
平成２８年８月

　　主催:日本棋院横浜栄支部　共催:栄区囲碁普及会　後援：栄区囲碁連盟・楽碁会　　主催:日本棋院横浜栄支部　共催:栄区囲碁普及会　後援：栄区囲碁連盟・楽碁会　　主催:日本棋院横浜栄支部　共催:栄区囲碁普及会　後援：栄区囲碁連盟・楽碁会　　主催:日本棋院横浜栄支部　共催:栄区囲碁普及会　後援：栄区囲碁連盟・楽碁会

　日本棋院 横浜栄支部は、第4回 栄ペア碁大会を 本年も 開催します。 奮ってご参加ください。　日本棋院 横浜栄支部は、第4回 栄ペア碁大会を 本年も 開催します。 奮ってご参加ください。　日本棋院 横浜栄支部は、第4回 栄ペア碁大会を 本年も 開催します。 奮ってご参加ください。　日本棋院 横浜栄支部は、第4回 栄ペア碁大会を 本年も 開催します。 奮ってご参加ください。

自由対局室では、高段者による対局指導も 行います。自由対局室では、高段者による対局指導も 行います。自由対局室では、高段者による対局指導も 行います。自由対局室では、高段者による対局指導も 行います。

  栄区囲碁普及会は、創立１５周年記念として 囲碁教室(上達コース)受講生対象に 両棋士の指導碁を 行います。  栄区囲碁普及会は、創立１５周年記念として 囲碁教室(上達コース)受講生対象に 両棋士の指導碁を 行います。  栄区囲碁普及会は、創立１５周年記念として 囲碁教室(上達コース)受講生対象に 両棋士の指導碁を 行います。  栄区囲碁普及会は、創立１５周年記念として 囲碁教室(上達コース)受講生対象に 両棋士の指導碁を 行います。

その開催要項は 別途、囲碁普及会の 募集案内を ご覧ください。その開催要項は 別途、囲碁普及会の 募集案内を ご覧ください。その開催要項は 別途、囲碁普及会の 募集案内を ご覧ください。その開催要項は 別途、囲碁普及会の 募集案内を ご覧ください。

　

　　開 催 日： 　　　開 催 日： 　　　開 催 日： 　　　開 催 日： 　

　  会　  会　  会　  会                場：場：場：場： 　あーすぷらざ　1F  全会議室　・　ワークショップ室　あーすぷらざ　1F  全会議室　・　ワークショップ室　あーすぷらざ　1F  全会議室　・　ワークショップ室　あーすぷらざ　1F  全会議室　・　ワークショップ室

ペア碁戦ペア碁戦ペア碁戦ペア碁戦 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 会    場：　 会    場：　 会    場：　 会    場： 全会議室全会議室全会議室全会議室

   参 加 費：   参 加 費：   参 加 費：   参 加 費： 　大人: １５００円　  学生以下: １０００円   （含 弁当、お茶代）　　大人: １５００円　  学生以下: １０００円   （含 弁当、お茶代）　　大人: １５００円　  学生以下: １０００円   （含 弁当、お茶代）　　大人: １５００円　  学生以下: １０００円   （含 弁当、お茶代）　

試合方式：試合方式：試合方式：試合方式： ペアの持点による ハンデ ・ リーグ３回戦ペアの持点による ハンデ ・ リーグ３回戦ペアの持点による ハンデ ・ リーグ３回戦ペアの持点による ハンデ ・ リーグ３回戦

ペア構成：ペア構成：ペア構成：ペア構成： 基本は 男女ペア、 本大会では 親子・兄弟姉妹・お孫さん・大人と子供とのペア 組合わせも 可。　基本は 男女ペア、 本大会では 親子・兄弟姉妹・お孫さん・大人と子供とのペア 組合わせも 可。　基本は 男女ペア、 本大会では 親子・兄弟姉妹・お孫さん・大人と子供とのペア 組合わせも 可。　基本は 男女ペア、 本大会では 親子・兄弟姉妹・お孫さん・大人と子供とのペア 組合わせも 可。　

持    点:持    点:持    点:持    点: 段位の方は、　初段＝１点、二段=２点、　・・～七段=７点、段位の方は、　初段＝１点、二段=２点、　・・～七段=７点、段位の方は、　初段＝１点、二段=２点、　・・～七段=７点、段位の方は、　初段＝１点、二段=２点、　・・～七段=７点、

級位の方は、　１級＝０点、２級＝－１点、　・・～１０級＝－９点とする。級位の方は、　１級＝０点、２級＝－１点、　・・～１０級＝－９点とする。級位の方は、　１級＝０点、２級＝－１点、　・・～１０級＝－９点とする。級位の方は、　１級＝０点、２級＝－１点、　・・～１０級＝－９点とする。

チーム持点：チーム持点：チーム持点：チーム持点： ペア２人の持点合計を ２で 割った数が そのチームの持点。（不明時 要相談）ペア２人の持点合計を ２で 割った数が そのチームの持点。（不明時 要相談）ペア２人の持点合計を ２で 割った数が そのチームの持点。（不明時 要相談）ペア２人の持点合計を ２で 割った数が そのチームの持点。（不明時 要相談）

指 導 碁指 導 碁指 導 碁指 導 碁

日本棋院　熊ホウ六段 ・ 木部夏生二段（午後）　 ・    高段者指導員による指導碁(午後）　日本棋院　熊ホウ六段 ・ 木部夏生二段（午後）　 ・    高段者指導員による指導碁(午後）　日本棋院　熊ホウ六段 ・ 木部夏生二段（午後）　 ・    高段者指導員による指導碁(午後）　日本棋院　熊ホウ六段 ・ 木部夏生二段（午後）　 ・    高段者指導員による指導碁(午後）　

　 会    場：　 会    場：　 会    場：　 会    場： 　ワークショップ室　（午後）　ワークショップ室　（午後）　ワークショップ室　（午後）　ワークショップ室　（午後）

　 参 加 費：　 参 加 費：　 参 加 費：　 参 加 費： 　会員：　無料　　　非会員：　大人１０００円　（高段者の指導碁は無料）　会員：　無料　　　非会員：　大人１０００円　（高段者の指導碁は無料）　会員：　無料　　　非会員：　大人１０００円　（高段者の指導碁は無料）　会員：　無料　　　非会員：　大人１０００円　（高段者の指導碁は無料）

　 受講者数：　 受講者数：　 受講者数：　 受講者数： 　１４名 (プロ棋士の指導碁）　１４名 (プロ棋士の指導碁）　１４名 (プロ棋士の指導碁）　１４名 (プロ棋士の指導碁）

大盤解説大盤解説大盤解説大盤解説

日本棋院　熊ホウ六段 ・ 木部夏生二段　日本棋院　熊ホウ六段 ・ 木部夏生二段　日本棋院　熊ホウ六段 ・ 木部夏生二段　日本棋院　熊ホウ六段 ・ 木部夏生二段　

特別企画特別企画特別企画特別企画

免状授与式　（第１７回認定会 昇段・昇級者）　免状授与式　（第１７回認定会 昇段・昇級者）　免状授与式　（第１７回認定会 昇段・昇級者）　免状授与式　（第１７回認定会 昇段・昇級者）　

　　　　　申込み締切日 ：　９月 ８日（木）　　　　　申込み締切日 ：　９月 ８日（木）　　　　　申込み締切日 ：　９月 ８日（木）　　　　　申込み締切日 ：　９月 ８日（木）

　　　　　　　　申込・問合せ先： 日本棋院横浜栄支部 事務局 　植田  ＴＥＬ/ＦＡＸ： ０４５－８９２－１２００　　　　　　　　申込・問合せ先： 日本棋院横浜栄支部 事務局 　植田  ＴＥＬ/ＦＡＸ： ０４５－８９２－１２００　　　　　　　　申込・問合せ先： 日本棋院横浜栄支部 事務局 　植田  ＴＥＬ/ＦＡＸ： ０４５－８９２－１２００　　　　　　　　申込・問合せ先： 日本棋院横浜栄支部 事務局 　植田  ＴＥＬ/ＦＡＸ： ０４５－８９２－１２００

　  　　　　　　　　　　　携 帯： ０８０ー５０３８－３５２４　  　　　　　　　　　　　携 帯： ０８０ー５０３８－３５２４　  　　　　　　　　　　　携 帯： ０８０ー５０３８－３５２４　  　　　　　　　　　　　携 帯： ０８０ー５０３８－３５２４

 キ　リ　ト　リ

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＦＡＸ：０４５－８９２－１２００ 　植田 宛ＦＡＸ：０４５－８９２－１２００ 　植田 宛ＦＡＸ：０４５－８９２－１２００ 　植田 宛ＦＡＸ：０４５－８９２－１２００ 　植田 宛

送信日：送信日：送信日：送信日：

＊ペア碁申込＊ペア碁申込＊ペア碁申込＊ペア碁申込

ペア構成ペア構成ペア構成ペア構成 段 ・ 級段 ・ 級段 ・ 級段 ・ 級 ペアの関係ペアの関係ペアの関係ペアの関係

Ｂ:下位者Ｂ:下位者Ｂ:下位者Ｂ:下位者

Ａ:上位者Ａ:上位者Ａ:上位者Ａ:上位者

　　　　

＊指導碁申込(指定）　＊指導碁申込(指定）　＊指導碁申込(指定）　＊指導碁申込(指定）　

棋院会員: 〇印棋院会員: 〇印棋院会員: 〇印棋院会員: 〇印 段 ・ 級段 ・ 級段 ・ 級段 ・ 級 ○で囲む○で囲む○で囲む○で囲む

プロ棋士熊六段・木部二段・アマ高段者・プロ棋士熊六段・木部二段・アマ高段者・プロ棋士熊六段・木部二段・アマ高段者・プロ棋士熊六段・木部二段・アマ高段者・

＊懇親会申込 　　　受付；１６：３０～＊懇親会申込 　　　受付；１６：３０～＊懇親会申込 　　　受付；１６：３０～＊懇親会申込 　　　受付；１６：３０～

　会    場：　会    場：　会    場：　会    場：         ＴＥＬ        ＴＥＬ        ＴＥＬ        ＴＥＬ

　参 加 費：　参 加 費：　参 加 費：　参 加 費：

囲碁フェスタ 2016 さかえ囲碁フェスタ 2016 さかえ囲碁フェスタ 2016 さかえ囲碁フェスタ 2016 さかえ

日本棋院より  棋士 熊ホウ六段 と 木部夏生二段 を 迎て、指導碁 並びに 大盤解説を 計画しています。日本棋院より  棋士 熊ホウ六段 と 木部夏生二段 を 迎て、指導碁 並びに 大盤解説を 計画しています。日本棋院より  棋士 熊ホウ六段 と 木部夏生二段 を 迎て、指導碁 並びに 大盤解説を 計画しています。日本棋院より  棋士 熊ホウ六段 と 木部夏生二段 を 迎て、指導碁 並びに 大盤解説を 計画しています。

 ＜　開　催　要　項　＞ ＜　開　催　要　項　＞ ＜　開　催　要　項　＞ ＜　開　催　要　項　＞

　平成２８年 ９月２２日（木･祝）　　受付； ９:１５～９:３０　終了；１６：３０　平成２８年 ９月２２日（木･祝）　　受付； ９:１５～９:３０　終了；１６：３０　平成２８年 ９月２２日（木･祝）　　受付； ９:１５～９:３０　終了；１６：３０　平成２８年 ９月２２日（木･祝）　　受付； ９:１５～９:３０　終了；１６：３０

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

　　氏　　名　（ふりがな）　　氏　　名　（ふりがな）　　氏　　名　（ふりがな）　　氏　　名　（ふりがな）       　ＴＥＬ      　ＴＥＬ      　ＴＥＬ      　ＴＥＬ

男性：３０００円 女性：２００男性：３０００円 女性：２００男性：３０００円 女性：２００男性：３０００円 女性：２００

０円０円０円０円　　   （受付にて支払）　　   （受付にて支払）　　   （受付にて支払）　　   （受付にて支払）

氏　  名　（ふりがな）氏　  名　（ふりがな）氏　  名　（ふりがな）氏　  名　（ふりがな） 　      ＴＥＬ　      ＴＥＬ　      ＴＥＬ　      ＴＥＬ

　　　　駅前駅前駅前駅前　深山　　　深山　　　深山　　　深山　　（予定）（予定）（予定）（予定） 　氏　　　　名　氏　　　　名　氏　　　　名　氏　　　　名


