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1 白亜の城の熱き戦い！蒲郡 
去る8月2１日(日)に第16回よいこチビッコ

蒲郡将棋名人戦が三河湾海辺の会場、蒲郡市

民会館で開催されました。館全体が真っ白で、

白亜の城のようです。 

今年の夏はうだるような毎日でとにかく閉

口しました。この日も猛暑、しかし53名の豆

棋士は活き活きと感じられました。ケーブル

テレビも取材にこられ、華を添えていただき

ました。 

子供たちの応援に駆け付けた親御さんらは

カメラのシャッターに余念がありません。特

に表彰式の時には恰も撮影会で実にほほえま

しく感じました。 

今回中学生名人戦で優勝した大田さんは、しなやかな指先から駒を放つ姿勢に傍らで観

戦していた小学生たちが「すごい、すごくかっこいい」と小声で感嘆の声を発していたこ

とが特に印象に残っています。 

入賞を逃した子供たちも帰り際「ありがとうございました」とご家族でお礼に来られた

時はやはり明日への英気を頂いた気分になります。「よく頑張ったね、来年もまた来て

ね」とエールを送ります。白亜の城の熱き戦い、来年はどんな顔を見せてくれるでしょう

か。次のみなさんが入賞しました。 

蒲郡支部 棋道指導員 小田賢一 

 優勝 準優勝 第三位 敢闘賞 

中学生名人戦 

5名 

大田 暖乃 

(大府市･名古屋

大学附属中1) 

丸山 天庸 

(蒲郡市･ 

岡崎附属中3) 

藤井 俊輔 

(蒲郡市･ 

大塚中2) 

磯貝 英毅 

(蒲郡市･ 

形原中3) 

小学生名人戦A 

(小学4～6年) 

19名 

荒木 開 

(一宮市･ 

大志小6) 

平岩 柊佑 

(碧南市･ 

日進小6） 

田中 弘毅 

(半田市･ 

乙川東小6) 

酒井 那月 

(岡崎市･ 

岡崎小6) 

小学生名人戦B 

(小学3年以下) 

20名 

金澤 正一郎 

(岡崎市･ 

細川小3) 

後藤 諒大 

(豊川市･ 

国府小3) 

古野 知典 

(瀬戸市･ 

水南小3) 

山本 大智 

(豊川市･ 

八南小3) 

はさみ将棋名人戦 

(小学3年以下) 

9名 

佐々木 陸斗 

(蒲郡市･ 

大塚小3) 

坂口 翔琉 

(蒲郡市･ 

大塚小3) 

黒田 千尋 

(蒲郡市･ 

大塚小2) 

平岩 彩愛 

(碧南市･ 

日進小1) 
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2 夏休み子ども将棋教室・刈谷 
7月25日(月)、26日(火)、28日(木)の3日間、

13時30分から16時30分までの3時間、ウイング

アリーナ刈谷の2階会議室で70名の児童が参加

して夏休み子ども将棋教室が開催されました。 

当初の募集人員は60名でしたが、申込者が

112名もあり、抽選で半数近くも落選させるの

も気の毒で10名当選者を増やした経緯があり

ます。 

参加者の内訳は入門コース20名、初級コー

ス30名、中級コース20名で講師6名で対応しま

した。教室の内容は前半2日間、講座と友達対

局・指導対局、最終日は将棋物知りクイズ大会・詰将棋大会と将棋大会を実施しました。 

最終日16時からは終了式と表彰式を行い各大会の優秀者を表彰、更に3日間通して最も

対局数の多かった児童2名を特別表彰しました。ちなみに対局数は二人とも27局でした。

最後に余った景品等をみんなでジャンケンして配り盛り上って終了となりました。 

今回工夫した点は参加者全員背番号を背中に貼って本人確認や行方不明者をなくしたこ

とです。点呼や手合いの進行がスムーズにいきました。 

棋道指導員 山中利夫 

 

3 善通寺夏休みこども将棋講座／将棋大会 
今年で8回目となりました浄土真宗天祐山善通寺（名古屋市港区）で標記の講座が8月25

日(木)から3日間開催されました。 

参加者は幼稚園年長から小学6年生まで21名

（うち女子4名）で、毎日午前10時から午後3

時まで熱心に学ぶ子どもたちと、それを見守

る親御さんの姿が印象的でした。 

また日本文化を学ぶためたまたま善通寺に

ホームステイで滞在していたアメリカ、エク

アドル、中国の大学生3人が、初日の午前中、

子どもたちと一緒に参加して盛り上げていた

だきました。 

講座の内容は、駒落ち定跡、詰将棋、将棋

格言始め指導対局及び自由対局と盛り沢山でした。講座の最終日には連将棋を行い、2局

とも熱戦で子どもたちは最後までマナーよく集中してできました。3日間の成果として全

員に級位認定証が授与され、成績優秀者には金賞、銀賞、銅賞が贈呈され、全員にジュー

スとお菓子が配られ子どもたちは大喜びでした。 

講座終了の翌日に第6回となる「善通寺杯こども将棋大会」が開催され、午後からの善

通寺夏まつりでは150名余りの参加者が、流しそうめん始め射的、ヨーヨー、ハーモニカ

演奏、マジックショーを楽しみました。将棋大会の結果は次のとおりです。 

 優勝 準優勝 第三位 

Aクラス 

7名 

鈴木 夏大 

（あま市） 

小西 誠 

（三田市） 

浜田 達基 

（名古屋市緑区） 

Bクラス 

19名 

岩上 紘大 

（名古屋市南区） 

瀧野 康介 

（名古屋市港区） 

橋爪 遼 

（東郷町） 
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4 豊橋ふれあい子ども将棋教室市民講演会 

「将棋と人生～内籐國雄九段」 
8月7日(日)豊橋市公会堂大ホールにおいて、

標記の講演会を豊橋ふれあい子ども将棋教室

主催で開催しました。 

昨今の世情を、棋界に絡めて警鐘を鳴らす

内藤先生自身、完全アナログ型の生き方（携

帯電話×、パソコン×）で暮らしておられ、

コンピューター化、デジタル化の波に巻き込

まれた現代人は、昔のような豊かな人間性を

失いがちである。金儲け優先や機械化、効率

化に走らないで、隣近所の人同士が交流し、

歴史や文化・自然を守る生き方への提言と受

け止めることのできる内容でした。その並外れて優れた感性・知性・識見を以て、世事総

論について独自の見解を述べておられました。 

さらに、「おゆき」始め昔懐かしの名曲を生で歌っていただき、150名余りの聴講者全

員感激し、1時間30分の講演会が静かな熱気の内に終了しました。先生の想いが人柄の円

やかさとともに温かくしみじみと一人一人に伝わってきたように思いました。 

その後、内藤先生の著書約40冊で販売即サイン会を行いましたが、瞬く間の完売となり

ました。 

          豊橋ふれあい子ども将棋教室 辻村隆介 

 

5 第4回安城七夕ふれあい将棋大会 
8月6日(土)、安城市の桜井福祉センターに

阿部隆八段、矢倉規広七段、中澤沙耶女流初

段をお招きして、安城支部主催の第4回安城七

夕ふれあい将棋大会が開催されました。 

地元、安城市や近隣を中心に106人が参加し

て熱戦を繰り広げ、次の皆様が入賞されまし

た。 

 

 

 

 

 優勝 準優勝 第三位 敢闘賞 

A（有段者） 

16名 

綿田 恭之 

(豊田市) 

沖崎 憲治 

(安城市) 

近藤 高則 

(安城市) 

 

B（級位者） 

22名 

奥村 翔吾 

(豊田市) 

山添 俊仁 

(安城市) 

田中 真一 

(知立市) 

 

C 

16名 

榎本 武 

(豊田市) 

佐藤 正徳 

(浜松市) 

柴田 一輝 

(豊田市) 

 

小学生高学年 

31名 

杉浦 悠斗 

(安城市) 

山田 晃雅 

(春日井市) 

内山 あや 

(東京都) 

三浦 諒大 

(安城市) 

小学生低学年 

21名 

金澤 正一郎 

(岡崎市) 

竹内 僚 

(岡崎市) 

内藤 祐陽 

(西尾市) 

林 航海 

(安城市) 
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6 暑さに負けず熱戦が続きました！ 

緑児童館夏休み小学生将棋大会 
8月4日(木)、緑児童館にて「緑児童館夏休

み小学生将棋大会」が開催されました。 

当日は、緑区を中心に、天白・中川・北・

瑞穂・千種・名東区や北名古屋市・みよし市

などから、チビッ子棋士34人が集まり、高学

年と低学年の2クラスに別れて、スイス式4回

戦で熱戦を展開しました。 

高学年は、21人がとても白熱した戦いを展

開しました。優勝したのは3回戦で小杉君との

大接戦に勝ち、4回戦で優勝候補の川上君との

熱戦を制し、4連勝同士の田口君との優勝決定戦に勝った伊佐治君でした。盤全体をよく

見て、しっかりと読んでいたのに感心しました。伊佐治君は昨年の低学年でも優勝してお

り連続優勝を飾りました。2位は鳴海教室で頑張っている田口君、3位には有松教室の松本

君が入りました。入賞は逃しましたが小杉君・角一君・浅井君・三宅君もしっかりとした

将棋を指していました。 

低学年は、13人でここも熱戦が続きました。優勝したのは4回戦で柴田君に競り勝った

名東区から参加の小島君でした。まだ年長組ですが年上のお兄さんとの対局にも気後れせ

ず4戦全勝は見事でした。2位は4回戦で惜しくも小島君に負けたみよし市から参加の徳重

教室の柴田君でした。3位は朝岡君との3位決定戦に勝った名東区から参加した小林君でし

た。惜しくも入賞は逃しましたが朝岡君も3勝とよく頑張りました。 

入賞したチビッ子棋士の多くは各地の将棋教室で学んでおります。ぜひ、もっと強くな

りたいと思う子は、近くの将棋教室（緑区では鳴海・徳重・有松教室があります）へ通っ

てしっかり勉強するようにしてください。 

表彰式では、入賞者に賞状と賞品が渡されました。上位入賞者は以下の通りです。 

棋道指導員 緑児童館将棋講師 上羽憲男 

 優勝 準優勝 第三位 

高学年 
伊佐治 匠 

(大高小4) 

田口 晃士 

(大高北小6) 

松本 涼聖 

(東丘小) 

低学年 
小島 瑞葵 

(名東年長) 

柴田 純太 

(中部小3) 

小林 龍之介 

(名東小1) 

 

7 東山植物園夏休み小中学生将棋大会 
8月14日(日)、東山動植物園植物会館にて東山植物園夏休み小中学生将棋大会が開催さ

れ、93名の参加がありました。成績優秀者は次のとおりです。 

 4連勝 

中学生 

13名 

安藤 芳 

(川崎市･西中原中1) 

  

小学生高学年 

36名 

神谷 拓摩 

(半田市･乙川東小5) 

槇本 大樹 

(一宮市･北方小5) 

 

小学生低学年 

44名 

五十嵐 レン 

(関市･安桜小2) 

大西 佑哉 

(伊勢市･御薗小 3) 

紀平 倖佑 

(岐阜市･三里小3) 
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8 イオンタウン千種 夏休みこども将棋大会 
8月24日(水)、お買いもの客で賑わうイオン

タウン千種で、日本将棋連盟名古屋支部主催

の夏休みこども大会が開催されました。 

大会は定員64名の予約制、ネットで募集、

電話で応募形式とし、42名の応募（遅刻欠席2

名）がありました。参加者の棋力をお尋ねし、

審判団が協議して8名単位のクラスに分けて行

っています。 

名古屋市内ばかりでなく遠方からも多数の

参加を得、毎年好評を得ている大会で初級者

には登竜門。幼稚園児や女児の参加が目立った大会で、親御さんの情熱が伝わってくる大

会でした。対局には木の駒を、上位クラスは対局時計を使って試合をしました。時計を使

う時の注意は、時計の叩き合いに興味を示す選手が多いことです。時間を有効に使いポカ

をなくしもっとよい手を考える習慣を普段から身につけていただくと更に好成績が得られ

るでしょう。 

試合終了後、谷川九段色紙、阪田扇子、将棋世界など沢山の景品が用意されたお楽しみ

抽選会の他、参加賞には人気のお菓子と詰め将棋本の詰め合わせがあって好評でした。 

夏休み恒例の大会でしたが今回は皆様ご都合があいにくだったようで初めて定員割れで

開催しましたが、皆様のご協力で対局態度は素晴らしく立派で清々しく開催できましたこ

とをお礼申し上げます。 

 全勝 3勝1敗 

S級 
大田 暖乃 

(名大附属中1) 

  

A級 
松葉 昌孝 

(天白区･原小3) 

  

B級 
加藤 慎人 

(尾張旭市･渋川小2) 

  

初級 
鈴木 寛人 

(大府市･北中1) 

小島 瑞葵 

(愛教大附属幼稚園年長) 

小林 龍之介 

(名東区･香流小1) 

入門 
赤塚 素歩 

(北名古屋市･かも田小4) 

米本 健人 

(神の倉幼稚園年長) 

伊藤 佳祐 

(千種区･若水中1) 

S、A、B級は3対局、初級、入門は4対局 

 

9 夏休み小学生将棋講座～とだがわこどもランド 
毎年恒例の日本将棋連盟愛知県支部連合会

主催の夏休み小学生将棋講座が8月2日(火)～5

日(金)の4日間、とだがわこどもランド（港区

春田1-3616）で開講いたしました。 

この講座は午前10:00～午後4:00までの長時

間、集中して行うのが特徴です。駒落ち定跡、

棋譜並べ、詰将棋などの講義に加えて講師と

の指導対局、子どもたち同士の自由対局が中

心で、最終日には将棋大会で終了しました。 

会場がやや交通の便が悪いところで応募定
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員50名のところ、参加者は23名でした。本会所属の将棋指導員7人が、子どもたちのパワ

ーに圧倒されながら努めました。 

また一般無料参加の「将棋広場」も開設し、連日たくさんの親子連れや小中学生が自由

対局や駒遊びに興じました。駒の動かし方の分からない子どもたちには将棋連盟発行の

「Let's将棋」を配って、講師が個別に対応して将棋の普及に努めました。 

 

10 第13回愛知県支部連合会段位・級位獲得将棋大会 
（1）と  き  平成28年9月22日(木･祝) AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  愛旅連ビル3階会議室（日本将棋連盟栄将棋教室向い側） 

名古屋市中区栄四丁目14-21 

（3）資  格  高校生以下 

（4）参 加 費  高校生1,500円（1,200円）、中学生以下1,000円（800円） 

        （ ）内は日本将棋連盟支部会員（会員証提示にて） 

（5）表  彰  優勝者に免状または認定証 第三位までに賞状・賞品  

（6）主  催  日本将棋連盟愛知県支部連合会 

（7）問 合 せ  日本将棋連盟愛知県支部連合会 電話052-253-9441 

 

11 第7回板谷杯将棋大会 
（1）と  き  平成28年9月24日(土) AM10:00～受付 AM10:30対局開始 

（2）と こ ろ  太閤山常泉寺 

名古屋市中村区中村町木下屋敷47 電話052-412-3467 

（3）資  格  小学生、中学生 

（4）ク ラ ス  S級（有段者）、A級（中･上級者）、B級（初級者） 

（5）定  員  50名 

（6）参 加 費  1,000円 

（7）申込方法  http://www.tokugawalc.comから。9月13日(火)まで 

（8）主  催  名古屋徳川ライオンズクラブ 

（9）協  力  太閤山常泉寺 日本将棋連盟東海普及連合会 

（10）協  賛 ダフネコーヒー本社 三輪碁盤店 

 

12 愛・三・岐 親子将棋教室 尾張一宮交流将棋大会 
（1）と  き  平成28年9月24日(土) PM0:00～受付 PM0:50開会 

（2）と こ ろ  iビル（JR一宮駅、名鉄一宮駅 2階） 

（3）ク ラ ス  中学生、小学生高学年、小学生低学年 

（4）定  員  120名（先着順） 

（5）参 加 費  500円 

（6）表  彰  4勝者に賞状・賞品、3勝者に賞品 

（7）主  催  文化庁 

（8）問 合 せ  神田和徳 090-3968-0482 

 

13 第10回徳重青少年将棋大会 
（1）と  き  平成28年9月24日(土) PM0:45～1:15受付 PM1:30～5:00 

（2）と こ ろ  JAみどり徳重支店2階（ヒルズウォーク南側） 

（3）資  格  高校生以下 

（4）ク ラ ス  A級、B級、J級 
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（5）定  員  各クラス20名 

（6）表  彰  各クラス第三位までに賞状・盾 

（7）派遣棋士  西川慶二七段 

 

14 室田伊緒のかすがい親子ふれあい将棋講座・子ども将棋大会 
（1）と  き  平成28年10月15日（土） 

（2）と こ ろ  春日井市本庁舎12階大会議室 

        春日井市鳥居松町5-44 

（3）内  容  親子ふれあい将棋講座 

AM9:30～受付 ①AM10:00～11:30 ②PM1:00～2:00 

資格：駒の動かし方がわかる小学生と保護者1名のペア 

参加費：無料 

申込方法：当日受付 

子ども将棋大会 

AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

資格：中学生以下 

クラス：有段者、級位者、初心者 

参加費：500 円 

表彰：各クラス第三位までに賞状・賞品 

申込方法：当日受付 

（4）主  催  日本将棋連盟春日井支部  

（5）協  力  日本将棋連盟東海普及連合会・愛知県支部連合会 

（6）協  賛  春日井まつり 

（7）問 合 せ  日本将棋連盟東海普及連合会 電話052-253-9441 

 

15 国民文化祭あいち将棋フェスティバル2016 
（1）と  き  平成28年10月29日(土)～30日(日) AM10:00～PM5:00 

（2）と こ ろ  名古屋港湾会館 

（3）内  容  10月29日(土) 

①記念将棋大会 

         ②棋士による父兄対象のミニ講演 

         ③懸賞詰将棋 

         ④指導対局 

         ⑤公開対局 

10月30日(日) 

①中部5人制支部団体戦 

②記念将棋大会 

③棋士による父兄対象のミニ講演 

④懸賞詰将棋 

⑤指導対局 

⑥公開対局 

 

16 第3回愛知県知事賞争奪金鯱こども将棋大会 
（1）と  き  平成28年11月3日(木･祝) PM0:00～受付 PM1:00対局開始 

（2）と こ ろ  名古屋市西区役所2階講堂 
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（3）資  格  中学生以下（愛知県内の学校に通学） 

（4）ク ラ ス  A：金鯱名人戦 B：小学2年生以下 C：小学3･4年生 

        D：小学5･6年生 E：中学生 

（5）定  員  200名 

（6）参 加 費  500円 

（7）表  彰  優勝：愛知県知事賞 準優勝・第三位：賞状・賞品 

（8）主  催  日本将棋連盟東海普及連合会・同名古屋支部 金鯱こども教室 

（9）共  催  名古屋ウエストライオンズクラブ 

（10）後  援 中日新聞社 愛知県 同教育委員会 名古屋市 同教育委員会 

（11）協  力 名古屋市社会福祉協議会 名古屋市西児童館 

（12）問 合 せ 日本将棋連盟東海普及連合会 電話052-253-9441 

 

17 今後の予定 
9月22日(木･祝) 第13回愛知県支部連合会段級位獲得将棋大会 

9月24日(土) 第7回板谷杯将棋大会 

9月24日(土) 愛・三・岐 親子将棋教室 尾張一宮交流将棋大会 

9月24日(土) 第10回徳重青少年将棋大会 

10月2日(日) 将棋日本シリーズJTプロ公式戦/テーブルマークこども将棋大会 

10月9日(日) 支部長・将棋指導員合同会議 

10月15日(土) 室田伊緒のかすがい親子ふれあい将棋講座・子ども将棋大会 

10月29日(土)～30日(日) 国民文化祭あいち将棋フェスティバル2016 

11月3日(木･祝) 第3回愛知県知事賞争奪金鯱こども将棋大会 

 

会報の配信をご希望の方は東海普及連合会事務所までご連絡ください。 

東海普及連合会ホームページ（http://www.geocities.jp/shogi_tokai/index.html）から

ダウンロードしていただくこともできます。 

東海普及連合会、愛知県支部連合会へのご意見がございましたら遠慮なくご連絡ください。 

 

東海普及連合会事務所 

〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目12番21号第2栄スカイタウン4A 

電話 052-253-9441 FAX 052-253-9442 E-mail shogi_tokai@ybb.ne.jp 


