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1 グッドライフフェスタで澤田真吾六段が目隠し将棋 
 中京テレビ主催のシニア向けの総合情報提

供フェアであるグッドライフフェスタが、名

古屋市千種区吹上ホールで4月22日(土)、23日

(日)の2日間開催されました。 

 この催しは昨年から開催されていますが、

土曜及び日曜に開催日が変更されたことによ

り、昨年の2倍近い15,300人が参加しました。 

 将棋の企画内容は、22日(土)①澤田真吾六

段（目隠し）VS中澤沙耶女流初段の目隠し将

棋公開対局、②鈴木大介九段、澤田真吾六段、

中澤沙耶女流初段による指導対局、③神田和

徳さんの駒材のいろいろの展示、④駒キーホルダーの無料進呈、⑤自由対局、⑥将棋に関

する各種相談、23日(日)①鈴木大介九段VS女子中学生大田暖乃さんの駒落ち公開対局、②

グッドライフフェスタこども将棋大会、③鈴木大介九段、澤田真吾六段、中澤沙耶女流初

段による指導対局、④神田和徳さんの駒材のいろいろの展示、⑤駒キーホルダーの無料進

呈、⑥自由対局、⑦将棋に関する各種相談でした。 

 22日(土)の目隠し将棋公開対局は、午前10時からということもあり8割方の入りでした

が、23日(日)の駒落ち公開対局は、120％の観戦者で立ち見が出ました。また、今年の新

企画である「家族でこども将棋大会へ」を目

指したこども将棋大会は、小2以下、小3～4、

小5～6の3クラスで開催して56名の参加でした。

各クラスの上位入賞者には賞状及び鈴木九段、

澤田六段及び中澤女流初段の色紙が授与され

ました。また、2日間にわたる無料の指導対局

は、こども、シニア、初心者など94名の皆さ

んがプロ棋士の指導を受けました。 

 今年も周知期間があまりなかったにもかか

わらず、それなりの存在感を示したのではな

いかと思っています。 

グッドライフフェスタこども将棋大会の入賞者 

 優勝 準優勝 第三位 

5、6年 

20名 

小島 洸弥 

(名古屋市千種区) 

杉浦 悠斗 

(安城市) 

宮治 佑賢 

(あま市) 

3、4年 

21名 

伊覇 逞 

(名古屋市北区) 

野村 櫂 

(名古屋市守山区) 

大西 佑哉 

(伊勢市) 

2年以下 

15名 

小島 瑞葵 

(名古屋市名東区) 

大草 歩睦 

(名古屋市千種区) 

小林 龍之介 

(名古屋市名東区) 
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2 平成29年度将棋指導員資格審査で14名が合格 
 私たちは公益社団法人日本将棋連盟の将棋

普及事業の一翼を担う立場から、「県内どこ

に住んでいてもこどもが将棋を学べる環境の

整備」を目指してきました。 

 20数年間の弛まぬ努力でかなり普及は進ん

できており、将棋講座開設に伴う講師の派遣

依頼が急増しています。これは愛知県出身の

藤井聡太四段の驚異的な活躍も大きく影響し

ていると思います。このため、さらに新たな

支部及び将棋指導員が必要になっています。 

 2月12日(日)に名古屋で昨年に続き「将棋指

導者講習会」が開催され、関係者を含む約40名が参加しました。この参加者をはじめ将棋

の普及を大きく呼びかけた結果、4月2日(日)の「平成29年度将棋指導員資格審査」には名

古屋会場で14名（全国で52名）が受験し、全員が新たな将棋指導員に名を連ねました。 

 ちなみに将棋指導員になるためには、①将棋の普及に熱意のある方、②男性三段、女性

二段以上の免状所持者、③支部会員であることなどが必要です。そのうえで指導員資格審

査では、筆記試験（将棋常識問題、次の一手及び詰将棋などの実技問題、将棋普及に関す

る記述問題など）及び面接があります。関心のある方は、気軽に愛知県支部連合会までお

問い合わせください。  

新しく将棋指導員になられた14名の皆さんの所属支部及び氏名は以下のとおりです。 

大橋伸(名古屋市役所支部) 福島隆夫(名古屋市役所支部) 宮崎和弘(西尾支部) 

柴原文裕(栄将棋教室支部) 辻村隆介(豊橋支部) 長谷川均(尾張一宮支部) 

木村一雄(尾張一宮支部) 小川禎之(瀬戸支部) 藤正則(名古屋支部) 

兼子剛(栄将棋教室支部) 村松敏之(栄将棋教室支部) 定村公博(栄将棋教室支部) 

服部彰夫(尾張一宮如春庵支部) 山崎等(安城支部) 

 この中には40代の方が2名、仕事を持ちながらの普及活動になる方が7名おられます。将

棋の普及はシニア世代だけの力では限界があり、若い現役世代の皆さんの力も借りてより

多くの要望に応えていく所存です。 

 

3 第12回市長杯名古屋小・中学生将棋大会 
（1）と  き  平成29年5月14日(日) AM9:30～受付 AM10:00開会 

（2）と こ ろ  愛知東邦大学B-201・203教室 

当日は名東区民まつりで、イベント・ステージ・屋台など開催されます。 

（3）資  格  小・中学生、保護者同伴の幼稚園児 

（4）ク ラ ス  中学生の部、高学年の部（小学4～6年）、低学年の部（小学3年以下）、 

初心者の部（棋歴１年未満） 

（5）参 加 費  1,000円（参加賞有り） 

（6）申込方法  と金クラブ将棋教室ホームページ、往復はがき、FAX、Eメールのいずれ

かで、①氏名（園児は保護者の氏名も連記）、②住所・郵便番号、③電

話番号、④学年、⑤学校名を記入し、〒465-0097名古屋市名東区平和が

丘4-74、FAX052-773-3733、Eメール yoshik_510@yahoo.co.jpまで。 

申込期間：平成29年4月10日～5月12日 

（7）表  彰  優勝者にカップ・市長名賞状・色紙・賞品、 

準優勝・第三位に盾・日本将棋連盟会長名賞状・色紙・賞品 

（8）主  催  名古屋と金クラブ支部 
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（9）共  催  と金クラブ将棋教室／と金こども将棋塾 

（10）後  援 中日新聞社 名古屋市 名古屋市教育委員会 

日本将棋連盟東海普及連合会・愛知県支部連合会 

 

4 ねんりんピック秋田2017名古屋市予選大会 
（1）と  き  平成29年5月20日(土) AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  名古屋市高齢者就業支援センター5階大会議室 

        名古屋市昭和区御器所通三丁目12-1御器所ステーションビル 

（3）資  格  （1）ねんりんピック秋田2017名古屋市予選大会 

①名古屋市に在住されている方 

         ②昭和33年4月1日以前に生まれた方 

③平成29年9月9日(土)～12日(火)の秋田2017大会に参加できる方 

④健康状況の異常がないこと 

⑤昨年のながさき大会の代表でないこと 

        （2）交流将棋大会 

         ①在住地の制限はありません 

         ②昭和33年4月1日以前に生まれた方 

（4）参 加 費  1,000円 

（5）表  彰  予選大会上位3名をねんりんピック秋田2017名古屋市代表に推薦 

        第三位までに賞状・賞品、第四位に賞品 

（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 

 

5 第30回アマチュア竜王戦愛知県予選・読売杯争奪将棋大会 
（1）と  き  平成29年5月21日(日) AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  名古屋港湾会館第1会議室 

（3）ク ラ ス  アマチュア竜王戦愛知県予選 

読売杯争奪将棋大会 Aクラス（有段者）、Bクラス（1～3級）、 

Cクラス（4級以下）、Dクラス（7級以下の小中学生） 

（4）参 加 費  大人3,000円（2,500円）、大学生2,000円（1,600円）、 

女性・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  アマチュア竜王戦愛知県予選優勝者2名に五段免状と全国大会出場権 

        読売杯争奪将棋大会成績優秀者に賞状・賞品 

（6）主  催  読売新聞中部支社 日本将棋連盟東海普及連合会・愛知県支部連合会 

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

 

6 第13回文部科学大臣杯小・中学校将棋団体戦愛知県大会 
（1）と  き  平成29年6月11日(日) 小学生の部 AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

中学生の部 PM0:30～受付 PM1:00対局開始 

（2）と こ ろ  名古屋港湾会館第1会議室 

（3）ク ラ ス  ①小・中学校将棋団体戦愛知県大会 

愛知県内の同一小・中学校の3名1組 

②小学生将棋団体交流戦 

         愛知県内の小学生の3名1組（同一小学校でなくても参加できます） 
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（4）参 加 費  1チーム1,500円 

（5）申込方法  はがきに、クラス、学校名、選手名、学年、代表者名と電話番号を記入

し、〒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 

日本将棋連盟愛知県支部連合会まで。6月5日(月)必着 

（6）表  彰  第三位までに賞状・賞品 

小・中学校将棋団体戦愛知県大会の上位2チームが西日本大会に愛知県

代表として参加 

（7）主  催  中日新聞社 日本将棋連盟愛知県支部連合会 

（8）後  援  愛知県 愛知県教育委員会 名古屋市 名古屋市教育委員会 

（9）協  力  日本将棋連盟東海普及連合会 

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

 

7 第2回名城大学杯将棋大会 
（1）と  き  平成29年6月18日(日) AM9:00～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  名城大学ナゴヤドーム前キャンパス 

        名古屋市東区矢田南四丁目102番9 

（3）ク ラ ス  小学2年生以下、小学3･4年生、小学5･6年生、中学生、高校生 

（4）定  員  300名 

（5）参 加 費  500円（参加賞あり） 

（6）申込方法  はがき、FAX、Eメールに、住所、氏名、電話番号、学校名、学年を記入

し、〒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 

FAX 052-253-9442 Eメール shogi_tokai@ybb.ne.jp 日本将棋連盟東

海普及連合会「第2回名城大学杯将棋大会」係まで。6月13日(火)必着 

（7）参加棋士  木村一基八段 杉本昌隆七段 澤田真吾六段 村田顕弘五段 

        竹内貴浩四段 室田伊緒女流二段 中澤沙耶女流初段 他3名 

（8）主  催  名城大学 

（9）共  催  名城大学スポーツ・文化後援会 日本将棋連盟東海普及連合会 

（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）問 合 せ 日本将棋連盟東海普及連合会 電話052-253-9441 

 

8 今後の予定 
5月14日(日) 第12回市長杯名古屋小・中学生将棋大会 

5月20日(土) ねんりんピック秋田2017名古屋市予選大会 

5月21日(日) 第30回アマチュア竜王戦愛知県予選・読売杯争奪将棋大会 

6月4日(日) 中部職域団体対抗将棋大会 

6月11日(日) 第13回文部科学大臣杯小・中学校将棋団体戦愛知県大会 

6月17日(土) とよたふれあい将棋フェスティバル 

6月18日(日) 第2回名城大学杯将棋大会 

 

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 


