
更新日：2018年8月7日

NO.NO.NO.NO. 月月月月 日日日日 曜日曜日曜日曜日 行事行事行事行事 場所場所場所場所 備考備考備考備考

1 ４月 １日 （日） 第２０期入門・初級コース 開講式 本郷地区センター

2 〃 ７日 （土） 第２０期上達コース 開講式 本郷地区センター

3 〃 １５日 （日） 県本部「囲碁まつり」段位・級位者認定 横浜宇宙棋院 ＊１２

4 ５月 １９、２０日 （土、日） 本郷地区センターまつり　囲碁コーナー 本郷地区センター

5 〃 １９日 （土） 栄区囲碁普及会総会 本郷中学校

6 〃 ２６日 （土） 第７２回上達コース 認定会 本郷地区センター

7 〃 ２７日 （日） ２０期第１回入門・初級コース 認定会 本郷地区センター及び本郷中学校

8 ６月 ３日 （日） 第２１回日本棋院認定会 あーすぷらざ ＊１

9 〃 １０日 （日） 栄区囲碁連盟会員囲碁大会 あーすぷらざ ＊４

10 〃 １７日 （日） 第９回横浜市囲碁級位認定会 横浜囲碁ｾﾝﾀｰ ＊２

11 ７月 １６日 （月・祝） 第１４回「栄こどもとおとなの囲碁大会」 あーすぷらざ

12 〃 ２３、２４日 （月、火） 本郷地区センター 夏休み親子囲碁教室 本郷地区センター ＊９

13 〃 ２６日 （木） 上郷地区センター 夏休み親子囲碁教室（1回目） 上郷地区センター ＊９

14 ８月 １日 （水） 小山台小学校夏季囲碁・将棋体験教室 小山台小学校 ＊３

15 〃 ９日 （木） 上郷地区センター 夏休み親子囲碁教室（2回目） 上郷地区センター ＊９

16 〃 ２１日 （火） 豊田小学校「はまっ子」夏休み囲碁教室 豊田小学校 ＊３

17 〃 ２５日 （土） 第７３回上達コース 認定会 本郷地区センター

18 ９月 ２日 （日） 栄区民秋季囲碁大会 栄公会堂 ＊４

19 〃 ８、９日 （土、日） 上郷地区センターまつり　囲碁コーナー 上郷地区センター

20 〃 １６日 （日） 囲碁フェスタ あーすぷらざ ＊５

21 〃 ３０日 （日） ２０期第２回入門・初級コース 認定会 本郷地区センター及び本郷中学校

22 １０月 ６、７日 （土、日） 豊田地区センターまつり　囲碁コーナー 豊田地区センター

23 １１月 ７日 （水） 楽碁会三部会合同囲碁大会 本郷地区センター ＊１０

24 〃 ８日 （木） 横浜栄高校３世代交流会・囲碁教室 横浜栄高校 ＊７

25 〃 １１日 （日） 秋の芸術祭「囲碁まつり」 栄公会堂・本郷地区センター ＊６

26 〃 １７日 （土） 本郷小学校ふれあいフエスティバル「囲碁教室」 本郷小学校 ＊３

27 〃 １７日 （土） 第７４回上達コース 認定会 本郷地区センター

28 〃 ２５日 （日） ２０期第３回入門・初級コース 認定会 本郷地区センター及び本郷中学校

29 １２月 ２３日 （日） 第２２回日本棋院認定会 あーすぷらざ ＊１

30 １月 ６日 （日） 第1２回地域交流囲碁大会（団体戦） あーすぷらざ ＊４

31 〃 ２７日 （日） ２０期第４回入門・初級コース 認定会 本郷地区センター及び本郷中学校

32 ２月 第１１回鎌倉子供囲碁大会 鎌倉 光明寺 ＊８

33 ３月 ２日 （土） 第７５回上達コース 認定会 本郷地区センター

34 〃 １０日 （日） ２０期第５回入門・初級コース 認定会 本郷地区センター及び本郷中学校

35 〃 １０日 （日） 春の文化祭「栄区民囲碁大会」 栄公会堂 ＊６

36 〃 １５日 （金） 栄区シニア連合「囲碁・将棋大会」 栄公会堂 ＊１１

37 〃 １６日 （土） 栄図書館３０周年記念囲碁教室(初心者） 栄図書館 ＊９

38 〃 ２３日 （土） 第２０期上達コース 修了式 本郷地区センター

39 〃 ２４日 （日） 第２０期入門・初級コース 修了式 各日曜教室

＊１： 日本棋院横浜栄支部主催

＊２： 栄区囲碁連盟からの要請により、栄区囲碁普及会が参加

＊３： 豊田小学校「はまっ子」主催、小山台小学校キッズクラブ主催、本郷小学校主催

＊４： 栄区囲碁連盟主催

＊５： 日本棋院横浜栄支部と栄区囲碁普及会の共催、栄区囲碁普及会は「親子囲碁教室」を担当

＊６： 栄区文化協会主催、栄区囲碁連盟主管、栄区囲碁普及会協力（E、Fクラス担当）

＊７： 横浜栄高校主催

＊８： 鎌倉子供囲碁大会実行委員会主催、鎌倉市後援

＊９： 各地区センター、栄図書館主催、栄区囲碁普及会後援、

＊１０： 楽碁会主催

＊１１： 栄区シニア連合主催

＊１２： 日本棋院神奈川県本部主催

２０１８年度　栄区囲碁普及会『囲碁カレンダー』（２０１８年４月２０１８年度　栄区囲碁普及会『囲碁カレンダー』（２０１８年４月２０１８年度　栄区囲碁普及会『囲碁カレンダー』（２０１８年４月２０１８年度　栄区囲碁普及会『囲碁カレンダー』（２０１８年４月〜〜〜〜２０１９年３月）２０１９年３月）２０１９年３月）２０１９年３月）

未定


