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一般社団法人ニューロン代表理事 池谷雄一 

／世界選手権三位 日本心理学会認定心理士 

初回の手続き 

① お申し込み：公式サイトまたは大井町校 03-6429-7949 

② 予約   ：年齢・経験・施設・日時・同伴の有無 

③ 来校   ：受講説明・会員登録・会員証発行 

④ 保護者承諾：同伴来校または電話確認 要署名 

⑤ お支払い ：受講費 1日1000円 ＋ 教科書 1000円 

２回目以降 

① 事前に保護者の承諾を得ること 

② 予約不要・各施設の開講時刻に来校 

③ 受付で会員証を提示・受講費1000円 

④ 開講時間内にて好きな時間だけ受講 

⑤ 受講後はすみやかに帰宅すること 

会員制カルチャー講座 受講コースと施設は担当講師が判定します 

麻雀はパズル・確率・心理戦といった様々な要素を盛り込んだ頭脳スポーツです。 

将棋や囲碁のような趣味として楽しむ麻雀は情操教育の機会としても優れています。 

当教室では麻雀を覚えて楽しむ機会を通じて主体的なコミュニケーション能力を育み 

子供たちが社会集団に適応できる“逞しさ”を身につけることを期待しています。 
 

決断力・・・自分の意思で速やかに決める・結果を受け入れる  

分析力・・・状況を的確に分析する・相手の戦略を推測する  

忍耐力・・・自分の思い通りにならない現実を受け止める  

礼儀作法・・相手への配慮は不可欠・身勝手は通用しない  

1997年 子供教室・子供大会・夏合宿 

1999年 会員が大学ＡＯ入試を麻雀で合格 

2000年 会員が最年少でプロ講師の資格取得 

2003年 神戸成徳小学校クラブ活動「麻雀」 

2004年 会員が選抜競技会で優勝 

2008年 卒業生が東大麻雀サークルを設立し 

    子供専用講座の運営協力 

2010年 駒場小学校クラブ活動「麻雀」 

2014年 会員が全国決勝大会で優勝 

2017年 登録会員数が1000名を突破 

2018年 大阪にて子供専用講座を開設 

2020年 メディア取材 年間13件 

2023年 名古屋にて子供専用講座を開設 

1999年 ＮＨＫラジオ 

2005年 ＮＨＫ教育 

2008年 東京ＭＸテレビ 五時に夢中 

2009年 ＮＨＫ総合 

      ゆうどきネットワーク 

2009年 千葉テレビ他 

         生島ヒロシの定年塾 

2010年 朝日新聞 

2011年 読売新聞 

2012年 朝日新聞 教育欄５回連載 

    千葉テレビ他 達人道 

2016年 テレビ東京 ソレダメ 

2017年 毎日新聞 教育欄 

2018年 日本テレビ ＮＥＷＳ 

    テレビ朝日 ＡＢＥＭＡ 

       ＮＨＫ－ＢＳ 

2019年 ＡＢＣ朝日放送 

    テレビ朝日 ＡＢＥＭＡ 

2020年 日本テレビ スッキリ 

       ＴＯＫＹＯ ＭＸ ＮＥＷＳ 

       読売小学生新聞 

2021年 ＮＨＫ総合 

     所さん!!大変ですよ!! 

       朝日新聞 

2022年 読売ＫＯＤＯＭＯ新聞 

       ＡＥＲＡ 

       週刊エコノミスト 

       テレビ西日本 報道ワイド 

       ＮＨＫ総合 

        阿佐ヶ谷アパートメント 

        ドキュメント72時間 
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一緒に楽しむ相手に敬意を 
対局内容や勝負にこだわる前に対局相手への敬意と礼儀作法を大切に。 

すべては挨拶から「よろしくお願いします」「ありがとうございました」 
 

ゲーム進行はスムーズに 
対局時間は「みんなの共有時間」自己中心的な使い方をしない。 

正しい手順でテンポ良く【ツモる ⇒ 捨てる ⇒ ツモった牌を手牌の中へ 】 
 

発声は正確にハッキリと 
麻雀は様々な行為を発声で判定するゲーム。無発声はルール違反。 
 

点数申告と点棒のやりとり 
点数のやりとりで困っていたら、お互いにわかる範囲で助け合いましょう。 

点棒のやりとりは少ない本数で済むように工夫しましょう。 

 ＜例＞ 3900点 → 5000点棒で支払う → おつりは1000点棒と100点棒 
 

負けた時こそ品位ある行動を 
麻雀は勝者の選択や幸運を称え、点棒でお祝いするゲーム。 

愚痴らない。ふて腐れない。勝った相手に嫌味を言って責めない。 

あがれなかった手牌を開いて解説（言い訳）をしない。 

ルールの確認や点数計算、トラブルの裁定など 

お困りの際は気軽にスタッフをお呼びください 

他人同士が卓を囲む場。お互いに気分よく 

楽しい時間を過ごせるように配慮ください 

６０分制 残り１０分の時点で予告します 

点数申告「役と点数」「リーチ、ピンフで２０００点です」 
 

２５０００点持ち／マイナスで終了（０点は続行） 

親のテンパイまたはアガリで連荘 
 

食いタンヤオ・あとづけ      あり 

一発･裏ドラ･カンドラ･カン裏ドラ  あり  

形式テンパイ・フリテンリーチ   あり 

役満の責任払い（大三元・大四喜） あり 

南４局のアガリやめ・テンパイやめ あり（１位の場合のみ） 
 

積み場３００点・２翻しばり    なし 

ダブルロン トリプルロン     なし（すべて頭ハネ） 

流し満貫 人和 食いかえ     なし 

途中流局（九種九牌・四風連打・四人リーチ・四カン）なし 

    成績一例 

「32000点の2位」 

持ち点 ＋7000点 

順位点 ＋5000点 

合計  ＋12000点 

    順位点 

１位  ＋10000点 

２位   ＋5000点 

３位   ▲5000点 

４位  ▲10000点 
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ニューロン麻雀スクール会員規約  一般社団法人ニューロン発⾏ 

2019年04月01⽇更新 

■会員登録 

1. 当校は会員制のカルチャースクールです。受講には会員登録が必要です。 

2. 会員登録の⼿続きは各校舎にて承ります。会員登録書へ「⽒名・電話・⽣年月⽇・住所」をご記⼊ください。 

3. 17歳以下の方(高校⽣は3年⽣の年度末まで)は保護者の同意が必要です。 

4. 本人確認や年齢確認のため、公的証明書や学⽣証をご提⽰いただく場合がございます。 

5. 会員登録費および年会費は無料です。登録に有効期限は設けておらず、更新費⽤等はかかりません。 

■会員登録をお断りする場合 

1. 当校の定める受講のルールやマナーに賛同、順守くださらない方。公衆道徳に反する言動をなされる方。 

2. 現在または過去に反社会的勢⼒に所属した方。会員登録後に判明した場合は直ちに退会処分とします。 

■会員証 

1. 会員登録時に発⾏します。紛失した場合は再発⾏します。 

2. 受講毎に各校舎の受付にてご提⽰ください。 

3. 他人に貸与または譲渡することはできません。 

4. 住所や電話番号などの登録情報に変更が⽣じた際は、本部または各校舎へお知らせください。 

■受講 

1. 事前のお申し込みは不要です。但し、定員越えが予想されるイベントや一部コースは予約制（予約優先）です。 

2. 受講費は受講後にお支払い頂きます。レッスンクラスでは指定教材として公式教本をご購⼊いただきます。 

3. 予約を取り消す場合は連絡ください。無連絡での予約不履⾏を複数回なされた場合、以降の予約は受付けません。 

4. 講座開始の約10分前より⼊室可能です。受講後はすみやかに退室ください。 

■休講 

1. 自然災害や講師の病欠、交通機関のストライキなどのため、やむを得ず休講することがあります。 

2. 上記以外の理由でも、講座内容や開講時刻を変更することがあります。 

3. いかなる事由でも、施設までの交通費などの損害は補償いたしません。 

■受講上の注意とお願い 

1. 他の会員への迷惑⾏為など、当校の方針にそぐわない言動が⾒受けられた場合、退会いただく場合がございます。 

2. 施設内の機材を故障や破損させた場合、弁償していただきます。 

3. 施設内での私物の盗難、破損、紛失については損害賠償の責任は負いません。 

4. 施設内での録⾳、撮影、物品販売、勧誘、営業⾏為は固くお断りします。 

5. 伝染病罹患もしくはその恐れがある場合は受講をご遠慮ください。他の会員への感染予防にご協⼒ください。 

6. 受講中に発⽣した急病、傷害についての責任は負いません。 

■個人情報保護 

1. 会員登録時に記⼊いただいた「⽒名・電話・⽣年月⽇・住所」は、当校からの連絡や内部資料として使⽤します。 

2. 個人情報を本人に無断で第三者に提供しません。ただし会員の⽣命に関わる緊急事態ではこの限りではありません。 
 

※本規約の内容は予告せずに変更することがあります。ご了承ください。 

※本規約の成⽴、効⼒、履⾏および解釈に関しては⽇本法が適⽤されるものとします。 
 

非営利型一般社団法人ニューロン事務局 

050-1037-5264 神奈川県川崎市川崎区砂⼦2-11-29-3F 
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設立1997年 提携146校 講師370名 

会員52500名 うち子供会員1757名 一般社団法人ニューロン 

ニューロン麻雀スクール専門施設 受講生の皆様へ 
 

  新型コロナ感染対策 ご協力のお願い 

弊社統括の会員制カルチャー麻雀教室では、下記の対策を徹底することで感染リスクを 

大幅に低減できると考えています。受講生の皆様とスタッフが認識を共有し、常に意識 

して取り組むことが大切です。みんなの麻雀教室を守るためにご協力をお願いします。 

 

入場制限 「発熱や喉の痛みなど、風邪の諸症状がある方、体調不良の方」および 

      「基礎疾病など、重症化が懸念される方」は入場をお断りします 
 

非接触型体温計 入室時に検温。37度以上で入室ＮＧ。 

手指消毒 受講の前後および休憩後に「手洗い」「消毒液での除菌」 

不織布マスク（推奨）正しく使用することで感染予防に効果。 

会話  おしゃべりは控えめに。大声は避けてください。 

飲み物 局の合間にマスクをずらしてお飲み下さい。 

 

常時換気（外気取入）一部施設で【除菌空気清浄機】を設置。 

麻雀卓シールド 飛沫抑止。隣接する座席の合間も遮断します。 

用具除菌 麻雀牌、麻雀卓、点棒、椅子、テーブル、ドアノブなど 

手指が接触する箇所を中心に、除菌清掃を定期的に行います。 

一部施設で【施設まるごと抗菌・抗ウイルス加工】を施しています。 

 

感染者が生じた場合 受講生およびスタッフが感染または濃厚接触者と判定された 

場合、一定期間の入場を不可とする等、厚生労働省のガイドラインに従って対処します。 

弊社麻雀教室は会員制であり、すべての受講歴を管理しております。もしも濃厚接触者の 

特定を要する事態に至った場合、「施設内に居合わせた人」「一緒に卓を囲んだ人」等の 

受講歴を活用し、受講生およびスタッフの安全を守るべく最大限の対応に努めます。 

 

 ニューロン麻雀スクールでは2020年6月より講座を順次再開 

 上記の感染対策のもと、再開後32ヶ月間で約35.4万人が受講 

 2022年末の時点で 教室内での感染報告はありません 
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対象は小学生・中学生・高校生（未就学児は要相談） 

施設ごとに受講許可が必要（事務局へご相談下さい） 

保護者の入室は送迎時のみ／受講中の付き添いは不可 
 

子供専用講座 初級・中級・経験者 

未経験者より／講師による指導 
 

大井町校 第１･３日曜 予約不要 初回のみ要予約 

 10:30– 11:30– 13:00– 14:00- 各60分 

大阪校   第３土曜   予約優先 

 10:00-12:30 13:30-16:00 各150分 入れ替え制 
 

一般講座受講 中級・経験者 

一般会員（大人）と一緒に対局する講座です 

ルールとマナーを習得し、自力で対局できる方 
 

大井町校   月-土   10:30-18:00  

川崎校    毎日   11:00-18:00 

蒲田校    毎日   10:30-18:00 

丸井溝口校  毎日   10:30-18:00  

町田校    毎日   10:30-18:00 

南大沢校   木曜以外 10:30-18:00 

赤羽校    毎日   10:00-18:00 

立川校    火木土  11:00-18:00 

太平通校   木金土日 10:00-18:00 
 

一般講座受講 経験者 

一般会員（大人）と一緒に対局する講座です 

ルールとマナーを習得し、スムーズに対局できる方 
 

船橋校  月水金土日 11:00-18:00 

錦糸町校  木曜以外 11:00-18:00 
 

子供大会ミニドラバンバン 
毎年７月 中級＆経験者コース対象 各種表彰 
 

天下一武道会 Ｕ-１８選抜 
毎年２月 入賞者限定 全国大会選考会 

 

主催 非営利型一般社団法人ニューロン 

概要 社会福祉事業／会員制カルチャー講座 

運営 ニューロン認定講師・ボランティアサポーター 

協力 マツオカ株式会社 関西マグネット他 

会場 カルチャー施設（麻雀店ではありません） 

入会金 なし  年会費 なし 
 

受講費  １日１０００円 

     フリードリンク付 
 

公式教科書   １０００円 

 入会時にご購入ください 

 ご家族ごとに１冊でＯＫ 


