
あけましておめでとうございます。  

昨年はどんな一年でしたか？楽しいことも辛いこともたくさんあったかもしれ

ませんが、心機一転。今年も良い一年となりますように。 

先日、個人レッスンをしている方にこう言われました。 

「稲葉さんもマグロタイプだよね」 

一瞬、遥かかなたにくびれを失くした体型のことを言われたのかと思いドキッと 

しましたが、そうではなくて、泳いでいないとダメという意味ですね。 

なるほど。確かに私は泳いでいないと死んじゃうタイプかもしれません。いつも

きちんと考えてから行動できるといいんですけど、はっきりとした目標がないまま

ただ泳ぎまくるので、障害物にぶつかったり、周りを巻き込んだりして、結構タチ

が悪いかもしれません。 

ところで、マグロって独りぼっちになると、ストレスで胃潰瘍になり、直に死ん 

でしまうとか。まるで人間みたい。勝手に親近感を覚えます。 

 

さて、私にはくびれはありませんが、ひれはあるようで、今年も DIS で、そして 

囲碁界の端っこで、うろうろ泳いでいると思います。一人になると死んじゃいます

ので、決して一人にはしないでください。 

ぜひうるさがらず、たまには付き合って下さいね。 

 

今年こそ本を書こうと心に決めました。 

実現したらぜひ読んでください。もし挫折したら、慰めて下さい。いや、叱って 

ください。今年もどうぞよろしくお願いします。        稲葉禄子 
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イベントご案内 

★ １日(金)～４日（月）  年始休業 

★  ５(火) 打ち初め対局デー 10:30～18:00 

★ １６(土) 白友会 10:00～17:00 

★ ２３(土) オープンデー  13:00～18:00 

★ ２３(土)     サタデー交流会 13:00～17:00 

★ ２４(日)       白江会     10:00～17:00 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

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  

                                

★ 方円会 ★ 
 

毎週火曜と金曜に開催されている教室「方円会」。大盤での講義、指導碁も１局付い

ていますので、オトクです。白江八段による講義＆指導碁も月に１～２度あります。 

今月より、金曜も 10:30～15:30 頃までの開催となりましたので、午前中の時間 

を有効に利用されたい方にもピッタリです。午後からのみの参加も可能です。 

詳細は受付までお訊ねください。お皆様のご参加をお待ちしております。  

 （片桐 大樹） 

★ DIS１５周年カウントダウン 1 月企画 ★ 
 

ダイヤモンドホテルより囲碁サロンを引き継いで、2016 年 4 月に 15 周年を迎え

ます。ここまで営業ができましたのも、DIS を支えてくださる皆様のおかげと、感謝

の気持ちでいっぱいです。 

そんな感謝を込めまして、15 周年カウントダウン企画が始まります。 

1 月 15 日（金）はシャンパン半額 Day！！グラスもボトルも半額でのご提供です。 

黄金の泡を眺めながら、楽しく囲碁を打ちましょう。          （桝 由美） 

サロン通信 

★ DIS 打ち初め＆対局デー ★ 
 

201６年 1 月 5 日（火）は年明けの初営業日となります。1（イ）月５（ゴ）日の

日、ということで、ご来店いただいた方には DIS より枡酒（振る舞い酒）をプレゼン

トいたします。1 年の囲碁運を占う囲碁御籤もご用意しておりますので、DIS で初対

局、しましょう～。 

川崎・桝が対局希望の皆様を組み合わせいたします（時には対局もしますよ。実は

打てるんです！！）。まずは 1 月 5 日に是非お越しください。    （梅木 大輔） 

 

★ 今月の一冊 ★ 

「囲碁手筋 基本のキ 相手の弱点を見抜く方法」 
吉原由香里・王唯任著  価格 \1,609-（DIS 会員は３％OFF） 

全ての級位者に送る終盤力養成プログラム。終盤のダメヅマリで石を

取られたり、何か手がありそうなのに狙えなくてガッカリしたことが

ある方にぜひ解いていただきたい本です。解くほどにダメヅマリが楽

しくなります！ 本書の構成は王真有子が担当しました。（王真有子） 
 

http://www.dis15.com/


１月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 
    1 2 3 

  

 

 

年始休業 

年始休業 年始 
休業 

4 5 6 7 8 9 10 

年始休業 

笹子理紗 
10:30~14:30 
伊藤裕介 

13:00~17:00 
榛沢彩香 

17:00~21:00 
 

村田彩 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 
 

小田彩子 
10:30~14:30 
渡辺恵子 

13:00~17:00 
金井智子 

17:00~21:00 
 

片桐大樹 
10:30~14:30 

岡田量 
13:00~17:00 

村田彩 
17:00~21:00 

 

貸切 貸切 

11 12 13 14 15 16 17 

貸切 

堀田あや 
10:30~14:30 
笹子理紗 

13:00~17:00 
佐藤瑛穂 

17:00~21:00 
 

小田彩子 
10:30~14:30 

高倉梢 
13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

大澤摩耶 
10:30~14:30 
堀田あや 

13:00~17:00 
永井紀子 

17:00~21:00 

谷結衣子 
10:30~14:30 
片山光子 

13:00~17:00 
二宮歌穂 

17:00~21:00 

白友会 
★白江 
下田・森 
10:00～
17:00 

お休み 

18 19 20 21 22 23 24 
大澤摩耶 

10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
星合真吾 

17:00~21:00 
 

片桐大樹 
10:30~14:30 
堀田あや 

13:00~17:00 
谷結衣子 

17:00~21:00 

帥迎春 
10:30~14:30 
★白江・永代 
13:00~17:00 

宮本舞 
17:00~21:00 

宮本舞 
10:30~14:30 
百田紗英子 

13:00~17:00 
金井智子 

17:00~21:00 

伊藤裕介 
10:30~14:30 

品田渓 
13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

オープンデー 
笹子理紗 
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 

25 26 27 28 29 30 31 
大澤摩耶 

10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
星合真吾 

17:00~21:00 

笹子理紗 
10:30~14:30 
渡辺恵子 

13:00~17:00 
佐藤瑛穂 

17:00~21:00 

矢野瑞季 
10:30~14:30 
永代和盛 

13:00~17:00 
谷結衣子 

17:00~21:00 

林むつみ 
10:30~14:30 
堀田あや 

13:00~17:00 
金井智子 

17:00~21:00 

岡田量 
10:30~14:30 
★下坂・百田 
13:00~17:00 
二宮歌穂 

17:00~21:00 

貸切 お休み 

 
★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。ご指定の場合は、電話にてご確認下さい。                   
・個人レッスンも受け付けております。稲葉・片桐もサロンに居るときは指導碁が打てます。 
・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  

午前の指導碁は予約も承ります（10:30～のみ）。皆様のご利

用お待ちしております。満席の場合でも直前でキャンセルが出

る場合がありますので、受付までお問い合わせください。 
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サークル 

講座 
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会 

交流 

会 

交流 

会 
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会 
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ｻｰｸﾙ 

講座 
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交流 

会 

交流 
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サー

クル 

19路

基礎 
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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       ○片山光子  元院生 囲碁教室講師経験多 

○帥迎春   元中国棋院プロ棋士  女流アマ全国準優勝 
○金井智子  元院生 囲碁教室講師経験多数 ○永井紀子  女流アマ関東代表        
○堀田あや  女流アマ関西代表         ○林むつみ  女流アマ全国準優勝         
○大澤摩耶  元院生 女流アマ全国優勝２回 ○下田和美  元院生 女流アマ全国４位    
○高倉梢   元院生 女子学生大会優勝     ○笹子理紗  女子学生選手権準優勝          
○小田彩子  元院生 女流アマ全国優勝   ○品田渓    元院生 女流アマ全国準優勝     
○村田彩   明治大学 女子学生本因坊関東代表 ○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  元院生 國學院大学 女子学生本因坊関東代表  

○榛沢彩香  元院生 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 

○永代和盛  元院生 アマ名人準優勝    ○岡田量   早稲田大学 2013 年学生本因坊優勝 
○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  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  １６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  ２３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。 

担当は笹子理紗です。 

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  ２０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 ２９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～ 

        ２３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 梅木大輔、宇佐美太郎 

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 

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 


