
依旻会津中央病院杯を獲得し四冠を制覇した謝 六段と飲む機会があった。 

「おめでと～！」 

「ありがとうございます。さらにもう一つ、いいことがあったんです」 

聞けば、宝塚で応援していた女性がトップの座についたのだという。「今も、観

てきました」 

謝ちゃんは最近宝塚にはまっていて、先日私も連れて行ってもらったばかり。 

それは確かに華やかで、大きな羽を背負った美しい女性達の姿は圧巻だし、私も

エンターテイメントを思い知った感がある。 

ところで、会津中央病院杯は二日制の対局で、今日会津から戻ったはず。「その

足で、宝塚？その後にこの食事会？」 

「家に寄って、荷物だけは置いてきた！」なんとタフなんだろう。 

疲れないのか？ 

実は初の二日制対局にはそれなりに気を遣ったようだ。足の負担を減らすための

小さな椅子と、ガムとチョコレートと、手には握るための小道具と。対局中は無意

識に唇を噛んだり、爪を噛んだり、ささくれをむしったりするらしい。 

「私もそうなんです。集中していると全く痛みを感じないんだよね」とは奥田あ

やちゃん。碁を終えてトイレで鏡を見て「あっ！」と思う。口や手が血だらけで世

にも恐ろしいことになっていたりするらしい。 

今回はいろいろ準備したおかげで「あんまり疲れなかった（笑）」と満面の笑顔

の謝ちゃんはセンコー杯という新棋戦でもベスト４まで勝ち進んでいる。囲碁界は

まさに、井山、謝の独占時代に突入か。 

さて、お食事会の後半で、謝ちゃんが ipad を取り出すと、あやちゃんと対局を

始めてしまった。レストランの片隅で、超早碁対決に。 

一喜一憂する二人の姿がなんだかとても微笑ましかった。 

                         稲葉禄子 
 

 

 

 

 

                                

 
 
 
 

Diamond Igo Salon 
2016 年 
７月号 

イベントご案内 

★  ９(土) オープンデー 13:00～18:00 

★  ９(土)     サタデー交流会 13:00～17:00 

★ １０(日) 白友会 10:00～17:00 

★ １８(月・祝) 海の日囲碁大会 11:00～17:00 

★ ２４(日)       白江会     10:00～17:00 

★ ３０(土) 美織会スペシャルイベント 13:00～19:00 

 夏のお楽しみ、生ビール飲み放題 week がやってきます！ 

7/25（月）～29（金）の１週間です。どうぞお楽しみに。 



★ 碁的 vol.8 配布開始！！ ★ 
 

皆様、ながらくお待たせしました！７月１日より、囲碁フリーペーパー「碁的」の最新

号配布を開始いたします。今回は装いもちょっぴり豪華になりました。お早めにお手にと

ってお読みいただき、感想をお聞かせください。囲碁を知らないご友人にもご紹介よろし

くお願いします☆ 

DIS、日本棋院にて配布しております。              （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。お得な前売りチケットはサロン受付・方円企画ネ

ットショップにて 2,500 円で販売しております（当日券は 3,000 円）。指導碁のご予約

は７月１９日（火）１０時受付開始です。ご希望の方はお電話にてご予約をお願いいたし

ます。ディナーパーティーやプレミアムサロン、プレミアムシート（入場指定席）なども

ございます。棋士を間近で見られる貴重な 2 日間です。皆様のご参加をお待ちしておりま

す。                                  （片桐 大樹） 

サロン通信 

★ 生ビール飲み放題 week ★ 
 

今年もやってまいりました、生ビール飲み放題 week♪ 会員価格 1,080 円、ビジター

価格 1,620 円で何杯でも、好きなだけお楽しみいただけます（ラストオーダーは閉店１５

分前）。ワンコイン（５００円）おつまみもご用意しております。スタッフも楽しみです。

期間は 7 月２５～29 日です～。                （川崎・桝・山田） 
 

★ 海の日囲碁大会 ★ 
 

暑さにも負けず、蒸し蒸し湿度にも負けず、DIS で碁を打ちましょう！海の日囲碁大会

へのご参加、お待ちしております！スイカを食べて体も頭もヒンヤリしましょう。 

○日 時● ７月１８日（月・祝） １１時～１７時 

      （１７時～１８時、プチ懇親会あり。参加費 1,000 円） 

○参加費● 4,500 円（昼食・参加賞込み） 

詳細は同封のご案内をご覧ください。お申込みはサロン受付・メール・お電話にて。 

                               （梅木 大輔） 

http://www.dis15.com/


７月スケジュール 

                   

月 火 水 木 金 土 日 
    1 2 3 

  

 

 

百田紗英子 
10:30~14:30 

帥迎春 
13:00~17:00 

村田彩 
17:00~21:00 

 

お休み 貸切 

4 5 6 7 8 9 10 
笹子理紗 

10:30~14:30 
渡辺恵子 

13:00~18:00 
矢野紗耶香 

18:00~21:00 
 

小野孝蘭 
10:30~14:30 
伊藤裕介 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 
 

小田彩子 
10:30~14:30 
★白江・宮本 
13:00~17:00 
鴨志田葵 

17:00~21:00 

林むつみ 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
片桐大樹 

17:00~21:00 

堀田あや 
10:30~14:30 
百田紗英子 

13:00~17:00 
二宮歌穂 

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～ 
17:00 

白友会 
★白江 
下田・森 
10:00～
17:00 

11 12 13 14 15 16 17 
大沢摩耶 

10:30~14:30 
新垣望 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 
 

渡辺恵子 
10:30~14:00 
鴨志田葵 

13:00~17:00 
金井智子 

17:00~21:00 
 

矢野瑞季 
10:30~14:30 
片桐大樹 

13:00~17:00 
佐藤瑛穂 

17:00~21:00 

小田彩子 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
鴨志田葵 

17:00~21:00 

笹子理紗 
10:30~14:30 
★下坂・鴨志田 
13:00~17:00 

村田彩 
17:00~21:00 

お休み お休み 

18 19 20 21 22 23 24 
海の日 

囲碁大会 
11:00～17:00 

 

品田渓 
10:30~14:30 
小野孝蘭 

13:00~18:00 
矢野紗耶香 

18:00~21:00 

小田彩子 
10:30~14:30 
永代和盛 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 

伊藤裕介 
10:30~14:30 
堀田あや 

13:00~17:00 
星合真吾 

17:00~21:00 

片桐大樹 
10:30~14:30 
鴨志田葵 

13:00~17:00 
二宮歌穂 

17:00~21:00 
貸切 

白江会 
森10:00
～17:00 

25 26 27 28 29 30 31 
大沢摩耶 

10:30~14:30 
片桐大樹 

13:00~18:00 
矢野紗耶香 

18:00~21:00 
 

矢野瑞季 
10:30~14:30 
堀田あや 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

矢野瑞季 
10:30~14:30 
伊藤裕介 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

小田彩子 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
渡辺恵子 

17:00~21:00 

堀田あや 
10:30~14:30 
片桐大樹 

13:00~17:00 
佐藤瑛穂 
17:00~21: 

美織会 
特別 

イベント 
13:00～
19:00 

お休み 

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。ご予約も承って 

おります。 

個人レッスン（１ｈ３０ｍ～２ｈ）もオススメ

ですよ（利用料＋12,000 円）。インストラク

ターの指名もできます（指名料 3,000 円）。 

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 
方円 

会 

交流 

会 

方円 

会 

交流 

会 

方円会 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 
初級教室 

 交流会 

方円 

会 

交流 

会 



 
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   
○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    ○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・王座準優勝  ◎片桐大樹  元院生 アマ名人東京都代表      
◎伊藤裕介  元院生  アマ名人埼玉県４位     ◎星合真吾   早稲田大学 全国高校囲碁選手権優勝   
◎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 全国高校囲碁選手権優勝 

白友会 
日 時  １０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   ９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  ２５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  ２４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  ６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 １５日(金)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～ 

        ９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 


