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当クラブをご利用の会員様、いつもご参加ありがとうございます。
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東家 だった方 → 同じ卓の
同じ卓の 南家 へ移動
南家 だった方 → 前の卓の
の卓の 西家 へ移動
（例：4 番卓→3 番卓 3 番未使用なら 2 番以前へ…）
西家 だった方 → 同じ卓の
同じ卓の 北家 へ移動
北家 だった方 → 次の卓の 東家 へ移動
（例：4 番卓→5 番卓 5 番未使用なら 6 番以降へ…）

今年は新型コロナウイルスにより辛い思いをされた方々も多いと拝察し、

※ 全員 起家マークを起点に 毎回 東→南→西→北 と動いていきます

その方々に心よりお見舞い申し上げます。当クラブも厳しい状況が続いて

※ 1 回戦毎にお 2 人ずつ入れ替わる事になります（右図は移動例）

おりますが、皆様のご支援のおかげで、現在も運営が続けられている事に
感謝申し上げます。今後も皆様のお心の拠り所となれるよう、尽力して参りますの

３、変更理由
３、変更理由
◆ 一般の部の成績をより平等な条件で集計する為

で、宜しくお願い申し上げます。
今年も残り 1 ヵ月となりました。今回は幾つか皆様に重要なお知らせが重なりま

※ 店舗になる前は東久留米一般も移動会場同様、成績順に卓組みをしていました

したので、以前発行していた NEWS 臨時号としてお知らせ致します。ご確認の程、

◆ 一般と教室の部 の区分けをより明確に行う為

宜しくお願い申し上げます。

◆ 全卓一括進行により個々の卓でのタイマー操作が不要となる

＜お知らせ①＞ 東久留米 一般の部をご利用の皆様へ
来年度（12/22 火）より 一般の部の対局方法を変更致します

＜一般の部＞
一般の部＞ ➡ 大会形式を採用 対局相手をランダムにする事で、
限りなく平等な条件で、リーグ戦成績を反映させ実践的
な対局をお楽しみ頂くコース（成績重視の実戦コース）
＜教室の部＞ ➡ お好きなお相手、お仲間と楽しく対局しながら、

１、新方式
１、新方式 ＝ 大会形式を採用

ご要望に応じ講師からのアドバイス等で麻将スキルの

リーグ戦成績対象を前後半 各 3 回戦（1 日 6 回戦）とし、

上達を目指すコース（レベルに応じて楽しい対局

次の時間帯で対局メンバーチェンジを行います（１ゲーム目安５５分）

もしくは スキルアップを重視するコース）

1 回戦

～1
10:5
14:3
0:50 ／ ～1
4:30

2 回戦

～1
11:50
15:30
1:50 ／ ～1

3 回戦

～12:50 ／ ～16:30

４、変更による注意点
◆ランダム対戦の為、
ランダム対戦の為、1
ランダム対戦の為、1 回戦目以外は対局者をお選び頂けません
回戦目以外は対局者をお選び頂けません

◆ 1 回戦目はこれまで通り、お好きな卓をお選び頂けます
◆ 4 人揃い次第、対局を開始していただけます

※ 特定の方との対局をご希望の場合は
4 名様での貸卓利用 もしくは 教室へのご参加 をお願いします

◆ 箱割れ続行 ルールに変更となります（赤ドラは無し）
◆ 上記時間内に対局が終了した場合、同卓、同メンバーで別ゲームの対局
が可能ですが、リーグ戦集計対象にはならず、幻のトップ賞 扱いに
なります（ラッキー牌などのポイントは付きます）

◆一般 貸卓（セット）でのご利用
当クラブ一般リーグ戦対象外です

但し健康麻将ルールでご利用頂く

場合、土曜オープン戦 にはご参加頂けます
その他は従来通りとなります
ご不明点等は最寄りのスタッフまでお気軽にお尋ね下さいませ

２、上記時間毎に
２、上記時間毎に 次の通り ご移動頂きます
◆ 起家マーク位置は 1 日完全固定 で、これまでの周り親は廃止します。
※ご移動頂くので 3 時間の内で 同じ荘家・散家になる事はありません

◆ 1 回戦、2 回戦 終了後 次の通り ご移動頂きます
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※ 強打の癖が抜けない方、怒りっぽい方、指摘に関してふてくされてしまう方、

＜お知らせ②＞ 全会場の皆様へ

その他のマナーに問題を抱えている方には来年度以降の精鋭会はご遠慮頂きます

2020 年 12 月 21 日より
＜お知らせ④＞ 大会エントリーについて

ポイントカードが変更となります
2020 年 12 月 21 日(月)（2021 年度リー

LINE でお申込み頂くと大変便利です

グ戦開始日）以降に発行するポイントカー

大会はお申込み先着順となっておりますが、お電話より SNS を利用したお申込

ドを刷新させて頂きます。カードが３つ折

みが簡単で時系列を確認出来、確実に順番通りご案内出来ますので、是非 LINE

りとなり６０ポイント満了となります。現

のご利用をおススメしております。LINE の登録方法は

在還元率が７％近くあり、消費税と合わせ、

①下の QR コードを読み込み

実質売上の約 2 割が実入りの収入にならず

②いきいき健康マージャンクラブを友達登録

厳しい運営が続いている状

③最後にお名前をお知らせ下さい（LINE アカウント名がニックネームの場合、どなたか

況ですので、この様な時期に

認識できない為）

大変申し訳ありませんが、ご理解頂ければ幸いです。

※ 会場で直接
会場で直接お申込みされる場合は
直接お申込みされる場合は 必ずエントリー番号の発行を受けて下さい。
番号発行されるまでエントリーは完了しておりませんのでご注意下さい。

＜お知らせ③＞ 精鋭会へご参加の皆様へ

※ 翌々月のスケジュールは毎月２０日～1 週間以内で発表しております

2021 年度の出場権は改めて個々にお知らせ致します
精鋭会は技術ばかりでなく、マナーにおいても当クラブ最高峰のリーグ戦
技術ばかりでなく、マナーにおいても当クラブ最高峰のリーグ戦
と位置付けておりますが、残念ながら、出場条件に見合っていないのでは？と
いうご不満の声を頻繁に耳にしております。これまでは、出来るだけ多くの皆
様にお楽しみ頂きたいと考え、注意に留めて参りましたが、このままでは、実

発表後 Twitter で呟くので、Twitter をフォロー頂けるとリアルタイムにスケジュー
ル発表がご確認頂けます 是非 Twitter フォローも宜しくお願い申し上げます

＜トピックス＞ 新型コロナこの冬がヤマ場！？
今年の 2 月から申し上げていますが、とにかく飛沫感染、エアロゾル

質精鋭会ルールはマナー面や対局速度においてあって無いものとなり、一般

感染に細心の注意を払って下さい。特にマスクをせず話す方の傍には絶対寄らな

や他の大会との区別がつかなくなり、質を損ねていく事が懸念される為、大変

い事です。吐き出す息すらもらわない意識が必要です。時々外食をすると、複数人

申し訳ありませんが、2021 年度の出場権利については改めて出場条件を再考

で店に入ってくる方々が、マスクをして入ってくるのは良いものの、結局マスクを外

の上、条件を満たされる方にのみ個々にお声をかけさせて頂きます。

して普通に会話をしています。ご友人やご家族が安全と思いこまない事です。むし

また出場権利が得られても、年度の途中で出場条件を満たせなくなった場
合は一旦出場を見送らせて頂く場合がある事も予めご了承願います。

ろ最も接点の多い家庭内感染のリスクが高いのです。ご友人やご家族に対してま
でマスクをしないと話さない、なんて出来ない！という方もいると思いますが、外出
機会が多い同居人がいる家庭はリスクが高い、という事を認識されるべきです。

＜2021 年度精鋭会 出場条件＞

幸い、健康麻将で感染者が出た事例はこれまで報告を受けておりません。油断

１、当クラブ段位を有する（技量の優れた方）
２、全般的に速やかなゲーム進行（50 分以内で半荘終了）が可能な方
３、ツモ動作から捨て牌まで基本５秒以内
ツモ動作から捨て牌まで基本５秒以内 が可能な方

せず、しっかりと予防意識を持ち、この冬を共に無事に乗り切りましょう！！
発⾏︓いきいき健康マージャンクラブ 代表 佐川 正高

４、発声が出来る方
発声が出来る方
５、同卓者からの指摘（特に無発声）に対し、快く耳を傾けて下さる（怒らない）方
６、マナー優良な方
マナー優良な方

＜LINE＞

＜HP＞

東久留⽶会場︓042-479-4234 ／ 移動会場︓090-5320-7299
E-mail︓ik2kmc@gmail.com
ご連絡は 便利で確実な LINE アプリ を是非ご活用下さい →
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