公益社団法人 日本コントラクトブリッジ連盟 普及事業部
● 2013 年 4 月 19 日・20 日 NEC ブリッジフェスティバル

イベント

例年とは違い暖かくなった時期のせいでしょうか、おかげさまで多くの方に来場していただくことができまし
た。ご協力いただいたスタッフの皆様、お疲れさまでした。ありがとうございました。

○初心者大会
参加者：254 名

1S ゲーム クラス 1

4 月 19 日（金）
デビュタント杯 26 名
△5 の部

50 名

△20 の部

44 名

4 月 20 日（土）
デビュタント杯 30 名
△5 の部

60 名

△20 の部

44 名

（招待キャンペーン当選の 8 ペアを含む）
競技会デビューされた皆さんが、練習会とは違うドキドキ感に病みつきになり、今後も多くの競技会に参加し
てくださったら、主催者としてうれしい限りです。
試合結果
○体験イベント
19 日（金）は 90 分クラスを 3 回、20 日（土）は 50
分コースを 13 回行いました。2 日間で約 80 名の参加
がありました。
また、公益財団法人日本棋院、日本チェス協会、日本
チェッカー・ドラフツ協会、日本シャンチー協会各団
体のご協力をいただき、それぞれの体験教室を開催、
大いに盛り上がりました。
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○ブリッジ実戦教室
入門講習終了程度の方を対象に全員が同時に同じボ
ードをプレイし、1 ボード終了毎に解説する形式で 6
ボード行いました。清水普及事業部長が講師を務め、
午後の大会にエントリーしている方など 27 名が参加
しました。

○第 3 回チャリティ古書市
NEC ブリッジフェスティバル期間中、JCBL ではチャリティ古書市を開催しました。この催しは、会員会友
の皆様から提供されたブリッジに関する書籍および未使用のカードを展示、来場いただいた希望者に 1 冊（1
個）につき 100 円以上の寄付をいただき、自由にお持ち帰りいただく形式です。会期後半の 2 日間 で総計
48,666 円集まり、JCBL からも拠出して合計 8 万円を発展途上国の子どもたちへの教育支援を行っている
NGO「ルーム・トゥ・リード」のタン ザニア女子教育支援プログラムに寄付しました。
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
● 横浜ビギナーズ杯 申込み受付中！
6 月 24 日（月） 午前の部 10 時開始、 午後の部 13 時開始 ※昼休みが短めになります
IMP スコアリング ペア戦

①△2MP ②△10MP

詳細はコチラ
○エントリーされる皆様へ

【コンベンション制限について】

JCBL 公認競技会では、マスターポイントによる参加制限等によってコンベンションの使用規制を設けていま
す。ビギナーズ杯は「リスト A」と規定しています。
「リスト B」以上に含まれるものを普段お使いの場合は、「リスト A」の競技会ではどのようにビッドしたら
よいかを事前に決めておいてください。
JCBL 公認コンベンションリスト
≪リスト A では使えない代表的なコンベンション≫
フォーシング 1NT レスポンス
ジャコビートランスファー／テキサストランスファー
ドゥルーリー・フィット
スプリンター
ジャコビー2NT
ローマンキーカード・ブラックウッド
● 「修道オープンアカデミー」ブリッジ講座 2期目がスタート
「やさしい英語で学ぶブリッジ入門」
と題して、5 月 8 日から 3 か月 10 回コースが始まりました。講師は JCBL
会友のティモシー・カーティス氏（広島修道大学人文学部講師、広島ブリッジクラブ所属）です。
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今期の受講生は、クラスの大半を占める 20 代・30 代からシニア世代までの計 20 人です。
最初の授業はパートナーに英語で自己紹介するところから始まりました。ブリッジ用語は英語ですから、遊び
方を覚えるのにぴったりの講座です。受講生の皆さんがそろって修了し、ブリッジでのお付き合いが続いたら
うれしいですね。
※修道オープンアカデミーは、広島修道大学が地域に
根ざす大学として研究成果を公開するため、「公開講
座」と「エクステンション講座」の 2 種類を、 主に
社会人を対象に開講しています。この「やさしい英語
で学ぶブリッジ入門」は、エクステンション講座のひ
とつで中国新聞文化センターとの連携講座です。

● オークションは「決心してから」行動しましょう
競技委員会は、現在のビディングボックスの使い方におけるコールの成立時期を変更しました（2013 年 5 月
1 日より施行）。
コール成立の時期が早くなりましたが、コールを決めてからビディングボックスに手を伸ばせば問題ありませ
ん。早まってコールしないように注意しましょう。
HANDBOOK2013 65 頁より（下線部が新しくなった文章）
（5）プレイヤーはビディングカードに触れる前に自分のコールを決めていなくてはなりません。
コールが行われたと認定されるのは、ビディングボックスからカードが明白な意図を持って抜き出されたとき
です。
最終的にコールが行われなかったと判断された場合は、不当な情報が伝わったとして裁定されます。
【下線部変更前】
コールが行われたと認定されるのは、ビディングボックスからカードが抜き出され、テーブルに触れるかそれ
に近い状態で保持されるか、またはそのコールが行われたと考えられるような位置で保持された時です。
● ミニブリッジから始める入門書

発売開始

JCBLウェブサイトで公開している教材ツールをリライト・再編成した入門書「ミニブリッジで遊びながら身
につくコントラクトブリッジプレイテクニック」が発売されました。
JCBLだけでなく、一般書店や大手通販サイト等でも販売されています。
● ゲームマーケット2013東京
4月28日（日）のゲームマーケットにおいて、ブリッジ体験コーナーを出展しました。東京開催の本イベント
には4回目の参加となります。
国内最大規模のアナログゲームイベント「ゲームマーケット」は、回を重ねるごとに規模が拡大し、今回から
東京ビッグサイトに会場を変更して開催することになりました。
10時の開場後30分で目当ての買い物を済ませた来場者が、ブリッジコーナーに続々と集まりました。場所が
会場のちょうど中央で目立ったこともあり、17時まで2テーブルがフル稼働でした。
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● 4月30日 入会キャンペーン終了
昨年は行われなかった「紹介者特典」を復活して実施しました。
1月1日から4月30日の期間中、新入会154名（昨年144名）、再入会31名（昨年33名）と、計185名の入会を受
付けました。
ご入会、ご紹介いただいた皆様、ありがとうございました。
● JCBL各種データ
○JCBL 会員・会友に関するデータ（2013 年 3 月末）
JCBL 会員・会友 7,430 名（前年比 71 名増）
[内訳] 男性 2,121 名、女性 5,309 名
[構成] カッコ内は昨年度
・会員

279 名（283 名）

・一般会友

2,728 名（2,669 名）

・シニア会友

2,420 名（2,416 名）

・団体会友

580 名（594 名）

・海外会友

77 名（85 名）

・家族会友

310 名（318 名）

・地方会友

795 名（763 名）

・ユース会友

88 名（77 名）

・ジュニア会友 84 名（86 名）
・終身会友

69 名（68 名）

会友小計

7,151 名（7,076 名）

総計
公認クラブ

7,430 名（7,359 名）
114（112）

○学生リーグ所属大学（2013 年 4 月現在、五十音順）
大阪大学、学習院大学、京都大学、慶應義塾大学、千葉大学、東京大学、同志社大学、東北大学、名古屋大学、
北海学園大学、早稲田大学
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