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みなさん、こんにちは！ ジュニアくらぶ通信夏号をお届けします。
ジュニアキャンプの申込みは６月13日からスタートです。
先着順なので、早めに申し込んでくださいね！

横浜miniベイブリッジフェスティバル杯

ゴールデンウィーク恒例の横浜ベイブリッジフェスティバル期間中(４月29日～５月５日、横浜ブ

リッジセンター主催)の５月１日(日)に、第４回 横浜miniベイブリッジフェスティバル杯が開催さ

れました。今年からブリッジプレイヤーも参加できるようになり、会友・一般６名を含む８ペアが

参加しました。試合形式は、マクブリッジ杯や橋之介ミニ道場スペシャル大会でも行っている「ス

トラティファイド戦」です。３ボード７ラウンド総当たりのマッチポイント制で、全体とジュニア

部門の２種類の順位をつけました。

大人同士のペアも参加するなか、全体の１位は、今年のＮＥＣブリッジフェスティバルのミニブ

リッジ体験教室に参加した奥野健さん―奥野葵さん(高１)ペアでした。葵さんはお父さんにブリッ

ジを教わっているそうです。家族でブリッジの練習ができるなんてすてきですね！ 表彰式では、

試合を主催している横浜ブリッジセンターの田村徹マネージャーから、優勝記念グラスが授与され

ました。(大会結果はp.４)

☆ ジュニアくらぶ通信もくじ ☆
ジュニアくらぶにゅーす ～ＢＢＦ杯初参加 奥野親子ペア優勝～ ････････ P１
ジュニアくらぶにゅーす ～橋之介のブリッジれぽーと～ ････････ P２～３
大会結果 ････････ P４
チーム選手権試合／集中講座のご案内 ････････ P５
スタッフ突撃インタビュー／ハナママの英語deブリッジ ････････ P６
スペシャル大会のご案内／保護者のみなさまへ ････････ P７
イベントのごあんない ････････ P８

初参加 奥野親子ペア優勝
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カーチャちゃんとブリッジ！ ～ 橋之介、ＢＢＦ杯に参加する～ の巻

みなさん、お久しぶり～！橋之介だよ。ゴールデンウィークは、
何してた？ボクはね、ホッキョク君やツキノワ君は家族旅行だっ
て言うから、遊びに行くのはあきらめてたんだ。でも、申し込み
しめ切り日にダメもとでカーチャちゃんに「ＢＢＦ杯に出な
い？」って聞いたら、なんと、即おっけ～！やっぱ、「アンズよ
り、うむがやすし」だよね。ん？ なんか、ちょっと変かも…？

横浜ブリッジセンターには前にも来たことがあるけど、今回は知
らない大人の人も来てて、 初はちょっときんちょうしちゃった。
でも、ジュニアくらぶのみぽりん先生がディレクターだったし、
知ってる子もたくさんいたから、だんだんテンション上がっ
ちゃった。プレイ中についはしゃいで、参加していたまーさ先生
に「おしゃべりがうるさ～い！」って怒られちゃって、はずかし
かったよ。てへっ！ でも、久しぶりに会ったみんなは、ちょっ
とだけ大人っぽくなってた。変わらないのはボクだけかなぁ。

カーチャちゃんと「よろしくね」「がんばろうね」って、気合い
を入れて始めた 初のラウンドで、こんなハンドが来たんだ。

８枚フィットのスーツが、と、２つある。切り札にするなら内容が良い方がいいから、ボクはすぐに
でやろうと思った。Ａに負けるし、もいくつ負けるかわからないけど、コントラクトは４に決ま
りだネ。切り札のオープニングリードが来て、３回で切り札を狩り終わった。今度はをさわらなきゃ。
ここで、ボクは絵札点を参考にすることを忘れなかったよ！Ｅは２点だったから、ＡやＫは持ってな
い。ＪはさっきＷから出たし。ってことは…ＥにはＱか、そうじゃなかったら、ＪとＪがあるっ
てことだよね。ねっ！ ボク、試合が始まったばかりにしては冷静でしょ？

２番ボード
Ｎ:11点 Ｓ:17点 (ＮＳ側 28点)
Ｗ:10点 Ｅ: 2点 (ＥＷ側 12点)

４Ｓ by Ｓ ：Ｑ10９８(カーチャ)
O.L. ２ ：Ａ９８７

：３
：ＫＱ８５

：ＡＫ７３（ボク）
：Ｑ10５４
：ＡＫ８
：Ｊ２

２番ボード 全体のハンド

４Ｓ by Ｓ ：Ｑ10９８（カーチャ）
O.L. ２ ：Ａ９８７

：３
：ＫＱ８５

：Ｊ２ ：６５４
：ＫＪ６３ ：２
：Ｊ９７５２ ：Ｑ10６４
：Ａ６ ：10９７４３

：ＡＫ７３（ボク）
：Ｑ10５４
：ＡＫ８
：Ｊ２

ＥがＪを持ってるかどうかは確かじゃないけど、Ｗが
ぜったいにＫを持ってるってことはわかってる。だから、
ボクはＱを出してみたの。そしたらＷからＫが出たか
らＡで勝ち。あとは、ＥＷのどちらかが持っているＪ
に負ければいいね。ダミーから７を引いたらＥがを捨
てたんでちょっとあせっちゃったけど、もう関係ないね。
あとは、Ａに負けに行って、５メイクだった。

もし、先にＡで勝ってから、ダミーからを出したらボ
クのＱがＫに負けて、Ｊにも負けて４メイクになる
んだよね。今のプレイで、カーチャちゃん、ボクのこと少
しは見直してくれたかなぁ…

16番ボード
Ｎ:9点 Ｓ:19点 (ＮＳ側 28点)
Ｗ:4点 Ｅ: 8点 (ＥＷ側 12点)

４Ｓ by Ｓ
O.L. ３

：Ｑ10
：Ｊ９５４３２
：Ｑ４
：ＫＪ９

：５３（ボク）
：Ａ６
：10９６
：Ａ８７６５４

上手にできた話ばかりじゃなくて、失敗したことも白状するね。
ディフェンスのときだったんだけど、みんなはこういうときって、
どうする？

Ｓの４。ボクは２枚Ａを持ってる。Ａは自分からリードして空
振りしないで、相手の絵札をつかまえたいよね。

オープニングリードは３。ダミーが４、９、Ａとなった。
Ｋはパートナーが持ってるのかなぁ。続いて切り札狩りだ。
ディクレアラー（Ｓ）が６を出してダミーのＱの勝ち、次に
10を引いてＡで勝った。ボクたちは２回ともフォローした。
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失敗するからうまくなる！？

カーチャちゃんは７で、ダミーの
Ｑが勝ったんだ！ディクレアラー
は冷静に「Ｊ」と言って、３を
捨てた。あとは書かなくてもわかる
よね。でとのルーザーをぜー
んぶ捨てられて、ボクはＡを取れ
なかったの。「６メイク」って言わ
れて、カーチャちゃんの顔を見られ
なかったよ。もうパートナーになっ
てくれないんじゃないかなぁ。

ボクがＡを取らなかった失敗については、「あのとき、もうダミーのが良くなって
る（エスタブリッシュしている）ことにちゃんと気がついてたら、Ａを出すことがで
きたわね。それにディクレアラーは、もともとが６枚、は２、３枚が、もうわかっ
ていたし。私の残り３点も知ってたでしょう？」

え～っ？！言ってることがよくわかんないよう～。それに、ボクといっしょにブリッジ
を始めたにしては、カーチャちゃん、なんだか大人のブリッジプレイヤーみたいじゃな
い？さっきの失敗を思い出して、ボク、また落ち込んじゃった。

「橋之介くん、家に帰ったら私の代わりにハナおばさまに質問してくれる？ 私、ディ
クレアラーのあのプレイなら、橋之介くんがＱをすぐにＡで勝って、をリターン
したら、４メイクだったと思うの。ディクレアラーのは残りＫ1枚で、ダミーのよ
り大きいからブロックしていて、ではダミーに渡れないでしょう？
橋之介くんが「 初の のとき」にＡで勝って、を出してＱを飛ばしてしまえ
ば、あとでがエスタブリッシュしてもダミーへのエントリーがないじゃない？と
のルーザーをで捨てようとしても、それができないのよ。」「私が知りたいのは、
ディクレアラーのがもともとＫＱの２枚しかなかったことがわかりさえすれば、こう
いうディフェンスができるのではないかしら、ということなの。でも、この考え方が
ディフェンスの考え方として普通なのかどうかが、わからないから…」

むむぅ…。いつのまに、カーチャちゃんはこんなに深くブリッジのことを考えるように
なったのかな？ 友だちがブリッジに熱心なのはうれしいけど、なんだか「おいてけぼ
り」にされてるみたいで、ボク、フクザツだよ。カーチャちゃんの言ってることも、半
分くらいしかわかんないしさ。しょんぼり～。

「でも、 初のラウンドの４のプレイはイケてたわよ！またいっしょに組みましょう
ね、橋之介くん」わーぃ！カーチャちゃん、ちゃーんと見ていてくれたんだぁ。
ボクは急に疲れが取れていくのを感じたんだ。次もがんばろうっと！

16番ボード 全体のハンド

４Ｓ by Ｓ ：Ｑ10
O.L. ３ ：Ｊ９５４３２

：Ｑ４
：ＫＪ９

：Ｊ４２ ：５３（ボク）
：10８７ ：Ａ６
：Ｊ８７３ ：10９６
：Ｑ10２ ：Ａ８７６５４

：ＡＫ９８７６
：ＫＱ
：ＡＫ５２
：３

続けて、ＳはＫでカーチャちゃんのＪを集めた。Ｊが出てきたから、 後の切り札って感じだよね。
カーチャちゃんはあと３点持ってるはずだけど、何の３点だろう？

次にＳは、Ｑを出してきた。パートナーはＫを出すかなって思ったけど、７だった。カーチャちゃ
ん、Ｋは持ってないのかな？それなら今は１回負けておいて、次にＫを出してきたら、そのときにＡ
を出そう。あっ。やっぱり、Ｋが出てきた。ボクは満足して、Ａで勝ったんだ。

さてと。ボクはＡを有効に使いたい。だから、自分からは出さないで、パートナーにリードしてもらう
か、ディクレアラーがさわるまで、がまんだよね。パートナーのハンドに入るには、何をリードすればい
いかな？オープニングリードはだった。Ａはもう出ている。ってことは、きっとカーチャちゃんが
Ｋ？だって、それしかパートナーの手に入るカードはないし。だから、ボクは10をリードすることした。

そしたら、なーんと、大ショッ～ク！！！

橋之介の母
ハナ・マクブリッジ

“ハナママ”

橋之介・ジョーイ
・マクブリッジ

帰り道、カーチャちゃんは今日のハンドについて、自分
の考えをいろいろ話してくれた。

【今日のきょうくん】 案ずるより産むが易し あれこれ心配するより、やってみよう！
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☆第４回 横浜miniベイブリッジフェスティバル杯 ＠横浜ブリッジセンター ☆

５月１日(日)、いつもジュニアくらぶの活動に協力してくださっている横浜ブリッジセンターの主催で、第４回横浜

miniベイブリッジフェスティバル杯が開かれました。インストラクターの”まーさ”もプレイヤーとして参加し、計８

ペア(ジュニアペア：４、ジュニア＋大人ペア：２、大人ペア：２)の皆さんが集まりました。

＜結果 ＊写真ならび順＞

優勝：奥野 葵(高１) 奥野 健(一般)

準優勝：田中 久美子(会友) 板垣 朱(小５)

３位：堀内 勝臣(会友) 吉田 麻衣子(一般)

ジュニア部門１位：福原 悠真(小５) 福原 桜子(小３)

ジュニア部門２位：新郷 猛真(小６) 今橋 日向人(小６)

☆第１６回 橋之介ミニ道場・スペシャル大会 ＠京葉ブリッジセンター ☆

５月７日(土)、京葉ブリッジセンターで大人も参加できるペア戦「橋之介ミニ道場・スペシャル大会」を行い、４ペア

(ジュニアペア：２、ジュニア＋一般ペア：２)が参加しました。初めての試みとして、同日、午前中に京葉ブリッジセ

ンターで行われたコントラクトブリッジの大会のハンドを使って行いました。

＜結果 ＊写真ならび順＞

優勝：大空 由依(中２) 佐々木 杏奈(小５)

準優勝：堀内 勝臣(会友) 大空 未弥(高１)

★賞品プチ情報★
ジュニア部門１位賞品は「大人
のデザイン」がカッコイイ、ＪＣＢＬ
オリジナルクリアファイルでした。
これは、来年夏に福岡県で開か
れるアジアパシフィック大会のロ
ゴ付きクリアファイルです。

ゴールド シルバー



チーム選手権試合のご案内

今年のジュニア・ミニブリッジチーム選手権試合の日程が８月14日に決定しました。１年に１度開催

されるジュニアイベントのなかで、最も大きい大会で、午前に予選、午後に決勝戦が行われます。

参加資格は、１ボード11分以内でプレイできること。時間を計って、今から練習しておきましょう。

申込みはチーム単位なので、ジュニアサロンや道場で会うお友だちに声をかけてみてね。

チーム選手権試合のとなりでは、大人も参加できるペア戦も開催します。

夏休みの思い出をたくさんのブリ友と一緒に作りましょう！

●第４回ジュニア・ミニブリッジチーム選手権

日時：８月14日(日) 10:00-17:00

※ 決勝トーナメントに進めなかった場合は、15時頃解散、または、残念ゲームに参加できます。

場所：四谷ブリッジセンター 地下１階

参加資格：ミニブリッジの大会参加経験者、または１ボードを11分以内でプレイできるジュニア

参加料：4,000 円／チーム

申込：８月３日(水)までにチーム(原則４名)で申込み。年上４名の学年数の合計が15以下の場合は、 多６名

までＯＫです。詳細は同封のチラシをご覧ください。

●第２回マクブリッジ杯

日時：８月14日(日) 10:30-16:30 (２セッション)

場所：四谷ブリッジセンター 地下１階

参加料：750 円／人

申込：８月８日(月)までに「ペア」または「１人」で申込み。

大人の方も参加いただけます！

集中講座のご案内
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レッツ・プレイ
ブリッジ！

イラスト協力：illpop.com

東日本大震災で延期となった『集中講座』を開催します。集中講座は、毎回テーマを決めていつものイ

ベントのおよそ３回分の時間を使って、ブリッジに関するいろいろなことを集中して学習する講座です。

第１回目のテーマは「コントラクトブリッジのオークション」。

オークションのしくみとビッドの基本を勉強します。「コントラクトブリッジをやってみたい！」とい

うジュニアは、ぜひ参加してくださいネ。大人の方も参加できますので、ご家族で一緒にコントラクト

ブリッジを始めてみませんか？

日時：７月10日(日) ①10:30-12:30

②13:30-16:30（終了予定）

７月17日(日) ③13:30-16:30（終了予定）

場所：横浜ブリッジセンター ４階

対象：ミニブリッジが自在にできるジュニア（大人の方も参加できます）

内容：コントラクトブリッジのオークション

講師：横内しのぶ

参加料：３コマ分 1,500 円 (教材付)

申込締切：７月４日(月) ※詳細は同封のチラシをご覧ください。

お問い合わせ： e-mail  junior@jcbl.or.jp

【ご注意】１コマ、または２コマだけ参加することはできません。

上記①～③すべてに参加できる方のみ、お申込みください。
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ハナママの英語ＤＥブリッジ！

ボイド（void）

あるスーツのカードがもともと１枚もないこと。ボイドは英語で「空っぽの」「ない」という意味があるのよ。

フィット（fit）

パートナーと合わせて８枚以上のスーツがあること。フィットは英語で「適合する」「合う」という意味よ。

みなさん、こんにちは。 橋之介の母のハナ・マクブリッジです！

ブリッジの用語のほとんどは英語なのよ。 今回紹介する言葉は、みんなも聞いたこと

のある言葉だけど、ブリッジの場合は特別の意味を持っている言葉よ。ブリッジの用語

の方と、もともとの意味の方を合わせて覚えてね！

スタッフ突撃インタビュー

Ｑ：小学生の頃はどんな子どもでしたか？

いつもお友だちと遊んでいました。家に帰るのがおそくなっ

て、よく母に怒られました。

Ｑ：ブリッジを始めたきっかけは？

台湾に住んでいる時に、日本人が集まるブリッジクラブで教

えてもらいました。

Ｑ：ブリッジのどういうところがおもしろいですか？

世界中でプレイできるところです。言葉が通じなくてもね。

Ｑ：ブリッジ以外の趣味は何ですか？

ガーデニング、読書（マンガ大好き）

Ｑ：ジュニアくらぶのみなさんにひとことお願いします。

ブリッジをしながらみなさんが仲良くなっていく様子、いつも

うれしく誇らしく思っています。キャンプでみなさんに会えるこ

と、楽しみにしています。

加藤 智子
（かとう さとこ）

プロフィール

【ニックネーム】 サトちゃん

【出身地】 横浜市

【血液型・星座】 ＡＢ型・しし座

【家族】 夫、長男、次男、コロネ（２才半のわんこ）

【子どもの頃に好きだった教科】 国語

【子どもの頃に嫌いだった教科】 理科（虫とか魚とか教科書

に出ているのを見ると気持ち悪くて…ヘビの写真がのってい

るページは怖くてさわれませんでした。

【特技】 お料理

【好きな食べ物】 辛いもの、和風スイーツ

【嫌いな食べ物】 ウナギ、あなご

【マイブーム】 コロネに芸を教えること。今は、ほふく前進と２

本足歩きの練習中です。

今回紹介するのは、横浜地区担当の加藤智子先生だよ。

今年のジュニアキャンプにインストラクターとして初めて参加してくれます！

千葉地区、東京地区のみなさん、お楽しみにね！
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保護者のみなさまへ

ジュニアキャンプとプレ・ユースキャンプのご案内

今年度より、ジュニアキャンプが２部制となり、ブリッジの知識や学齢に応じて、よりきめ細かい指導ができる体

制を整えました。２泊３日の「プレ・ユースキャンプ」は、中学生・高校生対象でコントラクトブリッジの導入か

ら実戦練習といったステップアップのためのキャンプです。例年通りの１泊２日の「ジュニアキャンプ」は、「仲

間と楽しくブリッジ」を目標に、参加者を２クラスに分けて指導します。対象は小学３年生から中学生です。

◇ジュニアキャンプ◇ ７月29日(金)～30日(土) １泊２日

対象：小学３年生～中学３年生(先着20名) 費用：11,000円

◇プレ・ユースキャンプ◇ ７月28日(木)～30日(土) ２泊３日

対象：中学１年生～高校３年生のジュニアくらぶ会員(先着12名) 費用：16,000円

会場：高尾の森わくわくビレッジ 申込期間：６月13日(月)午前10時～20日(月)午後５時

※詳細は、同封のチラシをご覧ください。

東日本大震災の影響によるイベント中止のお詫び

このたびの東日本大震災により被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

既にお知らせいたしました通り、３月・４月のイベントの一部を中止とさせていただきました。参加を予定されて

いた皆様には改めてお詫び申し上げますとともに、皆様のご協力とご理解に対し厚く御礼申し上げます。

「集中講座」および「八千代台スペシャル大会」は７月と８月にそれぞれ延期となりました。詳細は次ページの

「イベントのごあんない」をご覧ください。

スペシャル大会のご案内

８月、９月はスペシャル大会が各地で開催されます。みんなで大会を楽しみましょう！

八千代台スペシャル大会

日時と場所：８月24日(水) 13：00～16：30 八千代台自治会館 ３階大ホール

内容：ミニブリッジのチーム戦（イーブンチャンス式、主催者がチームを編成）

参加料：500円／人 申込み：８月17日(水)までに「ペア」または「１人」で申込み

橋之介ミニ道場スペシャル大会 四谷

日時と場所：８月30日(火) 13：30～17：00 四谷ブリッジセンター

内容：ミニブリッジの個人戦(ラウンド毎にペアを組み替えます)

参加料：500円／人 申込み：８月23日(火)までに「１人」ずつ申込み

橋之介ミニ道場スペシャル大会 横浜

日時と場所：９月11日(日) 13：30～17：00 横浜ブリッジセンター

内容：ミニブリッジの個人戦(ラウンド毎にペアを組み替えます)

参加料：500円／人 申込み：９月５日(月)までに「１人」ずつ申込み

大人の方も参加できます。

お申込みはお早めに！

大人の方も参加できます。

お申込みはお早めに！
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※くわしくはチラシをみてね！

お問合わせ・お申込み先

＜社団法人 日本コントラクトブリッジ連盟 （担当：渡辺）＞
TEL： 03‐3357‐3741 FAX:  03‐3357‐7444    
e‐mail:  junior@jcbl.or.jp （ジュニアくらぶ）

※ 大会は開催日の１週間前、それ以外のイベントは開催日の３日前までに
お申込みください。小学生が参加する場合は送迎をお願いします。

イベントのごあんない

◆ 体験教室・入門教室 参加料：無料

① 6/26(日) 13：30～16：30 四谷ＢＣ ⑥ 9/11(日)  10：30～12：30 横浜ＢＣ
② 7/ 2(土) 13：30～16：30 京葉ＢＣ ⑦ 9/17(土)  13：30～16：30 京葉ＢＣ
③ 7/18(月祝) 13：30～16：30  四谷ＢＣ ⑧ 10/ 9(日)  13：30～16：30 横浜ＢＣ
④ 8/27(土) 13：30～16：30 横浜ＢＣ ⑨ 10/23(日)  13：30～16：30 四谷ＢＣ
⑤ 8/30(火) 10：30～12：30 四谷ＢＣ

※ 初めてのお友だちをさそってみてね！ 保護者の方もご一緒にどうぞ。

◆ 講習会・練習会・大会 大人の方にも参加していただけます

［ジュニアサロン］13：30～16：30 ゲーム形式の練習会

［橋之介プレ道場］10：30～12：30 ９歳以下およびミニブリッジ初級者対象

［橋之介ミニ道場］13：30～16：30 10歳以上およびミニブリッジ中級～上級者対象

会場：四谷ブリッジセンター 6/26(日)  午後 ジュニアサロン
7/18(月祝)午後 ジュニアサロン
8/14(日)  全日 第４回チーム選手権試合

第２回マクブリッジ杯
8/30(火)  午後 橋之介ミニ道場スペシャル大会
9/25(日)  午前 プレ道場「ウィナーの増やし方」

午後 ミニ道場「ウィナーの増やし方」
10/23(日) 午後 ジュニアサロン

会場：横浜ブリッジセンター 6/12(日)  午前 プレ道場「オープニングリードとリターン」

午後 ミニ道場「オープニングリードとリターン」
7/10(日)  午前 第１回集中講座①

午後 集中講座②
7/17(日)  午後 集中講座③
8/27(土)  午後 ジュニアサロン
9/11(日)  午後 橋之介ミニ道場スペシャル大会
10/9(日)  午後 ジュニアサロン

会場：京葉ブリッジセンター 7/ 2(土)  午後 ジュニアサロン・ミニ道場
9/17(土)  午後 ジュニアサロン・ミニ道場

会場：八千代台自治会館 8/24(水)  午後 八千代台スペシャル大会
（３階大ホール）

※ 大会や集中講座の開始時間は、p5 p7、同封のチラシをご覧ください。


