
将棋の森　  2018　夏休みイベント一覧表

《夏期講習》 講師 こども おとな 事前申込 受講料 定員 対象 難易度 講義内容 概要

夏休み こども短期集中特訓【10級～15級】 7/30（月）～8/1（水） 10:00～12:00
村中秀史六段
高橋和女流三段 ◯ ☓ 要 3日間　9,000円 20名

10〜15級のお子様
（園児は要相談）

★★☆☆☆
7/30　「駒を足す攻め」
7/31　「よくある詰みの形を学ぶ」
8/01　 「竜をもっと活躍させる」

夏休み こども短期集中特訓【5級～9級】 7/30（月）～8/1（水） 13:00～15:00
村中秀史六段
高橋和女流三段 ◯ ☓ 要 3日間　9,000円 20名

5〜9級のお子様
（園児は要相談）

★★★☆☆
7/30　「確実に詰ます」
7/31　「歩の手筋を学ぶ」
8/01　 「角の上手な使い方」

夏休み こども将棋入門講座 8/6（月）・7（火） 10:00～12:00
高田尚平七段
高橋和女流三段 ◯ ☓ 要 2日間　5,000円 20名

初心者のお子様
年長以上

（年中は要相談）
☆☆☆☆☆

8/6　「駒の動き方・ルール確認」
8/7　「上手な勝ち方」

将棋を始めたい子どもたちのための
2日間の集中講座です。駒の動かし方から本
将棋まで丁寧に指導します。

夏の森特訓①【1～4級】 8/11（土） 18:00～20:00
高橋和女流三段
森のお兄さん先生 ◯ ◯ 要 4,000円 15名 ★★★★★ 様々な歩の手筋

夏の森特訓②【1～4級】 8/26（日） 13:00～15:00
高橋和女流三段
森のお兄さん先生 ◯ ◯ 要 4,000円 15名 ★★★★★ 詰将棋猛特訓

【午前の部】10:00～12:00 要 3,000円 15名

【夜 の 部】 19:00～21:00 要 3,000円 15名

【午前の部】10:00～12:00 要 3,000円 15名

【夜 の 部】 19:00～21:00 要 3,000円 15名

《大会》 こども おとな 事前申込 参加費 定員 対象

森の夏杯2018【こどもの部】 8/25（土） 10:00～12:00 ◯ ☓ 要 1,500円 20名
1〜15級のお子様
(園児は要相談)

森の夏杯2018【おとなの部】 8/25（土） 13:00～15:00 ☓ ◯ 要 2,000円 20名 1〜15級の大人

《指導対局》 講師 こども おとな 事前申込 料金 定員

夏の指導対局会①安食総子女流初段 8/2（木） 19:00～21:00 安食総子女流初段 ◯ ◯ 要
会　員　　4,000円
ビジター　5,000円

7名

夏の指導対局会②渡辺大夢五段 8/9（木） 19:00～21:00 渡辺大夢五段 ◯ ◯ 要
会　員　　4,000円
ビジター　5,000円

8名

夏の指導対局会③山崎隆之八段 8/31（金） 19:00～21:00 山崎隆之八段 ◯ ◯ 要
会　員　　4,000円
ビジター　5,000円

8名

高田尚平七段 要 5名

村中秀史六段 要 5名

伊藤明日香女流初段 要 5名

高橋和女流三段 要 5名

夏の奨励会員チャレンジ！ 8/23（木）
13:00～17:00
19:00～21:00

奨励会員（4名） ◯ ◯ 不要

入場料　1,000円
+

対局料（1回毎に）
大人　1,000円
子ども　500円

―

《その他のボードゲーム》 講師 こども おとな 事前申込 参加費 定員

森のボードゲーム会 8/4（土） 17:00～21:00 高橋和女流三段 ◯ ◯ 不要 1,000円 ―

バックギャモン講習会 8/12（日） 13:00～18:00 中村慶行プロ ◯ ◯ 要 3,000円 ―

《道場／ナイター》 こども おとな 事前申込 料金 定員

森の道場 カレンダー参照 13:00～17:00 ◯ ◯ 不要 通常料金 ―

森のナイター 8/24（金） 19:00～21:30 ☓ ◯ 不要 1,000円 ―

将棋が強くなりたい子どもたちのための
3日間の集中特訓講座です。
少人数で丁寧に指導。上達を目指します。

「あともう少し強くなりたい！」という方におス
スメの講座です。
有段者になるのに必要な2つの重要な要素を
しっかり学びます。＊若干厳しめです。

勝つために必要な考え方や手筋を覚え、
指導対局でそれを生かしてみましょう。
女性におススメの講座です。

概要

カタン、ラミイキューブ、バックギャモンなどいろいろなボードゲームを楽しみましょう。
申込不要、はじめての方もお子様も大歓迎♪飲み物、お菓子付きです。

1〜4級の方
（年齢不問）

10級以下の大人
級がわからなくても可

概要

将棋の森の夏の大会です。
級で2クラスに分かれて4回対戦します。
賞品も用意していますので、皆さんどしどし参加してください。
・【おとなの部】のみチェスクロック使用(10分30秒)
・必ず級の申告をお願いいたします。
＊級がわからない方は、事前に森の道場にて認定を受けてください。

★★☆☆☆

★★★★☆

森の診療所 8/22（水）
13:00、14:00、16:00、

19:00、20:00
（各45分）

◯ ◯

概要

日時

「銀の上手な使い方」
指導対局

通常道場と同じです。事前のお申込無しでご利用いただけます。
開催日が不定期でございます。HPのカレンダーでご確認の上お越しください。

通常道場と同じ内容の夜版です。
対局表はおつけしませんので、ご自由に対局してください。

概要

8月の指導対局は3名の先生にお越しいただきます。

指導対局の後は円座になって、お話を伺います。毎回盛り上がりますので、
ぜひ、棋界のことや強くなる秘訣など質問いただければと思います！

また、初心者の方や小学生も可で、手合い（ハンデ戦）があり、どなたでも優しく指導していただけます。

日時

「詰みの形の見つけ方」
指導対局

日時

◯

6,000円

日時

棋士にも愛好家の多いゲーム「バックギャモン」の講習会です。バックギャモン協会の中村プロが実戦的な講座を開いてくだ
さいます。今回は夏休み特別企画としていつもよりも長い時間を確保させていただきました。
お友達を誘ってでも、おひとりさまでも大歓迎！沢山の方のご参加をお待ちしております。

森の診療所、夏の特別診療で今回は代診の先生にお越しいただきます。

それぞれの先生が指導する45分間のプライベートレッスンです。
事前の問診から、その時間で何を診療したいのかをお伺いします。

当院は完全予約制・先着順です。

森の新企画「奨励会員にチャレンジ！」では、奨励会員の指導対局を受けることができます。
昼間も夜もありますので、子どもから大人までどなたでもチャレンジしてみてください。
・事前予約無しで当日いらっしゃった方から対局をしていただきます。
・チャレンジしたいしたい講師が対局中の場合は予約表にご記名ください。
・チェスクロック使用(15分30秒)　・ひとり何回でもチャレンジOK！（1局毎に対局料を頂戴いたします）

夏の大人強化講座② 8/28（火）
高橋和女流三段
森のお兄さん先生 ☓ ◯

日時

夏の大人強化講座① 8/3（金）
高橋和女流三段
森のお兄さん先生 ☓


