
   

卯月（うつき卯月（うつき卯月（うつき卯月（うつき

意味したものと言われています。年度があらたまわり、新学年がスタートします。桜前線が日本を駆け上がり、

生気あふれる春の盛りとなります。

玉を囲うという考え方玉を囲うという考え方玉を囲うという考え方玉を囲うという考え方

将棋では、相手の玉を詰ますと勝ちだというルールでしたね。

しかし、それは反対にいうと、自分の玉を詰まされたら負けだということです。

つまり、相手の玉を詰まさないと勝てないのですが、それ以前に自分が先に負けてしまっていては相手に勝つことはできないの

です。

これが、将棋が上達するための基本的な考え方で、将棋が強い人はみんなこれを実践しています。

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られていった経験はありませんか？

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られてい

無理に攻めてもほとんど失敗してしまうのです。攻める前にまずは守る。

将棋の格言にも「

まずは王様を安全な端っこに移動させる、ということを頭に入れておいてください。

を端に移動させたら、次は玉のまわりに守備駒を配置させます。こうすることで王様の安全度がぐっと上がります。

戦国時代と同じで、大将が一人で行動するなんていうのはきいたことありませんか

注目の棋戦・

「第

「第３回将棋電王戦」は

将棋電王トーナメント」で勝利した上位

プロ棋士が団体戦（全

第１局

第２局

第３局

第４局

第５局

  ３月８日開催分

  ３月２２日開催分

県下の将棋大会県下の将棋大会県下の将棋大会県下の将棋大会

4月13

4月27

5月3

5月5

5 月

5月11

6月15
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卯月（うつき卯月（うつき卯月（うつき卯月（うつき））））

意味したものと言われています。年度があらたまわり、新学年がスタートします。桜前線が日本を駆け上がり、

生気あふれる春の盛りとなります。

玉を囲うという考え方玉を囲うという考え方玉を囲うという考え方玉を囲うという考え方

将棋では、相手の玉を詰ますと勝ちだというルールでしたね。

しかし、それは反対にいうと、自分の玉を詰まされたら負けだということです。

つまり、相手の玉を詰まさないと勝てないのですが、それ以前に自分が先に負けてしまっていては相手に勝つことはできないの

です。  そのため、負けないようにするためには、

これが、将棋が上達するための基本的な考え方で、将棋が強い人はみんなこれを実践しています。

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られていった経験はありませんか？

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られてい

無理に攻めてもほとんど失敗してしまうのです。攻める前にまずは守る。

将棋の格言にも「

まずは王様を安全な端っこに移動させる、ということを頭に入れておいてください。

を端に移動させたら、次は玉のまわりに守備駒を配置させます。こうすることで王様の安全度がぐっと上がります。

戦国時代と同じで、大将が一人で行動するなんていうのはきいたことありませんか

注目の棋戦・第３回

「第 2 回将棋電王戦」

「第３回将棋電王戦」は

将棋電王トーナメント」で勝利した上位

プロ棋士が団体戦（全

第１局 ３月２２日

第２局 ３月２９日

第３局 ３月２９日

第４局 ４月５日 

第５局 ４月１２日

３３３３月開催の昇級・新入会月開催の昇級・新入会月開催の昇級・新入会月開催の昇級・新入会

３月８日開催分

３月２２日開催分

県下の将棋大会県下の将棋大会県下の将棋大会県下の将棋大会

13日(日) 東山公園

27日(日) 第21

3日(土)、4日(

5日(祝) 倉敷王将戦愛知県大会

月 6 日(祝) アマチュア

11日(日) ねんりんピックとちぎ

15日(日) 文部科学大臣杯第

お知らせお知らせお知らせお知らせ    例年例年例年例年5555
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））））旧暦では卯の花（ウツギ）

意味したものと言われています。年度があらたまわり、新学年がスタートします。桜前線が日本を駆け上がり、

生気あふれる春の盛りとなります。

玉を囲うという考え方玉を囲うという考え方玉を囲うという考え方玉を囲うという考え方 （級位者

将棋では、相手の玉を詰ますと勝ちだというルールでしたね。

しかし、それは反対にいうと、自分の玉を詰まされたら負けだということです。

つまり、相手の玉を詰まさないと勝てないのですが、それ以前に自分が先に負けてしまっていては相手に勝つことはできないの

そのため、負けないようにするためには、

これが、将棋が上達するための基本的な考え方で、将棋が強い人はみんなこれを実践しています。

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られていった経験はありませんか？

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られてい

無理に攻めてもほとんど失敗してしまうのです。攻める前にまずは守る。

将棋の格言にも「居玉（いぎょく）を避けよ

まずは王様を安全な端っこに移動させる、ということを頭に入れておいてください。

を端に移動させたら、次は玉のまわりに守備駒を配置させます。こうすることで王様の安全度がぐっと上がります。

戦国時代と同じで、大将が一人で行動するなんていうのはきいたことありませんか

第３回電王戦 

回将棋電王戦」は 3 勝

「第３回将棋電王戦」はプロ棋士の反撃開始となるか

将棋電王トーナメント」で勝利した上位

プロ棋士が団体戦（全 5 局）を行います。

３月２２日 菅井達也五

日 佐藤伸哉六段

３月２９日 豊島将之七段

  森下卓九段

４月１２日 屋敷伸之九段

月開催の昇級・新入会月開催の昇級・新入会月開催の昇級・新入会月開催の昇級・新入会

３月８日開催分  一般・山本錬様２級昇・

３月２２日開催分 池上隼平君３級昇・上級

県下の将棋大会県下の将棋大会県下の将棋大会県下の将棋大会    

東山公園まつりよいこの

21回岡崎将棋

(日) 全国高校将棋選手権愛知県大会

倉敷王将戦愛知県大会

アマチュア竜王戦愛知県大会

ねんりんピックとちぎ

文部科学大臣杯第

5555月に開催の「市長杯・月に開催の「市長杯・月に開催の「市長杯・月に開催の「市長杯・

     5555月の開催日月の開催日月の開催日月の開催日
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卯の花（ウツギ）

意味したものと言われています。年度があらたまわり、新学年がスタートします。桜前線が日本を駆け上がり、

生気あふれる春の盛りとなります。8 日は仏教の始祖、お釈迦様の生誕を祝う「花祭り」

級位者クラスは王様を囲わないで攻めています

将棋では、相手の玉を詰ますと勝ちだというルールでしたね。

しかし、それは反対にいうと、自分の玉を詰まされたら負けだということです。

つまり、相手の玉を詰まさないと勝てないのですが、それ以前に自分が先に負けてしまっていては相手に勝つことはできないの

そのため、負けないようにするためには、

これが、将棋が上達するための基本的な考え方で、将棋が強い人はみんなこれを実践しています。

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られていった経験はありませんか？

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られてい

無理に攻めてもほとんど失敗してしまうのです。攻める前にまずは守る。

居玉（いぎょく）を避けよ」

まずは王様を安全な端っこに移動させる、ということを頭に入れておいてください。

を端に移動させたら、次は玉のまわりに守備駒を配置させます。こうすることで王様の安全度がぐっと上がります。

戦国時代と同じで、大将が一人で行動するなんていうのはきいたことありませんか

 プロ棋士 VS

勝 1 敗 1 持将棋でコンピュータの勝利！

プロ棋士の反撃開始となるか

将棋電王トーナメント」で勝利した上位

局）を行います。

五段 VS 習甦

佐藤伸哉六段 VS やねうら王

豊島将之七段 VS YSS

森下卓九段 VS ツツカナ、

屋敷伸之九段 VS BONANZA

月開催の昇級・新入会月開催の昇級・新入会月開催の昇級・新入会月開催の昇級・新入会者者者者    

一般・山本錬様２級昇・

池上隼平君３級昇・上級

まつりよいこの将棋大会

回岡崎将棋まつり 

全国高校将棋選手権愛知県大会

倉敷王将戦愛知県大会              

竜王戦愛知県大会

ねんりんピックとちぎ大会名古屋市予選大会

文部科学大臣杯第10回小・

月に開催の「市長杯・月に開催の「市長杯・月に開催の「市長杯・月に開催の「市長杯・第第第第10101010

月の開催日月の開催日月の開催日月の開催日    愛知等穂大学・学生食堂愛知等穂大学・学生食堂愛知等穂大学・学生食堂愛知等穂大学・学生食堂

    5555月月月月10101010日（第２土曜日）・日（第２土曜日）・日（第２土曜日）・日（第２土曜日）・
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卯の花（ウツギ）が咲く頃

意味したものと言われています。年度があらたまわり、新学年がスタートします。桜前線が日本を駆け上がり、

日は仏教の始祖、お釈迦様の生誕を祝う「花祭り」

クラスは王様を囲わないで攻めています

将棋では、相手の玉を詰ますと勝ちだというルールでしたね。

しかし、それは反対にいうと、自分の玉を詰まされたら負けだということです。

つまり、相手の玉を詰まさないと勝てないのですが、それ以前に自分が先に負けてしまっていては相手に勝つことはできないの

そのため、負けないようにするためには、まずは自分の玉を取られないように王様を守る必要がある

これが、将棋が上達するための基本的な考え方で、将棋が強い人はみんなこれを実践しています。

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られていった経験はありませんか？

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られてい

無理に攻めてもほとんど失敗してしまうのです。攻める前にまずは守る。

」。これまた将棋の格言に「

まずは王様を安全な端っこに移動させる、ということを頭に入れておいてください。

を端に移動させたら、次は玉のまわりに守備駒を配置させます。こうすることで王様の安全度がぐっと上がります。

戦国時代と同じで、大将が一人で行動するなんていうのはきいたことありませんか

VS コンピュータソフト

持将棋でコンピュータの勝利！

プロ棋士の反撃開始となるか

将棋電王トーナメント」で勝利した上位 5 チームの将棋ソフトと、名乗りを上げた

局）を行います。 

習甦（しゅうそ） 

やねうら王、   

YSS、       

ツツカナ、    

BONANZA、 

一般・山本錬様２級昇・ 

池上隼平君３級昇・上級 A へ 

将棋大会 

全国高校将棋選手権愛知県大会

              

竜王戦愛知県大会                               

大会名古屋市予選大会

・中学生将棋団体戦愛知県大会

10101010回回回回    名古屋・小・中学生将棋大会名古屋・小・中学生将棋大会名古屋・小・中学生将棋大会名古屋・小・中学生将棋大会

愛知等穂大学・学生食堂愛知等穂大学・学生食堂愛知等穂大学・学生食堂愛知等穂大学・学生食堂

日（第２土曜日）・日（第２土曜日）・日（第２土曜日）・日（第２土曜日）・5555

           

が咲く頃「う」は（うい）

意味したものと言われています。年度があらたまわり、新学年がスタートします。桜前線が日本を駆け上がり、

日は仏教の始祖、お釈迦様の生誕を祝う「花祭り」

クラスは王様を囲わないで攻めています

将棋では、相手の玉を詰ますと勝ちだというルールでしたね。 

しかし、それは反対にいうと、自分の玉を詰まされたら負けだということです。

つまり、相手の玉を詰まさないと勝てないのですが、それ以前に自分が先に負けてしまっていては相手に勝つことはできないの

まずは自分の玉を取られないように王様を守る必要がある

これが、将棋が上達するための基本的な考え方で、将棋が強い人はみんなこれを実践しています。

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られていった経験はありませんか？

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られてい

無理に攻めてもほとんど失敗してしまうのです。攻める前にまずは守る。

これまた将棋の格言に「

まずは王様を安全な端っこに移動させる、ということを頭に入れておいてください。

を端に移動させたら、次は玉のまわりに守備駒を配置させます。こうすることで王様の安全度がぐっと上がります。

戦国時代と同じで、大将が一人で行動するなんていうのはきいたことありませんか

コンピュータソフト 

持将棋でコンピュータの勝利！

プロ棋士の反撃開始となるか注目の棋戦ですね。

チームの将棋ソフトと、名乗りを上げた

  結果 ８９手で菅井五段

   結果 ９５手で佐藤六段

       結果 ８３手で豊島七段の

     結果 135

  以上５局                   

 

全国高校将棋選手権愛知県大会     

              初代名人

                               

大会名古屋市予選大会                      

中学生将棋団体戦愛知県大会

名古屋・小・中学生将棋大会名古屋・小・中学生将棋大会名古屋・小・中学生将棋大会名古屋・小・中学生将棋大会

愛知等穂大学・学生食堂愛知等穂大学・学生食堂愛知等穂大学・学生食堂愛知等穂大学・学生食堂        PMPMPMPM

5555月月月月24242424日（第日（第日（第日（第

     Ｈ２６．４

「う」は（うい）の「産」（うぶ）

意味したものと言われています。年度があらたまわり、新学年がスタートします。桜前線が日本を駆け上がり、

日は仏教の始祖、お釈迦様の生誕を祝う「花祭り」

クラスは王様を囲わないで攻めています。王は３手動くかすこと

しかし、それは反対にいうと、自分の玉を詰まされたら負けだということです。          

つまり、相手の玉を詰まさないと勝てないのですが、それ以前に自分が先に負けてしまっていては相手に勝つことはできないの

まずは自分の玉を取られないように王様を守る必要がある

これが、将棋が上達するための基本的な考え方で、将棋が強い人はみんなこれを実践しています。

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られていった経験はありませんか？

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られていった経験はありませんか？

無理に攻めてもほとんど失敗してしまうのです。攻める前にまずは守る。 

これまた将棋の格言に「玉の守りは金銀３枚

まずは王様を安全な端っこに移動させる、ということを頭に入れておいてください。 

を端に移動させたら、次は玉のまわりに守備駒を配置させます。こうすることで王様の安全度がぐっと上がります。

戦国時代と同じで、大将が一人で行動するなんていうのはきいたことありませんかね。

 

持将棋でコンピュータの勝利！でした。 

注目の棋戦ですね。

チームの将棋ソフトと、名乗りを上げた

８９手で菅井五段

９５手で佐藤六段の

８３手で豊島七段の

135 手で森下九段の

                   

初代名人 大橋宗桂像

                               

                      

中学生将棋団体戦愛知県大会 

名古屋・小・中学生将棋大会名古屋・小・中学生将棋大会名古屋・小・中学生将棋大会名古屋・小・中学生将棋大会」」」」は愛知東邦は愛知東邦は愛知東邦は愛知東邦

PMPMPMPM１：３０～４：２０１：３０～４：２０１：３０～４：２０１：３０～４：２０

日（第日（第日（第日（第4444土曜日土曜日土曜日土曜日                

．４．１２ 第１３１

「産」（うぶ）

意味したものと言われています。年度があらたまわり、新学年がスタートします。桜前線が日本を駆け上がり、

日は仏教の始祖、お釈迦様の生誕を祝う「花祭り」

。王は３手動くかすこと

          「金矢倉囲い」

つまり、相手の玉を詰まさないと勝てないのですが、それ以前に自分が先に負けてしまっていては相手に勝つことはできないの

まずは自分の玉を取られないように王様を守る必要がある

これが、将棋が上達するための基本的な考え方で、将棋が強い人はみんなこれを実践しています。

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られていった経験はありませんか？

った経験はありませんか？

玉の守りは金銀３枚」これまた将棋の格言に

 

を端に移動させたら、次は玉のまわりに守備駒を配置させます。こうすることで王様の安全度がぐっと上がります。

ね。 

 

注目の棋戦ですね。 

チームの将棋ソフトと、名乗りを上げた 5

８９手で菅井五段の負負負負けけけけ     

の負け負け負け負け  

８３手で豊島七段の勝   

手で森下九段の負け負け負け負け 

                   

大橋宗桂像  （先）大橋宗桂

                               

                      

は愛知東邦は愛知東邦は愛知東邦は愛知東邦大学の新築校舎工事で中止。大学の新築校舎工事で中止。大学の新築校舎工事で中止。大学の新築校舎工事で中止。

１：３０～４：２０１：３０～４：２０１：３０～４：２０１：３０～４：２０    

                  

３１ 編集責任者

「産」（うぶ）で農耕 1

意味したものと言われています。年度があらたまわり、新学年がスタートします。桜前線が日本を駆け上がり、

日は仏教の始祖、お釈迦様の生誕を祝う「花祭り」（日本文化と歴より）

。王は３手動くかすこと）                         

「金矢倉囲い」 

つまり、相手の玉を詰まさないと勝てないのですが、それ以前に自分が先に負けてしまっていては相手に勝つことはできないの

まずは自分の玉を取られないように王様を守る必要があるのです。

これが、将棋が上達するための基本的な考え方で、将棋が強い人はみんなこれを実践しています。 

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られていった経験はありませんか？

った経験はありませんか？

これまた将棋の格言に

を端に移動させたら、次は玉のまわりに守備駒を配置させます。こうすることで王様の安全度がぐっと上がります。

5 人の

                    指し手はロボットアーム

大橋宗桂VS（後）

                               最古の棋譜

                      １６０7年（慶長

大学の新築校舎工事で中止。大学の新築校舎工事で中止。大学の新築校舎工事で中止。大学の新築校舎工事で中止。

編集責任者 後藤克義

1 年の初めの月を

意味したものと言われています。年度があらたまわり、新学年がスタートします。桜前線が日本を駆け上がり、

（日本文化と歴より）

                        

 

つまり、相手の玉を詰まさないと勝てないのですが、それ以前に自分が先に負けてしまっていては相手に勝つことはできないの

のです。 

あなたも無理やり攻めて、相手の駒を取るつもりが逆にぼろぼろ取られていった経験はありませんか？ 

った経験はありませんか？ 

これまた将棋の格言に 

を端に移動させたら、次は玉のまわりに守備駒を配置させます。こうすることで王様の安全度がぐっと上がります。 

指し手はロボットアーム

（後）本因坊算砂

最古の棋譜 

年（慶長12年）6月

大学の新築校舎工事で中止。大学の新築校舎工事で中止。大学の新築校舎工事で中止。大学の新築校舎工事で中止。

後藤克義 

年の初めの月を

意味したものと言われています。年度があらたまわり、新学年がスタートします。桜前線が日本を駆け上がり、

（日本文化と歴より） 

                        

つまり、相手の玉を詰まさないと勝てないのですが、それ以前に自分が先に負けてしまっていては相手に勝つことはできないの

指し手はロボットアーム  

本因坊算砂 

月 

大学の新築校舎工事で中止。大学の新築校舎工事で中止。大学の新築校舎工事で中止。大学の新築校舎工事で中止。    

                        


