
囲碁友で飲み友のひとちゃんと利くんと、名人のお祝いをすることになった。名人はお忙

しいだろうから名人抜きで。要するに飲む理由があればいいのだ。 

 念のため高尾さんに「名人のお祝いを名人抜きでやること」を報告したところ、 

「腑に落ちない…」 

「じゃあ、来ますか」ということで、忙しい最中ご本人もきてくれることになった。 

 ひとちゃんと利くんとの名人のお祝いに、名人も参加することになり、居酒屋の予定は 

レストランに代わり、「名人獲得おめでとう」というメッセージ入りのケーキを頼んだ。誰か

連れてきますか？名人に聞くと「里菜ちゃんにするか、部長にするか…」じゃあ、二人 

ともどうぞ、ということで、予定よりにぎやかになり平均年齢もだいぶ若返った。 

里菜ちゃんとは藤沢里菜ちゃん。部長とは河野臨九段のことである。さて、ひとちゃん、 

利くん、名人、部長…と、ここで重要なことに気がついた。里菜ちゃんは女流本因坊を獲っ

たばかり。臨さんは棋聖挑戦者になったばかりである。 

 レストランに慌てて電話してケーキのメッセージを変えてもらうよう頼んだ。 

「高尾さん名人獲得おめでとう。里菜ちゃん女流本因坊おめでとう。臨さん棋聖がんばって」

囲碁好きのマネージャーが「とんでもないことになりましたね」と言う。 

 利くんは「そんな豪華な会にオレは行かない」だって。ややこしいことになってきた。 

数日たって高尾さんから、里菜ちゃんと臨さんが来れなくなったと連絡があった。対局が 

あったのだ。晴れて、名人のお祝いは名人と一緒に、女流本因坊と棋聖挑戦者は抜きで行わ

れた。うむ。やはりこれは正しい形だった。次は井山さんの名人残念会を井山さん抜きでや

るというのはどうだろう。                       稲葉禄子 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

Diamond Igo Salon 
2016 年 

12 月号 

冬も本番ですね。急に寒くなったり雨が降りだすと、なかなか DIS 

にも足を運びにくくなりますよね。雨の降る午前中に指導碁を受けに 

いらしていただいた方には、ドリンクを１杯サービスいたします。 

暖かいコーヒーやビタミン補給のジュースなどをどうぞ。 

イベントご案内 

★ １０(土) 白友会 10:00～17:00 
★ １７・２４(土) オープンデー 13:00～18:00 
★ ２４(土)     サタデー交流会 13:00～17:00 
★ ２３(金) 忘年碁会 11:00～17:30 
★ ２５(日)       白江会     10:00～17:00 
★ ２９(木)～１／４(水) 年末年始休業 



★ オープンデーご予約できます！ ★ 
 

月に１、２度開催しております土曜オープンデーですが、指導碁１３時の回のみご予約 

出来るようにいたしました。土曜日も DIS で囲碁をお楽しみください。 

１２月は２回開催です。12/17 は二宮歌穂、12/24 は佐藤瑛穂です。仲間内での碁会

や勉強会に利用されてはいかがでしょうか。 

ご来店お待ちしております。                   （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 03-3263-0620 ／ FAX 03-3262-0059 
URL  http:// www.dis15.com 

E-mail info@dis15.com  

                                
★ INABA会・かわます会のお知らせ ★ 

 

12/9（金）  INABA 会 14:30～17:30 指導碁・対局、18:00～ 食事会 

12/14（水）かわます会 11:30～ランチ、13:00～16:00 指導碁・対局               

INABA 会・かわます会ともに参加費 3,000 円＋利用料です（食事代別途）。 

川崎・桝・山田も対局に参加しています。ご希望の方はお声掛けください。 

詳細は受付までお尋ねください。楽しいひとときを一緒に過ごしましょう。 （桝 由美） 

サロン通信 

★ １年の締めくくり 忘年碁会 ★ 
 

いよいよ 2016 年も残すところ１ヶ月あまりとなりました。１年の感謝を込めまして 

忘年碁会を開催いたします。指導碁あり、個人戦・ペア碁あり、クイズも楽しめる懇親忘

年会あり、とにかく楽しい１日となること間違いなし！です。 

日時：１２月２３日（金・祝）１３：００～１９：００ 

参加費：１０，０００円（ビジター１２，０００円、女性８，０００円） 

指導碁、食事代、おみやげ付き。詳細は同封の案内をご覧下さい。 

ご参加お待ちしております。                   （梅木 大輔） 
 

★ 団体交流戦 結果 ★ 
 

  11 月 20 日（日）に行いました DIS 交流団体戦には８チーム、総勢２４名のご参加を

頂きました。優勝は松岡・塩見・木村チーム。なんとみなさんの個人成績は 3 勝 1 敗なが

らチームワークが完璧の成績でした。 

 懇親会もあっちこっちで笑い声が絶えずに大にぎわい！ご参加くださいました皆様、あ

りがとうございました。来年もお楽しみに！！            （山田 あかね） 

http://www.dis15.com/


１２月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 

   1 2 3 4 

  

 
笹子理紗

10:30~14:30 

永代和盛 

13:00~17:00 

矢野瑞季 

17:00~21:00 

村田彩 

10:30~14:30 

福田諒 

13:00~17:00 

武田淳 

17:00~21:00 

 

貸切 貸切 

5 6 7 8 9 10 11 

笹子理紗 

10:30~14:30 

帥迎春 

13:00~17:00 

藤原彰子  

17:00~21:00 

 

村田彩 

10:30~14:30 

笹子理紗 

13:00~17:00 

大関稔 

17:00~21:00 

 

小田彩子 

10:30~14:30 

★白江・福田 

13:00~17:00 

宮本舞 
17:00~21:00 

帥迎春

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 

佐藤瑛穂 

17:00~21:00 

片桐大樹 

10:30~14:30 

福田諒 

13:00~17:00 

矢野紗耶香 

17:00~21:00 

 

白友会 

★白江 

下田・森 

10:00～

17:00 

貸切 

12 13 14 15 16 17 18 

大沢摩耶 

10:30~14:30 

渡辺恵子 

13:00~17:00 

藤原彰子  

17:00~21:00 

 

笹子理紗
10:30~14:30 

大関稔 

14:00~17:00 

矢野瑞季 

17:00~21:00 

片桐大樹 

10:30~14:30 

坂倉健太 

13:00~17:00 

大関稔 
17:00~21:00 

大沢摩耶 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 

村田彩 

17:00~21:00 

品田渓 

10:30~14:30 

堀田あや 

13:00~17:00 

福田諒 

17:00~21:00 

オープン

デー 

二宮歌穂 

13:00～

17:00 

お休み 

 

19 20 21 22 23 24 25 

帥迎春 

10:30~14:30 

★下坂・渡辺 

13:00~17:00 

大関稔 

17:00~21:00 

下田和美 

10:30~14:30 

福田諒 

13:00~17:00 

星合真吾 

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 

福田諒 

13:00~17:00 

堀田あや 
17:00~21:00 

堀田あや 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 

榛沢彩香 

17:00~21:00 

忘年碁会 
13:00～19:00 

 

オープン

デー 

佐藤瑛穂 

13:00～

17:00 

サタデー 

宇佐美太郎 

13:00～

17:00 

白江会 

森 10:00

～17:00 

26 27 28 29 30 31  

小田彩子 

10:30~14:30 

佐藤瑛穂
13:00~17:00 

星合真吾 

17:00~21:00 

 

二宮歌穂 

10:30~14:30 

矢野瑞季 

13:00~17:00 

谷麻衣子 

17:00~21:00 

矢野紗耶香 

10:30~14:30 

帥迎春 

13:00~17:00 

福田諒 
17:00~21:00 

貸切 年末休業 年末休業  

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

交流 

会 

方円 

会 

方円会 
 

初級教室 
 

★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）。 

サークル 

方円会 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

方円 

会 

交流 

会 

サー

クル 

交流 

会 

19路

基礎 

方円会 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 
初級教室 

 

方円会 
 

サークル 初級教室 
 

サークル 

方円 

会 

交流 

会 
初級教室 

 

講座 

ｻｰｸﾙ 

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         ○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   

○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 

○二宮歌穂  早稲田大学 高校総合文化祭優勝 ○村田彩   明治大学 女子学生本因坊関東代表  

○佐藤瑛穂  共立女子大学 高校選手権３位   ○宮本舞    元院生 女流アマ関東代表     

○百田紗英子 明治大学 女子学生本因坊関東代表 ○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   ○矢野紗耶香 神田外語大学 女流アマ関東代表  

○藤原彰子  早稲田大学 女流アマ全国優勝２回、女子学生本因坊優勝  

○谷麻衣子  横浜市立大学 高校選手権優勝２回 ◎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 ◎福田諒 元院生 

◎癸生川聡  早稲田大学 2014 年学生本因坊優勝 ◎片桐大樹  元院生 アマ名人東京都代表      

◎坂倉健太   慶応義塾大学 全国高校囲碁選手権優勝 

◎大関稔   専修大学 アマ本因坊優勝、学生四冠（十傑、本因坊、王座、最強位） 

◎星合真吾  元院生 早稲田大学 全国高等学校囲碁選手権 優勝  

白友会 
日 時  １０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  １７、２４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。 

１7日は二宮歌穂、24日は佐藤瑛穂です。 

１９路基礎レッスン  

日 時  ２６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  ２５ (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  ７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 １９日(月) 

ご予約もできます 

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～ 

        ２４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 

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 


