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●普及活動の各種助成制度について…2011 年度普及事業部のとりくみ
「体験教室・講習会」助成は、ブリッジを広めたいとの“普及ゴコロ”で体験教室や入門講習会を行ってくださる方の自
己負担を少しでもカバーできれば、との主旨で、2002 年３月に規定が制定され、2003 年度から運用をスタートした制度
で、これまで体験教室は年平均４７件、入門講習会は年平均 21 件適用しています。2011 年度、普及事業部ではこれら
の助成制度を改めて検証・見直し、現状に合わせて改訂が望ましい箇所は前向きに改訂作業を行い、さらに充実化を
はかってまいります。また、制度自体をご存知ない方もまだ多くいらっしゃるのではないかと推測されることから、より多く
の方にご利用いただけるよう、改めて告知につとめてまいります。
助成制度に関してご意見・ご質問がありましたらお気軽に普及事業部までお寄せください。
●10/29＆30、『第 26 回国民文化祭・京都 2011－競技文化フェスティバル』に出展！
「体験教室」と「関西ビギナーズ杯」の２本立てです。
1986 年に東京都で第１回国民文化祭が開催されて以来、ＪＣＢＬは毎年欠かさずブリッジ体験コーナーを出展し、全国
25 の都道府県でブリッジを紹介してきました。ブリッジの種をまき、芽が出、たくさんの花が咲きました。26 回目の今年、
ブリッジは囲碁、将棋、カルタとともにこれまでの「生活文化」から 「競技文化」の枠組みに振り分けられました。これに
伴い、国民文化祭実行委員会から、何らかの競技会を実施してほしいとの要請があったことから、関西地域で初めて
の普及事業部主催「関西ビギナーズ杯」（詳細後記）と「体験教室」の２つをメインイベントとして出展します。京都市や
近隣地域のお知り合いに、ぜひ来場をお勧めください。
[日時] 2011 年 10 月 29 日（土）～30 日（日） 10：00～16：00
[会場] 京都府総合見本市会館「京都パルスプラザ」
京都市伏見区竹田鳥羽殿町５

ＴＥＬ：０７５－６１１－００１１

・地下鉄・近鉄「竹田駅」北西４番出口から市バス又は京阪バス「パルスプラザ前」下車
・京阪「中書島駅」北出口から市バス又は京阪バス「パルスプラザ前」下車
[内容] 10 月 29 日（土）

10：00～16：00

体験教室（２階）

10 月 30 日（日）

10：00～16：00

体験教室（２階）

12：00～15：30 頃

関西ビギナーズ杯（５階）

※詳細後記

●10/30（日）京都国民文化祭で『関西ビギナーズ杯』開催！
関西地域で初めての「ビギナーズ杯」を、10 月最後の日曜日、京都国民文化祭会場で開催します。
関西地域で、現在初心者を教えていらっしゃる講師の皆様、生徒さん達に参加をお勧めください！日本一やさしいス
タッフと初心者の方だけの試合です。ゲームデビューの場としても最適です。
また、初めての関西ビギナーズ杯が秋の京都で開催されることを記念して、全国のＭＰ20 点未満のビギナーズの皆様
にも参加していただこうと「京都でブリッジ！キャンペーン」を実施することになりました。（詳細後記）
たくさんの皆様に参加いただいて関西でも賑やかなビギナーズ杯となりますよう、ご協力宜しくお願いします！
全員にプチプレゼントを用意してお待ちしています。

●「関西ビギナーズ杯△５/△20ＭＰ」概要
これまでゲームに参加したことのない方、会員会友でない方も大歓迎！
[日時] 2011 年 10 月 30 日（日）

12：00～15：30 頃

[内容] マスターポイント５点未満／20 点未満の２フライト
注）ＭＰは 2011 年８月末時点
[会場] 京都府総合見本市会館「京都パルスプラザ」５階
京都市伏見区竹田鳥羽殿町５

※上述、国民文化祭会場

ＴＥＬ：０７５－６１１－００１１

[参加料] ＪＣＢＬ会員・会友 1,000 円／一般 1,500 円／ユース＆ジュニア会友 500 円
[申込み] 10 月 21 日までにＪＣＢＬ事務局へ

※シングルエントリー可

●『京都でブリッジ・キャンペーン』実施！
「関西ビギナーズ杯」への参加者増を目的にした参加者支援プロジェクトとして、全国から 15 ペアを抽選によりサポート
します。お知り合いの△20ＭＰの方にお知らせください！
[内容]抽選で 15 名に「関西ビギナーズ杯」へのペア２名分の参加経費として、お住まいの地域によりあらかじめ定めた
額を補助します。
[応募資格] 近畿地方（兵庫県、京都府、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県）以外に在住の△20ＭP プレイヤー
※2011 年８月末時点のＭＰ。20 点を越えた方は失格となります。ご注意ください。
[補助内容]
（１）京都往復交通費・宿泊費補助(ペア分)

※会員登録の住所に基づき、下記金額を補助

¬ エリア１（愛知県／岐阜県／岡山県）…４万円（＠２万円×２名）
¬ エリア２（北海道／九州／沖縄）・・・８万円（＠４万円×２名）
¬ エリア３（上記以外）…６万円（＠３万円×２名）
（２） ビギナーズ杯参加料（ペア分）
[応募期間] ＪＣＢＬ会報２号配布時～８月 31 日

※当日消印有効

[応募方法] 葉書／ＦＡＸ／Ｅメールで事務局「京都でブリッジ・キャンペーン」係まで。
※Ｅメールアドレス：info@jcbl.or.jp
[当選発表] ９月９日

※当選された方に直接ご連絡するとともにＪＣＢＬウェブサイトで発表

[その他]
１．当選後、パートナー名をお知らせいただきます。
近畿地方在住の方とペアを組む場合は、パートナーの補助金はありません。
２．会員・会友でなくても応募可ですが、当選された場合は会員登録をお願いします。（パートナーも同様）
３．京都までの旅行のご手配は各自でお願いします。補助金は、当日会場でお渡しします。

●「ハートは切り札」・・・19 世紀の絵画に描かれたダミーホイストの世界！
ＮＨＫＢＳの番組で紹介され、「監修：日本コントラクトブリッジ連盟」と名前が出ました！
ロンドン・テートギャラリー収蔵のこの作品の原題は「Hearts are Trumps – Portraits of Elizabeth, Diana, and Mary.
Daughters of Walter Armstrong, Esq.」。ヴィクトリア朝の最高傑作と名高い「オフィーリア」を描いた 19 世紀の英国画壇
の巨匠、サー・ジョン・エヴァレット・ミレイ （1829－96）の 1872 年の作。実業家ウォルター・アームストロングの３人の娘
が豪華な家具の置かれた部屋で、豪華な衣装を身につけ、素晴らしいカードテーブルを囲んでダミーホイストに興じて
いるところを描いた肖像画です。この作品が、ＮＨＫＢＳプレミアムの美術番組「額縁をくぐって物語の中へ」でとりあげ
られ、６月８日朝７時 15 分（再放送同日 15 時 45 分）に放映されました。
放映に先立ち、番組作りにあたっている女性プロデューサーから一本の電話がかかってきました。「今度とりあげる作
品に描かれているダミーホイストは作品を解釈するにあたって重要な意味合いをもっていると思われる。どのようなこと
が読み取れるか、また自分たちの解釈が間違っていないか監修してほしい」という内容でした。ダミーホイストがブリッジ
の前身であることを調べ、連盟に連絡をくださったのです。喜んで協力を約束し、約 28 年間にわたって連盟事務局長
として日本にブリッジ普及の礎を築いてくださった檜川哲次さんに監修役をお願いしました。説明すればきりがない、と
いうのがブリッジの常ですが、はてさて、わずか 15 分の番組で切り札のハートにどのようなメッセージが込められていた
かをどれくらいの方にわかっていただくことができたか、できなかったか……難しいところではありました。でも、素敵な
ブリッジ（ダミーホイスト）ワールドが確かに額縁の中にありました。
プレイヤーがブリッジを説明する時によく口にする「英国にルーツをたどることができるブリッジは、欧米の社交界で必
須の教養といわれたとても優雅なカードゲームです」という言葉…この言葉が目に見える形で表されている作品です。
この絵をとおして、ブリッジが本当に歴史ある優雅な遊びであることが一目で誰にでもわかっていただける、そんな作品
です。
★ＰＣをお持ちで、この絵をご覧になったことのない方は、「ジョン・エヴァレット・ミレイ

ハートは切り札」でネット検索し

てみてください。また、ＰＣをなさらない方で、コピーを希望される方にはお送りしますので事務局までご連絡ください。
●初級者による初級者のための大会「第４回長崎居留地まつりブリッジ大会」、今年も開催！
国指定重要文化財というレトロな会場で、たくさんのステキな賞品がくじ引きであたり、何よりも、「地元を挙げてのあた
たかい歓迎ムードにあふれた初心者大会」、と、毎年好評の「長崎居留地まつりブリッジ大会」開催のお知らせが長崎
チェス＆ブリッジクラブから届きました。同クラブでは４月以降毎月１回、「東日本大震災チャリティーブリッジ大会」を行
っており、この「居留地ブリッジ大会」は６回目のチャリティーブリッジ大会を兼ねるそうです。また、今年も、県外からの
参加者の方には特別プレゼントが用意されたり、夜は「居留地舞踏会」で社交ダンスも楽しめる予定とのこと。「今年もさ
さやかながら、日本の西の果てで初心者大会として盛り上げたいと考えています！」といつもながら普及ゴコロあふれる
メッセージが添えられていました。周囲の新人さん（下記参照）に、参加をお勧めください。旅行シーズンの先陣をきっ
て、行かないとソンかも！？
※普及事業部からは、恒例の「優勝グラス」を寄贈します。
［大会名］第４回長崎居留地まつりブリッジ大会（東日本大震災 被災者支援－第６回チャリティーブリッジ大会）
［日時］９月 17 日（土） 10：30 － 17：00
［会場］ 長崎市 旧香港上海銀行

（長崎市松が枝町４－２７）

［内容］ △50／△20／△５のストラティファイドペア戦（ローカル）
［参加料］ 2,000 円
［定員］ 24 ペア

（内、1,000 円は義援金）

注）ＭＰは７月末時点

●おかげさまで…「横浜ビギナーズ杯△５ＭＰ／△20ＭＰ＠横浜ＢＣ」、 大盛況でした！
４月 20 日（水）、横浜ブリッジセンターで、△５ＭＰと△20ＭＰの２部門のビギナーズ杯を午前、午後１セッションずつ開
催しました。昨年度は、ゴールデンウィークに合わせて、日曜日の開催でしたが、参加者から「平日にやってほしい」と
いう声が多数あり、平日開催としたところ、なんと昨年の「１．５倍」に参加者が増えました！
参加人数は、△５部門が午前 51 名、午後が 48 名、△20 部門は、午前 24 名、午後が 17 名、と、延べ 140 名と開催日
が近付くにつれ、こちらもびっくりするほどどんどん増えていきました。（△20ＭＰ部門のエントリー状況がイマイチであ
ったため、△５ＭＰ部門は定員にこだわりませんでした。）いつもの ビギナーズ杯のように「楽しかった！」と言って帰ら
れる皆さまの笑顔は、いつものように輝いてみえました。生徒さんに参加を勧めてくださったブリッジ・インストラクターの
皆さま、ありがとうございました。次の「関西ビギナーズ杯」も宜しくお願いします！
※各部門優勝ペアの写真と３位までの氏名は、６月末にお手元に届くＪＣＢＬ会報に掲載しています。
●「ゲームマーケット」に体験コーナーを初出展！

大賑わいでした！

６月 12 日（日）、東京都立産業貿易センター台東館で開催されたビッグイベント「ゲームマーケット」に主催者（ゲームマ
ーケット事務局、運営：株式会社アークライト）からお招きを受けて、初めてブリッジ体験コーナーを出展しました。「ゲー
ムマーケット」とはボードゲームやカードゲームなどの即売会や体験会、フリープレイなどが楽しめる、卓上ゲームユー
ザーの交流と振興を目的とした国内最大規模の卓上ゲームイベントで、毎年春、秋に開催されています。出展のお誘
いをいただいた時、毎回 2,000 人は集まるとのお話に驚いたのですが、今回はなんと過去最大の 3,000 名が来場（有
料）、とのことでした。世をあげて電子ゲームブーム、とみられがちな近年ですが、「アナログゲーム」の人気も相当なも
のであることが確認でき、心強い限りでした。（ゲームマーケットＵＲＬ：http://gamemarket.jp/）
当日の様子をご紹介しましょう。
開場１時間前には会場の外に長蛇の列ができており、イベントスタートのアナウンスとともにそれぞれの目当てのゲーム
売り場へ猛ダッシュ！！果たしてブリッジに関心を持ってくれるのか、と心配したのも束の間、ブリッジ体験コーナーに
準備したテーブル６台がすぐに埋まり、テーブルが空くのを待つ方まで…。
「ゲームマーケット」来場者のブリッジ認知度は非常に高かったです。ご存知なかった人でも、もともとさまざまなゲーム
に慣れ親しんでいるせいか、１～２ボードの体験だけで、スタッフが何も言わなくても「スペードの絵札は全て出たから
10 でも勝てる」「切り札は先にまわして相手からなくしたほうがいい」など、参加者同士でアドバイスを出し合い、すぐに
コツをつかめている様子でした。普通の体験教室ではなかなかお目にかかれない光景です。中には「ビッグクラブのシ
ステムを教えてもらいにきた。周りにできる人があまりいないので…」と言う方も！
ブリッジプレイヤーの中にもゲームマーケットの常連さんがいるようで、立ち寄ってフローター役を快く引き受けてくださ
るなど、皆さまの普及ゴコロにすっかり甘えてしまいました。昼食をとる間もないほど大賑わいのブリッジコーナーをお手
伝いくださったスタッフの方々、本当にありがとうございました！
●2011 年ＡＰＢＦ選手権クアラルンプール大会－日本から５部門７チーム参加
第 48 回ＡＰＢＦ選手権大会が６月 15 日～24 日まで、マレーシア・クアラルンプールで開催されています。
日本からは、オープン・レディース・シニア・ジュニア（Ｕ26）・ヤングスター（Ｕ21）の５部門に７チーム（シニア：３チーム）
がエントリー、熱戦を展開しています。今年の大会は 10 月にオランダで開催される世界チーム選手権のゾーン代表選
考試合も兼ねています。できるだけ多くの部門で「日本代表」が世界チャンピオンを競うシーンが見られることを期待し
ています。まずは「ＡＰＢＦ」！

★「2011 年ＡＰＢＦ選手権クアラルンプール大会」日本チーム・選手一覧
［オープン・チーム］ ＮＰＣ：三浦裕明
井野正行、今倉正史、寺本直志、加来浩、古田一雄、横井大樹
［レディース・チーム］ ＮＰＣ：伊藤陽一
西田奈津子、坂本みどり、島村京子、伴野和子、柳澤彰子、高崎恵
［ジュニア（Ｕ26）・チーム］ ＮＰＣ：山後秀幸
小池紀彰、貴戸祥郎、半田康一、北村孝之、木山智裕、杉本大輔
［ヤングスター（Ｕ21）・チーム］ ＮＰＣ：山後秀幸
蜂谷雄介、仁田諒、中須賀謙吾、武山詳、八木壮介、稲葉達哉
［シニア・山田チーム］ ＰＣ：吉田正
山田彰彦、大野京子、中村嘉幸、平田眞、吉田正
［シニア・山口チーム］ ＰＣ：山口知也
山口知也、黒川晶夫、西村輝子、ＴＡＮ瑞子、桐山文子、浅越ことみ
［シニア・内藤チーム］ ＮＰＣ：宮国亜矢子
宮国健次、内藤佐紀子、逸見徹、田多井菊雄、徳永幸子、太田裕子
●大学ブリッジ講座受講生状況（2011 年６月現在）
東京大学全学体験ゼミナール「考える力を養う～コントラクトブリッジ」夏学期：在籍者 30 名
早稲田大学「コントラクトブリッジで学ぶ数理科学入門～論理的思考力を身につけよう」前期：30 名
福岡大学経済学部「特別演習Ⅰ（国際人の教養！コントラクトブリッジを学ぶ！！）』：通年：51 名
●広報関連－ブリッジＰＲ全国規模で継続中！

※４月発売以降の掲載誌紹介

◎４月 「和楽」５月号（４／12 発売）
「はれ予報」５月号（４／20 配本）
◎５月

「ミセス」６月号（５／７発売）
旅行読売臨時増刊号「ひとり旅」（５／26 発売）
「ゲームマーケット」プログラム（５月発行）

◎６月

「日経おとなのＯＦＦ」７月号（６／６発売）
「はれ予報」７月・８月合併号（６／20 配本）
「ないすらいふ・ガイド（2011 年版）」（６月発行） …(社)中高年齢者雇用福祉協会会員向け案内書

◎７月

「日経おとなのＯＦＦ」８月号（７／６発売）
「クラブツーリズム スタイル」 ７／10 号 …クラブツーリズムのアクティブシニア 50 万人対象の会員誌
※ユニークなところでは、７月上演のオペラ「愛の妙薬」のパンフレットにもブリッジの名が…。
杉並区民オペラ第 7 回公演「愛の妙薬」．．．７／９＆７／10＠杉並公会堂大ホール

◎８月 「はれ予報」９月号（８／20 配本）
●10 月の「まなびピア・岩手大会」が取りやめになりました
10 月 15 日～17 日に出展を予定していた「第 23 回全国生涯学習ネットワーク・フォーラム・岩手大会」（通称：まなびピ
ア）の開催が取りやめとなりました。「県を挙げて東日本大震災災害対応及び復興支援業務に優先的に取り組むため」
とのことです。

