
将棋の森　  2019　夏休み講座・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 こども将棋はじめて講座 7/29（月）・30（火） 10:00～12:00 高橋和女流三段 ◯ ☓ 要 2日間　6,000円 20名
初心者のお子様

年長以上
（年中は要相談）

☆☆☆☆☆
7/29　「駒の動かし方・ルール」
7/30　「対局をしてみよう」

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。

夏休み こども入門講座【16〜20級】 8/5(月)・6(火) 10:00～12:00
高田尚平七段
高橋和女流三段 ◯ ☓ 要 2日間　8,000円 20名

16〜20級のお子様
（園児は要相談）

★☆☆☆☆
8/05　「強い駒を取る方法」
8/06　「竜を作って勝つ」

駒の動かし方がわかる将棋を始めたばかりの子どもた
ちのための講座です。
勝つための基礎を学んでいきます。

夏休み こども特訓講座【10級～15級】① 7/29（月）・30（火） 13:00～15:00 高橋和女流三段 ◯ ☓ 要 2日間　8,000円 20名
10〜15級のお子様
（園児は要相談）

★★☆☆☆
7/29　「竜を使って攻める」
7/30　「詰めろをかける」

夏休み こども特訓講座【10級～15級】② 8/5(月)・6(火) 13:00～15:00
高田尚平七段
高橋和女流三段 ◯ ☓ 要 2日間　8,000円 20名

10〜15級のお子様
（園児は要相談）

★★☆☆☆
8/05　「銀の上手な使い方」
8/06　「守りの金のはがし方」

夏休み こども特訓講座【5級～9級】 8/1（木）・2（金） 10:00〜12:00
村中秀史六段
高橋和女流三段 ◯ ☓ 要 2日間　9,000円 20名

5〜9級のお子様
（園児は要相談）

★★★☆☆
8/01　「歩のテクニックを磨く」
8/02　「囲いの崩し方」

夏休み こども上級講座【1級〜4級】 8/19（月）・20（火） 10:00〜12:00 小林宏七段 ◯ ☓ 要 2日間　9,000円 15名
1〜4級のお子様
（園児は要相談）

★★★★☆
8/01　「馬を使った攻め方」
8/02　「様々な歩の使い方」

夏の大人上級講座【1～4級】 8/19（月） 19:00～21:00 小林宏七段 ☓ ◯ 要 3,500円 15名 1〜4級の方 ★★★★★ 8/19　「様々な歩の使い方」

「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重要な要素をしっかり学びま
す。

はじめてotome教室【全4回】
7/30（火）・8/5（月）
8/20（火）・8/28（水）

19:00〜21:00 高橋和女流三段 ☓
◯

女性
要 全4回12,000円 10名 初心者〜 ☆☆☆☆☆

7/30　「駒の動きと礼儀作法」
8/05　「金と銀の上手な使い方」
8/20　「青空将棋を指してみよう」
8/28　「本将棋を指してみよう」

全4回を修了すると本将棋が指せるようになり、その後
将棋の森の各教室のご案内も可能です。
少人数の教室で、まったく将棋を知らない方向けに丁
寧に指導をいたします。(女性限定)

女性のための	やさしい講座と指導対局会 8/8（木） 13:30～15：30 安食総子女流初段
◯

女の子
◯

女性
要 3,500円 15名 初心者〜 ★☆☆☆☆ ミニ講座　「竜を使った攻め方」

初心者対象の女性向け講座です。
勝つためのコツを講座と対局で学びます。

女性のための　ちょっと難しい講座 8/8（木） 19:00～20:30 谷口由紀女流二段 ☓
◯

女性
要 3,500円 15名 10級以上 ★★☆☆☆ ミニ講座　「一手勝ちを見抜く」

あともう少しで勝ちだったのに！という経験がある方向
けに速度計算が身につくための講座です。

《将棋大会》 こども おとな 事前
申込 参加費 定員 対象

森の夏杯2019【こども10〜15級の部】 8/9（金） 10:00～12:00 ◯ ☓ 要 2,000円 20名
10〜15級のお子様

(園児は要相談)

森の夏杯2019【こども5〜9級の部】 8/23(金) 10:00～12:00 ◯ ☓ 要 2,000円 20名
5〜9級のお子様
(園児は要相談)

森の名人戦2019【大人5〜9級の部】 ☓ ◯ 要 3,000円 12名 5〜9級の大人

森の名人戦2019【1〜4級の部】 ◯ ◯ 要 3,000円 12名 1〜4級のお子様と大人

大人のはじめて将棋大会 8/31(土) 12:00〜14:30 ☓ ◯ 要 3,000円 20名
個人戦に初めて出る

10級以下の大人
将棋大会個人戦に出場するのがはじめて、という大人のための大会です。
ルールがわかり、将棋が指せれば参加することができます。（10級以下限定）

日時

将棋が強くなりたい子どもたちのための
2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。

日時 概要

級で分かれて３回対戦します。

チェスクロック使用（10分30秒）
豪華賞品あり。

申込時に、必ず級の申告をしてください。
（わからない方は大会までに必ず森の道場で級の認定を受けてください）

ルールがわかり、将棋が指せれば参加することができます。

チェスクロックは使用しません。
豪華賞品あり。

申込時に、必ず級の申告をしてください。
（わからない方は大会までに必ず森の道場で級の認定を受けてください）

8/31(土) 15:30〜18:30



将棋の森　  2019　夏休み講座・イベント一覧表
《将棋系イベント》 講師 こども おとな 事前

申込 料金 定員

村中秀史六段 指導対局会　 8/2（金） 14:00～16:00 村中秀史六段 ◯ ◯ 要
会　員　　4,000円
ビジター　5,000円 8名

本田奎四段 指導対局会　 8/4（日） 18:00～20:00 本田奎四段 ◯ ◯ 要
会　員　　4,000円
ビジター　5,000円 8名

ガジガジ流 聞き手もできる解説会 8/10（土） 18:00～20:00 藤井猛九段
◯

小5以上 ◯ 要
会　員　　6,000円
ビジター　7,000円 26名

行方尚史八段 自戦解説会 8/27（火） 19:00～21:00 行方尚史八段
◯

小5以上 ◯ 要
会　員　　6,000円
ビジター　7,000円 26名

8/16(金) 19:00〜21:30 1,500円 ―

8/30(金) 19:00〜21:30 1,500円 ―

夏の奨励会員チャレンジ！ 8/23（金）
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局毎に）
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

はじめてのバックギャモン体験会 7/24（水） 13:00～17:00 中村慶行プロ ◯ ◯ 不要 無料 ―

みんなのボードゲーム会 8/1（木） 14:00～17:00
村中秀史六段
高橋和女流三段 ◯ ◯ 不要 1,000円 ―

人狼会 8/2(金) 18:30～22:30
村中秀史六段
高橋和女流三段 ☓ ◯ 要 3,500円 13名

《道場》 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 ―

大人の道場
8/3（土）
8/11(日)

13:00～17:00 ― ☓ ◯ 不要 通常料金 ―

森のお兄さん先生

日時

日時

日時

みんなの研究会 ☓ ◯

概要

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。

要

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。

大人の方限定の道場です。事前のお申込み無しでご利用いただけます。

テーマ：「先手中飛車vs後手居飛車」

お申し込み時点で先手、後手（戦法）を選んでいただき、ひたすらその対局をします。
わからない局面はお兄さん先生にすぐに聞くことができるので、
より深く学ぶことができます。

藤井九段にお選びいただいた棋譜を解説していただきます。
テレビ対局のように参加者の皆さんも藤井九段の聞き手（希望者のみ）もできてしまう夢企画です。

概要

テーマ：「先手三間飛車vs後手居飛車」

行方八段による自戦解説会です。終了後に２ショット撮影を行います。

概要

大人経験者・お菓子飲み物付き
今回は中級、上級者向けイベントとなります

バックギャモンって何？という方から、基本戦略を学びたい方まで、
バックギャモンのルールと基本戦略を学べる会です。
フリーゲームがメインなので、ルールを覚えたら色んな人と遊んでみましょう。
※小3以下のお子様は保護者同伴でお願いします。

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。

森のオリジナル企画「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）
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