
本因坊戦第２局は、初っ端から高尾さんが右下の大石を仕留め、井山さんが中央の 

厚みで追いかけるという、「カメノコウ」や「ポン抜き」が続出するおもしろい碁だっ

た。ポン抜き３０目。カメノコウは６０目。「三つ合わせて１２０目やな」と後藤九段。 

んなわけないやろ、とは思うけど、やはり厚みの効果か、井山さんの中押し勝ちだった。 

さて、そんな昨日は井山さんの２７回目の誕生日。打ち上げの席では地元の計らいで、

碁盤をイメージしたバースデーケーキのサプライズがあった。ケーキに描かれた交点に

は碁石を見たてて丸くカットされた色とりどりのフルーツが並んでいる。 

照れる井山さんに「ファーストバイトは誰にしますか？」と私。要するに、「あ～ん」

をしてほしい人ってこと。すると 

「放っておいてください。それより、稲葉さんが顔を（ケーキに）うずめる方が、皆

さん喜ぶでしょう」と言い返された。ところで、よーく見てみると 

「このケーキ、もしかして。今日の碁に似てない？」 

「本当だ。右下隅に石が偏ってる」と関係者。 

井山さんも「そう言われてみれば（笑）」と、身体を右へ左へよじって目をこらす 

様子がおかしかった。 

宴会の後半で、ふと見ると辛党の井山さんが、チョコレートでできたバースデー 

プレートに噛りついている。 

「それ、食べるんですか（笑）？いいよ。私が食べとくから。で、井山を食ったって

みんなに言いふらす」 

プレートには「井山裕太七冠、お誕生日おめでとう」の文字がある。 

「そんなこともあろうかと思って無理して食べてるんです（笑）」 

言っている間にも噛りつき、プレートは最後の「太」が残るのみとなっていた。 

一見優等生だけど、素顔はもっとおもしろい。このツッコミキャラがメディアにも 

出ればいいのにな、と思う。 

               稲葉禄子 
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イベントご案内 

★ １１(土) 白友会 10:00～17:00 

★ １２(日) サンデー級位者大会 12:00～17:00 

★ １８(土) オープンデー 13:00～18:00 

★ １８(土)     サタデー交流会 13:00～17:00 

★ １９(日) 囲碁で学ぶﾋﾞｼﾞﾈｽ思考力ｾﾐﾅｰ 14:00～17:00 

★ ２６(日)       白江会     10:00～17:00 



★ 碁的 vol.8 制作中 ★ 
 

囲碁フリーペーパー「碁的」の最新号が 7 月 1 日に発行されます。今号より私小野が 

編集長を務めることとなりました。歴代編集長（桝・岩本）や編集部のメンバーの力を借 

りながら、今回も良い意味で皆さんに驚いていただけるような企画を考えました。 

毎回話題となる表紙ですが、今回も皆様、予想してみてくださいね～。是非囲碁を知ら

ないご友人などにお渡しください。                （小野 孝蘭） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   
 
 

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  

                                
★ 阪急納涼囲碁まつり in 東京 2016 ★ 

 

本年で 3 回目を迎える阪急納涼囲碁まつり in 東京が 8 月１４日（日）、１５日（月） 

に、新橋の第一ホテル東京にて開催されます。ステージでのトークショーや早碁、指導碁

あり、大会あり、の盛りだくさんな 2 日間。１５日には今をトキメク井山裕太七冠も登場

します。１４日（日）にはディナーパーティーもあり、昨年よりリーズナブルな価格にな

りましたので、皆様ぜひご参加ください。お得な前売りチケットは 7 月１日にサロン受付・

方円企画ネットショップにて販売いたします。詳細は同封のチラシをご覧ください。 

                        （桝 由美） 

サロン通信 

★ 新入社員の山田あかねです ★ 
 

６月 1 日より新しい社員・山田あかねが入ります。大阪から稲葉がスカウトしてきま

した！囲碁の腕前は三段くらい、主に DIS の夜に受付を担当いたします。「1 日も早く

皆様の顔と名前を覚えて、心地よく DIS を御利用いただけるよう努めてまいります。今

後も末永くよろしくお願いします。」（山田）            （川崎 亜弥） 
 

★ サンキュー囲碁大会 ★ 
 

サンデーに行う級位者大会、略して「サンキュー囲碁大会」。始めたばかりで対局経験

が少ない方も、強い人ばかりで今まで参加をためらっていた方も、安心してご参加くださ

い。当日は、最初に対局時計の使い方レクチャーも行います！！惜しくも負けてしまった

方には指導碁もあります。お友達お誘いあわせの上、ご参加ください。 

○日 時● 6 月１２日（日） １２時～１７時 

○対 象● ２０級～１級 

○参加費● ４，０００円（参加賞込み）             （梅木 大輔） 

http://www.dis15.com/


６月スケジュール 

                   

月 火 水 木 金 土 日 
  1 2 3 4 5 

  

小田彩子 
10:30~14:30 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
百田紗英子 

17:00~21:00 

大沢摩耶 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
金井智子 

17:00~21:00 

小野孝蘭 
10:30~14:30 
坂倉健太 

13:00~17:00 
藤田聖羅 

17:00~21:00 
 

貸切 貸切 

6 7 8 9 10 11 12 
笹子理紗 

10:30~14:30 
小田彩子 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 
 

品田渓 
10:30~14:30 

高倉梢 
13:00~17:00 
二宮歌穂 

17:00~21:00 
 

小田彩子 
10:30~14:30 
★下坂・小野 
13:00~17:00 
佐藤瑛穂 

17:00~21:0 

林むつみ 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
鴨志田葵 

17:00~21:00 

片桐大樹 
10:30~14:30 
藤原彰子 

13:00~17:00 
二宮歌穂 

17:00~21:00 
 

白友会 
★白江 
下田・森 
10:00～
17:00 

サンキ

ュー 
大会 

12:00～
17:00 

13 14 15 16 17 18 19 
新垣望 

10:30~14:30 
帥迎春 

13:00~17:00 
佐藤瑛穂 

17:00~21:00 
 

渡辺恵子 
10:30~14:30 

武田淳 
13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 
 

小田彩子 
10:30~14:30 
永代和盛 

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 
永井紀子 

17:00~21:00 

癸生川聡 
10:30~14:30 
堀田あや 

13:00~17:00 
榛沢彩香 

17:00~21:00 

オープンデー
百田紗英子 
13:00～
17:00 

サタデー 
宇佐美太郎

13:00 

囲碁で

学ぶビ

ジネス

思考力

セミナ

ー 

20 21 22 23 24 25 26 
笹子理紗 

10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 
 

小野孝蘭 
10:30~14:30 
伊藤裕介 

13:00~18:00 
矢野紗耶香 

18:00~21:00 

矢野瑞季 
10:30~14:30 
伊藤裕介 

13:00~17:00 
大関稔 

17:00~21:00 

渡辺恵子 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
永代和盛 

17:00~21:00 

百田紗英子 
10:30~14:30 
坂倉健太 

13:00~17:00 
二宮歌穂 

17:00~21:00 
貸切 

白江会 
10:00～
17:00 

27 28 29 30    
新垣望 

10:30~14:30 
★白江・笹子 
13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 
 

渡辺恵子 
10:30~14:30 
堀田あや 

13:00~18:00 
矢野紗耶香 

18:00~21:00 

帥迎春 
10:30~14:30 
片桐大樹 

13:00~17:00 
百田紗英子 

17:00~21:00 

大沢摩耶 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
金井智子 

17:00~21:00 

   

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 

サークル 

サークル 
方円 

会 

交流 

会 

交流会 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 初級教室 
 

方円 

会 

交流 

会 

方円会 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 
初級教室 

 



 
インストラクター紹介        ○渡辺恵子  女流アマ関東代表          
○金井智子  元院生 囲碁教室講師経験多数  ○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    ○谷結衣子  北里大学 高校選手権優勝      
○鴨志田葵  東京大学大学院         ○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  國學院大学 女流アマ全国４位  ○榛沢彩香  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 学生王座関東代表    
○藤原彰子  早稲田大学 女流アマ全国優勝２回  ○矢野紗耶香 神田外語大学 女流アマ関東代表   
◎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   
◎大関稔   専修大学 世界学生王座・十傑優勝  ◎坂倉健太   慶応義塾大学 高校選手権優勝 

白友会 
日 時  １１日(土) 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  １８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。 

担当は百田紗英子です。 

１９路基礎レッスン  
日 時  ２７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  ２６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  ２７日(月) 

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 ８日(水)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～ 

        １８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※参加者募集 

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 


