
 

日本棋院関西総本部はその日、熱気に包まれていた。 

受付で、解説会の費用５００円を支払い（安いな～）、中へ入ると会場は囲碁ファン

であふれかえっていた。席が無くて一番後ろで立ち見している、かなみさんが瞬時に 

見つけ声をかけてきた。囲碁イベントごとに全国どこにでも飛んでいく日本一エネル 

ギッシュな女性囲碁ファンである。 

「あら。よう会うね（笑）。この後出番あるん？」 

「ちゃう。遊びにきた。ちゃんとお金払ってん（笑）」 

大阪に行くと、私はエセ関西人になりすまし、変な関西弁をしゃべりたがる。隣で 

立って見ていると、解説の小松大樹さんと、佃亜紀子さんが気付いて、壇上に呼びこま

れた。「パッション（番組）観てるよ～」拍手で迎えられた。関西人はいつでもあたた

かい。 

「井山さん、離婚してから負け知らずやな～」「そろそろパッションの解説、お父 

さん（小松九段）辞めて、イケ面息子（大樹）に代わってくれへんかな？」 

言いたいことを言いながら、会場のファンと一体になって井山さんの応援をした。 

しばらく解説会を引っかきまわすと満足し、先に失礼した。夜は大阪の DIS 交流会 

１周年記念イベントがあり、会場の心斎橋囲碁サロンへ向かう。到着と同時に、井山 

さんの七冠が決まり、みんなで手を叩いて喜んだ。七冠達成の歴史的瞬間と、主宰の 

イベントが重なって、こんなにうれしいことはない。京都、和歌山、わざわざ東京から

も遊びに来てくれた仲間と夜遅くまで、井山さんの偉業について語り合った。 

帰りの新幹線で新聞の記事を読みあさる。いっぺんに全紙買ったのは人生で初めて

や。読むうちに「偉いな～。ほんまに偉いな～」と目頭が熱くなった。 

 

まるで大阪のおばちゃんやな。。。井山さん、ほんまにおめでとう。 

そして、ありがとう。                     稲葉禄子 
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イベントご案内 

★ ３(火・祝） GO！GO！囲碁大会 11:00～17:00 
★ ８(日) 白友会 10:00～17:00 
★ ２１(土) オープンデー 13:00～18:00 
★ ２１(土)     サタデー交流会 13:00～17:00 
★ ２９(日)       白江会     10:00～17:00 



★ １５周年記念囲碁クッキーができました ★ 
 

        DIS15 周年記念にあわせて、囲碁クッキーを作りました！4 月 2 日 

の１５周年記念パーティーにお越しいただいた方々にお配りした 

記念品ですが、好評につき、この度販売することとなりました！ 

おみやげにも最適です（^-^） 

1,000 円（税込）で販売中です。期間限定品ですので、この機会に 

お一つどうぞ。                  （川崎 亜弥） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

ダイヤモンド囲碁サロン（ＤＩＳ） 
営業時間 平日１０：３０～２２：００（２１：００までにご入場下さい） 

【有楽町線「麹町駅」３番出口直結】 

TEL/FAX ０３－３２６３－０６２０ 
URL  http:// www.dis15.com 

E-mail info@dis15.com  

                                ★ 夏の屋久島・伊予・尾道クルーズ ★ 
 

優雅な洋上の旅、「ぱしふぃっくびいなす」でご一緒しませんか？ 

日本初の世界自然遺産に登録された屋久島、風光明媚な八幡浜（愛媛県）、坂道と猫の

町尾道（広島県）をめぐるクルージングツアーです。屋久島に上陸するまでは囲碁三昧！ 

白江治彦八段、万波奈穂三段、奥田あや三段、稲葉禄子が同行いたします。囲碁をされな

い方も楽しめるのがクルージングのいいところ。ご家族、ご友人と一緒に船旅を満喫しま

しょう。7 月１１日（月）～16 日（土）横浜発神戸着。詳細は受付にお尋ねください。 

               （桝 由美） 

サロン通信 

★ 新入社員の小野孝蘭です ★ 
 

４月 1 日より新しい社員・小野孝蘭（おのこうらん）が働いています。元院生、学習

院大学卒業。卒業後、一般企業に就職いたしましたが、囲碁界に戻ってまいりました。

月に数回ほど指導碁に入っておりますので、ぜひ挑戦してみてください。「わかりやすい

指導を心がけていますのでどうぞよろしくお願いします」（小野） 

                          （梅木 大輔） 
 

★ GO！GO！囲碁大会 ★ 
 

間もなく GW に突入しますね。今年は大型連休になる方も多いのではないでしょうか。

さて、ご予定はもう決まりましたか？行楽地も旅行も大混雑！そんなときは、DIS で 

楽しく囲碁を打ちましょう！！ 

毎年恒例、GO！GO！囲碁大会！は 5 月 3 日の開催です。皆様のご参加をお待ちして

おります。6 月は級位者囲碁大会を開催します！          （片桐 大樹） 

http://www.dis15.com/


５月スケジュール 

                   

月 火 水 木 金 土 日 
5/30 5/31     1 

大沢摩耶 
10:30~14:30 
片桐大樹 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 
 

渡辺恵子 
10:30~14:30 
小野孝蘭 

13:00~17:00 
片桐大樹 

17:00~21:00 
 

 

   貸切 

2 3 4 5 6 7 8 
下田和美 

10:30~14:30 
藤田聖羅 

13:00~17:00 
古谷由希子 

17:00~21:00 
 

GO！GO！ 
囲碁大会 

お休み お休み 

藤田聖羅 
10:30~14:30 
小野孝蘭 

13:00~17:00 
二宮歌穂 

17:00~21:00 
 

お休み 

白友会 
★白江 
下田・森 
10:00～
17:00 

9 10 11 12 13 14 15 
帥迎春 

10:30~14:30 
下田和美 

13:00~18:00 
矢野紗耶香 

18:00~21:00 
 

笹子理紗 
10:30~14:30 
片桐大樹 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 
 

小田彩子 
10:30~14:30 
★白江・小野 
13:00~17:00 

宮本舞 
17:00~21:00 

大沢摩耶 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

堀田あや 
10:30~14:30 
鴨志田葵 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

貸切 お休み 

16 17 18 19 20 21 22 
帥迎春 

10:30~14:30 
笹子理紗 

13:00~17:00 
佐藤瑛穂 

17:00~21:00 
 

渡辺恵子 
10:30~14:30 
★下坂・武田 
13:00~17:00 
二宮歌穂 

17:00~21:00 

小田彩子 
10:30~14:30 
永代和盛 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

林むつみ 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

片桐大樹 
10:30~14:30 
伊藤裕介 

13:00~17:00 
村田彩 

17:00~21:00 

オープンデー

鴨志田葵 
13:00～
17:00 

サタデー
宇佐美太郎

13:00 

お休み 

23 24 25 26 27 28 29 
高倉梢 

10:30~14:30 
百田紗英子 

13:00~17:00 
星合真吾 

17:00~21:00 
 

片桐大樹 
10:30~14:30 
堀田あや 

13:00~18:00 
矢野紗耶香 

18:00~21:00 

小田彩子 
10:30~14:30 
小野孝蘭 

13:00~17:00 
佐藤瑛穂 

17:00~21:00 

小野孝蘭 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
伊藤裕介 

17:00~21:00 

片桐大樹 
10:30~14:30 
百田紗英子 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 
貸切 

白江会 
10:00～
17:00 

 

 

方円 

会 
方円会 

 

交流 

会 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

初級教室 
 

交流 

会 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

方円 

会 
初級教室 

 

サークル 

★はプロ棋士指導碁です。 

インストラクターは変更になる 

場合があります。 

個人レッスンも受け付けて 

おります。 

お気軽にご相談ください。 

方円会 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

方円会 
 

交流 

会 
初級教室 

 

サー

クル 

19路

基礎 

交流会 
サークル 

サークル 
方円 

会 

交流 

会 

サークル 方円会 
 

方円 

会 

交流 
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インストラクター紹介 
○渡辺恵子  女流アマ関東代表       ○堀田あや  女流アマ関西代表          
○永井紀子  女流アマ関東代表             ○林むつみ  女流アマ全国準優勝           
○帥迎春   元中国棋院プロ棋士 女流アマ全国準優勝 ○下田和美  元院生 女流アマ全国４位 
○大澤摩耶  元院生 女流アマ全国優勝２回 ○高倉梢   元院生 女子学生大会優勝      
○小田彩子  元院生 女流アマ全国優勝   ○笹子理紗  女子学生選手権優勝           
○新垣望   元院生 新垣武九段は実父     ○小野孝蘭  元院生  女子学生本因坊３位  
○品田渓    元院生 女流アマ全国準優勝   ○村田彩   明治大学 女子学生本因坊関東代表  
○谷結衣子  北里大学 高校選手権優勝   ○二宮歌穂  早稲田大学 高校総合文化祭優勝 
○百田紗英子 明治大学 女子学生本因坊関東代表 ○宮本舞  元院生 女流アマ関東代表 

○矢野瑞季  元院生 國學院大学 女流アマ全国４位 ○鴨志田葵  東京大学大学院  

○榛沢彩香  元院生 東京理科大学 高校選手権優勝 ○佐藤瑛穂  共立女子大学 高校選手権３位 

○藤田聖羅  早稲田大学           ○谷麻衣子  横浜国立大学 高校選手権優勝２回 
○藤原彰子  元院生 早稲田大学 女流アマ全国優勝２回  ○矢野紗耶香  元院生 神田外語大学    
◎永代和盛  元院生 アマ名人準優勝       ◎武田淳   元院生 学生十傑・学生王座準優勝    
◎片桐大樹  元院生 アマ名人東京都代表   ◎癸生川聡   早稲田大学 2014 年学生本因坊優勝             
◎伊藤裕介  元院生                       ◎星合真吾   早稲田大学 全国高等学校囲碁選手権優勝   

 

白友会 
日 時   ８日(日) １０：００～１７：００ 
参加費   女性￥１０，０００－ 

男性￥１２，０００－ 

内 容 白江八段との指導碁・インストラクターとは 

何局でも打てます。昼食中に講義があります。 

たくさん指導碁が受けられるお得な会です。 

土曜オープンデー 
日 時  ２１日 (土)１３：００～１８：００  

参加費 通常サロン利用料 

    夜間会員の方も￥６００- 

内 容 土曜日に営業を行います。 

インストラクターの指導碁もお楽しみください。 

担当は鴨志田葵です。 

１９路基礎レッスン  
日 時  ２３日 （月）１９：００～２１：００ 
内 容  19 路を打ち始めた方～１桁級の方のため 

のレッスン。講義+フリー対局（講師による 
検討あり）。 
参加費は入場料のみです。 

白江会 
日 時  ２９日 (日)１０：００～１７：００  

参加費 ￥４，０００－（昼食、参加賞付き） 

内 容 一般対局をたくさん楽しんでいただく会で

す。年に１回勝星を還元し、囲碁用品など

に交換します。 

プロ棋士指導碁 
白江治彦八段  １１日(水) 

１３：００～１７：００ 

※サロンにいる日は対局可能です。 

○指導料   正会員  \4,000 

限定会員\5,000 

下坂美織二段 １７日(火)予約制 

※前月２５日より予約受付 

１３：００～１５：００、１５：００～１７：００  

○指導料   正会員  \5,000- 

限定会員\6,000- 

ＤＩＳ交流会 

日 時 毎週水、金＆月１土曜 
   水･金  １９：００頃～ 

        ２１日（土）１３：００～１７：００ 
内 容 リーグ戦（３ヶ月毎） 

初心者・入門者レッスン 
※19路盤デビューまで無料でレッスンいたします！ 
講  師 梅木、片桐、宇佐美 

参加者 ２０～４０代の方が中心 
入門～県代表クラスまで 

参加費 サロン利用料のみ 

木曜入門初級教室 
※入門者受付中 
囲碁のルールを１から学びたい方、  

１９路盤デビュー後の打ち方を勉強し

たい方にお勧めです。 
毎週木曜日 １０：００～１１：３０ 

月 謝  ￥１０，０００－（会員） 
￥１２，０００－（ビジター） 

講 師 下田和美 
対 象 囲碁入門（ルール説明） 

から級位者まで 

月曜・水曜サークル 

※新規募集中 
毎週月・水曜日１３：００～１５：３０ 
参加費 月謝(サロン料込み) 

    ￥１０，０００－(会員) 

担当 堀田あや、片桐大樹、伊藤裕介 
内容 時間内ならば指導碁を 

何局でも受けられます。 
対象 初級（１３路盤）～１桁級 

方円会※新規募集中 
指導碁を必ず受けられる教室です。 
初段を目指す方、更なるレベルアップを目指す 
方に最適！ 対局もたくさんできます。 
毎週火・金曜日 １０：３０～１５：３０ 
月 謝 ￥１０，０００－（会員） 

￥１５，０００－（ビジター） 
講 師 白江治彦八段、森淳行、光井一矢 
対 象 １桁級～高段者 

水曜講座 

その時々の参加者棋力

に合わせたテーマで 
講座を行います。 
[大局観で碁は打てる] 
毎週水曜 11:00～12:00 
一回 ￥１，５００－ 
    ※ソフトドリンク付き 
講師 堀田あや 
対象 10 級～有段者 


