
イベントご案内 
★  ５(金) 打ち初め 

★  ６(土)   白友会 10:00～17:00 
★ ２５(木) かわます会 13:00～16:00 
★ ２０・２７(土) オープンデー 13:00～18:00 

★ ２７(土) あかね会  13:00～17:00 
★ ２８(日)         白江会               10:00～17:00 
★ ２９(月)     19 路基礎レッスン   19:00～21:00 

 

（もうすぐ）明けましておめでとうございます。今年も DIS スタッフ、家族共々どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 ２０１８年は皆さまにとってどんな一年になるのでしょうか。健康で心安らかで明るく楽しい一年であり 

ますように。囲碁界では井山さんが２度目の七冠を達成。国民栄誉賞の受賞。そして、２月に行われる LG

杯では、ついに世界戦での優勝を果たすのではないでしょうか。期待が高まりますね。 

さて、私の今年のテーマは「ザ・コラボレーション」です。 

去年の出版パーティーでは、オペラ歌手がオペラを歌ってくれたり（DIS では吉原由香里ちゃんが来て 

くれました）、納涼囲碁まつりでは、新橋芸者さん達が踊ってくれたり、そんな異分野とのコラボがとても 

うれしかったし楽しかった。今まで、どうも独りよがりで、狭い世界に引きこもりがちで、物の見方も偏っ

ているような、そんな気がしてきた今日この頃。「大局観」なんていう言葉をしょっちゅう口にしながら、

その実、自分はいつも局部でちまちま動いているような。 

そこで、今年は何をやるにも人を巻き込む努力をしてみたいと、心から思ったのです。人と人とを繋げ 

られるよう、物事を拡げていけるように努力することが、私の使命ではないかと。 

そんな中で今年の私の目標は、書いた本を使って囲碁普及を実現すること。本をもう一冊書くこと。 

（間に合うかな～。厳しいかなぁ～）。 

業界で一番おもしろい(！) 講演ができるようになる 

        こと。そして、DIS の皆さんともっとたくさんふれ合い 

たいと思っています。 

 皆さんの目標はなんですか？ぜひお聞かせ下さい。 

 今年もどうぞよろしくお願いします。 

稲葉禄子  
 

 

 

文字詰碁「戌」黒先生き 
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★ 星合真吾インストラクター 学生十傑優勝  ★ 
 

第 54 回全日本学生囲碁十傑戦にて、DIS インストラクターの星合真吾が、決勝で大関稔

インを破り見事優勝を果たしました！ 星合インは学生大会で初のタイトルとなります。 

12 月は急遽お休みとなってしまいまして、ご迷惑をお掛けしました。１月の指導碁は

23 日に受けられますので、ぜひお祝いに打ちに来てください。  

ちなみに、星合志保二段は妹です。                （山田 あかね） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  

 

 

 

 

サ ロ ン 通 信 

★ バレンタイン囲碁大会  ★ 
 

厳しい寒さが続きますね。そんな時は DIS で熱戦を繰り広げて暖まりましょう！ 

ご参加の皆様には女性スタッフ厳選の甘ぁいチョコレート（or おせんべい）をプレゼント。

一緒に楽しいバレンタインを過ごしましょう！ 

日 時  ２月１２日（月・祝）１１：００～１７：００ 

参加費  ４，８６０円 昼食・参加賞付き   

女性・級位者の方も大歓迎です、お気軽にご参加ください。       （桝 由美） 

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  

 

★ かわます会・あかね会のお知らせ ★ 
 

１/２５（木） かわます会 11:30～ランチ、13:00～16:00 指導碁・対局  

      利用料＋￥3,240－（食事代別途）川崎・桝・山田がお相手いたします。 

１/２７（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。       （川崎 亜弥） 

  

★  プロ棋士指導碁 ★ 
 

2018 年 1 月より、木部夏生二段と星合志保二段の指導碁が始まります。木部二段は 

奇数月、星合二段は偶数月に指導日となります。1 月 29 日（月）は木部夏生二段の登場 

です。 

木部夏生（きべなつき） 平成２４年入段、藤沢一就八段門下。 

週刊碁にて「簡単図解！盤上キャンバス」連載中。稲葉プロデュース番組「棋力向上委員会

The Passion!!」卒業生。 

皆様のお越しをお待ちしております。                 （梅木 大輔） 

http://www.dis15.com/


１月スケジュール 

月 火 水 木 金 土 日 

1 2 3 4 5 6 7 

年始休業 年始休業 年始休業 年始休業 

福田諒 

10:30~14:30 

石塚茉希 

13:00~17:00 

山口庸可 

17:00~21:00 

 

白江治彦 

森・下田 

10:00～

17:00 

貸切 

8 9 10 11 12 13 14 

貸切 

笹子理紗
10:30~14:30 
小野孝蘭 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

 

福田諒 

10:30~14:30 

帥迎春 

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 
彦坂多美 

17:00~21:00 

山口庸可 

10:30~14:30 

片桐大樹 

13:00~17:00 

坂倉健太 

17:00~21:00 

貸切 お休み 

15 16 17 18 19 20 21 

大関稔
10:30~14:30 
矢野瑞季 

13:00~17:00 

福田諒

17:00~21:00 

 

品田渓
10:30~14:30 
笹子理紗 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

石塚茉希 

10:30~14:30 

百田紗英子 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 

大澤摩耶 

10:30~14:30 

★白江治彦 

13:00~17:00 

下田和美 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

福田諒 

10:30~14:30 
小山里佳 

13:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21:00 

大澤摩耶 

13:00～

17:00 

お休み 

22 23 24 25 26 27 28 

渡辺恵子 

10:30~14:30 

大関稔 

13:00~17:00 

山口庸可 

17:00~21:00 

大関稔 
10:30~14:30 

笹子理紗 

13:00~17:00 
星合真吾 

17:00~21:00 

石塚茉希 

10:30~14:30 

下田和美 

13:30~17:00 
矢野紗耶香 

17:00~21:00 

堀田あや 

10:30~14:30 

長井多葉紗 

13:00~17:00 
石塚茉希 

17:00~21:00 

片桐大樹 

10:30~14:30 

小山里佳 

13:00~17:00 

鴨志田葵 

17:00~21:00 

 

 

矢野瑞季 

13:00～

17:00 

 

 

13:00～

17:00 

 

10:00～

17:00 
※ご友人同士

の対局でご利

用できます 

 

29 30 31     

大澤摩耶 
10:30~14:30 
★木部夏生 

13:00~17:00 
石塚茉希

13:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21:00 

渡辺恵子 
10:30~14:30 

百田紗英子 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

小山里佳 

10:30~14:30 

彦坂多美 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

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。 

 

  

 

★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－）。 
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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            

○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           ○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       〇小山里佳  立教大学 

○矢野紗耶香 神田外語大学 女流アマ関東代表   ○山口庸可  早稲田大学 高校選手権４位 

○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  

○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        ◎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・名人優勝、学生本因坊・世界学生王座優勝 

◎片桐大樹  元院生 アマ名人東京都代表         ◎星合真吾  早稲田大学 2017 年学生十傑優勝   

◎山田真生  東京理科大学 アマ名人全国４位 ◎坂倉健太   慶応義塾大学 2017 年学生王座準優勝 

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  ２９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  ２０日・２７ (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。２０日は大澤 

摩耶、２７日は矢野瑞季です。 

プロ棋士指導碁 
★白江治彦八段    １８日(木) 

１３：００～１７：００ 

※他でもサロンにいる日は対局可能です。 

★木部夏生二段    ２９日(月) 

13:00~14:20,14:20~15:40,15:40~17:00 

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 
 
下坂美織三段の後援会です。 
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。 
※ご入会には入会金、年会費がかかります 

 

※しばらくの間お休みとなります。 

白友会 
日 時   ６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  ２８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。 

あかね会 
日 時 2７日 (土)１3：００～17：００ 
参加費  会員  ￥１，６２０ 

      ビジター￥３，２４０ 

      （ワンドリンク付き） 

内 容  目指せ初段！プチ講座や 

    対局後の検討も手伝います。 

講 師  山田あかね 

対 象  １９路を打ち始めた方～１桁級 

 


