
JCBL に入門して○○年になりま

す。一生ビギナーのつもりでした

が長生き??のお陰で名誉ある称号

を頂きました。歌舞伎・落語では

将来性を見越して襲名されるそう

ですが、私はまだこれから克己勉

励です。素晴らしいパートナーは

私のかけがいのない財産です。厳

しさはオーポーネントに叱咤激励

されなお一層のお引き立てをどう

ぞよろしくお願い致します。

第 42 号 2010年10月号

上記の方々のお祝いCCGが8月

25日（水）盛大に開かれました。

おめでとうございます！！

３人の方々からご挨拶を頂きました。

★文室 節子 様★ ★能登 恵子 様★

本日はお忙しい中、おいで頂き

ありがとうございます。

塵も積もれば･･･でライフマス

ターになりました。

これからもご贔屓によろしくお

願いいたします。

★ライフマスター★

能登 恵子 様

文室 節子 様

岡見 民子 様

私がブリッジを始めた当初、紳

士淑女の知的ゲームと教わりま

した。しばらくやってみると知

的どころかこれは勝ち負けのゲ

ームと感じるようになりまし

た。素敵なパートナー、先生方、

皆さま方のお陰でここまで続け

てこれました。本当にありがと

うございました。

★岡見 民子 様★



♥♥優勝ペア ♥♥

2010 年 9月 12日(日)第 27回細田杯が行われました。

90 ペアの参加者とともに細田衆議院議員も参加されて楽しく競技会が行われました。競技会終了後は細田衆議

院議員を囲んでの懇談会もあり、和やかな楽しい会になりました。

李 斌 様 應 暁寅 様

細田衆議院議員を囲んで!!

♥♥ﾌﾗｲﾄＡ優勝ペア ♥♥

10 日(日)にフライトＢ、11 日(祝)にフライトＡと 2 日間にわたって鎌倉市長杯が行われました。フライトＢは

106 ペア、フライトＡは 74 ペアの参加がありました。とび賞なども含めて沢山の賞品と秋の味覚たっぷりのお

弁当付きの競技会でした。大勢の方々に参加していただき盛大に行われました。

両 手

に 花

♪♪

2010年10月10日(日)11日(祝)に第13回鎌倉市長杯が行われました。

應暁寅 様 上田邦夫 様

♥♥ﾌﾗｲﾄ B優勝ペア ♥♥

深井美紀子 様 李斌 様 秋の味覚たっ

ぷりのお弁当



♠♥♦♣Thinking Bridge（初級編）♠♥♦♣
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♠: J7

♥: K642

♦: AQ83

♣: K104

♠: AK864 *NN ♠: Q953

♥: A87 W E ♥: 95

♦: 9 W E ♦: J2

♣:J975 *SS* ♣: Q8632

♠:102

♥: QJ102

♦: K107654

♣: A

Dealer:S

Vul:NonVul

OL: ♠K

♠♥♦♣どのように Defense しますか West の K のリードに East は 9 と

プレイしました。この East の 9 は♠のスーツを続けて欲しいと言ってま

すかそれとも♢へのスーツプリファランスでしょうか？ディフェンスの

プランは？その理由は？

まずディフェンスにおいてパートナーから受け取るメッセージは以下の

ように３つあります。

①Attitude signal=そのスーツに興味があるかないか知らせる。

②Count signal＝そのスーツの枚数を知らせる。

③Suit preference signal=パートナーにシフトして欲しいスーツを

知らせる。

この３つのメッセージはどのようにディフェンスするかの重要な助けに

なります。このメッセージにはルールがあり、もしシグナルが attitude

なのか count なのかどちらなのかと解釈される場合 attitude が優先され

ます。そして suit-preference signal はいつも優先順位は一番最後になり

ます。このハンドには winnig defense があります。トリックを失わない

ためのキーポイントはビッドにあります。パートナーはレイズしている

のでまず♠９はダブルトンではありません。上記のルールに従って♠９は

そのスーツに興味があることを示しています。つまり♠の Q を持ってい

ると伝えています。

※スーツプリファランスは通常はっきりとしたカードを出して示しま

す。もし East が♢にシフトして欲しいなら♠Q を play します。

※もし East が QJ5 と持っているのなら、Q を play するでしょう。この

Q は J を持っていることを示します。もし East に J が無いことが分

かるのなら♠Q はスーツプリファランスになります。このハンドはダミ

ーに J が見えるので♠Q は♢シフトを要求します。

上記のルールによって♠９は East が♠Q を持っていると伝えているのが

分かります。East には♠Q でハンドに入れるので、West は♠K の後それ

以上スペードは続けないで、♢にスイッチします。切り札の♡A を持って

いるので切り札をすぐに A で勝ち、♠８を play して East の♠Q に勝たせ、

♢をﾘｰﾄﾞしてもらいそれをラフしてコントラクトは１ダウンになります。

By Mike Lawrence 2007 年第 12 回 NEC 杯ﾃﾞｨﾘ―ﾌﾞﾘﾃﾝより

♠♥♦♣新しい Weekly Game のご案内♠♥♦♣

10 月から第 1・3 水曜日の午後にイーブンチャンスの CCG を

行っています。皆様のご参加をお待ちしています。

♠: Ｊ7

♥: Ｋ642

♦: AQ83

♣: K104

♠:AK864 *NN

♥:A87 W E

♦:9 W E

♣:J975 *SS*

Ｗ Ｎ Ｅ Ｓ

1♠ X ２♠ 4♡

ALL Pass

Dealer:S

Vul:NonVul

OL: ♠K

♠♥♦♣ 全体のハンド♠♥♦♣

シグナルの優先順位

①Attitude

②Count

③Suit preference

♠♥♦♣ テーマ ♠♥♦♣


