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☆ ジュニアくらぶ通信もくじ ☆
ジュニアくらぶにゅーす ～ 特集：ジュニアくらぶ創設５周年！～ ･･･････ Ｐ１～４
スタッフインタビュー ／ ハナママの英語ＤＥブリッジ ･･･････ Ｐ５
ともだち紹介キャンペーン ／ ＮＥＣ体験イベントのご案内 ･･･････ Ｐ６
集中講座のご案内 ／ 大会結果 ･･･････ Ｐ７
イベントのごあんない ･･･････ Ｐ８

みなさんこんにちは！ジュニアくらぶ通信冬号をお届け
します。もうすぐ２０１０年も終わり。来年も友だちと
一緒にたくさんブリッジをしましょう！

発行日：2010年12月21日 発行：ＪＣＢＬ 編集：ジュニアくらぶ イラスト協力：illpop.com

ジュニアくらぶ 創設５周年!
ＪＣＢＬは2005年の夏に最初の「ジュニア向けサロン」
を開催しました。そして翌2006年の２月、私たちみんな
の「ジュニアくらぶ」が誕生しました。

ジュニアのみなさんがブリッジを楽しむこと、イベント
に参加することで、ジュニアくらぶをこれまで続けてく
ることができました。今回はこの５年間をふり返った特
集です。なつかしい写真いっぱいでお送りします。

７月 四谷ＢＣと横浜ＢＣでジュニアサロン開催

各４名の参加でスタートしました 2006年

2005年ジュニアくらぶ年表

大船ＢＣでのジュニアサロン
２月 ＮＥＣブリッジフェスティバルでスタンプ

ラリーを開始

７月 ともだち紹介キャンペーン開始

（紹介期間：2008年３月まで）

会員数が増え始めました

８月 京葉ＢＣでジュニアサロンスタート

横浜ＢＣで第１回ハシノスケ杯

９月 四谷ＢＣで橋之介ミニ道場スタート

一番多いときは24名の参加がありました

オランダチームと橋之介

橋之介ミニ道場
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３月 第１回橋之介ミニ道場スペシャル大会 ペア戦で16名が参加

６月 橋之介道場ミニひろばスタート

７月 東京都八王子市で夏休み親子キャンプ

（現在はジュニアキャンプ）スタート

４月 橋之介プレ道場スタート

５月 第１回横浜miniベイブリッジフェスティバル杯（横浜ＢＣ主催）

６月 ジュニアくらぶ通信創刊

８月 千葉県八千代市でジュニアイベントスタート

横浜で囲碁と合同サロン

９月 横浜で橋之介道場シリーズスタート

11月 第１回ジュニア・ミニブリッジチーム選手権試合

2008年

2007年

チーム選手権の
トロフィー

みぽりん まっち
ヨーコさん

かずちゃん

横浜サロン
かとうさん

りょうくん

祝 橋之介ミニ道場1周年
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４月 横浜で橋之介ミニ道場スペシャル大会スタート

７月 夏休み特別講習会開催（四谷）
2009年

キャンプではボランティアスタッフのみなさんに
お世話になりました

のだっち

京葉ＢＣ
ハシノスケ杯

ＮＥＣイベント

八千代台サロン

八千代台サロン

横浜ＳＰ大会

祝 橋之介ミニ道場３周年

スコアにノンバルとスラム
ボーナスも取り入れて、ミニ
ブリッジにスリルが出てきま
した。

ゆーみん

ささやん
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キャンプではオークションにも
ちょうせんしました

2010年

2009年

今までの対戦結果に注目～！
おそろいのＴシャツいいよね！

のりぴー

11月 第２回ジュニア・ミニブリッジ選手権試合でオープンペアを併催

12月 ジュニアくらぶ通信でハナママの英語 DE ブリッジ！連載スタート

横浜ＳＰ大会にて

今回の特集でたくさんの写真を見直して、み
なさんがブリッジを楽しんでいる様子があら
ためて分かりました。真剣な顔、笑顔。これ
らはジュニアくらぶの宝ものです。

学年が上がるにつれて、みなさんは力強いプ
レイができるようになることでしょう。そし
て、新しいブリともが増えてお互いに刺激し
あうことでしょう。スタッフは「ブリッジが
大好きなジュニアくらぶ」を見守っていきま
す。

設立10周年のときにも、大勢の仲間とブリッ
ジしていられますように！

３月 第12回橋之介ミニ道場スペシャル大会（四谷）

大人も参加できるストラティファイドペア

ブリッジプレイヤーも一緒にプレイ。充実した

試合になりました

７月 京葉ＢＣで橋之介ミニ道場スタート

８月 第３回ジュニア・ミニブリッジ選手権試合で

第１回マクブリッジ杯（ストラティファイド

ペア）を併催
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ハナママの英語ＤＥブリッジ！

メイク／ダウン（make／down）

メイクは、宣言したトリック数以上を取ってコントラクトを達成すること。ダウンは、宣言したトリック数が取れず、
コントラクトを達成できないこと。メイクは英語で「作る」という意味なので、「メイクした」を「作った」というプ
レイヤーもいるわ。逆に、ダウンは英語で「下（の方）へ」「落とす」などの意味があるから、「ダウンした」を「落
ちた」なんて言い方もするのね。

ゲーム（game）

決められたトリック数以上の宣言をして、メイクした場合にボーナス点がもらえるコントラクト。英語のもともとの意
味は、狩りでの「大物」を表しているのよ。ブリッジでのゲームは、切り札なし（ＮＴ）で９トリック、スペードか
ハートが切り札のときは10トリック、ダイヤモンドかクラブが切り札のときは11トリックね。まだ覚えていな人は、き
ちんと覚えましょう。

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 ～まーさの巻～

Ｑ：ブリッジを始めたきっかけは？

まーさ：大学生のときに「コントラクトブリッジ」とい
う名前を聞いたこと。でも、実際に始めたのは主婦に
なってから。

Ｑ：ブリッジのどういうところがおもしろいですか？

まーさ：普段は「ドキドキ」することがないのですが、
カードを持つとそういう気持ちが感じられて楽しいです。

Ｑ：ジュニアくらぶのみなさんにひとことお願いします。

まーさ：地味な部分にも楽しみを見つけられるといいで
すね。例えば、「半分のボードで、絵札点を使って考え
られた」「スーツの枚数がわかった」など。「きょうは
○○くんに会えてうれしかった」というのもアリかも？

桜井 雅子
（さくらい まさこ）

プロフィール

【ニックネーム】 まーさ

【出身地】 東京都

【血液型・星座】 ＡＢ型・水がめ座

【兄弟構成】 姉と妹。３人姉妹のまん中です。

【子どもの頃に得意だった教科】 算数

【子どもの頃に苦手だった教科】 体育

【マイブーム】 断捨離（だんしゃり）：身の回りの物をスッキリ

させて自分と生活を整えること（らしいです）。

これが、かなりむずかしい。

今回紹介するのは、“まーさ”こと、桜井雅子先生だよ。
まーさは、ジュニアくらぶ全体のリーダーでもあるんだ。
みんな、お友だちをさそってジュニアイベントにどんどん参加してね！
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ともだち紹介キャンペーンのご案内

もし！

ＮＥＣブリッジフェスティバル体験教室に
あなたのお友だちを紹介してください。
詳しくは同封のチラシを見てね！

ジ ュニアくらぶ創設５周年記念！

NECブリッジフェスティバル体験教室

ともだち紹介キャンペーン

お友だちをさそって、
みんなでブリッジの輪を

広げよう！

お友だちがミニブリッジをもっと楽しみたいと思って、
ジュニアくらぶに入会したら…

あなたとお友だちにＪＣＢＬオリジナルグッズをプレゼント！

日時：２月11日(祝・金) 12日(土)11：00～16：00 最終受付 ※入退場自由

会場：パシフィコ横浜 会議センター５階（503）
（インターコンチネンタルホテル隣り、昨年とは別の会場です。）

毎年２月にみなとみらいで開催されるNECブリッジフェスティバル。

今回は、会場がインターコンチネンタルホテルの隣りの会議センターになります。

ミニブリッジ体験教室やマインドスポーツ体験イベントなど楽しいイベント盛りだくさん。今年

は、囲碁・チェス・チェッカー・シャンチーがアジアカップ競技のひとつだったので、アジア

カップ出場選手にも会えるかも？！お友だちをさそって、ぜひ遊びに来て下さい！

予約不要、入退場自由です。くわしくはJCBLウェブサイトを見てね。

第16回NECブリッジフェスティバルのご案内
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☆ 第14回橋之介ミニ道場スペシャル大会＠横浜ブリッジセンター ☆

※ 10月31日のスペシャル大会＠四谷ＢＣは、不成立となりました。

集中講座がスタートします！

「もっとブリッジのことが知りたい！」、「ミニブリッジだけではなく、コントラクトブリッジもやってみた

い！」というジュニアのために、ジュニアくらぶでは、新たに『集中講座』を開設しました。通常イベントの

およそ３回分の時間を使って、毎回テーマを決めて、コントラクトブリッジのオークションをはじめ、プレイ

やディフェンスなど、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。開催時期は春と秋を

予定しています。会場・日時・テーマは、毎回、ジュニアくらぶ通信、ＪＣＢＬウェブサイト、ＪＣＢＬ会報、

ジュニアくらぶお知らせメールなどでご案内しますので、お楽しみに！

★ 春の集中講座（第１回目）

日時：３月20日（日） ①１０：３０～１２：３０ ②１３：３０～１６：３０（終了予定）

３月21日（祝･月）③１３：３０～１６：３０（終了予定） ※ おやつタイム付き

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：３月11日（金）

お問い合わせ： e-mail  junior@jcbl.or.jp

イラスト協力：illpop.com

12月19日(日)、今年最後の道場スペシャル大会は、予定の「ストラティファイド・チーム戦」を変更して「チャン

ス・チーム戦」として開催しました。さらに、午前と午後の両方に参加した６ペアでの総合順位も発表しました。

＜結果＞ ※ 写真ならび順

午前の部 優勝チーム 田中久美子(会友) 板垣 朱(小４) ＜ペア３位＞
小林 初海(小４) 三枝なつみ(小４)＜ペア１位＞

午後の部 優勝チーム 三枝なつみ(小４) 小林 初海 (小４)
吉岡 晋作(高２) 大堀 龍一(会友)＜ペア２位＞



八千代台スペシャル大会

◆ 八千代台で初めて大会が開催されます！

いつも八千代台のブリッジサロンに参加している子は、

日頃の練習の成果をためすチャンス！！

ぜひご家族やお友だちと一緒に参加してくださいね。

コントラクトブリッジ・プレイヤーやＪＣＢＬの会員・会友のみなさんも大歓迎！

ジュニアのみんなは、大人に交じって腕だめしをしてみましょう！

チーム編成はチームの力が同じくらいになるように決めて、当日発表します。

場所： 八千代台自治会館 ３階大ホール
日時： 2011年３月30日（水）13:00-16:30

対象： コントラクトブリッジまたはミニブリッジ（ゲーム宣言）ができる方

参加料： 500円／１人（ジュニア・一般） ※ 大学生以上のJCBL会員・会友は300円

申込： ペアでお申込みください。３月23日（水） まで

おひとりでの申込みも可能です。

◆ 同時併催！ 体験教室もあるよ！

時間： 14：00～16：30 対象： ６歳以上

参加料：無料 参加された方全員にオリジナルカードをプレゼント！

保護者の方も、ご一緒にどうぞ。申込は３月28日（月）まで。

※今年のハシノスケ杯は中止になりました。
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イベントのごあんない ※くわしくはチラシをみてね！

◆ 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 2/20（日）ひろばなし

3/31（木）午前ひろば、午後ＳＰ大会

横浜 1/16（日）4/3（日）ひろばなし

◆ 第15回橋之介ミニ道場スペシャル大会

場所：四谷ＢＣ 地下１Ｆ（ペア戦）

日時：3/31（木） 13:15-16:45 

※ コントラクトブリッジ・プレイヤーの

方も参加できます。

◆ 冬のジュニア・ブリッジサロン

時間： 13:30-16:30

① 12/26(日) 四谷ブリッジセンター１Ｆ

② 1/30(日) 四谷ブリッジセンター１Ｆ

③ 2/6(日) 京葉ブッリジセンター

④ 2/26(土) 横浜ブリッジセンター４Ｆ

※ 初めてのお友だちもさそってね！

保護者の方もご一緒にどうぞ。

＜予告！＞

◆ 春の集中講座

開催日：3/20 (日) ～3/21 (祝･月) 

場 所：横浜ブリッジセンター４Ｆ

※くわしくは、６ページを見てね。

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＞
TEL： 03‐3357‐3741 （担当：野田） FAX:  03‐3357‐7444 
e‐mail:  junior@jcbl.or.jp

※  大会は開催日の１週間前まで、それ以外のイベントは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。

※ ジュニアくらぶからのお知らせメール配信ご希望の方は、保護者の方の
メールアドレスをご登録ください。

2011年は
ウサギ年
だよ！

おやつタイムあり


