公益社団法人日本連珠社

平成 27 年度事業計画

平成２６年度から法人資格は【公益社団法人】です。日本連珠社理事長以下全理事・監事、事業推進補助役（参
与・相談役）
、全会員が公益事業促進への責任と自覚をもって取り組むべき姿勢に変更はありません。連珠の普及・
発展及び日本連珠社会員数増加施策に協力体制をとり、各委員会も委員長の職責においてさらに連携を密にして、
さらなる活性化を図りたいと思います。
公益社団法人として、連珠の普及・発展を図る実務面では、平成２７年度においても従来と同じ事業展開を地
道に実施して、公益社団法人として相応しい法人を目指します。
一方私たちに不慣れな事務・会計面では、ご承知の通り、既に公益社団法人事務等支援を外部専門業者に委託
しています。外部専門業者のアドバイスに沿って、日本連珠社が目指す【連珠の普及・発展】に邁進していきた
いと思います。
平成２７年度に開催が予定されている海外棋戦は、第 14 回連珠世界選手権戦（於：ロシア国・ウラジミール州
スーズダリ、平成 27 年８月２日～13 日開催予定）です。積極的に代表選手と役員などの選手団を派遣して、限ら
れた原資・助力ですが、有効に活かして、連珠の国際普及と国際親善に役立てたいと思います。
国内においては、各地域の連珠会が日本連珠社の業務委託を受けて、各支部会員や連珠公認指導員の支援の下、
高齢者や児童をはじめ一般の方々に地域に根付いた【連珠の普及・発展】活動を展開しています。東日本大震災
の影響が多方面に亘りまだまだ色濃く残っていますが、南東北地域の連珠普及活動も漸進しはじめています。日
本連珠社会員が先頭に立って南東北地方の連珠活動を支援して、一日も早い本格的な復興を願うばかりです。
こうした情況下で、ホームページやプレスリリースの情報更新も漸次行なわれ、会員の【公益】を自覚した普
及活動や各地域連珠会への【公益】に対する意識づけをさらに盛んにしていきたいと思います。連珠公認指導員
や各支局・支部は有望新人の発掘を継続して心がけて正会員・準会員（購読権者）増に努め、夫々の隣接地域の
連珠会と協働して連珠の普及・発展に寄与する地道な活動を行ないたいと思います。同時に日本連珠社が【公益
目的事業】を積極的に推進している裏付けとして、老人施設、障害者や児童対象の普及活動報告を機関誌『連珠
世界』へ投稿されることを望みます。
平成２７年度も引き続き、連珠普及活動を支局・支部と友好関係にある≪地域に密着した連珠会≫
に≪連珠普及業務の委託≫を実施し、より公益事業目的活動を推進したい。
ＲＩＦ連珠開局規定に関しては、ルール提唱国（者）は未だに「ルールブック」を整備作成する気配もなく、
不毛で非建設的な異論を提唱することに終始しており、ルールの一本化は進展する可能性が見えない現状に陥っ
ている状態が続いています。岡部理事がトップ棋士対象にアンケートした結果、異句同義で「半永久的なルール
に早く一本化して欲しい」とのことでした。現在日本連珠社の方針は、
【①試験期間の延長、②開局規定提案条件
の規定化】であり、平成２７年８月に連珠世界選手権戦期間中に開催予定のＲＩＦ会議で公式に強く提案訴求し
たいところです。３年前から国際委員会からＲＩＦへ英訳「ルールブック」をＲＩＦホームページへ掲載するこ
とを要望しているところですが、未だに掲載されておらず、再度強い働きかけをしたいと思います。

具体的な事業計画は次の通り。▲印やアンダーラインの項はとくにご精読ください。
（１）第５３期名人戦 … １,０００千円
△名人位決定戦挑戦手合い５番勝負 … ２５０千円
原則として平成２７年１０月～１２月にかけての５日実施する。
第１局・第２局仮日程は、10 月 10 日(土)～11 日(日)（東京都内予定）です。機関誌等で後日公示する。
△同 名人位挑戦者決定リーグ（略称：Ａ級リーグ）戦 … ６００千円
平成２７年９月 20 日(日)～22 日(火･祝日)、於：静岡県浜松市中区ホテル米久
◎第５３期Ａ級リーグ代表選手対局参加料（選手負担金額）…１２,０００円/１人とする。
▲同 一次、二次予選 … １５万円、予選会場費・運営諸費用→支局・支部会計から費用負担
名人戦運営委員長が文書で委嘱任命した各地運営責任者に【会場確保と運営実務】を委ねる。
Ａ級出場者の決定を７月中とする。

（２）機関誌『連珠世界』の定期発行 … ２,９００千円（郵送費・荷造包装費・表紙制作費等含む）
△毎月１日の定期発行を守り、年１２回発行する。
△普及目的のために、寄稿された〔普及活動報告〕
、
〔普及施策〕や〔入門講座〕などを掲載する。
▲一般読者が【公益活動】と認識しやすい記事（児童対象・老人会での活動報告や政府公告）を掲載する。

△時機に応じた適切な情報を適宜、提供するように努める。
△普及の具体的施策を寄稿してもらい、機関紙で公開する。
△発行費予算が逼迫しているため、機関誌ページ数目標を毎号４６ページ平均とする。
△昨年度に引き続き、
【指定寄付：機関誌発行支援】を募り、機関誌の安定発行に資する。

（３）本部と各支局・支部活動の継続 … 本部主催棋戦２００千円、委託費２５０千円（支部後援棋戦含む）
▲従来の支局・支部主催棋戦 ⇒ 誰でも参加できる公益事業であるため、地域に密着した連珠会と【所定の
覚え書】等を交わして【連珠普及業務の委託】を相互協力して推進する。
▲各支部は地域の連珠会等との連携を密にして、各棋戦・例会・初心者講座などを通して、連珠の普及・発
展とともに日本連珠社組織の拡大に努める。＊主な棋戦は次の通り｡
主な棋戦とは、優勝者などに昇入段権が付与される日本連珠社が認定した棋戦・大会であり、【昇入段規
定】に掲載されている棋戦のこと。基本的には結果を理事メールにて速やかに報告することが求められる。
▲「第 11 期全日本連珠選手権戦＝愛称‐珠王戦：第 11 回連珠チーム世界戦代表選考国内予選」
、
「中段戦」
、
「マスターズ連珠王座決定戦」
、「全国通信戦大会」
、以上本部主催棋戦
「名人戦支局・支部予選」
、
「青森県名人戦」
、
「青森県選手権戦」
、
「東北選手権戦」
、
「関東連珠帝王戦」
、
「関
東選手権戦」
、
「三上杯」
、
「彗星決定戦」
、
「新鋭トーナメント戦」
、
「あすなろ杯争奪戦」
、
「東海選手権戦」
、
「青雲戦」
、
「双竜戦」、
「関西選手権戦」
、
「クラス別京都大会」
、
「登龍門戦」
、
「中国四国大会（仮称）…予
定」
、
「中四国新人王戦」
、
「九州連珠選手権大会」
、
「九州新人王戦」
、
「九州アマ王座戦」
、
「九州支局内支部
例会」
、以上支局・支部と地域連珠会併催棋戦

（４）各地区の連珠会と会員などへの支援強化 … 本部から普及資料等配布５０千円(郵送料含む)
支局・支部主催棋戦 ⇒ 地域連珠会が費用負担
△本会会員のリーダーや連珠公認指導員の下に、各地区で連珠会が組織され、競技会・例会や各種の指導が
行なわれている。これらを支援し、きめ細かい施策を取り入れ、組織の活性化を図り普及促進する。
▲支援する主な各地の連珠会は次の通り。(ホームページ全国連珠会案内などより抜粋)
印 ⇒委託先
「青森連珠会」、
「南東北支部仙台教室」
、
「福島連珠会」
、
「東京連珠会」
、
「城西連珠会」
、
「磯部連珠教室」
、
「東京都区児
童館連珠教室」、
「浜松連珠会」
、
「東海連珠会」
、
「近江八幡連珠会」、
「関西連珠会」
、
「京都連珠会」、
「阪神連珠会」
、
「門
真連珠会」
、「広島連珠会」
、「九州連珠会」、
「福岡連珠会」
、「佐賀連珠会」
、「葉隠連珠会」、
「熊本連珠会」

※上記以外でも、公益に資する継続した普及活動をしている方や地域連珠会からの支援要請に対応する。

（５）積極的な国際交流 … ２５０千円
△本年度も、
【国際交流援助募金】を募り前述の第 14 回連珠世界選手権戦へ積極的に選手団を派遣する。正
会員（特別会員・家族正会員を含む）を対象として旅費補助金を給付する。
※日本代表選手の世界戦参加費は、選手個人が負担する。
※補助金額は３段階とし、国内予選成績でＡＴ出場決定者に６万円／１人、国内予選成績でＱＴ出場決定
者２名に３万円／１人、またＱＴ出場個人権利者に２万円／１人、総額２５万円程度とする。国内予選
で出場辞退者が出た場合には順次繰り下げて補助金権利を付与する。
※いずれの補助金額も情勢変更による変更は理事長に一任する。

（６）ホームページの充実 … ５０千円（一部ＨＰ管理費）
△「ホームページ」の内容についてはメディア委員会の管理の下充実度は高くなっている。公益社団法人へ
の移行認定された日本連珠社にとっては、所轄官庁内閣府総務省他各省庁の法人情報開示指導、公益法人
改革法及び政府のＩＴ政策によって不可欠になっていることもあり、特に不特定の連珠愛好者に連珠の事
業を広報し、理解を深める。

（７）新聞、図書、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネットなどによる普及活動
… ３０千円＋支局・支部経費
△広報委員会が中心となり、これらの機関に対して積極的に老人施設や児童館・学校などでの公益事業活動
のアピールを続けるとともに、継続したプレスリリース情報を提供する。
△特に公益事業活動、名人位決定戦、Ａ級リーグ戦、国際戦情報は、積極的に情報を提供する。
▲連珠技ではない『日本連珠社のＰＲ紙』を、将来の国際戦の国内開催も視野に入れて、企業や公共団体に
具体的支援を訴求していく。

（８）全国通信戦などの開催 … １０千円
△諸事情で実戦機会に恵まれない連珠愛好者のため、年２回の通信戦を継続して開催する。

△ネット連珠は既存の各サイトで対局が可能であり、個人情報把握が困難なネット利用者の個人情報管理が
現時点では困難であるため、当分は開発を見合わせる。

（９）詰連珠による昇入段制度の継続 … ２０千円
△諸事情で実戦機会に恵まれない連珠愛好者のため、
「詰連珠新題」
、
「天狗道場」、
「特別昇入段テスト」など
を機関誌で継続出題する。
△詰連珠出題や解答者の表彰も公益事業目的にかなっているので、
（８）全国通信戦の活性化も視野に入れな
がら、詰連珠通信戦委員会活動を推進していく。

（10）参考書・ルールブックなどの発行 … ２０千円
△平成２１年度全会員に配布された『新ルールブック』を、非会員の希望者には公益事業の一環として無料
（郵送料実費）で提供することを継続する。
△連珠の普及発展には参考書などの発行は欠かせないので、予算的に可能な範囲で積極的に取り組む。著作
権問題に留意しながら、過去出版の連珠図書の『別刷り』を発行する。
△日本連珠サービス発行の『はじめての連珠④』や『詰連珠 100 連発』も初心者普及に適しているので、本
部経費で購入頒布する。また各地区の連珠会で購入し活用するよう働きかける。

（11）臨機応変な施策の推進 … １００千円
△急激な時代の変化に対応するため、当初の計画にとらわれない弾力的な運営を心がけ、解決すべき案件な
どを着実に一つ一つ実行する。指定寄附による女流棋戦の継続などを実施する。
※【女流棋士育成基金…コード０２０１４】の残高は、平成２７年２月現在で約１０万円。

（12）高齢化社会への積極的な対応 … 地域連珠会が費用負担
△高齢化社会に対応し、重要な公益事業推進の一環として、老人クラブ等に積極的に働きかけ、社会のニー
ズに応えていく。

（13）会員増員計画推進運動の継続
△ＩＴ環境が整うにつれ非会員でも簡単に棋譜や定石が入手できるようになり、非会員のままで推移する
珠友が激増している。「ファーストステップ③連珠」の発注は年間１０件程度で減少し、その中から会
員になる人は殆どいない状況にある。連珠仲間で非会員の方に公益事業目的を説明し、積極的に会員（正
会員または準会員）になるよう勧奨していく必要がある。
▲各地の連珠会参加者増が会員増に直結する傾向はある。会員でネット連珠に参加可能な人は、懇意な対
局相手に各地の連珠会を紹介して参加を勧めるなどの全国展開を図って欲しい。

（14）「連珠・公認指導員」制度の活動 … ４０千円
△職務分掌の普及推進担当理事（丸田氏・千木良氏）が中心になって、連珠公認指導員を活用した普及推進
活動具体施策の立案と早期実施と活用を望む。
△連珠公認指導員や会員とくに有段者が各ネット連珠でも積極的に指導することを期待する。

（15）特別表彰制度 … ３０千円
△特別表彰制度内規（理事会議決）に沿って、平成２６年度特別表彰者を表彰する。
※特別表彰制度として、下記３条件のいずれかを満たした者を理事会で審議決定した。
（１）新聞、雑誌等に５年以上、詰め連珠や連珠関連のニュースの提供、図書の出版をされた方（公益性
が著しく高い）
（２）連珠の普及に継続して貢献された方（公益性が相当高い）
（３）国際交流に貢献された方（公益性が高い）

※候補者氏名と表彰理由 …… 定時会員総会直前の理事会で決議した表彰者氏名と表彰理由を
発表報告いたします。
特別表彰対象者の了解を得る作業は事務局から行います。
①
氏(
都道府県) … 理由
②
氏(
都道府県) … 理由
（16）その他 … ５０千円
△諸事情で実戦機会に恵まれない連珠愛好者のために「段級位認定問題」の配布など、きめ細やかな活動を
続けます。

