市長杯無差別級

2F 第 1 会議室

リーグ戦。時計使用。25 分切れ負け。総平手戦。

4F 研修室

リーグ戦。時計使用なし。総平手戦。

4F 研修室

リーグ戦。時計使用なし。総平手戦。

2F 第 1 会議室

リーグ戦。時計使用なし。総平手戦。

4F 第９会議室

30 分切れ負け。優勝者は公開対局で古森五段に挑戦。

個人有段者戦

4F 第 13 会議室

時計使用。30 分切れ負け。総平手戦。3 位まで入賞。

個人級位者戦

3F 講義室

総平手戦。3 位まで入賞。

紅白対抗戦

4F 第 2 多目的室

参加者がプロ棋士を含む 2 チームに分かれて、一手ずつ
指しつないで、対局する団体戦。作戦タイム等があり、
棋士と仲良くなれる大チャンス。

初心者講座

4F 受付にて案内
同伴者の方におすすめ
1F 小ホール（午前）
予約制、一部当日枠あり。指導料 500 円。
4F 交流サロン（午後）
13:00～古森五段 VS 無差別級勝者。
4F 第 2 多目的室
14:45～西川六段 VS 宮本五段。

団体戦 S クラス
（平均四段以上）
団体戦 A クラス
（平均初段～三段）
団体戦 B クラス
（平均級位者）
市長杯無差別級
個人免状取得大会
三～五段戦
個人免状取得大会
初～二段戦

地階 第 1 多目的室

リーグ戦。持ち時間 30 分秒読み 10 秒。ハンデ戦。

地階 第 1 多目的室

リーグ戦。持ち時間 30 分秒読み 10 秒。ハンデ戦。

地階 第 1 多目的室

リーグ戦。時計なし。ハンデ戦（最大ハンデ九子）

4F 第 10 会議室

持ち時間 30 分秒読み 10 秒。ハンデ戦。
優勝者は公開対局で古家四段に挑戦。

3F 第６会議室
3F 第７会議室

級位者戦

3F 第７会議室

紅白対抗戦

4F 第 3 多目的室

免状取得大会優勝者には日本棋院より正式免状が授与さ
れる。(但し免状取得には日本棋院の支部会員会費 3,300
円が必要です) 持ち時間 30 分秒読み 10 秒。
ハンデ戦。５局対局で級位認定。
（連勝で級があがり、連敗で下がる）
参加者がプロ棋士を含む 2 チームに分かれて、一手ずつ
指しつないで、対局する団体戦。作戦タイム等があり、
棋士と仲良くなれる大チャンス。

千明先生優貴先生と遊ぼう

1F 小ホール（午前）
予約制、一部当日枠あり。指導料 500 円。
4F 交流サロン（午後）
13:00～古家四段 VS 無差別級勝者との二面打ち。
4F 第 3 多目的室
14:45～河六段 VS 星川五段。
4F 第 12 会議室
13:00～幼児・小学生対象。囲碁将棋ゲームで遊ぼう。

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）

囲碁将棋用品の展示・即売

4F 特設会場

くらしき日向出張展示

指導碁
公開対局

共
通

備考
リーグ戦。時計使用。25 分切れ負け。総平手戦。

公開対局

碁

会場
2F 第 2 会議室

指導将棋

囲

※１F に昼食の CoCo 壱カレーショップがオープンします

※大会ルール
★リーグ戦順位の決め方（同率の場合）
①直接対戦の勝った方
②トータル勝数の多い方（団体戦）
③同じ勝ち数の場合、負け数が少ないほうが上位。
（団体戦）
④大将の年齢が高い方（団体戦）
⑤個人戦で３人が同率の場合、年齢の高い順で順位を決める。
◎団体戦における、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

市民会館各階平面図
1F

BF

2F

3F

昼食会場：4F 第 14 会議室
２F 第３・４・５会議室
1F 会館前駐車場で、CoCo 壱
カレーの出張販売があります
のでご利用下さい。
※ごみは各自でお持ち帰り頂
きますよう、ご協力をお願い
いたします。

4F

寝屋川市民会館

場所

毎週月・金 16：30～17：30

毎週日 9：30～12：00

日時

3,300 円/月
801-3036（寝屋川校）
入会金 3,000 円

2,000 円/月

2,000 円/月

会費

828-4141（エスポアール） 小学生

55 歳以上

幼稚園～高校生

囲碁・将棋教室のご紹介（令和３年 11 月現在）

子ども将棋教室（棋心会） J.C カルチャー香里園校

寝屋川校 毎週水 13：30～

3,000 円/年

822-3311（学び館）

対象

シニアのための 初心者・
楽習サークル寝屋川校
初級者囲碁将棋教室

不定期 土曜日 年間 15 回

1,000 円/年

833-0120（西北コミセン） 小学生

連絡先

将棋

エスポワール（成美町）

土曜日 11:00～12:00

2,400 円/年

教室名

囲碁・将棋
エスポクラブ
学び館

第１第３土曜日 10:00～11:30

2500～5000 円 800-6802（囲碁将棋連盟） 小学生～一般

種別

囲碁・将棋
囲碁将棋教室

西北コミュニティセンター

毎週火 14:00～16:30～18:00～

小学生

幼稚園～高校生

囲碁・将棋
子ども囲碁教室

J.C カルチャー香里園校

囲碁・将棋

囲碁
森山囲碁教室

800-6802
（寝屋川囲碁将棋連盟）

囲碁

第 17 回寝屋川囲碁将棋まつりにご協賛いただいた企業の皆さま

くらしき日向

竹皮弁当いちばん

囲碁将棋用品製造・卸 何でもご相談下さい。
※本日、当会場で出張店舗開店中です！

会社・自宅・公民館・公園等にお昼・夕方２個から配達
します。前日までにご予約下さい。
●竹皮弁当 550 円（税込） 子供竹皮 550 円（税込）
●配達地域・寝屋川全域
竹皮弁当・いちばん
枚方市津田西町 1-1-2 TEL 072-858-1941

将棋 bar ルゥク寝屋川店 ☏072（813）0221

社会福祉法人栄光会

寝屋川市香里新町 26-3 ﾚｵﾝｽﾞﾋﾞﾙ 208 号
※大阪福島区の 2 号店が香里園に 8/19NEW OPEN！
bar には珍しく完全禁煙で、将棋 bar は入りにくいという方
もこちらのお店なら大丈夫。初心者や女性･お子様も(要保
護者同伴)大歓迎。1 から将棋の魅力をお伝えします。
料金面等のお問合せはツイッター公式の DM かお電話、
LINE bar_rook にてお気軽にどうぞ。

アキノクラブ
茨木市本町 1-3 野口ビル２F
営業日：水曜日～日曜日 13:00～20:00
連絡先：072-621-7710
席料：大人 1000 円 学生 600 円（6 時以降半額）

（株）ニューコマンダーホテル
〒572-0059

寝屋川市木田町 17-4
TEL 072-823-7000 FAX 072-821-0623
伝統の味 「レストラン猩々」
ご宴会も承り中！

太秦桜が丘 交楽会

〒572-0039

寝屋川市池田３丁目 1-33
TEL 072-838-3390
FAX 072-838-9477・2311

社会福祉法人

みつわ会
市民会館 1F のカフェ・
コッカラをプロデュース
しています。

カルタを作り続けて 210 余年。京の老舗。

株式会社 大石天狗堂
囲碁将棋のことは何でもご相談ください！
京都市伏見区両替町 2 丁目 350-1（伏見桃山駅徒歩 5 分）
TEL：075-603-8688
HP：www.tengudo.jp

✿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。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。

✿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。

✿「第４回寝屋川囲碁将棋フェスティバル」を開催します！✿
日時：令和 4 年 4 月 17 日（日）
場所：寝屋川市立市民会館
内容：各種棋力別個人戦に加え、S 級～E 級のレベル別団体戦を実施。
参加者全員が主役になれるイベントです。

第 17 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 ホームページも見てね→「囲碁将棋の街寝屋川」で検索！
後援：寝屋川市、寝屋川市教育委員会、寝屋川ロータリークラブ、
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

