2020.2.1 改変 つばさん健康麻将の会

県央地区

エンジョイ健康マージャン大会

開催要項

1. 開催趣旨
健康マージャンとは、健全な頭脳スポーツとして、
「健康づくり・仲間づくり・生きがいづくり」や「地域コ
ミュニティ活性化」
「多世代間交流」などを目的に全国各地で開催されているマージャンのことです。
当会でも、昨年より主にシニア層を対象とした健康マージャン普及活動を行っておりますが、愛好者が順調
に増えていることから、競技者同志の交流や、上達へのモチベーション向上を図る為、初心者や幅広い年齢
層が安心して参加できる大会を企画いたしました。
2. 開催予定日
令和２年３月１５日（日）
受付開始

９：２０～

ルール説明

９：３０～１０：００

１回目対局 １０：１０～１１：２０ ２回目対局 １１：３０～１２：４０
昼休み（約 50 分 昼食は各自で準備下さい）
３回目対局 １３：３０～１４：４０
表彰式

１４：５０～１５：００（集計量により多少終了時間が遅れる恐れあり）

3. 開催場所
燕市中央公民館 西棟３階 小ホール（〒959－1262 燕市水道町 1-3-28）
「水道の塔」が目印です。
4. 募集人数
３２人（最大８卓）
5. 参加費
参加費として１人 1000 円を当日徴収します。
（お釣り無しで準備下さい）
なお、参加費は全て会場費・通信費及びボランティア交通費等に使用します。
6. 主催者
まーじゃん

つばさん健康麻 将 の会(https://echigo-kmj.com/)
主に県央地区にて勤務する薬剤師等の医療関係者中心に運営する団体です。健康マージャンを通した地域福
祉活動を行っています。
7. 参加資格
健康マージャンの基本的なルール・マナー・役を習得している者。年齢、性別は問いません。
なお、点数計算については、簡易計算方式（符計算なし）で行いますので、点数計算の知識がない方でも不
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安なく参加できます。一部卓にはボランティアスタッフも加わり、初心者をサポート致します。
また、呼吸器疾患等の持病をお持ちの方や未成年者も安心して参加できるよう、伏流煙防止の観点から原則
喫煙習慣のある方の参加はご遠慮頂いておりますのでご了承ください。
8. 大会ルール
①アリアリルール（クイタン後付けアリ）
、一発・裏ドラ・カンドラ・カン裏アリのルールがベース
② 符計算無し （下記表参照）
③ 暗カンは１つで＋１翻 明カンは２つで＋１翻（ただしアガリ役ではない）
④ チートイツは２翻

なお、詳細なルールについては、別紙の競技規定を参照ください。
9. マナーについて
別紙の競技規定を参照して頂き、お互い気持ち良くプレイできるように心掛けて下さい。なお、悪質なマナ
ー違反を繰り返される場合は退場して頂きますのでご了承ください。また、当会で定めるルール・マナーに
賛同できない場合は、参加はお控え下さい。
10. 競技方法
（１）東南まわしの半荘戦を３回行う。１半荘の対局時間を７０分とし制限時間に到達した局の終了をもっ
て終了とする。
（２）３半荘（３回の対局）の合計得点を競う。
（３）組み合わせは主催者が行う。場所決め親決めは行わない。
（４）服装は自由とするが、サングラス・帽子の着用は認めない。
ただし、疾患等の特別な事情がある場合はその限りではありません。
11. 表彰（予定）
成績上位者には表彰致します。なお、健康マージャンの趣旨から、成績に応じて豪華な賞品等を提供するこ
とはありません。
12. 申込み方法
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申込み方法は２方法より選択できます。
①電話問合せ⇒資料を自宅郵送、大会要項確認後、必要事項を記入した申込み用紙を事務局宛てに郵送
②ホームページ（HP）経由⇒HP 上で大会要項を確認後、HP 上から申込み
なお、トラブルを避けるため、電話のみでの申し込みは今回受け付けません。
13. 練習会について
他地域・他団体からの参加者も見込まれますが、当日のルールやマナーの相違やトラブルを避ける為、開催
前に練習会も数回実施する予定です。
決定している練習会(1/13 現在)
令和２年３月７日（土）１３：３０頃～１７：００

燕市中央公民館 小ホール

当日は、大会同一ルールで練習会を行います。（運営費として５百円程度徴収予定）
その他にも、土日をメインに練習日を設ける予定です。
マージャンレベルに関わらず、ルールに慣れるために一度は参加されることを推奨します。
14. 広報における掲載について
当大会は、つばめ広報 2/1 号「みんなの掲示板」に掲載予定です。
15. 個人情報の取り扱い
参加メンバーの締切・確定後、ホームページ上に組合せ表を掲載する予定です。この場合個人情報取り扱い
に配慮し、参加者の苗字まで掲載します。同じ苗字の方が複数いる場合は、佐藤 T（例：佐藤太郎）等と表
記します。また、当日配布する組合せ表にはフルネームにて掲載されます。
16. その他
・当日は、競技中の写真など、撮影した写真等を広報（ホームページ、ポスター、チラシ等）に使用する場
合がございますので、あらかじめご了承ください。

17. 当大会における事務局・お問合せ先
つばさん健康麻将の会(https://echigo-kmj.com/) 事務局 050-3743-8560 (鎌田)
なお、電話でのお問合せは PM７時～９時の間が対応しやすいです。留守電の場合もあり。
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令和２年３月１５日

県央地区エンジョイ健康マージャン大会

競技規定

プレイ上のマナー・注意点
1. 当大会参加者のマージャン経験は様々です。皆さんが気持ち良く参加できるように「自分に厳しく、人に優
しく」を心がけましょう 。特に上級者は、初心者を温かく迎える気持ちを忘れないで下さい。
2. 対局の開始時及び終了時は挨拶を行って下さい。
3. 山積みは牌を完全裏返しで、親が中心で混ぜ、全ての牌が裏返しの状態で親が積み始めたら子も積み始めま
しょう。
4. 「ポン」
「チー」
「カン」
「リーチ」
「ツモ」
「ロン」の発声は明確に行いましょう 。
5. 「ポン」
「チー」
「カン」を行う順序は①発声②牌の開示③取牌・卓の右へ置く④打牌、の順序を徹底して下
さい。
（初心者が混乱しないように当大会では、発声・開示後、すぐに打牌を行う行為は控えて下さい）
6. 「ポン」
「カン」は「チー」に優先します。（但し、取牌後のポン・カンは慎んで下さい）
7. 「先ヅモ」、
「牌」を強く叩きつけることは厳に慎んで下さい。
8. 捨て牌は六枚切りにし、呼称せずに捨てて下さい。
9. 手牌は常に立てておき、アガッた時は牌を見易く並べてから倒しましょう。
10. 点棒の受け渡しが終わるまでは手牌と牌山を崩さないようにし、
「点棒の受け渡し」は、静かに丁寧にしまし
ょう 。
11. 他のプレイヤーが不快になるような言動や態度には十分注意してください。（いわゆる口三味線や和了後の
解説、立て肘、足組など）
12. ツモから捨て牌までは１０秒以内（できれば５秒以内）を心掛けて下さい。長考を要する場合は「すみませ
ん」等、一声かけてください。
13. なお、ルールやマナーに関しては、プレイヤー同士で直接指摘せず、審判を呼んで下さい。

ルール
初心者参加 OK,時間制限ありの競技の為、ルール解釈のトラブルがおこらず、更にゲームが早く進行できるよう
なルールに設定しています。
1. 喰いタンアリ・後付けアリのアリアリルールです。
（アガッた瞬間に１翻あればよい）
2. ワンパイ（王牌）は常に 14 枚残し（嶺上開花と海底ツモは複合しない）
3. サイコロは使用せず、親の対面の牌山を 14 枚残して開門し開始する。
（全てサイコロ出目７設定）
4. 東南戦、3 万点持ち。
5. 順位点を加減算（1 位は＋1 万点、2 位は＋5 千点。3 位は－5 千点、4 位は－1 万点）
なお、同点の場合は年長者を上位とする。
6. 南３局終了時、もしくは時間制限で最終局と思われる場合は、各自点数申告を行う。
（1 回のみ、30 秒以内
に行って下さい）
7. 持ち点がマイナスでも続行。千点以下でもリーチできる。（持ち点がマイナスになった場合は審判を呼んで
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ください）
8. 形式テンパイあり（自分が待ち牌を全て使っているときは無効）
9. ノーテンは場３千点。積み場はなし。
10. 連荘は、東場・南場それぞれで親アガリ時 1 回のみとする（親の流局テンパイや、親が 2 回連続アガっても
連荘せず、親は移動する。なおオーラス時の親のアガリやめ無し）
11. 喰い替えあり（２３４から１をチーし打４や、白をポンして打白できる）
12. 途中流局なし（九種倒牌、四風連打、四人リーチ、四槓子等）、流し満貫なし。
13. アガリ者は常に一人（同時アガリは頭ハネ）
14. 役満の特例はなし（ダブル役満の倍点数や国士無双のフリテン特例など）
15. 役満のパオ（責任払い）は大三元３フーロ、大四喜の４フーロ目をポンもしくはカンさせた時とし、ツモは
全額、ロンは半額払い
16. ローカルルールは全てなし（人和[レンホー]、十三不塔･大車輪･三連刻･カン振り･二翻しばりなどは採用し
ない）
17. 暗カン･明カンを問わず、カンが成立した時点でドラを公開する

リーチ
1. フリテンリーチはツモアガリのみ
2. リーチ後のツモ牌選択あり（高め選択など。フリテンリーチになる）
3. 一発、裏ドラ、カンドラ、カン裏ドラあり
4. 当大会ではリーチ後のカンは無しとする（各自プレイしている環境でルールが様々の為）
5. ノーテンリーチは流局時チョンボとなる
6. ツモ番は無くてもリーチできる

点数計算について
1. 当大会は初心者でも安心して参加できるように、符計算なしの簡易計算ルールを採用しています
2. 翻数（役数）に基づいた計算方法です。

3. ピンフ（平和）ツモは２翻扱いです。
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4. 暗カンは１つで＋１翻 明カンは２つで＋１翻とします。
（ただしアガリ役ではない）
5. チートイツ（七対子）は２翻扱いです。
6. アガッた人は、最初に役を指折りしながら発声し、次に総翻数、点数を発声してください。
7. ツモの場合は（子・親）の順で支払額を伝えて下さい。
（例：３００点、５００点）
8. 「ゴットー」
「ゴミ」
「ワンツー」といった略称・俗称は使用しないでください。

罰則（チョンボ・アガリ放棄）
1. 誤ツモ・誤ロンなどで手牌を倒してしまうなど、ゲーム続行不能にした場合は、親・子に関わらず 2 千点ず
つ残りの 3 人に支払い（チョンボ）、その局をもう一度やり直す （リーチ棒等の供託は出した人に戻す）
2. 誤ツモ、誤ロンで手牌を倒す前の場合はアガリ放棄とし、そのままゲームを続行する。アガリ放棄の場合、
その後ポン・チー・カンはできず、流局時はノーテン扱いとする。
3. 発声したポン・チー・カンができない場合（誤発声）もアガリ放棄とし、そのままゲームを続行する。
4. 但し「チー」あるいは「ポン」と言ってしまったが本当はロンだった、という「ポン→ロン」あるいは「チ
ー→ロン」のケースはそのアガリを認める。
5. なお、チョンボ・アガリ放棄等の裁定は、必ず審判を呼んで下さい。
（追記）
・ルールについては、練習会等の状況を鑑み、当日変更する場合がありますのでご了承ください。
・特に「親の連荘（連チャン）
」については、練習会での進行スピードにより、
「連荘なし」になる可能性があり
ます。
（1/22 追記）
・
「自分たちの知っているルールと違う」
「サイコロを使わないのはおかしい」など、今回のルールに違和感を抱
く方もいるかもしれません。しかしながら当大会は「初心者でも参加できる大会」づくりが重要なテーマになっ
ており、様々なレベルのプレイヤー同士でもスムーズに進行することに配慮したルール設定になっています。ご
理解の程よろしくお願いいたします。
・また、当大会のルールに賛同できない方は、残念ですが参加をご遠慮下さい。

以上
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令和２年 3/15（日曜）健康マージャン大会（燕市）申込書
記入の上、同封の返信封筒で 3/1 までに投函してください。
お名前（ふりがな）
生年月日・性別

（西暦）

住所

新潟県

連絡先

自宅

年

月

日（

歳）

男・女

携帯

E-mail
該当する項目に
チェック

□ルールを一通り学んだが、ゲーム経験は少なくゆっくりだと思う
□経験はあるが、ペースがゆっくりな人とも楽しめる
□経験は長い方で、ある程度経験のある人とやりたい

希望者はチェック

□経験が少なく、サポートスタッフと同卓を希望
□3/7(土)練習会に参加を希望

以下の内容は、参加する上で重要な確認事項になります。一つでもチェックが抜けていると参加エ
ントリーできない場合がありますので、しっかり内容を確認・チェックして下さい。

大会趣旨について理解しました（初心者も参加できる大会です） □理解した
初心者に対しても寛容に接することに同意します

□同意します

大会マナーの注意点・ルールについて理解しました

□理解した

符計算なし・簡易点数計算方法について理解しました

□理解した

組合せ表として、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに苗字・当日資料に氏名が掲載されます

各自の責任における万全な健康管理のもとで参加して下さい
記入日・記入者署名：令和２年

月

日

□同意します
□同意します

署名

なお、記入頂いた個人情報に関しては、健康マージャン活動以外に使用することはありません。
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