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苦味のある山菜にはミネラルやポリフェノールなど、細胞を活性化させる成分が多く含まれています。冬から春へ

＝一手の価値の低い）序盤のうちに、玉を固めたり、攻撃態勢を整えたりしてお

駒がぶつかった中盤以降どんどん忙しくなり（＝一手の価値が大きくなり）、 

さしてもよい。将棋は終盤である」と豪語する人も多いが、序盤は土台を固め

先号で将棋盤の話をしましたので、その関連で駒の話もします。         

平安時代から五角形の板に墨で字を書くという形式を保ち、ほとんど変化し

旧境内跡から発掘されたものである。

かつては象牙の駒なども制作されていたが、現在では高級品はツゲ（本黄楊）で作られる。な

鹿児島県の薩摩黄楊が最高級品とされる。

（まきりょうこ）・源兵衛清安（げんべえきよ

彫り方と漆の書き込み方によって、書き駒・彫り駒・彫り埋め駒・盛り上げ駒に分けられる。

中級品以上になると、手作りのものがほとんどで、よって作者が存在する。作者によっても値段の

の駒の底に名前を彫る（またもう一方には書体を彫りいれる）。

５００円、斧折

 錦旗１３５﹐

により値段はピンキリです。（三輪碁盤店調べ

渡鍋峻君７級昇・上級Ｂへ、犬飼一統様・新規入会・初段認定。

鈴木海以君１２級昇、一般・森岡翔様新入会弐段位認定。

棋道指導員 竹内努

052-895-6829 090

日本将棋連盟東海普及連合会

ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！

（ニュークラスは３：２０まで）

週土曜日）週土曜日）週土曜日）週土曜日）    

編集責任者 

昔から「春は苦いものを食べよ」と言われています。

苦味のある山菜にはミネラルやポリフェノールなど、細胞を活性化させる成分が多く含まれています。冬から春へ

＝一手の価値の低い）序盤のうちに、玉を固めたり、攻撃態勢を整えたりしてお

さしてもよい。将棋は終盤である」と豪語する人も多いが、序盤は土台を固め

平安時代から五角形の板に墨で字を書くという形式を保ち、ほとんど変化し 

旧境内跡から発掘されたものである。 

ツゲ（本黄楊）で作られる。な

の薩摩黄楊が最高級品とされる。

（まきりょうこ）・源兵衛清安（げんべえきよ

彫り方と漆の書き込み方によって、書き駒・彫り駒・彫り埋め駒・盛り上げ駒に分けられる。

中級品以上になると、手作りのものがほとんどで、よって作者が存在する。作者によっても値段の

の駒の底に名前を彫る（またもう一方には書体を彫りいれる）。

斧折 特上彫１０

﹐０００円 

ピンキリです。（三輪碁盤店調べ

渡鍋峻君７級昇・上級Ｂへ、犬飼一統様・新規入会・初段認定。

鈴木海以君１２級昇、一般・森岡翔様新入会弐段位認定。 

竹内努 電話070

6829 090-8071-6829

日本将棋連盟東海普及連合会 電話

ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！

（ニュークラスは３：２０まで） 

 後藤克義 

昔から「春は苦いものを食べよ」と言われています。 

苦味のある山菜にはミネラルやポリフェノールなど、細胞を活性化させる成分が多く含まれています。冬から春へ

＝一手の価値の低い）序盤のうちに、玉を固めたり、攻撃態勢を整えたりしてお

さしてもよい。将棋は終盤である」と豪語する人も多いが、序盤は土台を固め

（本黄楊）で作られる。な

の薩摩黄楊が最高級品とされる。

（まきりょうこ）・源兵衛清安（げんべえきよ

彫り方と漆の書き込み方によって、書き駒・彫り駒・彫り埋め駒・盛り上げ駒に分けられる。

中級品以上になると、手作りのものがほとんどで、よって作者が存在する。作者によっても値段の

の駒の底に名前を彫る（またもう一方には書体を彫りいれる）。

１０﹐０００円

 

ピンキリです。（三輪碁盤店調べ

渡鍋峻君７級昇・上級Ｂへ、犬飼一統様・新規入会・初段認定。

070-5642-6943

6829 

電話052-253-9441

ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！

苦味のある山菜にはミネラルやポリフェノールなど、細胞を活性化させる成分が多く含まれています。冬から春へ

＝一手の価値の低い）序盤のうちに、玉を固めたり、攻撃態勢を整えたりしてお

さしてもよい。将棋は終盤である」と豪語する人も多いが、序盤は土台を固め

（本黄楊）で作られる。な

の薩摩黄楊が最高級品とされる。    

（まきりょうこ）・源兵衛清安（げんべえきよ

彫り方と漆の書き込み方によって、書き駒・彫り駒・彫り埋め駒・盛り上げ駒に分けられる。 

中級品以上になると、手作りのものがほとんどで、よって作者が存在する。作者によっても値段の

の駒の底に名前を彫る（またもう一方には書体を彫りいれる）。 

０００円  

ピンキリです。（三輪碁盤店調べ） 

渡鍋峻君７級昇・上級Ｂへ、犬飼一統様・新規入会・初段認定。 

6943 

9441 

ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！ブルが、新しくなりましたので、キズやらくがきなどしないように気をつけてくださいね。！    


