
本日

はありがとうございました。主人が

この場をお借りして皆さまにお礼

を言うべきだというのでご挨拶さ

せて頂きます。主人から誘ってもら

ったのがブリッジを始めたきっか

けです。それまでテニス・ゴルフな

ど体を使うことが好きで、頭を使う

趣味は持ってなかったのですが、ブ

リッジを始めて沢山の方々に遊ん

で頂いて感謝の気持ちでいっぱい

です。今年やっとやっと 300 になれ

ました。本当にありがとうございま

した。

第 39 号 2009年11月号

左記の方々の

お祝いCCGが

10月28日（水）

盛大に開かれ

ました。

おめでとうございます！！

代表して澤さま親家様からご挨拶を頂きました。

★ライフマスター★

鴨志田 久美子 様

三好 典子 様

澤 光代 様

播 由美代 様

親家 さち子 様

門屋 恭子 様

今日 H 本日は沢山

の方にお集まり頂きありがとうございま

した。28 年前に山村先生からブリッジの

お誘いを受け、その時にブリッジという

ものに興味を持ちました。ちょうどその

頃、池子の森を守る会の運動に参加した

のをきっかけに逗子市の市長になりブリ

ッジを始めるきっかけを逸してしまいま

した。それから大分経ってブリッジをや

っと始めることが出来ました。今こうし

てライフのお祝いをしていただいており

ますが、28 年前のあの頃に始めていたな

らばもっと頑張って威張っていられたの

ではないかなどと思っております。(笑!!)

澤光代様のご挨拶 親家さち子様のご挨拶



このハンドは 2002 年

Australian National Mixed Teams で実際プレイされたハンドです。

若いオーストラリア人のエクスパートの Keran Dyke は♦Lead をハ

ンドで勝ちトランプを刈り♠9 Q、West は♥8､K, A, East は Low♠を

リターンします。Dyke はラフして♣A で♥をディスカード、次に♣ラ

フ、♠ラフをし♣Q をプレイ、West が♣K をプレイしなければ♥をディ

スカードします。もし West が♣K をカバーしたら、ダミーでラフ、

その時 East が♣Jxx を持っているので♣J がドロップし、South の♣

の 10 が Extra Trick になります。♣10 で North の♥をディスカード

出きて、ルーザーは♠1,♥1 でコントラクトはメイクします。

♠♥♦♣Thinking Bridge（中級編）♠♥♦♣
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♠♥♦♣ビッドについて♠♥♦♣・ West のウィークジャンプオー

バーコールに North の 4♣は強い♦のサポートを示します。North は

Negative double をして South にペナルティーで流されたくはないの

でdoubleではなく4♣とキュービッドをして強さとスラムへの興味を

示します。South の５♣に対して North は Both ﾒｼﾞｬｰの A がないので

５♦とサインオフします。

ブリッジカレンダーより by Ron Klinger

♠♥♦♣競技会のご案内♠♥♦♣

12 月 23 日(祭)クリスマススイスチーム

去年から始まった競技会です。賞品を沢山ご用意してお

ります。沢山のご参加お待ちしております♪♪

♠: J1053

♥: KQ104

♦:Q8643

♣:

♠:AQ82 *NN ♠: K764

♥: 85 W E ♥: AJ93

♦: 7 W E ♦: 52

♣:K98643 *SS* ♣:J52

♠: 9

♥: 762

♦: AKJ109

♣: AQ107

Ｗ Ｎ Ｅ Ｓ

1♦

3♣ 4♣ P 5♣

Ｐ 5♦ All Pass

Dealer:S

Vul:Both

OL: ♦7

♥♥新刊のご案内 ♥♥

AQ10ｘとボイドまたはシングルトンガ向かい

合っていて、AQ10x の左側に K がありそうな場合まず A 次に Q と

プレイし右手に Jx、Jxx を持っているのを期待します。

♠♥♦♣プレイについて♠♥♦♣

♠♥♦♣♠要点♠♥♦♣

大船ブリッジセンター事務局長の齋藤陽子が

編集・校正した ACBL のブリッジシリーズが

発行されました。クラブ・ダイアモンド・ハ

ートに続くスペードシリーズです。とても実

用的な教本です。是非、ご購読下さい。

ﾉｰﾄランプシリーズは現在校正中！！

2009 年も残すところ後 1 ヶ月少しとなり

ました。1998 年から大船 News を発行し

始めて 12 年が経ちました。毎回色々なﾄﾋﾟ

ｯｸｽを考えて作っていますが、こんな話題

を載せて欲しい等ありましたら事務局ま

でご意見をお寄せ下さい。なお大会場に

12 年分の大船 News を閲覧用においてお

ります。是非、ご覧下さい。

◆◆ 年末は 12 月 28 日(月)セクショナル ◆◆

◆◆ 年始は 1月 4日(月) ◆◆



10 月 11 日（日）12 日(祝)と理事長杯が行なわれました。

10 月 11 日(日)ﾌﾗｲﾄ B・10 月 12 日(祝)ﾌﾗｲﾄ A と 2 日間に分けて理事長杯が行われました。それぞれに

84 ペア・64 ペアの参加があり商品も盛りだくさんでした。

ﾌﾗｲﾄ A 1 位

ﾌﾗｲﾄ B １位

ﾌﾗｲﾄ A ３位

ﾌﾗｲﾄ B ３位

上田邦夫 様 應暁寅 様

鈴木泰子 様 宮田章子 様

大塩啓子 様 柳田由美 様

佐藤早知子 様 門屋恭子 様

Board: 24
Dealer: West
Vul: None

S:65
H:KQ953
D:A752
C:K7

S:KQ109874 *NN* S:3
H:87 W E H:AJ10642
D:J8 W E D:96
C:54 *SS* C:J932

S:AJ2
H:
D:KQ1043
C:AQ1086

このハンドを持って何をビッドしますか？

West の３S ﾌﾟﾘｴﾝﾃｨﾌﾞﾋﾞｯﾄﾞに対して North はｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞを持っ

てますが、一人で 4H とﾋﾞｯﾄﾞできる H の内容ではないのでの Pass

をします。South は素晴しい minor を持っているので 4NT とﾋﾞｯﾄﾞ。

４NT は minors あるいは強い 2Suiter を示します。North は pass

E S W N をした中では素晴しい D のｻﾎﾟｰﾄと

3S P P 4NT ﾊｲｶｰﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ､C の K も良いので

P 6D P P 6D とﾋﾞｯﾄﾞします。

4NT=minors 6D をﾋﾞｯﾄﾞ&ﾒｲｸしているのは１ペア

※ だけでした。

面白いハンド

ﾌﾗｲﾄ A 2 位

ﾌﾗｲﾄ B 2 位

越美子 様 市橋美鈴 様

近藤京子 様 中西洋子 様

秋の味覚いっぱいの豪華

なお弁当付きでした。

このハンドは 11 月 14 日の大船スイスペア 1st セッションの 24 番ﾎﾞｰﾄﾞのハンドです。



♠♥♦♣ 大船ＢＣスタッフ紹介 ♠♥♦♣

名前 大西みどり 岡野智美 佐伯玲子 白銀もとみ

出身地 京都府 静岡県 東京都 京都府

ブリッジ歴 ５-6 年
ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞ 2 年

日本 3 年
２年 ５年

好きな芸能人 小栗旬 嵐 石川遼 特になし

趣味 茶道
ウオォーキング

愛犬との散歩

テニス・ゴルフ

ブリッジ

将棋

ブリッジ

尊敬する

ﾌﾞﾘｯｼﾞﾌﾟﾚｲﾔｰ
特になし 特になし 子野日陽子先生

ガロッツォ

ベラドンナ

大船 BC の

感想

皆さん親切で居心地

のよいセンターです。

色々な方と出会えて

とても楽しいです。

親切なスタッフの

先輩が沢山

わきあいあいと家庭

的な雰囲気で感じが

良くブリッジしやす

い感じがします。

快適です。

名前 田中真由美 堀友妃子 向山利衣子 渡邊啓

出身地 神奈川県 山口県 静岡県 宮城県

ブリッジ歴
ﾆｭｰﾖｰｸ 3 年

日本 1 年
４年 外地で 3-4 年

大学でﾌﾞﾘｯｼﾞ部に入

部してから

好きな芸能人 中居正広 特になし 浅野忠信 特になし

趣味 スカッシュ 旅行
食べ歩き

映画鑑賞
ペンシルパズル

尊敬する

ﾌﾞﾘｯｼﾞﾌﾟﾚｲﾔｰ
特になし

子野日陽子先生

井野正行先生
特になし

学生時代の

水上先輩

大船 BC の

感想

和やかで楽しい雰囲

気です。

やさしい方ばかりで

色々ご親切に教えて

いただいています。

とてもアットホーム

で皆さん親切にして

下さっています。

皆さん明るく仕事し

ていると思います。

最近、大船ブリッジセンターのスタッフの一員になった新しいスタッフです。まだまだ未熟な面もありますが

一所懸命頑張っております。スタッフ一同来年もより大船ブリッジセンターが良くなるように頑張っていきま

す。皆様のご支援よろしくお願いいたします。


