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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
キャンプの申し込みは６月14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！

☆ ジュニアくらぶ通信もくじ ☆
ジュニアくらぶにゅーす ～２０１０年ＰＡＢＦ選手権速報～ ････････ P１～２
ジュニアくらぶにゅーす ～ スタッフ突撃インタビュー～ ････････ P３
大会結果 ････････ P４
ハナママの英語deブリッジ ／ 保護者のみなさまへ ････････ P５
イベントのごあんない ････････ P６

2 0 1 0年 P A B F選手権速報

今年のＰＡＢＦ選手権は、５月２１日～３０日にかけてニュージランドのハミルトン市で開催さ

れました。日本からは、オープン、レディース、シニア、ジュニア（26歳未満）、ヤングスター

（21歳未満）の５部門すべてに代表チームが派遣されました。

日本代表チームは、レディースが優勝、シニア部門が準優勝、オープン部門４位と、健闘しまし

た。レディース部門の優勝は１９８７年以来２回目で、２３年ぶりの快挙です。

若手プレイヤー代表のジュニアチームとヤングスターチームは、残念ながら、どちらも４位に終わりました。

レディースチームレディースチーム

シニアチームシニアチーム
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＜＜2010年ＰＡＢＦ選手権大会結果＞＞

●オープン部門（参加チーム数：13）
★主将：林伸之 メンバー：井野正行、寺本直志、加来浩、古田一雄、河野誠、横井大樹
１位：チャイニーズ台北、２位：オーストラリア、３位：インドネシア、４位：日本

●レディース部門（参加チーム数：3）
★主将：宮国健次 メンバー：宮国亜矢子、福吉由紀、近藤久子、勝部雅子、小林弘子、塚本千寿子
１位：日本、２位：ニュージーランド、３位：オーストラリア

●シニア部門（参加チーム数：10）
★主将：山田彰彦 メンバー：山田彰彦、大野京子、中村嘉幸、平田眞
１位：オーストラリア①、２位：日本、３位：オーストラリア②

●ジュニア部門（26 歳未満） （参加チーム数：7）
★主将：山後秀幸 コーチ：寺本直志
メンバー：三浦裕明、貴戸祥郎、後藤田俊輔、半田康一、松田崇志、會田翔
１位：オーストラリア、２位：シンガポール、３位：ニュージーランド、４位：日本

●ヤングスター部門（21 歳未満） （参加チーム数：4）
★主将：山後秀幸 コーチ：寺本直志
メンバー：北村孝之、杉本大輔、村上草平、渡貫智行、木山智裕、河野洋伸
１位：チャイニーズ台北、２位：オーストラリア、３位：ニュージーランド、４位：日本

←ジュニア部門（左から）

山後主将、半田選手、三浦選手、

後藤田選手、會田選手、松田選手、

貴戸選手、寺本コーチ

←ジュニア部門（左から）

山後主将、半田選手、三浦選手、

後藤田選手、會田選手、松田選手、

貴戸選手、寺本コーチ

ヤングスター部門→
（上列左から）山後主将、杉本選手、村上選手、

木山選手、寺本コーチ

（下列左から）渡貫選手、北村選手、河野選手

ヤングスター部門→
（上列左から）山後主将、杉本選手、村上選手、

木山選手、寺本コーチ

（下列左から）渡貫選手、北村選手、河野選手
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スタッフ突撃インタビュー ～かずちゃんの巻～

Ｑ：小学生の頃はどんな子どもでしたか？

かずちゃん：学校帰りに本を読みながら歩いていて、

電柱に頭をぶつけるような子でした。

Ｑ：ブリッジを始めたきっかけは？

かずちゃん： 大学１年生のときにコントラクトブリッジ

サークルに入ったこと。気楽なサークルで、部費もかか

らず、先輩も親切でした。

Ｑ：大学時代のブリッジの思い出は？

かずちゃん：夏合宿では、１週間民宿に泊まって、毎日、

朝・昼・晩とおしでチーム戦をずーっとしていました。

１日８０ボードくらいプレイしたので、夢の中にもブリ

ッジが出てきました。春夏のインカレ(大学間対抗試合)

は６日間かけて予選から準決勝・決勝を行うハードなも

のでした。 初に試合に出場した時はとても緊張してし

まい、ご飯が食べられなくなったこともあります。

Ｑ：ブリッジのどういうところがおもしろいですか？

かずちゃん：推理小説とパズルが組み合わさったような

おもしろさです。クイズ形式のブリッジの本を読んだり、

試合が終わった後に、ハンドレコードを見ながらあれ

これと反省するのが好きです。

Ｑ：ブリッジ以外の趣味は何ですか？

かずちゃん：お菓子作り、ファンタジー小説や推理小説を読むこと、パズル、自然の中に出かけること。

Ｑ：ジュニアくらぶのみなさんにひとことお願いします。

かずちゃん：１０年後には、ぜひ私と一緒に大人のブリッジ大会に出てくださいね！

佐々木 和美
（ささき かずみ）

プロフィール

【ニックネーム】 かずちゃん

【出身地】 広島県尾道市

【血液型・星座】 ＡＢ型・うお座

【家族】 夫 娘３人

【特技】 暗算 電卓より正確よ！

【好きな食べ物】 いちご

【嫌いな食べ物】 トンカツやステーキの脂身だけは、 食べ

られませ～ん！ (>_<)
【子どもの頃に好き・得意だった教科】

算数（数学） 図工（美術） 理科

不思議！発見！わかった！っていうのが好きでした♪

【子どもの頃に嫌い・苦手だった教科】

社会 ⇒ 難しい漢字の言葉が苦手でした

体育 ⇒ ドッジボールが大嫌いでした（^^;）
【好きな映画】 『風の谷のナウシカ』（宮崎駿監督）

ストーリーにとても共感します。

それから、ジブリ作品の背景の絵が大好きです。

【マイブーム】 新聞を読んだり、政治のニュースを見ること。

子どもの頃には全然興味がなかったのに… (^_^;)
大人になりました（？！） (*^^)v

今回から、ときどき、みんながとってもお世話になってるジュニアくらぶの
スタッフを紹介していくね！

記念すべき第１回目は、“かずちゃん”こと、佐々木和美先生だよ。
かずちゃんは、ジュニアキャンプのチーフリーダーでもあるんだ。みんな、
キャンプにもどしどし申し込んでね！

かずちゃんお手製の

ケーキたち

とっても、

おいしそうだね！！
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☆ 第１２回 橋之介ミニ道場・スペシャル大会＠四谷ブリッジセンター ☆

春休みの３月２９日(月)、四谷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

いました。１２ペア（ジュニアペア：８、ジュニア＋一般ペア：４）で１０ラウンドを行い、「全体」と「ジュニアペ

ア」の２つで順位を出しました。

＜結果(学年は３月時点) ＊写真ならび順＞

優勝：大堀 龍一(一般) 徳山 誠極(高１)

準優勝、ジュニア部門１位：杉山 優花(小４) 杉山 諒(中２)

３位、ジュニア部門２位：佐藤 里栄(中３) 高橋 さくら(中３)

ジュニア部門３位：須原 実奈(小４) 宗像 稔生(小４)

☆ 第３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２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(しゅさい)で、第

３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。この大会は大人も参加できる大会で、今年は大人の参加

者１人を含む７ペアの皆さんが集まりました。上位ペアはほとんど接戦状態で、 後のラウンドまで順位が決まりませ

んでした。

＜結果 ＊写真ならび順＞

優勝：久保田 成歩(中１) 福原 藤也(小６)

準優勝：上西 祐太郎(中３) 上西 美和子(一般)

３位：今橋 日向人(小５) 新郷 猛真(小５)
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保護者のみなさまへ

ジュニアサロンには、大人の方も参加できます

従来、ジュニアサロンはジュニアとその保護者の皆さま向けに開催していましたが、一般の方も参加できるように

なりました。大人の方もジュニアと同じく、参加は無料です。コントラクトブリッジ・プレイヤーの方も大歓迎で

すので、お知り合いの方にも、ぜひご紹介ください。未経験の方は体験レッスンに参加していただきます。

ただし、基本的にはあくまでジュニア対象のイベントですので、大人の方、特にブリッジの経験が豊富な方が参加

される場合には、プレイの交代や、初めてさんテーブルに入っていただくなどのご協力をお願いする場合がありま

す。また、ジュニアサロンはミニブリッジが中心で、基本的にコントラクトブリッジはプレイしません。この点を

あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

橋之介ミニ道場を京葉地区でも開催！

前号でもお知らせしたとおり、この夏から『橋之介ミニ道場』を京葉地区でも開催することになりました。初回は

７月３日(土)です。京葉地区では会場その他の諸事情により、基本的にジュニアサロンを開催する日に併催という

形で開催します。イベントへの参加をお申し込みの際には、「サロン」と「道場」のどちらへの参加をご希望かを

ご連絡くださいますようお願いします。

ミニ道場は１０歳以上のミニブリッジの経験が豊富なジュニア向けの練習サロンです。ワンポイントレッスンもつ

いていますので、さらにミニブリッジの上達を目指したいリピーター層のジュニアにおすすめです。

※ ミニ道場は有料イベントです(参加料300円)。

※ １０歳未満のジュニアでミニ道場への参加をご希望の方は、スタッフまでご相談ください。

ハナママの英語ＤＥブリッジ！

スーツ( suit )

スーツ(suit)は英語で、「ひとそろい」「ひと組」という意味を持っているの。

ブリッジ用語として考えると、ひとそろいの(同じ)マークの組、スペード、ハート、ダイヤモンド、クラブのことね。

カードを手に取ったら、枚数を数えて、スーツごとに並べ替えましょう。

メジャー／マイナー( major/minor )

メジャーはハート・とスペード・、マイナーはダイヤモンド・とクラブ・のことを指します。

メジャースーツのゲームは４の代から、マイナースーツのゲームは５の代からと決まっているわね。

英語では、メジャー(major)は「大きいほうの、重要な」、マイナー(minor)は「小さいほうの、重要でない」という

意味。スーツにはランクがあって、強い順からスペード・、ハート・、ダイヤモンド・、クラブ・となっているのよ。

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。ブリッジ用語を英語の意味と一緒に紹介して

いきます。高校で習うようなとてもむずかしい単語もあるからちょっと大変だけど、みん

なで一緒におぼえていきましょうね！
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※くわしくはチラシをみてね！

お問い合わせ・お申し込み先

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

※ 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日前までにお申し
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。

◆ 橋之介道場

時間：ミニひろば/プレ道場 10:30-12:30
ミニ道場 13:30-16:30

開催日：
四谷 7/11(日) 9/26(日) 10/31日 *

* 午前は｢ひろば)｣のみ、午後はＳＰ大会
横浜 6/13(日)  7/4(日) 9/5(日) **
** 午前は｢ひろば｣のみ、午後はＳＰ大会

京葉 7/3(土) ***
*** 午前なし、午後は｢ミニ道場｣、サロン併催

◆ 橋之介ミニ道場スペシャル大会

横浜ブリッジセンター(ペア戦)

日時：9/5(日) 13:30-17:00

◆ 夏のジュニア・ブリッジサロン
時間 13：30-16：30

①6/27(日) 四谷ブリッジセンター １F
②7/3(土) 京葉ブリッジセンター

(ミニ道場併催)
③7/25(日) 横浜ブリッジセンター ４F
④8/25(水) 八千代台自治会館

※ 初めてのお友だちもさそってね！
※ ジュニアの保護者のほか、どなたでも

参加できます。経験・未経験は問いません。

☆ 予告！ 秋のジュニア・ブリッジサロン
10/23(土) 横浜ブリッジセンター ４Fおよび

京葉ブリッジセンター
(京葉はミニ道場併催）

夏休みジュニアキャンプ2010

日程：７月30日(金)～７月31日(土) １泊２日

対象：小学４年生～中学生のジュニアくらぶメンバー

定員：先着32名 参加料：11,000円／１人

申込期間：６月14日(月)～21日(月)

※ ボランティアスタッフも募集します！ 申込：６月14日(月)～18日(金) 

第３回ジュニア・ミニブリッジチーム選手権試合
ジュニアを対象とした予選／決勝戦のある本格的なチーム戦です。今年は８月に開催します。

会場：四谷ブリッジセンター

日程：８月15日(日) 10：00～17：00

参加料：4,000円／チーム 申込：８月４日(水)まで

【選手権試合併催】マクブリッジ杯

ミニブリッジチーム選手権試合併催のミニブリッジのストラティファイドペアです。

小学生から会員会友の皆様まで、ミニブリッジができる方ならどなたでも参加できます。

会場：四谷ブリッジセンター

日程：８月15日(日) 10：30～16：00 (２セッション)

参加料：1,500円／ペア ※ジュニア以外のJCBL会員会友 500円／人

申込：８月６日(金)まで

先着順だから、
早めに申し込

んでね！ジュニア

キャンプ


