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喜の国いきいき健康長寿祭  

シルバー囲碁・将棋大会及び健康マージャン交流大会開催要領 

〔兼：第３０回全国健康福祉祭あきた大会出場選手選考会〕 

 

 

１．趣 旨 

囲碁・将棋・健康マージャンを通じて脳を若く保つトレーニング及び認知症予防に努め、高齢者 
の健康・仲間づくり・社会参加活動への促進を図り、高齢者がいきいきと暮らせるまちづくりを進 
めるとともに、第３０回全国健康福祉祭あきた大会出場選手選考会を兼ねた大会として開催する。 

 
２．主 催 

   社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 
 
３．後 援 

   和歌山県 
   一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会 
 
４．開催日時 

   ○囲  碁：平成２９年４月１８日（火） 
 ○将  棋：平成２９年４月１９日（水） 

受  付  ９：００～９：５０ 
     開 始 式  ９：５０～ 
     競技開始 １０：００～ 
     終了予定 １７：００頃 

 ○健康マージャン：平成２９年５月２３日（火） 
     受  付  ９：３０～１０：２０ 
     開 始 式 １０：２０～ 
     競技開始 １０：３０～ 
     終了予定 １６：３０頃 
 
５．会 場 

   ○囲碁・将棋：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛１２階１２０１・１２０２会議室 
○健康マージャン：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛１階「展示ホール」 

 
６．参加資格 

   県内在住で昭和３３年４月１日以前生まれのアマチュアの人。 
   ※但し、前年実施された「第２９回全国健康福祉祭ながさき大会」に出場された選手は、同一 

種目で本大会への参加はできません（囲碁・将棋にあっては、一般の部へ参加可能とします）。 
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７．定 員 

○囲碁、将棋：ともに６４名ずつ（先着順） 
○健康マージャン：６０名（先着順） 

 
８．参加申込期限 

   ○囲碁・将棋：平成２９年４月３日（月）まで 
○健康マージャン：平成２９年５月１日（月）まで 
 

９．参加申込について 

   別紙様式（自作可能）に必要事項を漏れなく記載し、下記あて申込むものとする。 
参加申込及び問合せ先 
〒640-8545 和歌山市手平 2-1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 

社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 いきいき長寿社会センター 
ＴＥＬ：０７３－４３５－５２１４  ＦＡＸ：０７３－４３５－５２２１ 

※申込受付後、参加申込者（代表者）あて「参加通知書」を主催者から郵送します。 
     実施日間近になっても通知が届かない場合は、申込先に確認してください。 
 

１０．参加費 

   無料。但し、会場までの交通費、昼食等に係る費用については、参加者側の負担とする。 
 
１１．競技方法 

囲碁・将棋大会に限り、第３０回全国健康福祉祭あきた大会（ねんりんピック秋田２０１７） 

に参加を希望する方〔ねんりんピックの部〕と希望しない方〔一般の部〕に分かれて競技を行いま 

す。 

 

１２．競技規則 

囲 碁 

日本労働組合総連合会和歌山県連合会より推薦のあった審判員のもと競技を行う。 
（１）競技規則は、日本囲碁規約を準用する。 
（２）対局は互先、先番６目半コミ出しで行う。 
（３）予選をブロック別リーグ戦、決勝をトーナメント方式で行う。（原則として男女別） 
（４）組合せは、主催者が行う。 
（５）競技時間は持ち時間制で、予選ブロック別リーグ戦は（１局・６０分、１人３０分）とする。 

決勝トーナメントは（１局・８０分、１人４０分）とし、対局時計を用いる。 
（６）参加人数により競技方法を変更することもある。 
（７）当日、競技開始に遅れてきた方には、対局時計で遅れた時間を持ち時間から差し引きます。 
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将 棋 

日本労働組合総連合会和歌山県連合会より推薦のあった審判員のもと競技を行う。 
（１）競技規則は、公益社団法人日本将棋連盟の定める規約を準用する。 
（２）対局は、平手戦で行う。 
（３）予選をブロック別リーグ戦、決勝をトーナメント方式で行う。 
（４）組合せは、主催者で行う。 
（５）競技時間は持ち時間制で、予選ブロック別リーグ戦は（１局・６０分、１人３０分）とする。 

決勝トーナメントは（１局・８０分、１人４０分）とし、対局時計を用いる。 
（６）参加人数により競技方法を変更することもある。 
（７）当日、競技開始に遅れてきた方には、対局時計で遅れた時間を持ち時間から差し引きます。 

 
健康マージャン 

  和歌山県麻雀段位審査会より推薦のあった審判員のもと競技を行う。 
（１）全国麻雀段位審査会の定めるルールを準用する。 
（２）使用テーブルは、手積み式とする。 
（３）１ゲーム（以下「対局」という。）は半荘とし、半荘の制限時間は、５０分とする。 
（４）４回戦とする。 
（５）「リーチ一発・ウラドラ・カンドラあり」（カン裏ドラは有り） 
（６）持ち点「３万点持ちの３万点返し」とする。 
（７）得点の集計は、持ち点へ順位点を加算したものとする。 
（８）順位点は、プラス・マイナス 12,000 点方式とする。 

（１人勝ちの時：１位 +12,000 点、２人勝ちの時：1 位 +8,000 点、 
３人勝ちの時：１位 +6,000 点） 

※交流大会（５月２３日）開催に先立ち、麻雀のルールを参加者全員で共有し、交流大会での 
とまどいをなくす為、事前講習会を開催する予定です。 

 
１３．表 彰 

表彰は、次のとおり行う。 
（１）囲碁・将棋については、〔ねんりんピックの部〕及び〔一般の部〕の優勝、準優勝、第３位、 

第４位の方に、健康マージャンについては優勝、準優勝、第３位、第４位の方に賞状と盾を 
贈る。 

（２）その他特別賞として、９０歳以上の参加者に高齢者賞として賞状を贈る。 
※但し、該当する参加者のある種目に限る。 

 

１４．その他（競技進行について） 

◆囲碁・将棋大会について 

速やかに競技を進行するため、昼食の時間は敢えて設けておりません。参加者には、競技の

合間に昼食をとっていただくことになりますので、お弁当持参などの対応をお願いします。 

また、競技会場から退室される場合は、主催者にお名前・連絡方法等を報告してください。
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１５．個人情報の取り扱いについて 

和歌山県社会福祉協議会では、「喜の国いきいき健康長寿祭 シルバー囲碁・将棋大会及び健康 
マージャン交流大会」を円滑に行うことを目的に個人情報を利用します。 
この目的の他に参加申込者の個人の情報を利用することはありません。 

 
１６．第３０回全国健康福祉祭あきた大会（ねんりんピック秋田２０１７）について 

本大会は、平成２９年９月９日（土）～１２日（火）に秋田県で開催される「第３０回全国健康 
福祉祭あきた大会 ねんりんピック秋田２０１７」出場者の選考を兼ねて実施するものです。 
同大会参加要領に基づき、昨年度「全国健康福祉祭ながさき大会」へ参加した選手は、同一種目で 
「全国健康福祉祭あきた大会」には参加できません。 
本大会において、優秀な成績を収め、全国健康福祉祭あきた大会に出場されることとなった選手

は、和歌山県選手団の一員として参加していただき、平成２９年９月８日（金）に秋田県へ団体で

出発する予定です。 
※全国健康福祉祭あきた大会参加にあたり、交通費・宿泊費・ユニフォーム購入等の費用がかかり

ます（一部補助あり）。 
本大会に出場される選手は、全国健康福祉祭あきた大会への出場が条件となっており、出場権を

得た時に、全国健康福祉祭あきた大会に出場できない・しない場合は、本大会への出場を差し控え

ていただくこと、また、全国健康福祉祭あきた大会への出場辞退は認められないことを承諾し参加

したものとみなします。 
※上記の規定に関わらず、囲碁・将棋大会で〔一般の部〕に参加される方は、この限りではありま 

せん。 
全国健康福祉祭あきた大会の詳細については、大会事務局から正式通知があり次第、全国健康福

祉祭あきた大会参加者あて連絡します。 
 
＜第３０回全国健康福祉祭あきた大会概要＞ 
・会期：平成２９年９月９日（土）～１２日（火） 
・開催場所：囲碁：秋田県能代市 

将棋：秋田県大仙市 
健康マージャン：秋田県北秋田市 

・出場人数：囲碁：３名（男２女１） 
       将棋：３名（男女問わず） 
       健康マージャン：４名（男女問わず） 
 
 
                   ★お知らせ★ 

                               第３２回全国健康福祉祭わかやま大会が 

                            平成３１年１１月９日（土）から１２日（火）まで 

                        和歌山県で開催されます！！ 
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駐車場のご案内 交通機関のご案内
■アクセス

■車

■バス

■徒歩

和歌山市手平 2-1-1（ビッグホエール・ビッグウエーブ）

和歌山市手平 2-1-2（和歌山ビッグ愛）

阪和自動車道　和歌山 IC 出口から　約　5 ㎞　約 11 分

阪和自動車道　海南 IC 出口から　　約 11 ㎞　約 25 分

ＪＲ和歌山駅から　　　　　　　　  約　2 ㎞　約　6 分

南海和歌山市駅から　　　　　　　  約　4 ㎞　約 13 分

ＪＲ和歌山駅　中央口 1 番乗り場から

新手平経由海南藤白浜またはマリーナシティ、 

医大病院行き　　　「北出島」停留所　下車

南海和歌山市駅　５番乗り場から

ＪＲ和歌山駅新手平経由海南藤白浜、

マリーナシティ、医大病院、紀三井寺駅行き

「北出島」停留所　下車

ＪＲ和歌山駅から　　　　約 15 分

ＪＲ宮前駅から　　　　　約　7 分

５０分１００円（最初の 30 分は無料）

※21：00 ～翌 8：00（1 時間 40 分を越える場合）

　については 200 円

■収容台数
北駐車場　　  72 台

中央駐車場　388 台

南駐車場　　300 台

■料金

< 回数券 >

　100 円券（1 冊 11 枚綴り）　1,000 円

　200 円券（1 冊 11 枚綴り）　2,000 円

　500 円券（1 冊 11 枚綴り）　5,000 円

< プリペイドカード >

　3,000 円カード（3,300 円分）

　5,000 円カード（5,500 円分）

お得な回数券・プリペイドカード販売中

◇催事内容により
　大変混雑する場合が
　ございます。
　ご協力、ご理解の程
　よろしくお願い
　申し上げます。

和歌山市街方面へ

和歌山ビッグ愛・ビッグホエール・ビッグウエーブ案内図

和歌山

I.C
けやき通り

三年坂通り

国
体
道
路

阪
和
自
動
車
道

宮街道

和
歌
山
駅

宮
前
駅

近鉄百貨店

イズミヤ
プラザホープ
和歌山県勤労福祉館

東警察署

向陽高校

プラザホープ
和歌山県勤労福祉会館

宮前
小学校

あさひ

ケーズデンキ

コジマ

N

EW

S

和歌山ビッグホエール

和歌山ビッグウエーブ
武道・体育センター

多目的ホール

和歌山市手平 2 丁目 1-1

TEL.073-433-0035

FAX.073-433-4181

和歌山市手平 2 丁目 1-2

TEL.073-435-5200

FAX.073-435-5201

田中町
交差点

バス停
「北出島」

コジマ
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【年齢早見表】
　参加手続等に係る「年齢」の記載は、次のとおりとします。

年　齢 備　考

100 大正　６年 ４月２日 ～ 大正　７年 ４月１日 の間に生まれた人

99 大正　７年 ４月２日 ～ 大正　８年 ４月１日 の間に生まれた人

98 大正　８年 ４月２日 ～ 大正　９年 ４月１日 の間に生まれた人

97 大正　９年 ４月２日 ～ 大正１０年 ４月１日 の間に生まれた人

96 大正１０年 ４月２日 ～ 大正１１年 ４月１日 の間に生まれた人

95 大正１１年 ４月２日 ～ 大正１２年 ４月１日 の間に生まれた人

94 大正１２年 ４月２日 ～ 大正１３年 ４月１日 の間に生まれた人

93 大正１３年 ４月２日 ～ 大正１４年 ４月１日 の間に生まれた人

92 大正１４年 ４月２日 ～ 大正１５年 ４月１日 の間に生まれた人

91 大正１５年 ４月２日 ～ 昭和　２年 ４月１日 の間に生まれた人 大正１５年と昭和元年は同じ

90 昭和　２年 ４月２日 ～ 昭和　３年 ４月１日 の間に生まれた人

89 昭和　３年 ４月２日 ～ 昭和　４年 ４月１日 の間に生まれた人

88 昭和　４年 ４月２日 ～ 昭和　５年 ４月１日 の間に生まれた人

87 昭和　５年 ４月２日 ～ 昭和　６年 ４月１日 の間に生まれた人

86 昭和　６年 ４月２日 ～ 昭和　７年 ４月１日 の間に生まれた人

85 昭和　７年 ４月２日 ～ 昭和　８年 ４月１日 の間に生まれた人

84 昭和　８年 ４月２日 ～ 昭和　９年 ４月１日 の間に生まれた人

83 昭和　９年 ４月２日 ～ 昭和１０年 ４月１日 の間に生まれた人

82 昭和１０年 ４月２日 ～ 昭和１１年 ４月１日 の間に生まれた人

81 昭和１１年 ４月２日 ～ 昭和１２年 ４月１日 の間に生まれた人

80 昭和１２年 ４月２日 ～ 昭和１３年 ４月１日 の間に生まれた人

79 昭和１３年 ４月２日 ～ 昭和１４年 ４月１日 の間に生まれた人

78 昭和１４年 ４月２日 ～ 昭和１５年 ４月１日 の間に生まれた人

77 昭和１５年 ４月２日 ～ 昭和１６年 ４月１日 の間に生まれた人

76 昭和１６年 ４月２日 ～ 昭和１７年 ４月１日 の間に生まれた人

75 昭和１７年 ４月２日 ～ 昭和１８年 ４月１日 の間に生まれた人

74 昭和１８年 ４月２日 ～ 昭和１９年 ４月１日 の間に生まれた人

73 昭和１９年 ４月２日 ～ 昭和２０年 ４月１日 の間に生まれた人

72 昭和２０年 ４月２日 ～ 昭和２１年 ４月１日 の間に生まれた人

71 昭和２１年 ４月２日 ～ 昭和２２年 ４月１日 の間に生まれた人

70 昭和２２年 ４月２日 ～ 昭和２３年 ４月１日 の間に生まれた人

69 昭和２３年 ４月２日 ～ 昭和２４年 ４月１日 の間に生まれた人

68 昭和２４年 ４月２日 ～ 昭和２５年 ４月１日 の間に生まれた人

67 昭和２５年 ４月２日 ～ 昭和２６年 ４月１日 の間に生まれた人

66 昭和２６年 ４月２日 ～ 昭和２７年 ４月１日 の間に生まれた人

65 昭和２７年 ４月２日 ～ 昭和２８年 ４月１日 の間に生まれた人

64 昭和２８年 ４月２日 ～ 昭和２９年 ４月１日 の間に生まれた人

63 昭和２９年 ４月２日 ～ 昭和３０年 ４月１日 の間に生まれた人

62 昭和３０年 ４月２日 ～ 昭和３１年 ４月１日 の間に生まれた人

61 昭和３１年 ４月２日 ～ 昭和３２年 ４月１日 の間に生まれた人

60 昭和３２年 ４月２日 ～ 昭和３３年 ４月１日 の間に生まれた人

生　年　月　日



6

 健康マージャン ねんりんピックの部のみ

ねんりんピックの部

⼀般の部
承諾のサイン
は不要です

ねんりんピックの部

⼀般の部
承諾のサイン
は不要です

ふりがな 性  別

⽒  名 男 ・ ⼥

携帯 TEL

⾃宅 TEL

通 信 欄
※特に連絡がある

場合 記⼊

住  所

 〒      -

※ 後⽇ 参加通知を送付するため、住所は省略せず正確に記⼊して下さい

喜の国いきいき健康⻑寿祭 シルバー囲碁・将棋⼤会及び健康マージャン交流⼤会
< 兼：第３０回 全国健康福祉祭あきた⼤会 出場選⼿選考会 >

参 加 申 込 書
●本⼤会は、平成２９年９⽉９⽇(⼟)〜１２⽇(⽕)に秋⽥県で開催される『第３０回全国健康福祉祭
 あきた⼤会』出場者の選考を兼ねて実施するものです。
●本⼤会に申し込む際、全国健康福祉祭あきた⼤会 への出場権を得た場合に、全国健康福祉祭あきた
 ⼤会 に出場できない・しない場合は、上記のことをご理解いただき本⼤会への出場をお⽌めください。
 また、承諾の上 お申し込みいただく場合は、申込の該当記⼊欄へ 必ずご署名ください。

《誓約書》 第３０回 全国健康福祉祭あきた⼤会について承諾し参加申し込み致します
（囲碁・将棋⼤会の “ねんりんピックの部” 及び健康マージャン交流⼤会へ出場される⽅）

参 加 種 ⽬

※参加種⽬に
〇印をつけて
ください▶

囲 碁
 ※参加する部に〇印を

 つけてください▶

将 棋
※参加する部に〇印を

つけてください▶

⽣ 年 ⽉ ⽇
  ⼤ 正
  昭 和       年       ⽉       ⽇ ⽣（       歳）

※ 年齢は、年齢早⾒表により記⼊して下さい

社会福祉法⼈ 和歌⼭県社会福祉協議会 いきいき⻑寿社会センター
〒640-8545 和歌⼭市⼿平2丁⽬1-2 県⺠交流プラザ和歌⼭ビッグ愛7F

    TEL:：０７３－４３５－５２１４・ FAX：０７３－４３５－５２２１

※ ⼿話通訳や要約筆記等を希望される⽅は、その旨をご記⼊下さい

※ ＦＡＸで申し込む場合は、本会あて必ず着信確認をお願いします。
※ この申込書は、シルバー囲碁・将棋⼤会 及び 健康マージャン交流⼤会 の実施のみ使⽤します。
    他の⽬的に使⽤するものではありません。

*************************************** 申 込 先 ****************************************

ねんりん

ピック

出場承諾

のサイン

を

必ずご記

⼊くださ

申込先

郵送かFAX




