
イベントご案内 
★ ５(土)            白友会  10:00～17:00 

★ １４(月)～１９(土) 生ビール飲み放題 Week 

★ １９(土)          あかね会             13:00～17:00 

★ １９・２６(土)    オープンデー         13:00～18:00 

★ ２０(日)          白江会               10:00～17:00 

★ ２８(月)          19 路基礎レッスン   19:00～21:00 

 

  

 
                            

 

 

 
 
 

Diamond Igo Salon 
2017 年 

８月号 

暑い日が続きますが、皆さまいかがお過ごしですか？ 

こういう日は海に行くか、山に行くか、ゴルフに行くか？さて何が正しいでしょうか？ 

もちろん決まっています。涼しいところで囲碁を楽しむのが一番です。こんなときに、囲碁

やっていてよかったなぁ～って思いませんか(笑)？ 

さて、今年も納涼囲碁まつりの季節がやってきました。 

今回も楽しい企画がい～っぱい。今最も注目されている 10 代棋士、芝野虎丸、大西竜平の

竜虎対決。ファン必見、小林覚ＶＳ武宮の名局マスターズ。高尾、依田、山下の重厚対決。 

黄、小松、私の名コンビによるパッション企画。 

本当に我ながらどれも面白そうで、観たい対局だらけです。 

ディナーパーティ―では囲碁将棋同時対局があり、有名な将棋棋士や新橋の芸者さんも遊び

にきてくれるそう。 

総勢 40 名の棋士が皆様に楽しんでもらおうと指導碁も、お笑い解説も、目隠し碁も全力投

球でがんばります。ぜひお誘いあわせの上お越しください。 

私の今回のオススメポイントは才気あふれる新人の起用です。木部夏生、金子真季、星合志

保がフレッシュな感性でトークを盛り上げます。解説では歯に衣着せぬ物言いが大好評の劔持

丈が登場。いったいどんなことになるのやら。私としてはハプニングも事件も大歓迎。ステー

ジを最大限おもしろくしたい。 

囲碁界をもっともっと盛り上げたい。新橋を二日間囲碁ファンで埋め尽くしたい。行かな 

きゃ損って思ってもらえるように、みんなで頑張りますので、よろしくお願いしま～す。 

            稲葉禄子  

 
 

 

                              

夏、といえば生ビール！ 

今年もやります、生ビールのみ放題 Week。 

8/14（月）～19（土） 

会員￥1,080- ビジター￥1,620- 

みんな一緒に飲みましょう～♪ 



★ 大会結果・秋の味覚囲碁大会 ★ 
 

前回の囲碁大会結果と次回大会のご案内です。夏の囲碁大会の結果：優勝丸山啓太様、

3 勝岡田様、谷様、守屋様、松岡様。皆様おめでとうございます。 

次回大会のご案内です。秋の味覚囲碁大会を開催します。 

日時：9 月 23 日(土) 11:00～17:00 内容：段級位ハンデ戦４局 

参加費：\４，８６０ (昼食・参加賞込み)   

詳細は別紙をご参照ください。ご参加お待ちしております！     （山田 あかね） 

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  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  
  

  

 
 
 
 

★ 阪急納涼囲碁まつり in 東京 ★ 
 

第四回阪急納涼囲碁まつり in 東京が、８月 11 日（金・祝）、12 日（土）に開催され 

ます。メインステージでは棋士のトークショーや公開対局、指導碁会場には多数の棋士 

（なかには普段指導碁を打たない棋士も!!）が登場。ディナーパーティーや納涼宝杯（大会）

も開催されます。詳細は同封の正式パンフレットをご覧下さい。 

日程 ８月 11 日（金・祝）・12 日（土）10:00～17:00  

場所 第一ホテル東京 JR 新橋駅徒歩２分 東京メトロ新橋駅地下歩道 D 出口直結 

料金 前売チケット 各日￥2,500－ 指導碁￥2,000－から                

皆様のご参加をお待ちしております。               （梅木 大輔） 

★ ８月～９月のキャンペーン ★ 
 

 8 月からはダイヤモンド囲碁サロンで夏のキャンペーンを実施します。是非サロンにお友

達をご紹介ください。詳しくは別紙をご参照の程、よろしくお願い致します。 

・ビジター紹介キャンペーン：ビジターを紹介いただいた会員の方にドリンクプレゼント 

・ビジター利用半額キャンペーン：サロン利用は期間限定で半額！ 

・サロン入会金半額キャンペーン：サロン入会金が期間限定で半額！ 

（桝 由美） 

                                

★ あかね会 ★ 
 

8 月１９日（土）  あかね会 13:00～17:00 講義・対局  

       会員￥1,620－ ビジター￥3,240－（１ドリンク付き）目指せ初段！ 

詳細は受付まで。楽しいひとときを一緒に過ごしましょう。  

※8 月のかわます会はお休みとなります。 

     （川崎 亜弥） 

サ ロ ン 通 信 

http://www.dis15.com/


８月スケジュール 

 

月 火 水 木 金 土 日 
 1 2 3 4 5 6 

10:30 開始の 

指導碁はご予約も

できます。 

キャンセル料は 

かかりません。 

ぜひご予約 

下さい。 

笹子理紗 
10:30~14:30 

大関稔 
13:00~17:00 

福田諒 
17:00~21:00 

 

大関稔 
10:30~14:30 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

長井多葉紗 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21:0 

山口庸可 
10:30~14:30 
小野孝蘭 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 
 

 
★白江 
石塚・森 
10:00～
17:00 

 

貸切 

7 8 9 10 11 12 13 

片桐大樹 
10:30~14:30 
矢野瑞季

13:00~17:00 
彦坂多美

17:00~21:00 
 

山口庸可
10:30~14:30 
矢野紗耶香 

13:00~17:00 
宇佐美太郎 

17:00~21:00 
 

片桐大樹 
10:30~14:30 

福田諒 
13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

福田諒

10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21:00 

お休み お休み お休み 

14 15 16 17 18 19 20 
大澤摩耶 

10:30~14:30 
★白江治彦 

13:00~17:00 
星合真吾 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

山口庸可
10:30~14:30 
笹子理紗 

13:00~17:00 
彦坂多美 

17:00~21:00 

大関稔 
10:30~14:30 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
福田諒 

17:00~21:00 

笹子理紗 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
鴨志田葵 

17:00~21:00 

矢野紗耶香 
10:30~14:30 
★下坂美織 

13:00~17:00 
福田諒 

13:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21:00 

オープンデー 
山口庸可 
13:00～
17:00 

あかね会 
13:00～
17:00 

白江会 
 
 
 

生ビール 
飲み放題 

Week 
8/14～19 

21 22 23 24 25 26 27 

大澤摩耶 
10:30~14:30 
星合真吾 

13:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21::00 

渡辺恵子 
10:30~14:30 
大澤摩耶 

13:00~17:00 
坂倉健太 

17:00~21:00 

石塚茉希 
10:30~14:30 
彦坂多美 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 

渡辺恵子 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

福田諒 
10:30~14:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
宇佐美太郎 

17:00~21:00 

オープンデー 
長井多葉紗 

13:00～
17:00 

 

お休み 

28 29 30 31    
笹子理紗 

10:30~14:30 
石塚茉希

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

彦坂多美 
10:30~14:30 
笹子理紗 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 

帥迎春 
10:30~14:30 

福田諒 
13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

大澤摩耶 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
石塚茉希 

17:00~21:00 

   

方円会 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 
初級教室 

 

方円 

会 

交流 

会 

白友会 
 

 

★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＋￥12,960－）。 

インストラクターの指名もできます 

（指名料￥3,240－）。 
方円会 

 

初級教室 
 

方円会 
 

初級教室 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

初級教室 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

交流 

会 

方円 

会 

交流 

会 

方円会 
 方円 

会 

サークル 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 
初級教室 

 

サー

クル 

19 路

基礎 

サークル 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 
方円会 

 

サークル 



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            
○長井多葉紗 元院生 女子学生大会準優勝         ○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      
○石塚茉希  緑星学園出身                       ○鴨志田葵  東京大学大学院                      
○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        
○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  
○山口庸可  早稲田大学 高校選手権４位         ○彦坂多美  早稲田大学 女流アマ関東代表 
◎永代和盛  元院生 アマ名人準優勝             ◎宇佐美太郎 囲碁教室講師経験多数        
◎片桐大樹  元院生 アマ名人東京都代表         ◎福田諒   元院生 学生王座関東代表 
◎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）、世界学生王座 
◎星合真吾  早稲田大学 全国高校囲碁選手権優勝  
◎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   ５日(土) １０：００～１７：００ 
参加費   女性￥１０，８００－ 

男性￥１２，９６０－ 

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。 

白江会 
日 時  ２０日(日)１０：００～１７：００  

参加費  ￥４，０００－（昼食、参加賞付き） 

指導碁  ￥１，０００-（森インストラクター） 

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。 

ＤＩＳ交流会 
日 時  毎週水、金 １９：００頃～ 

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 梅木大輔、宇佐美太郎、 

 片桐大樹 

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。 
日 時 毎週木曜日 １０：００～１２：００ 

月 謝  ￥１０，８００－（会員） 
￥１２，９６０－（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 

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。 
日 時 毎週火・金曜日 １０：３０～１５：３０ 
月 謝 ￥１０，８００－（会員） 

￥１６，２００－（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 

１９路基礎レッスン 
日 時  ２８日 (月)１９：００～２１：００ 
参加費  入場料のみ 
内 容  参加者に合わせたレッスン。 

大盤による講義と 
フリー対局でお楽しみ下さい 
（講師による検討あり）。 

講 師 梅木大輔 

対 象 １９路を打ち始めた方～１桁級 
 

水曜講座 
※参加者募集中 

その時々の参加者棋力に合わせたテーマ 
で碁盤を囲んで講座を行います。 
日 時  毎週水曜 １１：００～１２：００ 
参加費  一回 ￥１，６２０－ 

（ソフトドリンク付き） 
講 師 堀田あや、福田諒 
対 象  １０級～有段者 

月曜・水曜サークル 
※新規募集中 

日 時  毎週月・水曜 １３：００～１５：３０ 
参加費 月謝(サロン料込み・４回) 

    ￥１０，８００－(会員のみ) 

担 当 堀田あや、片桐大樹、福田諒 
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 

オープンデー 
日 時  １９日・２６日 (土) 

１３：００～１８：００  

参加費 通常サロン利用料 

    夜間会員の方も￥６４８- 

内 容 土曜・日曜に営業を行います。 

インストラクターの指導碁も 

お楽しみください。 

19 日は山口庸可、26 日は 

長井多葉紗です。 

プロ棋士指導碁 
★白江治彦八段    １４日(月) 

１３：００～１７：００ 

※他でもサロンにいる日は対局可能です。 

★下坂美織二段    １８日(金) 

１３：００～１７：００ 

ご予約もできます 

○指導料   正会員  ￥４，３２０－ 

限定会員￥４，８６０－ 

美織会 
※新規募集中 

下坂美織二段の後援会です。 
月に１度の例会では指導碁と対局を 
お楽しみください。スペシャルイベントや
懇親会なども開催しています。 
参加費  入場料＋￥５，４００－ 
※ご入会には入会金、年会費がかかります 
今月はお休みとさせていただきます 


