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こんにちは。ジュニアくらぶ通信をお届けします。
夏の選手権に向けて、ブリッジの腕をみがきましょう！

いよいよチーム選手権！
今年のジュニア・ミニブリッジチーム選手権試合は7月30日（月）に開催されます。
１年に１度開催されるこの選手権試合は、ジュニアイベントのなかでもっとも大きい
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ジュニア。プレイ中に時間を意識した
ことのない人は、今度計って練習してみましょう。申込みはチーム単位なので、イベ
ントで会う「ブリとも」に声をかけてみてね。
チーム選手権の隣では、大人も参加できるペア戦を開催します。
●第４回ジュニア・ミニブリッジチーム選手権試合
日時：７月30日(月) 10：00-17：00
場所：四谷ＢＣ地下１階
※ 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。
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：７月23日(月)までに「チーム(原則４名)」で申込み。
●第３回マクブリッジ杯
日時：７月30日(月) 10：30-16：30 (２セッション)
場所：四谷ＢＣ地下１階
参加料：1,500円／ペア
申込：７月23日(月)までに「ペア」で申込み。大人の方も参加できます！
詳細は同封のチラシをご覧ください。パートナーやチームメイトを紹介してほしい人
は、ジュニアくらぶまでご相談ください。
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大会に出てみよう！友だちにブリッジを教えてみよう！
ジュニアくらぶのみんな、こんにちは！

梅雨でもボクは元気いっぱいだよ。

ミニブリッジの大会にまだ出たことがない人はいるかな？ もしそうだったら、７月30日
（月）のマクブリッジ杯に挑戦してみない？ 大人も参加できるから、まわりの人たちを
誘ってみてね。 おうちの人がまだミニブリッジをやったことがなくても、今から練習す
れば間に合うよ。家族で大会に出れば、夏休みのいい思い出にもなると思うんだ！
それから、今年は「ジュニア・ミニブリッジチーム選手権試合」でもいいことがあるよ！
今夏開催される第７回ＡＰＢＦコングレス福岡大会を記念して、「ＡＰＢＦ大会オリジナ
ル・トートバッグ」が、優勝賞品の副賞としてプレゼントされるんだ！今年だけのレアな
賞品だから、これはねらうっきゃないでしょ！？ この頃はなかなかブリッジする時間が
ないってみんなも、このチャンスにふるって参加してね。
さらに！ スタンプラリーボーナスキャンペーンとして、マクブリッジ杯は２個、選手権
は３個のスタンプがゲットできるんだって！これはますます出なくっちゃね。パートナー
やチームメイトがいない人は、ジュニアくらぶに相談するといいよ。
話は変わるけど、橋之介ミニ道場の大会の名前が「スペシャル大会」っていうのは、「いつもの練習だけの道場とは、
ちがいますよ」って意味なんだよ。「スペシャル」＝「特別な大会」だと思って、申込むのをためらっていた人もいた
んじゃないかな？ もしそうだったなら、そういうわけじゃあないから、今度はぜひ気軽にチャレンジしてみてね。
それと、みんなはまわりの友だちにミニブリッジを教えたことはあるかな？ ボクもそうだけど、身近な友だちと一緒
にブリッジをすると、２倍も３倍も楽しいんだよ。だから、みんなも、友だちにぜひブリッジという楽しいゲームがあ
ることを教えてみてね。教えることは難しくないよ。自分がわかっていれば、人にも伝えることができるから！
もし、教えた友だちがその先ブリッジを続けなくても、ブリッジのことをちょっとでも知ってくれたなら、全然知らな
いのとくらべて何かがと～っても違うと思うから！ じゃあ、７月30日の会場で会うのを楽しみにしているね！

イベント参加に関するお知らせ

申込

前日

当日

•イベントは事前予約制です。体験教室、橋之介道場、集中講座は３日前までに、大会は７日前
までに申込みましょう。
•申込方法：電話、ファックス、Ｅメールで受付けます。事務局は土・日・祭日はお休みです。
くわしくは本紙８ページをご覧ください。

•当日持参する荷物を確認しましょう。会員証（スタンプカード）と名札は忘れずに！
•急に参加できなくなった場合は、担当スタッフに直接連絡をお願いします。
•申込人数が少ない場合、イベントの開催を中止することがあります。その場合は前日までに
メールまたは電話でご連絡します。

•時間に余裕をもって、会場に向かいましょう。スタッフは開始30分前から会場にいます。
•小学生が参加する場合は、送迎をお願いします。飲み物は各自でご用意ください。
•会場に着いたら、会員証（スタンプカード）を担当スタッフにわたします。終了後、スタンプを押
してお返しします。
•スタンプは5個、10個、15個でプレゼントと交換できます。交換すると新しいカードを発行します。
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スタッフ突撃インタビュー
今回紹介するのは、新しく四谷地区担当となった金原真知子先生だよ。
これまで“まーさ”こと桜井雅子先生のアシスタントさんだったので、
知っている人も多いかな？ 動物が大好きなとっても優しい先生だよ。
Ｑ：小学生のころはどんな子どもでしたか？

金原 真知子
（かねはら まちこ）

とにかく活発でした。男の子たちと森や林で探検ごっこや虫取
りをしたり、家にいるときはいつもピアノを弾いていました。
Ｑ：ブリッジを始めたきっかけは？

プロフィール
【ニックネーム】

中国・広州にいたとき、総領事夫人に教えてもらいました。
マチ

Ｑ：ブリッジのどういうところがおもしろいですか？

【出身地】 東京都

切札を使って宣言したゲームをなんとかしてメイクするところ。

【血液型・星座】 Ａ型・さそり座

Ｑ：ブリッジ以外の趣味は何ですか？

【家族】 夫、長男、次男、

スポーツジムで覚えたフラメンコです。本場のスペインに行き
たい！！
Ｑ：ジュニアくらぶのみなさんにひとことお願いします。

猫（ミーヤン20歳、ベビちゃん10歳）
【子どものころ好きだった教科】 算数、体育

四谷会場も横浜会場も橋之介道場は月に１回ずつだけれど、
なるべく休まず来てくれたらうれしいな。ブリッジは練習すれ
ばするほど上手になるし、上手になったら、もっともっと楽しく
なるよ！

【子どものころ嫌いだった教科】 社会
【特技】 ピアノを弾くこと
【好きな映画】 ローマの休日
【マイブーム】 スポーツジム通い

集中講座のご案内
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２回分もしくは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。
今回の講座のテーマも、前回、前々回に引き続き「コントラクトブリッジのオークション」です。
２日間の日程だと参加が難しいという声もあったので、午前・午後通しての１日の開催としました。
「コントラクトブリッジをやってみたい！」というジュニアも「オークション少しわかるよ！」という
ジュニアも、ぜひ参加してくださいネ。
大人がハマるコントラクトブリッジ。ミニブリッジができるジュニアならきっと夢中になるよ。
日時と場所：８月19日(日) ①10：30-12：30 ②13:30-16:30（終了予定） 横浜ＢＣ
10月21日(日) ①10：30-12：30 ②13:30-16:30（終了予定） 四谷ＢＣ
対象：ミニブリッジが自在にできるジュニア
※ 保護者の方で、お子様と一緒に勉強してみたいという方も参加できます。
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／関澤美穂
参加料：２コマ 1,000円 (教材付)
申込締切：各日程３日前まで
【ご注意】原則、午前午後通しての参加をお願いします。
昼食は各自でご用意ください。
イラスト協力：illpop.com
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パソコンでブリッジ！

～①ソフトをダウンロードしてみよう～

ブリッジは、専用のソフトをダウンロードするとパソコンでも楽しむことができます。
今回はそのダウンロード方法と遊び方を紹介します。だれでも簡単にゲーム感覚で楽しめますよ。
①－１

①－２

まず日本コントラクトブリッジ連盟のウェブサイトを
開きましょう。 URL：http://www.jcbl.or.jp

無料入門ソフトのページになります。
ミニブリッジ無料ソフトをクリックします。

「マイクロミニブリッジの
ダウンロードページへ」を
クリック
※別ウィンドウが開く
「無料入門ソフト」をクリック

①－３
上右画面の「マイクロミニブリッ
ジのダウンロードページへ」をク
リックすると、右のようなウィン
ドウ（画面）が出ます。
指示のとおりにダウンロードを開
始します。

①－４
ダウンロードが正常に終
わると、デスクトップに
右のようなアイコンが表
示されます。

アイコンを
ダブルクリック
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パソコンでブリッジ！

～②ソフトを使って遊んでみよう～

②－１

②－２

ダウンロードしたソフトを開きます。はじめにカード
のプレイ方法の説明が出ます。この説明は、プレイ中
でもツールバーの「ヘルプ」から読むことが可能です。

スタートするには、ツールバーの「新規セッション」
から「練習」もしくは「チーム戦」を選びます。
チーム戦は、コンピュータが自動的に計算をします。

②－３
「練習」もしくは「チーム戦」を選択し、「ビッドを開始」をクリックするとカードが配られます。このソフトで
は常にサウスに座ることになります。通常のミニブリッジ同様、絵札点(ＨＣＰ)を入力し、ディクレアラーになっ
た場合は、ゲームかパートスコア(ノーゲーム)をするかどうかと切り札を選択します。終了するとスコアが計算さ
れます。

②－４
プレイの途中で残りのカードをすべて勝てる(負ける)場合、ツールバーの「操作」から「取りの宣言」「放棄の宣
言」をクリックすると時間を短縮できます(図１)。
また、通常のミニブリッジと同じように、絵札点によりディクレアラーに限らず、ダミー、ディフェンスになるこ
ともあります(図２)。ダミーの場合は、プレイをすることを選択することも可能です。

図１：クレーム

図２：ディフェンス
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(注)カードの上の丸い印は、
おすすめのカードではなく、フォ
ローするスーツを指しています。
フォローするスーツが無い場合は、
となりのスーツを指します。

「福岡ブリッジ祭り」のご案内
「福岡ブリッジ祭り」は、今年８月に開催されるアジアパシフィック・ブリッジコングレス福岡大会と同じ会場で行
われる、ブリッジや他のマインドスポーツを楽しめるイベントです。
夏休み最後の思い出に、どうぞご家族、お友だちを誘ってご参加ください。
会場：ヒルトン福岡シーホーク １Ｆ ナビス

ミニブリッジ大会・河部杯（8／25）
日

時：８月25日(土) 14：30～17：30

参加料：大人500円／高校生以下300円
内

定員：40名

容：ミニブリッジのペア戦（マッチポイント制）

※申込みは当日会場でも受付けますが、できるだけ事前にお願いします。
※お一人でも申込みできます。

Ｌｅｔ´ｓ Ｐｌａｙ マインドスポーツ！（8／25～8／30）
NECブリッジフェスティバルでおなじみの「Ｌｅｔ´ｓ Ｐｌａｙ マインドスポーツ！」です。
ブリッジコーナーでは、体験教室だけでなく、自由に遊べるプレイコーナーやゲーム形式を体験できるクラスがあり、
たっぷり楽しめます。
25日(土)、26日(日)はマインドスポーツ仲間の囲碁、チェス、チェッカー、シャンチーも体験できます。５種目すべ
て体験すると、お楽しみ福引のチャンス！！
▼８月25日～８月30日スケジュール

2 0 分/ 5 0 分コース・ プレイコーナー

1 2 0 分クラス

何時からでも参加できます

9 0 分クラス

ゲーム (9 0 分)

開始時刻までにお集まりください

ブリッジ・囲碁・チェス・チェッカー・シャンチー体験教室
8/25(土)

14：30～18：00

8/26(日)

11：00～18：00
ブリッジ体験教室

8/27(月)

11：00～17：00

14：00開始

18：30開始

8/28(火)

11：00～17：00

14：00開始

8/29(水)

11：00～20：00
（50分コースは17：00まで）

14：00開始

13：30開始

8/30(木)

11：00～17：00

14：00開始

13：30開始

ブリッジ初心者のための試合は、ミニブリッジ大会だけでなく、コントラク
トブリッジの初心者大会も開催されるの。
集中講座でオークションを覚えた！というジュニアは参加できるわよ。大人
と一緒のコントラクトブリッジの試合に出たら、もっとブリッジがおもしろ
くなるはずよ。
同封の九州支部会報「３(スリークラブ)」も読んでみてね。
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大学クラブ紹介～学習院大学～
ジュニアの皆さん、こんにちは。学習院大学ブリッジクラブの村井です。
現在、学習院大学は17人で活動しています。しかし、部員のほとんどが新入
生なので、少し前まではミニブリッジを中心に活動していました。けれども、
新入生は上達するスピードがとても速いので、今ではコントラクトブリッジ
をメインに活動しています。
今の目標は６月に行われる大学対抗の新人戦に勝つことです！去年までは
部員が３人しかいなかったので、今年こそはチームでまず１勝！そして大学
選手権で日本一になれるように、一生けん命練習しています。
練習日は週に１回。午後から部室に集まってブリッジしたり、ボードゲームで遊んだりしています。部室の雰囲
気はいつも和やかで、壁いっぱいに並んだゲームは学習院大学の自慢です。時間を忘れて、とにかく遊びたいと
思っている学生が集まってきます。ふと気づいたら、外は真っ暗！家まで電車で帰れなくなりそうになったのは、
いい思い出です。
日曜や祝日は近くのブリッジセンターで試合に参加しています。まわりは大人ばっかりでブリッジの上手な人が
多いので、試合中は反省することがいっぱいです。大負けすることもあるけど、試合に勝ったらパートナーと大喜
び。「また今度ブリッジしたいなー」と思う瞬間です。
もうすぐ長い夏休み。外で遊ぶのもいいし、ブリッジするのも楽しくなる季節ですね。ジュニアの皆さんは夏休
みをどう過ごすか決めましたか？ ジュニアくらぶではいろんなイベントを用意しているそうなので、ぜひ友だち
と一緒にみんなもブリッジをしてみてくださいね！
それと、宿題も忘れずに… ね！

ハナママの英語ＤＥブリッジ！
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、普段あまり使わない
言葉かもしれないけれど、ブリッジではよく使われる言葉よ。ブリッジの用語のほうと、
もともとの意味のほうを合わせて覚えてね！

フィネス(finesse)
フィネスは英語で「手ぎわのよさ」「するどさ」「みごとさ」「出し抜く」「たくみにやってのける」などの意味があ
ります。ブリッジでは、どちらのオポーネントが強いカードを持っているかを考えて、自分たちの弱いカードで勝とう
とするプレイ。最初にどちら側からカードを出すかが大切です。フィネスといってもいろいろなパターンがあるから、
練習しながら覚えましょう。

エスタブリッシュ(establish)
エスタブリッシュは英語で「確立する」「認める」「定着する」という意味があります。ブリッジ用語では、あるスー
ツの残りのカードがすべて勝てるようにすることをいうわ。フィネスと同じくらい代表的なブリッジの技ね。エスタブ
リッシュさせたいスーツがある場合は、どんどんそのスーツをまわして、相手の持ち札を無くしてしまいましょう。
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イベントのご案内
◆ 体験教室
① 7/ 1(日)
② 7/15(日)
③ 7/22(日)
④ 8/12(日)
⑤ 8/25(土)
⑥ 9/ 9(日)
⑦ 9/29(土)
⑧10/14(日)
⑨10/27(土)

※くわしくはチラシを見てね！

参加料：無料
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：30

四谷ブリッジセンター
横浜ブリッジセンター
四谷ブリッジセンター
四谷ブリッジセンター
横浜ブリッジセンター
四谷ブリッジセンター
横浜ブリッジセンター
四谷ブリッジセンター
横浜ブリッジセンター

※ はじめてのお友だちを誘ってね！ 保護者の方もご一緒にどうぞ。

◆ 練習会・大会・講習会

保護者の方も参加できます

［橋之介プレ道場］13：30～16：30 ９歳以下およびミニブリッジ初級者対象 (300円)
［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 (300円)
会場：四谷ブリッジセンター

会場：横浜ブリッジセンター

7/ 1(日) 午後 プレ道場／ミニ道場「フィネス」
7/22(日) 午後 プレ道場／ミニ道場「ディフェンスの考え方」
7/30(月) 全日 第４回チーム選手権試合
第３回マクブリッジ杯
8/12(日) 午後 プレ道場／ミニ道場「エスタブリッシュ」
9/ 9(日) 午後 プレ道場／ミニ道場「オープニングリード」
10/14(日) 午後 プレ道場／ミニ道場「ラフ」
10/21(日) 全日 集中講座
7/15(日)
8/19(日)
8/25(土)
9/29(土)

午後
全日
午後
午後

プレ道場／ミニ道場「ラフ」
集中講座
プレ道場／ミニ道場「ディフェンスの考え方」
プレ道場／ミニ道場
「ウィナーを数えよう その１」
10/27(土) 午後 プレ道場／ミニ道場
「ウィナーを数えよう その２」

ＪＣＢＬは、内閣府より公益社団法人への移行認定を受け、2012年4月1日に
「公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟」として新たなスタートを切
りました。また、同日付で清水映樹普及事業部長が着任いたしました。
新体制となったＪＣＢＬを今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

お問合わせ・お申込み先
＜公益社団法人 日本コントラクトブリッジ連盟
TEL： 03‐3357‐3741 FAX: 03‐3357‐7444
e‐mail: junior@jcbl.or.jp (ジュニアくらぶ)

(担当：渡辺)＞

※ 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。
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