
   

第1７回 段・級位認定大会・プロ棋士指導碁と棋譜解講座 開催第1７回 段・級位認定大会・プロ棋士指導碁と棋譜解講座 開催第1７回 段・級位認定大会・プロ棋士指導碁と棋譜解講座 開催第1７回 段・級位認定大会・プロ棋士指導碁と棋譜解講座 開催

　　　　　　　　主催主催主催主催日本棋院横浜栄支部日本棋院横浜栄支部日本棋院横浜栄支部日本棋院横浜栄支部

  　日本棋院公認 段・級位 囲碁認定会、プロ棋士による 指導碁 並びに 棋譜解説講座を開きます。

 下記要領にて、参加者を 募集します。

日　時：日　時：日　時：日　時：

場　所：場　所：場　所：場　所： 「あーすぷらざ」 １ 階会議室・他「あーすぷらざ」 １ 階会議室・他「あーすぷらざ」 １ 階会議室・他「あーすぷらざ」 １ 階会議室・他 横浜市栄区小菅ヶ谷 1-2-1

JＲ本郷台駅　徒歩３分(駐輪場の向い側)

  ①段・級位認定会  ①段・級位認定会  ①段・級位認定会  ①段・級位認定会 募集人員　：　１００名　募集人員　：　１００名　募集人員　：　１００名　募集人員　：　１００名　（先着順）

参加費　大人： ２０００円、　学生（子供）：１０００円（含 お弁当・お茶）参加費　大人： ２０００円、　学生（子供）：１０００円（含 お弁当・お茶）参加費　大人： ２０００円、　学生（子供）：１０００円（含 お弁当・お茶）参加費　大人： ２０００円、　学生（子供）：１０００円（含 お弁当・お茶）

  　免  状 取得：   申請 段・級位による、実戦成績に基ずく判定と、その申請料をもって、取得する。

＊＊＊＊ 段位 免状取得 該当者は、 特段の事情のない限り 　取得申請を する。(不要の方は参加 遠慮ください）段位 免状取得 該当者は、 特段の事情のない限り 　取得申請を する。(不要の方は参加 遠慮ください）段位 免状取得 該当者は、 特段の事情のない限り 　取得申請を する。(不要の方は参加 遠慮ください）段位 免状取得 該当者は、 特段の事情のない限り 　取得申請を する。(不要の方は参加 遠慮ください）

＊＊＊＊ 級位 認定申請の全勝者、並びに成績優秀者には、支部認定状を 発行します。級位 認定申請の全勝者、並びに成績優秀者には、支部認定状を 発行します。級位 認定申請の全勝者、並びに成績優秀者には、支部認定状を 発行します。級位 認定申請の全勝者、並びに成績優秀者には、支部認定状を 発行します。

＊＊＊＊ 当日 欠席の場合、参加費の内 既発生費用相当分（１０００．）の支払を願います。当日 欠席の場合、参加費の内 既発生費用相当分（１０００．）の支払を願います。当日 欠席の場合、参加費の内 既発生費用相当分（１０００．）の支払を願います。当日 欠席の場合、参加費の内 既発生費用相当分（１０００．）の支払を願います。

＊

＊
支部 高段者の指導碁　     指導料  無料

　　６月　　　６月　　　６月　　　６月　１6１6１6１6日（木）日（木）日（木）日（木）

　各団体（囲碁関係）所属の方は その団体で 纏めて 申込み 出来ます。

＊お問合せ＊お問合せ＊お問合せ＊お問合せ 　　　日本棋院横浜栄支部 事務局日本棋院横浜栄支部 事務局日本棋院横浜栄支部 事務局日本棋院横浜栄支部 事務局 TEL:045-892-6166TEL:045-892-6166TEL:045-892-6166TEL:045-892-6166 　植田植田植田植田

携帯携帯携帯携帯：080-5038-3524：080-5038-3524：080-5038-3524：080-5038-3524

＊申込み先       FAX＊申込み先       FAX＊申込み先       FAX＊申込み先       FAX 045-892-1200 045-892-1200 045-892-1200 045-892-1200 （担当　植田）（担当　植田）（担当　植田）（担当　植田）

      　　　　　　　        ｷ　　　　ﾘ　　　　　ﾄ　　　　　ﾘ

FAX 045-892-1200FAX 045-892-1200FAX 045-892-1200FAX 045-892-1200 日本棋院 横浜栄支部日本棋院 横浜栄支部日本棋院 横浜栄支部日本棋院 横浜栄支部 　

       第１７回 段・級位 認定大会 申込み        第１７回 段・級位 認定大会 申込み        第１７回 段・級位 認定大会 申込み        第１７回 段・級位 認定大会 申込み 申込み:　　月　　　日申込み:　　月　　　日申込み:　　月　　　日申込み:　　月　　　日

〇 〇 〇 〇     ①認定会①認定会①認定会①認定会 〔　 　　 　〕〔　 　　 　〕〔　 　　 　〕〔　 　　 　〕段･級段･級段･級段･級

○○○○  ②指導碁 ②指導碁 ②指導碁 ②指導碁 　午前　・　午後　　　午前　・　午後　　　午前　・　午後　　　午前　・　午後　　

○○○○

○○○○

＊依頼事項：各参加項目等の 〇印にチェック方。＊依頼事項：各参加項目等の 〇印にチェック方。＊依頼事項：各参加項目等の 〇印にチェック方。＊依頼事項：各参加項目等の 〇印にチェック方。

　　指導碁は午前、午後を○で囲んでください。　　指導碁は午前、午後を○で囲んでください。　　指導碁は午前、午後を○で囲んでください。　　指導碁は午前、午後を○で囲んでください。

平成 ２８年 ５月

後援後援後援後援日本棋院  日本棋院  日本棋院  日本棋院  協力協力協力協力栄区囲碁普及会・楽碁会栄区囲碁普及会・楽碁会栄区囲碁普及会・楽碁会栄区囲碁普及会・楽碁会

平成 平成 平成 平成 ２８２８２８２８年　年　年　年　６６６６月 月 月 月 ２６２６２６２６日（日）　　　日（日）　　　日（日）　　　日（日）　　　9:15 ～　16:309:15 ～　16:309:15 ～　16:309:15 ～　16:30

　　段･級位 申請範囲： 　二段 ･ 初段 ･ 1 級 ～ 10級二段 ･ 初段 ･ 1 級 ～ 10級二段 ･ 初段 ･ 1 級 ～ 10級二段 ･ 初段 ･ 1 級 ～ 10級

  　試 合 方 法： 　日本棋院　段・級位認定会に準じ、日本囲碁規約に基ずき 実施。

    判      定   : 　 審判長(支部役員）

     ・ 全勝者は 免状料 規定の 半額負担にて 申請取得

     ・ 成績優秀者（２勝）は 規定の 全額負担にて 申請取得

②プロ棋士による 指導碁　　②プロ棋士による 指導碁　　②プロ棋士による 指導碁　　②プロ棋士による 指導碁　　募集人員：１４名　(午前８名、午後６名　先着順）募集人員：１４名　(午前８名、午後６名　先着順）募集人員：１４名　(午前８名、午後６名　先着順）募集人員：１４名　(午前８名、午後６名　先着順）

プロ棋士 蘇 耀国 九段 蘇 耀国 九段 蘇 耀国 九段 蘇 耀国 九段　 　 指導料   会員: 無料、    一般: １０００円

③ﾌﾟﾛ棋士を囲んで、懇親パーテイ   　③ﾌﾟﾛ棋士を囲んで、懇親パーテイ   　③ﾌﾟﾛ棋士を囲んで、懇親パーテイ   　③ﾌﾟﾛ棋士を囲んで、懇親パーテイ   　参加費　男子： ２５００円、  女子: ２０００円参加費　男子： ２５００円、  女子: ２０００円参加費　男子： ２５００円、  女子: ２０００円参加費　男子： ２５００円、  女子: ２０００円

 場所：そば処 深山 (駅前）     　　　 開催： １６：３０～１８：３０

　　　＊申込締切り 　　　＊申込締切り 　　　＊申込締切り 　　　＊申込締切り 

 　下記申込書に 必要事項を 記入し 、認定会 及び 指導碁は、その参加費を 添えて、 お申込みください。 　下記申込書に 必要事項を 記入し 、認定会 及び 指導碁は、その参加費を 添えて、 お申込みください。 　下記申込書に 必要事項を 記入し 、認定会 及び 指導碁は、その参加費を 添えて、 お申込みください。 　下記申込書に 必要事項を 記入し 、認定会 及び 指導碁は、その参加費を 添えて、 お申込みください。

     なお 、ご不明な事項は、事務局へ お問い合わせください。

　参加 項目　参加 項目　参加 項目　参加 項目  申請段級位・他 申請段級位・他 申請段級位・他 申請段級位・他

　　  　　  　　  　　  （フ　リ　カ　ナ ）（フ　リ　カ　ナ ）（フ　リ　カ　ナ ）（フ　リ　カ　ナ ）

氏　　　名氏　　　名氏　　　名氏　　　名

　　       住　　　　　所　　       住　　　　　所　　       住　　　　　所　　       住　　　　　所

（〒）　　  －（〒）　　  －（〒）　　  －（〒）　　  －

   支部高段者による指導碁   支部高段者による指導碁   支部高段者による指導碁   支部高段者による指導碁 　所属団体名：　所属団体名：　所属団体名：　所属団体名： TEL:　　 　(　　　　）TEL:　　 　(　　　　）TEL:　　 　(　　　　）TEL:　　 　(　　　　）

 ③懇親パーテー ③懇親パーテー ③懇親パーテー ③懇親パーテー 　会員　 一般  　教室  　学生　会員　 一般  　教室  　学生　会員　 一般  　教室  　学生　会員　 一般  　教室  　学生 FAX：　　　(　　　　）FAX：　　　(　　　　）FAX：　　　(　　　　）FAX：　　　(　　　　）

 申請段級位 は取得しようとする 段級位を記入。 申請段級位 は取得しようとする 段級位を記入。 申請段級位 は取得しようとする 段級位を記入。 申請段級位 は取得しようとする 段級位を記入。

日本棋院会員の方はポイントカード持参。日本棋院会員の方はポイントカード持参。日本棋院会員の方はポイントカード持参。日本棋院会員の方はポイントカード持参。

　　懇親パーテー参加費は当日 受付にてお支払いください。 　　懇親パーテー参加費は当日 受付にてお支払いください。 　　懇親パーテー参加費は当日 受付にてお支払いください。 　　懇親パーテー参加費は当日 受付にてお支払いください。 


