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―■Editor's Voice■―
本日、ホームページに期間限定の詰将棋・次の一手コーナーを開設しました。
関西所属棋士が日替わりで問題を出題します。
１日目の出題者は、東 和男八段です。
土日祝を除く毎日更新いたしますので、是非チェックしてください。
<メールマガジンスタッフ 冨田>
―■Topics■―
〔１〕棋界ＮＥＷＳ「頑張れ！関西」
〔２〕日替わり詰将棋・次の一手
〔３〕関西将棋会館公式 Twitter 更新中
〔４〕第 4 回はじめましてしょうちゃん教室
〔５〕第 18 回中学生王将戦
〔６〕第 11 回高校生王将戦
〔７〕第 19 回全国将棋寺子屋合宿
〔８〕第 28 回全国高等学校将棋竜王戦 大阪府代表選考大会
〔９〕
「今月の詰将棋」
「今月の次の一手」
〔10〕第 63 期王座戦挑戦者決定戦大盤解説会
〔11〕夏休み企画！糸谷竜王がやってくる！
〔12〕アドバイザー棋士、九段指導対局、教室
―■棋界ＮＥＷＳ「頑張れ！関西」■―
【主な対局予定】
7/17（金）
第 5 期女流王座戦 本戦
香川愛生女流王将－伊藤沙恵女流初段

7/18（土）
第 36 回日本シリーズ 一回戦
佐藤康光九段－豊島将之七段
7/21・22（火・水）
第 56 期王位戦七番勝負 第 2 局
羽生善治王位－広瀬章人八段
7/21（火）
第 74 期順位戦 C 級 1 組
金井恒太五段－小林裕士七段
真田圭一七段－斎藤慎太郎六段
船江恒平五段－平藤真吾七段
第 63 期王座戦 挑決
佐藤天彦八段－豊島将之七段
【主な対局結果】
7/9（木）
第 63 期王座戦 挑決トーナメント
久保利明九段●－○豊島将之七段
第 41 期棋王戦 挑決トーナメント
山崎隆之八段●－○阿部健治郎五段
第 5 期女流王座戦 本戦
中井広恵女流六段○－●中澤沙耶女流 2 級
7/10（金）
第 41 期棋王戦 挑決トーナメント
谷川浩司九段●－○斎藤慎太郎六段
7/12（日）放映日
第 65 回 NHK 杯
山崎隆之八段●－○戸辺 誠六段

7/14（火）
第 41 期棋王戦 挑決トーナメント
松尾 歩八段●－○船江恒平五段
7/15（水）
第 86 期棋聖戦五番勝負 第 4 局
羽生善治棋聖○－●豊島将之七段
―■日替わり詰将棋・次の一手コーナー開始■―
本日 7 月 16 日（木）より、ホームページにて日替わり詰将棋・次の一手コーナーが始まり
ました。
土日祝を除く毎日、関西本部所属棋士による詰将棋・次の一手を出題します。
問題はこちら→ http://www.shogi.or.jp/kansai/index.html
―■関西将棋会館公式 Twitter 更新中■―
7 月 7 日に公式 Twitter アカウントを開設しました。
関西の大会やイベント
アカウントはこちら→ https://twitter.com/shogi_osaka
―■第 4 回はじめましてしょうちゃん将棋教室■―
8 月 6・7 日（木・金）
、27・28 日（木・金）に関西将棋会館にて開催。
どちらも先着 16 名様。詳しくは、
http://www.shogi.or.jp/kansai/other/hello_shochan4.html
―■第 18 回中学生王将戦■―
8 月 12 日（水）に関西将棋会館にて開催。
詳しくは、
http://www.shogi.or.jp/kansai/event/ChugakuseiOhsyo/18/2015_18announce.html

―■第 11 回高校生王将戦■―

8 月 11 日（火）に関西将棋会館にて開催。
詳しくは、
http://www.shogi.or.jp/kansai/event/KokoseiOhsyo/11/2015_11announce.html

―■第 19 回全国将棋寺子屋合宿■―
プロ棋士の先生に直接将棋を教えてもらおう！2 泊 3 日のお寺での合宿です。
将棋のほかにも、座禅や写経など普段体験できない事もいっぱい。
日時：8 月 6 日～8 日
場所：熊本県蓮華院誕生寺
詳しくは、
http://www.shogi.or.jp/kansai/event/terakoya/19/19terakoya.pdf
―■第 28 回全国高等学校将棋竜王戦 大阪府代表選考大会■―
7 月 31 日（金）に関西将棋会館にて開催。
詳しくは、
http://www.shogi.or.jp/kansai/event/highschool_ryuou/28/osaka_announce28.html
―■「今月の詰将棋」
「今月の次の一手」好評掲載中！■―
関西将棋会館ＨＰに内藤九段出題「今月の詰将棋」
桐山九段出題「今月の次の一手」を好評掲載中です。
「今月の詰将棋」
http://www.shogi.or.jp/kansai/Kensyo-kansai/Tsumeshogi/KensyoTsumeshogi_Problem.html
「今月の次の一手」
http://www.shogi.or.jp/kansai/Kensyo-kansai/Tsuginoitte/KensyoTsuginoitte_Problem.html
-------------------------------------------------------★将棋大会、イベントについてのお問合わせは普及部
（TEL：06-6451-7272／E-mail：kansai-fukyu@shogi.or.jp）まで

-------------------------------------------------------―■第 63 期王座戦挑戦者決定戦大盤解説会■―
佐藤天彦八段 vs 豊島将之七段
7 月 21 日（火）
、午後 6 時開始（開場午後 5 時半）～終局まで。
2 階道場奥にて行います。
解説者：阿部 隆八段、室田伊緒女流二段
―■夏休み企画！糸谷竜王がやってくる！■―
8 月 1 日（土）に関西将棋会館道場にて開催。
詳しくは、
http://www.shogi.or.jp/kansai/club/other/summer_ryuou.pdf

―■アドバイザー棋士、九段指導対局、教室■―
棋士と日常会話を楽しんだり、感想戦に参加してもらって自分の対局のアドバイスをして
もらってはいかがでしょうか？
◇時間：午前 15 時半～19 時
指導対局を希望される方は従来通りお受けします。
◇料金：道場入場者 一律 1,500 円（中学生以下は 500 円）
指導対局のみ 一律 2,500 円（中学生以下は 1,500 円）
ポイント可
・アドバイザー棋士
１６日（木）

森

信雄七段

１９日（日）

神崎健二七段 13：00～16：30

２０日（祝）

フレッシュ指導対局 星野良生四段 13：00～

２１日（火）

西川慶二七段

２２日（水）

山本真也五段

２３日（木）

坪内利幸八段

２８日（火）

増田裕司六段

３０日（木）

畠山成幸七段

・九段指導、教室
２５日（土）

増田裕司六段教室 14：00～

２６日（日）

九段指導対局 南 芳一九段 13：00～

-----------------------------------------------------------☆大盤解説会、指導対局、についてのお問い合わせは、
道場(TEL：06-6451-0220／E-mail：kansai-club@shogi.or.jp)まで。
-----------------------------------------------------------販売部の営業時間は 12：00～17：00
定休日は火曜日、木曜日
(TEL/FAX：06-6451-5077)
-----------------------------------------------------------メールアドレスを変更された方、
メールマガジンの購読を解除される方は
kansai-mailmagazine@shogi.or.jp
にご連絡ください。

