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1 一宮市で、女流棋士10名vsアマチュア女性70名 
4月22日(日)に尾張一宮駅前ｉビルで、「将

棋女流棋士10名による、女性100名のぐるぐる

将棋」と題する催しがありました。 

2年前に地元出身の中澤沙耶女流初段が誕生

したことにちなみ、日本将棋連盟公認棋道指

導員の神田和徳さんらが「一宮市を女流棋士

のまちにする会」を起ち上げ、参加者を女性

に限る企画を考えました。それに春日井市出

身の室田伊緒女流二段が応えて、村田智穂女

流二段・長谷川優貴女流二段・室谷由紀女流

二段ら10名が一堂に会しました。 

参加者も大阪府や茨城県を含む、6才～79才

までの70名の女性、中には東海研修会で女流

棋士を目指す強豪も多く参集しました。 

開会式後には、①記念写真…10名のプロに

囲まれて1名ずつ撮影し帰りまでに完成配布さ

れる ②ぐるぐる将棋…参加者が座る長テー

ブルをプロが順番に回る指導対局 ③懇親会

…お茶とお菓子が参加者と引率者に配られた

など、いずれもユニークな内容で、笑顔があ

ちらこちらで見られる催しでした。 

閉会式では、平成31年4月28日に第2回開催

決定の紹介があり、100名達成の再会をお互い

に約し合い、とても盛会でした。 

棋道指導員 渋谷文博 

 

2 第76期名人戦解説会に西川慶二八段が来場 
挑戦者の羽生善治竜王の先勝を受けて開催された名人戦第2局の全国一斉解説会が4月20

日(金)に開催されました。愛知県は名古屋栄の愛旅連ビルにて午後1時から指導対局、午

後4時半から解説会で開催しました。 

解説棋士はこの4月に昇段された西川慶二八段に来ていただきました。西川八段は日本

将棋連盟理事の経験もある方で、また西川和宏六段のお父さんでもあります。 

解説会の方は平日の午後ということもあり約20名と少し寂しい状況でしたが、西川八段

には丁寧な解説で参加者からは大変好評でした。将棋の方は佐藤天彦名人が快勝して、1

勝1敗のタイとしました。 

また、次の一手には10名の皆さんに賞品が手渡されました。 
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3 名古屋ふれあい将棋フェスタin松坂屋 
藤井聡太六段が初優勝を飾った朝日オープ

ン選手権の主催者である朝日新聞社から松坂

屋での将棋トークショー、こども将棋大会、

プロ指導対局などの企画が東海普及連合会に

持ち込まれました。最近では見られなくなっ

ていた百貨店での将棋イベントが、春休みの

平日の4月2日(月)に開催されることになりま

した。正直言っていかに将棋ブームとは言え、

また春休みでも父兄は仕事のある月曜日なの

で準備段階から不安が消えませんでした。 

内容は、①杉本昌隆七段と中山則男六段の

トークショー②こども将棋大会（3クラス各32名定員計96名）③プロ指導対局（各2回10名

定員計40名）④初心者将棋コーナー⑤自由対局コーナーでした。午前10時オープンなのに

松坂屋入り口には午前8時過ぎから並ぶ方が出始め、開始直前には東側に南方向に並ぶ皆

さんの最後尾が会場内からは見えないほどになりました。参加が少ないのを心配していま

したが、今度は定員をオーバーした方の処遇を心配しなければならなくなりました。 

こども将棋大会は主催者の事情で、予定通り各クラス32名計96名で開催しました。結局

20名以上の皆さんが大会には出られず、指導対局の列に並んでいただきました。また、急

遽自由対局コーナーを拡大し、すべての皆さんが将棋を楽しめるようにしました。 

午後から始まった杉本昌隆七段と中山則男六段のトークショーは立ち見の出る盛況ぶり

で、松坂屋及び朝日新聞社の関係者も大変な好評をいただきました。杉本七段及び中山六

段には各20名ずつ指導対局を頑張ってもらいました。 

初心者・自由対局コーナーでは、初めて将棋を指してみようという女性が何人かおられ、

スタッフから丁寧な指導を受けられる姿はこのコーナーの期待通りでした。 

 優勝 準優勝 第三位 第四位 

小学5･6年生 32名 前川 海里 白木 大輔 小島 勇弥 八谷 凌 

小学3･4年生 32名 柳 直大 竹下 航平 山田 漣 林 勇颯 

小学1･2年生 32名 小島 瑞葵 林 寛人 伊藤 侑輝 豊田 一心 

 

4 今年も将棋は人気抜群！3年目のグッドライフフェスタ 
中京テレビの主催によるシニア世代への総

合情報提供フェアであるグッドライフフェス

タは、今年も吹上ホールにて4月21日(土)～22

日(日)に開催されました。 

21日(土)の参加棋士は杉本昌隆七段、澤田

真吾六段、中澤沙耶女流初段で①澤田六段の

目隠し将棋（太田暖乃さん飛車香落ち）、②3

棋士による指導対局、③神田和徳さんの駒材

のいろいろの展示、④駒キーホルダー先着100

名無料進呈、⑤初心者将棋コーナーでした。 

22日(日)の参加棋士は杉本昌隆七段、澤田

真吾六段、竹内貴浩四段で、①杉本七段の駒落ち対局（小林壯行さん角落ち）、②こども

将棋大会、③3棋士による指導対局、④神田和徳さんの駒材のいろいろの展示、⑤駒キー

ホルダー先着100名無料進呈、⑥初心者将棋コーナーでした。 
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今年も将棋の公開対局は、大変な人気で100名を大きく超える人で両日とも昨年以上に

用意された席が満席となりました。 

一方、こども将棋大会は、3～4年の部が定員オーバーも、5～6年の部が少なく何とか無

事終了しました。 

大変だったのは指導対局で、受付予定の時間より1時間前から参加希望者が並び始め、

主催者から受付時間を繰り上げて対応するように要望がありました。受付時間が繰り上が

ったため予定より早く会場に来た人でも、指導対局を受けられない方が出てしまいました。

私共としては誠に申し訳ないのですが、主催者側からの会場の安全管理面からの要望なの

で致し方ありませんでした。 

今年の将棋ブースで非常に目立ったのは、この機会を通じて将棋を覚えてみようという

女性が大変多かったことです。希望者には指導員からの丁寧な指導を受けていただきまし

たし、将棋を教えてくれる支部、将棋講座の照会にも丁寧にお答えしました。 

グッドライフフェスタは、このように将棋を通じた多くの皆さんの新しい出会いの場と

して定着しつつあります。 

 優勝 準優勝 第三位 

小学5･6年生 15名 野村 櫂 伊覇 逞 住吉 治志 

小学3･4年生 35名 華房 慶大 奥村 琹吉 岡田 昂大 

小学1･2年生 25名 小島 瑞葵 服部 直毅 山中 惇史 
 

5 アマ竜王戦愛知県代表に稲葉聡さんと川西勇作さん 
第31回アマチュア竜王戦愛知県予選及び読売杯争奪将棋大会が、4月29日(日)名古屋港

湾会館にて開催され、稲葉聡さんと川西勇作さんが代表権を獲得されました。 

6月に開催される全国大会での活躍が期待されます。 

 優勝 準優勝 第三位 

アマ竜王 

68名 

稲葉 聡 

(名古屋市守山区) 

原田 智也 

（名古屋市天白区） 
 

川西 勇作 

（刈谷市） 

細田 真史 

（尾張旭市） 
 

A級 

24名 

加藤 慎士 

(岐阜県可児郡) 

森田 修司 

(刈谷市) 

古川 広人 

(岐阜市) 

B級 

31名 

鬼頭 直寛 

(名古屋市名東区) 

平田 修司 

（名古屋市昭和区） 

白木 達也 

(豊橋市) 

C級 

25名 

藤原 進 

(春日井市) 

山田 康雅 

(日進市) 

小田 彰吾 

(東海市) 

D級 

34名 

正親 直人 

(尾張旭市) 

柳 直大 

(名古屋市天白区) 

安永 悠太 

(みよし市) 

 

6 東海地域で新たに20名の指導員が誕生 
藤井聡太六段による将棋ブームの中、公益社団法人日本将棋連盟の将棋普及の基本とも

いうべき将棋指導員の資格審査が4月1日(日)全国6か所一斉に行われました。 

今年は昨年に比べて3割以上増の申し込みがあり、全国で104名と初めて3桁の指導員が

生まれました。名古屋では20名の応募があり、愛知17名、三重2名、岐阜1名の皆さんが資

格審査に臨まれ、全員が将棋指導員に合格されました。多くの皆さんはすでに支部との連

携もあり、こども将棋講座などの将棋の普及に携わっておられます。 

妻神義光（常滑支部） 松本勤（安城支部） 華房夕子 山田鋼治（以上名古屋支部） 
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加太義暁（愛知尾張一宮支部） 高田真歳（栄将棋教室支部） 才田大祐 

松本清彦（以上栄将棋教室支部） 定藤正弘（名古屋と金クラブ支部） 

松原肇（名古屋棋歩支部） 中嶋宏（西尾支部） 柳瀬章雅 世古博明 木村正明 

佐々木時市 市村豪規（以上名古屋西南支部） 速水基希（岐阜将棋愛好会支部） 

大西啓雄（津友の会支部） 小川晃範（四日市支部） 梅村徹（三菱ＵＦＪ支部） 

以上20名の皆さんが、新たに将棋指導員として将棋普及の事業に参加されます。 

また、4月1日を以って名古屋西南支部（支部長 坂野和重）、八事富士見子ども将棋教

室支部（支部長 設楽修一）が設立されたことを合わせて報告します。 

 

7 小牧市で藤井聡太六段が紹介される 
3月6日には、愛知県公立中学校の卒業式がありました。小牧市では、山下史守朗市長に

よる中学校「卒業式式辞」の中に、74行中22行で30％近く、藤井聡太六段のことが紹介さ

れました。今年、中学校を卒業する藤井聡太六段の活躍・実績、本人の言葉を引用し、自

分自身の力を高めるために、一局一局丁寧に向き合ってきた姿を褒め称えています。青少

年が、夢を持ちチャレンジをし継続することが大事で、夢を実現するように期待すること

へと、結びにつなげておられます。小牧市9中学校全部で、藤井六段の姿勢が模範的に紹

介され、多方面に好影響を与えているエピソードです。 

棋道指導員 渋谷文博 

 

8 ねんりんピック富山2018名古屋市予選大会 
（1）と  き  平成30年5月19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）ねんりんピック富山2018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34年4月1日以前に生まれた方 

③平成30年11月3日(土)～6日(火)の富山大会に参加できる方 

④健康状況の異常がない方 

⑤昨年の秋田大会の代表でない方 

        （2）交流将棋大会 

         ①在住地の制限はありません 

         ②昭和34年4月1日以前に生まれた方 

（4）参 加 費  1,000円 

（5）表  彰  予選大会第三位までをねんりんピック富山2018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 

 

9 第39回全国中学生選抜将棋選手権愛知県大会 
（1）と  き  平成30年5月27日(日) AM9:00～受付 AM9:30対局開始 

（2）と こ ろ  愛旅連ビル3階会議室（栄将棋教室向側） 

（3）ク ラ ス  男子の部、女子の部 

（4）資  格  愛知県内の中学校の生徒 

（5）参 加 費  1,000円 

（6）表  彰  男子の部上位1名、女子の部上位2名は、8月3日(木）～4日(金)に山形県
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天童市で開催される全国大会に出場 

（7）主  催  日本将棋連盟愛知県支部連合会 

（8）問 合 せ  棋道師範 竹内努 電話070-5642-6943 

 

10 OSU De Show技 
（1）と  き  平成30年5月20日(日) PM2:00～6:30 

（2）と こ ろ  万松寺白龍ホール 

名古屋市中区大須三丁目29-12 電話0120-154-896 

（3）内  容  ①杉本昌隆七段・中澤沙耶女流初段指導対局 

②杉本昌隆七段・旭堂鱗林トークショー「将棋の魅力～藤井聡太物語」 

（4）定  員  ①20 名 

②200名 

（5）参 加 費  ①1,500円  

②大人2,500円、小中学生1,000円 

（6）主  催  毎日新聞社 

（7）協  力  アイワット 日本将棋連盟東海普及連合会 

（8）協  賛  大塚製薬 マイナビ 

（9）問 合 せ  毎日新聞社エリア事業室中部事業グループ 電話052-564-1404 

 

11 第3回名城大学杯将棋大会 
（1）と  き  平成30年6月17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、ふりがな、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3回名城大学杯将棋大会」係まで。6月8日

(金)必着 

（7）参加棋士  久保利明王将 杉本昌隆七段 澤田真吾六段 竹内貴浩四段 

中澤沙耶女流初段 ほか 

（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 

 

12 今後の予定 
5月19日(土) ねんりんピック富山2018名古屋市予選大会 

5月20日(日) OSU De Show技 

5月27日(日) 第39回全国中学生選抜将棋選手権 

5月29日(火)～30日(水) 第76期名人戦第5局解説会 

6月2日(土) 第97回中部職域団体対抗将棋大会 

6月17日(日) 第3回名城大学杯将棋大会 
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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 


