
今日は多くの方にご参加頂きありがとうご

ざいました。ブリッジを始めたのは、山村

教室で教わったからです。会社でラバーブ

リッジを楽しんでいたせいか、その癖が抜

けず点がないのに欲張りすぎてしまいがち

です。こうして 300 点になったことが夢の

ようです。始めて 10 余年、これからどこま

でポイントが増えるのか？シルバーライフ

マスターなんて夢のまた夢！でもこれから

も楽しく頑張りますので、皆様よろしくお

願いいたします。

第 38 号 2009 年 9 月号

左記の方々のお祝

いCCGが8月26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 2人の方々からご挨拶を頂きました。

★野村一信様★ ★飯田喜和子様★

30 年前、主人の転勤に伴い香港に駐在した

時に習い始めて夢中になり、1 ヶ月間休まず

練習した記録がある程です。駐在当時に 300

点になるとライフマスターと知り、遥か遠

い夢のように思った頃もありました。海外

駐在ではブリッジを通して現地の方々と交

流が出来たことが大きな収穫だと思ってお

ります。ブリッジをするにはパートナーが

不可欠です。みな様にご一緒して頂いて、

今の私があると心から感謝しております。

ありがとうございました。

★ライフマスター★

野村 一信 様

向平 律子 様

★シニアライフマスター★

中村 澄代 様

桜井 英吾 様

三好 翠子 様

★シルバーライフマスター★

飯田 喜和子 様



♠♥♦♣Thinking Bridge（上級編）♠♥♦♣
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♠♥♦♣ プレイについて♠♥♦♣

♠♥♦♣どのように Playしますか♠♥♦♣ コントラクトは South の４♠です。

W のテイクアウトダブルとオープニングリードから♥A を持っています。

♥2 つマイナースーツに 4 つのルーザーがありそうです。どうプレイしま

すか？

ブリッジマスターより

South は♣エクストラバリューがあり

ますがダミーの♥や♦をディスカードしてもルーザーは消えません。West

のディストリビューションが分かった時 South がGame を作ることが出

来る正しいテクニックがあります。

プレイのテクニック

① South は West のトランプリードをハンドで勝ちます。トランプを 2

回刈ります。次に♣A を飛ばしにいきます。

② West は♣A を 2 回目に取り、損のないように♣をリターンして South

のハンドに入れます。

③ ここで重要なのが South は次に♦2 をダミーの♦Q に向かってリード

します。South は West に“Morton’s Fork Coup”(ﾓｰﾄﾝｽﾞﾌｫｰｸクー)

を実行します。

④ もし、West が♦A をすぐに取ったならダミーの♦Q で♥を South から

ディスカードできます。

⑤ West が♦A をダックしたなら、ダミーの♦Q が取れ、South は♠でハン

ドに戻り最後の♣10をプレイしてダミーの♦3をディスカードします。

⑥ South は♦K で West にエグジット(入れ込み)します。

⑦ West はエンドプレイにかかります。ラフアンドディスカードをリー

ドするか♥A をリードするかになってしまいます。

⑧ どちらのケースも South は♥が 1 ルーザーで済み、コントラクトはメ

イクします。

※ Morton’s Fork Coup

上記のプレイの様にもしディフェンダーが A をダックしたなら、他のスーツ

でルーザーをディスカードでき、またもし A を直ぐに取ったならそのスーツ

のウィーナーでルーザーをディスカードできるような2つの方法でトリック

を増やせるようなテクニックです。

♠♥♦♣新しい講習会ご案内♠♥♦♣

10 月からの初めての方対象の講習会が

始 ま り ま す 。 体 験教 室を 9/15( 火 )

9/29(火)に実施します。お友達・ご家族に

ご紹介下さい 10 月からの講習会は入門

3(月)ビッド編 入門 1(火)ミニブリッジ

入門 5(木)実践編です。詳細は事務局ま

でお問い合わせ下さい。
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♠♥♦♣ 全体のハンド♠♥♦♣

♠♥♦♣担当理事のご案内 ♠♥♦♣

広報 ：山村 競技会：伊達
講習会：関谷 規則 ：服部
安全防犯：野村 事務局：齋藤

大船ブリッジセンター発展のため
上記の活動に関して担当理事が決
まりました。ご意見・ご要望があり
ましたら、ご記名の上事務局までお
申し出下さい。


