
【日 時】 2022（令和 4）年 10 月 2 日（日）10:30～16:00（受付 10:00～）  
【会 場】 日本棋院東京本院 
     〒102-0076 東京都千代田区五番町 7－2（JR・地下鉄市ヶ谷駅徒歩 2 分） 
【参加費】 3,000 円（会員様のみ、税込、当日払い） 
     スペシャル指導碁 50,000 円（会員様のみ、参加費込、税込、前払い） 
     ※会員は「情報会員」・「幽玄の間 有料会員」を含みます 
      「法人会員」「法人賛助会員」は対象外です 
【定 員】 300 名（先着順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【講座、対局イベント】（定員のあるイベントの申込みは先着順です（スペシャル指導碁は抽選）） 

No. タイトル 内容 

1 ３面打ち指導碁 棋士による３面打ち 19 路盤指導碁（120 分 午前・午後 定員各 75 名） 

2 スペシャル指導碁 
あの『幽玄』の間でトップ棋士と１対１の 19 路盤指導碁。（60 分 定員 4 名） 

担当棋士は、午前:高尾紳路九段、午後:河野臨九段です。希望者多数時は抽選となります 

3 お楽しみ囲碁講座 碁ワールド連載講師による講座 講師 芝野虎丸九段 

4 入門・初心者教室 入門・初心者向け講座 講師:万波佳奈四段 

5 ペア碁 with 棋士 
棋士とペアになって対局をお楽しみ下さい（19 路盤/60 分切れ負け/2 回まで相談可） 

（定員 32 名） 

6 
トリプル碁 with

棋士 

2 人組＋棋士の 3 人一組同士で対局いたします（19 路盤/60 分切れ負け/2 回まで相談可）

（定員 32 組 64 名）※2 人一組でお申込み下さい 

7 ふれあいイベント 
2 階ホールで棋士が各種ゲームで競います。１チーム５名のチーム対抗戦 

（お絵かきリレー／答えを合わせよう／など） 

 

【その他イベント】 

2022.7.20 

No. タイトル 内容 

1 名刺もらっちゃお～ 棋士に声をかけてイベント特製名刺をもらいましょう～。各棋士先着 100 名様まで 

2 SNS 選手権 
ハッシュタグ「#日本棋院ファン感謝 2022」を付けて twitter に投稿しよう! 

最多「いいね!」獲得の方に後日「最多いいね賞（棋士直筆扇子）」を贈呈いたします 

3 写真販売 
当日の模様をプロカメラマンが撮影し後日ウェブサイトで販売いたします。販売サイトの、URL、認

証キーは当日受付時にお知らせします（認証キーによりイベント参加者以外は閲覧不可） 

4 スタンプラリー 特製スタンプ台紙（有料）に棋士から特製スタンプを集めよう!先着 30 名様 

5 
芝野虎丸九段著書

即売会 
芝野虎丸九段著書「布石革命」「定石革命」を当日売店でご購入の方に直筆サインをいたします 

囲碁ファンの皆様へ感謝の気持ちを込めて、今年も「ファン感謝囲碁まつり」を開催いたします。例年通り「講座」や「指導碁」、

イベント会場での催しを行います。さらに指導碁では、あの『幽玄』の間で対局できる「スペシャル指導碁」を企画いたしました。入

門者、初心者から高段者まで楽しめるイベント、指導碁、対局等、盛りだくさんの囲碁まつりです。 また新たな企画として棋士と

一緒に楽しめる「ペア碁」「トリプル碁」や棋士のオリジナル名刺配り、当日撮影した写真販売も実施予定です。皆様のご参加を

心よりお待ちしております。 

主催 公益財団法人日本棋院／協力 日本棋院東京棋士会 



---------------------------------------------------------------------------- 切り取り線 -------------------------------------------------------------------------

------ 

※1:芝野虎丸九段、万波佳奈四段の講座は①と②は同じ内容です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本棋院ファン感謝囲碁まつり 2022 参加申込書（FAX 03-3261-5841） 

フリガナ  昼間に連絡のつく電話番号 参加希望イベント(いずれかひとつ)※2 

氏  名 
 

 
 指導碁（午前） 

 指導碁（午後） 

会員番号 
 

※会員の方は数字 8 桁の番号をお書き下さい 

 トリプル碁（午前） 

 ペア碁（午後） 

トリプル碁相方

会員番号 

 

※トリプル碁申込みの方は相方の番号をご記入下さい 参加費はひとり 3,000 円です 

 スペシャル指導碁（午前）※3 

 スペシャル指導碁（午後）※3 
※2:参加希望イベントいずれかひとつに「○」をご記入ください。お選びいただいていない場合は「イベント参加を希望しない」といたします 
※3:スペシャル指導碁は希望者多数の際は抽選いたします。落選時は 3 面打ち指導碁希望といたします。 

タイムテーブル 
時刻 1 階 2 階 3 階 5 階幽玄 6 階 

10:00～ 10:00 受付開始 
10:30～ 入門初心者講座 60 分 

万波佳奈四段①※1 

 指導碁 午前 

90 分 

スペシャル指導碁 

1 回目 60 分 

トリプル碁 

120 分 11:00～ ふれあいイベント 

午前 60 分 11:30～   
12:00～ 碁ワールド講座 60 分 

芝野虎丸九段①※1 
（昼食スペース） 

 スペシャル指導碁 

2 回目 60 分 12:30～  
13:00～   
13:30～ 入門初心者講座 60 分 

万波佳奈四段②※1 

指導碁 午後 

90 分 

スペシャル指導碁 

3 回目 60 分 

ペア碁 

120 分 14:00～ ふれあいイベント 

午後 60 分 14:30～   
15:00～ 碁ワールド講座 60 分 

芝野虎丸九段②※1 

  スペシャル指導碁 

4 回目 60 分 15:30～  
16:00～  書籍即売会 芝野九段  
16:30 16:30 終了 

【お申込方法・注意事項】 
下記申込書を記入の上「FAX」「郵送」「直接日本棋院東京本院２階・有楽町受付に持参」のいずれかでお送り下さい 
ウェブフォームからもお申し込みいただけます https://forms.gle/WAv14SXhggQyyDGP6 
申込締切後、参加証を郵送します（9 月中旬） 定員に達していた場合は落選通知をお送りします 
参加希望イベントはいずれかひとつのみ選択可能です 

・3 面打ち指導碁の申込みは先着順となります 19 路盤を使用し置き石数は棋士と相談願います 
・ペア碁、トリプル碁の申込みは先着順となります 19 路盤を使用し互先です 
・トリプル碁は 2 名 1 組で申込み下さい なお参加費はひとり 3,000 円です 
・指導碁、ペア碁、トリプル碁の棋士は当日抽選となります 
・スペシャル指導碁は希望者多数の場合は抽選となります 当選者に払込用紙を送付いたします 

プログラム・出演棋士は予告なく変更となる場合があります／世間情勢によってはイベントが中止となる場合があります 
当日の写真撮影、SNS への投稿は自由ですが、一般の方が写っている写真の SNS への投稿はご遠慮下さい 
【お申込先・お問合せ】 
〒102-0076 東京都千代田区五番町 7-2  日本棋院普及部「ファン感謝囲碁まつり 2022」係 
TEL:03-3288-8723(平日 10 時～17 時)/FAX:03-3261-5841/Mail:kaiinka@nihonkiin.or.jp 

【申込締切】2022 年 8 月 26 日（金）必着  先着順です 

どなたでもご覧できます お申込みが必要です 


