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2017 新年のご挨拶 

 

 

 

 

 

 

2016 年も沢山の会員様にご

参加頂き本当にありがとうござい

ました。昨年末、ようやく東久留米の新設会場も準備が整い、開場に

至る事が出来ました。開場の構想より一年以上を有しましたが、開店は私の夢で

はなく、成すべき通過点であり、ようやくそのスタートラインに立てたと考えておりま

す。これから、いきいき健康マージャンクラブの発展、多店舗展開による雇用の拡

充、麻雀界の概念を覆した楽しみ方、趣味・憩いの場としての役割に留まらない健

康サポート、世代間交流を通じての社会貢献、子供たちへの社会的教育ツールと

しての確立という夢に向かい、一歩、一歩実現に向けて歩んで行く所存です。 

至らない点、気配りの行き届かない点も多々あるかと存じますが、皆様からのご

支援、ご指導ご鞭撻を賜りたく、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 2016 まさに神ってた！オープン初日の精鋭会  

私事ですが、2017 年より 12 年周期の最深部、大殺界周期へと入って参ります。

今後 3 年は辛抱、試練の期間と覚悟しておりますが、その為何としても 2016 年内

での東久留米店オープンを目指しておりました。そして去る 12 月 5

日（月）やや強引ではありましたが、準備 90％という状況ながら、

精鋭会をオープン日として新会場お披露目にこぎつけられた事は

幸いでした。ちなみに高島易断本暦によれば、この 12 月 5 日は開

店には最良の日とされております。 

さて記念すべき当日の精鋭会、私は縁起良く起家スタート。中盤に差し掛かった

所、愚形役なしながら、テンパイ。ドラ「⑨ﾋﾟﾝ」 ［私の手牌↓］ 

yyiovbnaasxcv u 
 

しかし北家の三宅先生が序盤から 中、白の仕掛け ［三宅先生の手牌↓］ 

9999999 555p777p 
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大三元の可能性もある三元牌、２副露（２面子鳴いているの意味）の相手に対し

てリーチを打ってはいけない！と教室では皆さんにお教えしていますが、ここは開

戦初っ端の親番、しかも既に発は 1 枚場に切れていたので、敢えて強気、と②ピン

に手を掛け、リーチを打ちました。 

ところが、その3巡後、まんまと最後の1 枚の発を引き、捨て牌すると、三宅先生

から力のこもった倒牌で「ロン！３２，０００点です！」の声。 

私は心の中で、「やってしまった～。この新会場の行く末を暗示するかのようで、

縁起悪い…。」と感じ、完全に意気消沈（苦笑）。 

その後も振り込み続け、南 1 局の親番を迎えた時点でマイナス 3 万点（汗）。もう

失うものは何もない、ただひたすらテンパイを目指しリーチをかけるのみ、と考えて

いた所、トップ目の三宅先生から再びリーチが入ります。わずかながらトップ目から

直撃のチャンス、光明が見えた気がしました。 

その時の私の手はドラ３の一向聴。今更オリる理由はないので、強気一辺倒で、

暗槓をするとまさかの暗槓牌が槓ドラとなり、この時点でドラ７。そしてテンパイまで

こぎつけ、４索を捨て、追っかけリーチ！（表ドラ「西」、槓ドラ「⑥ﾋﾟﾝ」） 

iiasvvb333 c` 9hh9 
 

トップ目からの直撃はなりませんでしたが、2 巡後、運よく辺張の「③ﾋﾟﾝ」をツ

モ！親の倍満 24,000 点でなんとかマイナス 9,000 点まで挽回。 

結局この 1 回戦目は三宅先生の圧勝、私はマイナス点ながら、かろうじて３着に

浮上。しかし優勝が絶望的なのはおろか、陥落危機である事に変わりない状況で

2 回戦目へ。 

2 回戦目はツイていない者同士、最後尾卓での対局。これを 4 万点の 2 着でな

んとか乗り切り、3 回戦目は 4 番卓へ浮上。ここから奇跡が起こる。 
 

南 2 局、38,000 点持ち 2 着目で迎えた親番 配牌がこんな感じ↓ ドラ「③ﾋﾟﾝ」  

ajqeycb1223447 
この配牌を見てまず思いつくのが国士無双、しかし私は風牌の重なりから四喜

和の可能性を見る。とりあえず第一打、⑦ﾋﾟﾝ。すると次巡「西」をツモ。打ち「六萬」。

そして下家の捨てた「南」をすかさずポン！で 打ち①ﾋﾟﾝ 

qecb133447 222p 
小四喜は、風牌で 3 面子と１将頭作る必要があり、他に 1 面子が必要になる、 

大抵は風牌 3 面子と残り 1 面子が先に出来て、風牌の頭待ちになる事が多い。  
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それを想定すると、余分な牌は早急に処理し、風牌以外の残りの 1 面子を早めに

決めておきたい。上の私の手牌、残り1面子は「マンズ」か「ソーズ」の選択だが、カ

ン 4 ソーより カン二萬 の方が鳴きやすい。だから私はソーズをはらっていくつもり

だった。ところが、ここからあっさり、カン 4 ソーをツモれたので、打ち三萬。 

qcvb133447 222p 
続いてオタ風牌の「北」が鳴けて打ち「一萬」。 

cvb1337 444p222p 
早めに「西」を鳴き、「東」単騎で構えたい、ここでもし「中」

をツモってしまったら、どうしたものか… と考えていると、 

次巡想定外の「東」をあっさりツモ！ 

「中」を捨て、小四喜テンパイ。 

そして同巡、対面から出た「東」でロン！ 
 

ツイていました。もし先に「西」をポンさせられたら、「東」は

警戒され、ツモ期待のみで、アガリ目は薄かったでしょう。 

その後も連荘し、3 回戦目は 9 万点オーバーで１番卓へ。 

4 回戦目も 6 万点のトップを取る事が出来、最終戦は 1 万

点の 3 着ながら、辛うじて逃げ切り、記念すべきオープン日の精鋭会で、まさかの

逆転優勝を果たす事が出来ました。 
 

長い間、麻将の対局に接してきましたが、開始早々役満を振り込み、その後役

満を和了って、優勝するという、これほどのドラマ（自分で言うのも何ですが）に遭

遇した事は、過去一度も記憶がありません。これぞ、まさに神ってる～！ 
 

冗談抜きに、今回ばかりは自分の実力とは全く無関係の不思議な

力を感じずにはいられませんでした。きっと神様が導いてくれたのだ

とただただ感謝。余談ですが、私には〔まさかのまさたか（名前）〕 と

いうありがたいあだ名があります（笑）。役満を振り込んだ直後の思

いは払しょくされ、お陰様で最高の船出となりました。 
 

皆様にも当クラブで、素晴らしいドラマを沢山起こし

て、良い思い出を沢山作って頂きたいと願っており

ます。多くの皆様と新会場でお会い出来る事を楽し

みにしております。 
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 ＜本年度からの変更点【重要】＞   

2017 年、東久留米新会場開始に伴い全会場統一の幾つか大きな変更点がござ

います。こちらの内容は別紙【号外】にて記載 しておりますので、各人ご確認頂き

ますようお願い申し上げます。 
 

 ＜年賀状をお送り頂いた皆様へ＞   

ご丁寧に新年のご挨拶、本当にありがとうございます。いきいき健

康マージャンクラブからの年賀状は、前年宣言していた通り、本年度

より本紙をもってのご挨拶に代えさせて頂く事にしておりましたので、

返信出来ずに大変申し訳ありませんが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。 
 

 ＜2016 年下半期の募金＞   下半期 ご参加総数 4,589 名様 

お一人様ご参加につき 5円を慈善団体へ寄付しております。 

下半期分 国連 UNHCR 協会へ ￥２３，０００円募金致しました。 

ご参加ありがとうございます。 
 

 ＜11 月・12 月の役満＞   2016 年度役満カウント 137 人 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ＜さりげなく編集後記＞  最近の新聞は 2か月に 1回が精一杯となっ

てきましたが、2017年は月間成績とクイズ面だけは何とか毎月お渡し出来る

ように頑張ろうと思います。成績表はしばらく中断致します。年間の成績は

順次お渡ししたいと考えております。こんなわがままな私をどうかお許し願

います。※ご自身の総合成績はいつでもご覧頂く事が可能です。 
 

東久留米 12 件 

石神井 5 件 

世田谷 4 件 

土支田 4 件 

精鋭会 4 件 

合計 29 件 

東久留米の佐藤浩一さん 

わずか１副露での大四喜ロン！ 

超レア役満和了達成！ 

おめでとうございます。 

土支田の山本和子さん 

長い当クラブの歴史で 

わずか 2 名しか成し得ていない 

超レア役満、清老頭 達成！ 

おめでとうございます。 
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 優 勝 準優勝 第３位 

東久留米 一般 井上 裕二 四段 鈴木 賢一 初段 前田 好雄 四段 

東 教室 or 女性 渡辺 智志 菱沼 恭子 山中 由貴子 

石神井 松倉 哲夫 四段 池田 道彦 佐藤 恵子 

世田谷 石村 宏昭 木村 初実 津国 健次郎 

土支田 川村 光 弐段 若杉 市江 草野 美佐子 

精鋭会 第 19 節 岩松 俊雄 四段 松倉 哲夫 四段 前田 好雄 四段 

精鋭会 第 20 節 井上 学 四段 岡澤 良一 五段 三宅 桜 LP 

※リーグ優勝３ｐｔｓ、準優勝２ｐｔｓ、第３位１ｐｔ進呈  優勝者は一日ご招待（精鋭会・大会除く） 

 

 

 優 勝 準優勝 第３位 

東久留米 一般 井上 裕二 四段 井上 芳治 前田 好雄 四段 

東 教室 or 女性 佐藤 史子 岩﨑 規子 和田 佳子 

石神井 松倉 哲夫 四段 高井 一陽 弐段 山本 圭造 

世田谷 菅原 誠一 柳 美代 井村 博 

土支田 若杉 市江 山﨑 信司 弐段 三森 礼子 

精鋭会 第 21 節 佐川 正高 LP 綿貫 正男 初段 松倉 哲夫 四段 

精鋭会 第 22 節 佐藤 喜三郎 四段 三宅 桜 LP 森川 良夫 参段 

※リーグ優勝３ｐｔｓ、準優勝２ｐｔｓ、第３位１ｐｔ進呈  優勝者は一日ご招待（精鋭会・大会除く） 

 

 ＜1 月の昇段者＞  ※1 月 1 日付け 
 

【弐段昇段】 若杉忠男  綿貫正男 小町英二 

【初段昇段】 若杉市江  菅原誠一  井村 博  石村宏昭  池田道彦 

 

 

 

 

＜2016 年 11 月度 月間アワード＞  

＜2016 年 12 月度 月間アワード＞  
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Ｔｒｙするだけで１ｐｔ 全問正解で３ｐｔｓ お付けします！期限は次号発行日まで

（義務ではありません。解答は次号に掲載）。奮ってチャレンジ下さい！  

※一発勝負、再提出はなしでお願いします！ 
 

＜問題＞  手役・手牌推理 （今回はちょっと難しいかも（汗！）） 
 

【問１】  子の門前で二面待ちテンパイしています。それぞれの出アガリ（ロン）が 

1,000 点、5,200 点の牌姿を考えて下さい。リーチはしていません。 
 

【問２】 東場の親番です。「東」と「八萬」の双ポン待ちでテンパイしています。 

リーチはかけていません。「東」でも「八」でも出アガリ（ロン）が可能で、 

共に２ハンのアガリです。この時、「東」より「八」でロンした方が、点数が 

高くなる牌姿を考えて下さい。    難易度 LV 3.5~4.0 （5 段階中） 
 

世田谷会場 小町 英二さん 出題 
 

※マンズ＝漢数字、ピンズ＝○数字、ソーズ＝アラビア数字で表記して下さい 

（表記例） ⇒ 一二三１２３７８９①②③東東 
 

 

※解答は下記解答用紙か、他の紙で提出しても大丈夫です 

※クイズ随時募集中 完全採用５ｐｔｓ 断片採用３ｐｔｓ差し上げます 

 

 

 

＜解答用紙＞   お名前：               ※未記入は０pt 

 

問 1 牌姿                          

問 2 牌姿                          

 
 

 

切り取り線 

世田谷の小町さん → 

ラス前？起死回生の国士無双ロン！ 

掲載理由はなんちゅうお顔！ 

そういう事です（(笑) 
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＜前号 麻将クイズと解答＞  

＜問題＞  手役・手牌推理 （多面待ちに慣れる） 

【問１】 アガれば、必ずラッキー牌でのアガリとなる特定の日と役の組み合わせが 

あります。特定の日とは末尾何の日で、役は何かを答えて下さい。 
 

【問２】 テンパイしていますが、手の中のどの牌も全てアガリ牌となっています。 

どの様な牌姿でしょうか。2 つ考えて下さい。 

※ 牌姿は不要、役名でお答え下さい。 
 

【問３】 役満をアガリましたが、4 種類の牌しか使われていません。 

さて、どの様な牌姿でしょうか。※牌姿を記載してお答え下さい。 

 （難易度 B／A~E） 
 

 

＜解答＞  ※解答例 黄色背景が解答牌です 

（問 1）末尾「0」の日 役：字一色 
（問 2）国士無双 13面待ち、純正九連宝燈 

（問 3）緑一色  

xcv66 XcvCxvVxc  
 

＜解 説＞ 挑戦者数 23 名 完全正解 13 名  完全正答率 57％  
 

今回はかなりのサービス問題でしたが、問 3 の 4 種類の牌をマンズ、

ピンズ、ソーズ、字牌の4種類と間違えられた方が多くいまし

た。それだと、何でも可になってしまいますので（汗）。 

 

＜2016 年 12 月末 世界ランキング＞ 
 

※ 精鋭会出場権は全体人数の 10分の 1位以内の方、 

及び有段者に与えられます（一度出場されれば以後出場権は継続されます） 
 

※ 世界 R を上げるコツは… ↗ ↗ ↗ 

 世界ランキングは各会場の月間リーグ戦及び大会成績にて得られるポイント

（WP）を元に決まっています。故にランキングを上げるコツは 得られるポイントの

31 位以下は各会場にて 

ご覧ください 
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高いリーグで規定回数を満たす事や月間リーグ戦とは別にポイントが得られる大

会へ出場する事です。 ※取得ポイントは 1 年で消滅します。 

 

 

今月 先月 会場 氏名 獲得P

1 3 ↑ 東久留米 前田 好雄 750

2 1 ↓ 東久留米 松倉 哲夫 729 ◆ 世界ランキングとは…

3 4 ↑ 東久留米 佐藤 喜三郎 712 月間リーグと大会の

4 2 ↓ 東久留米 荻野 清士 710 結果をポイントに換算、

5 6 ↑ 東久留米 宮崎 英美 665 反映するシステム

6 7 ↑ 東久留米 井上 学 657

7 5 ↓ 東久留米 岡澤 良一 647 ◆ ポイント付加条件

8 16 ↑ 土支田 飯出 健久 600 月間ランキング入り

9 8 ↓ 土支田 川村 光 594 もしくは大会出場し

10 8 ↓ 東久留米 井上 裕二 591 順位に応じて付加

11 16 ↑ 東久留米 高井 一陽 573

12 13 ↑ 講　師 三宅 桜 557 ◆ ポイント定義（倍率）

13 14 ↑ 東久留米 厚見 孟 555 精鋭会 3.0倍

14 10 ↓ 東久留米 谷口 隆一 548 一般 1.5倍

15 12 ↓ 東久留米 岩松 俊雄 546 教室 1.0倍

16 15 ↓ 東久留米 鈴木 賢一 546 大会 1.5倍

17 11 ↓ 東久留米 木村 清治 545 教室大会 1.0倍

18 19 ↑ 石神井 池田 道彦 483 　※ 2015年～現在

19 18 ↓ 世田谷 小町 英二 480 　※ 大会以外は月間毎

20 22 ↑ 石神井 佐藤 恵子 479

21 21 → 土支田 若杉 忠男 470

22 20 ↓ 東久留米 斉藤 正昭 470 （例） 　精鋭会（20名参加）

23 23 → 東久留米 鈴木 一光 455 　　　　　　　　で10位の場合

24 24 → 講　師 佐川 正高 446 （20名-10位+1）pts×3倍

25 26 ↑ 東久留米 綿貫 正男 440  ＝ 33 pts 獲得

26 35 ↑ 東久留米 勝田 博 431

27 30 ↑ 東久留米 佐藤 史子 430 （例） 教室大会（32名参加）

28 34 ↑ 東久留米 岡﨑 健 425 　　　　　　　　で10位の場合

29 27 ↓ 東久留米 佐藤 大輔 383 （32名-10位+1）pts×1倍

30 28 ↓ 東久留米 平井 雄一郎 382  ＝ 23 pts 獲得

IKMC 健康麻将ツアー 世界ランキング

ツアーランカー  総勢－　2016年12月末時点　－

173 名

精鋭会 新規出場権

獲得ボーダー


