
ご覧になりましたか？アルファ碁とイセドルさんの対局。 

アルファ碁が、思ったよりも全然強くて衝撃的で、かつ私はとても感動しました。 

あの一週間は、十段戦の会場で、サロンで、スタジオで、毎日その話題で持ち切りでし

た。普通の五番勝負なら、三連敗すればそれでおしまいだけど、さらに２局打たなけれ

ばならないイセドルさんの気持ちを思うと、胸が締め付けられる思いでした。 

そして、４局目に勝利した時には、中央のワリコミという鬼手に感動し、うれしくて

涙が出ました。その日、私は囲碁将棋チャンネルの「パッション」の収録中で、ゲスト

棋士の星合志保ちゃんと思わず手を取り合って歓声を上げました。 

囲碁を愛する一人として、もちろんプロに勝ってほしかった。でも、囲碁の奥深さを

全世界に知らしめてくれた素晴らしい機会だったと今では思います。 

さらに、その後いろんな方と話をし、専門家の話を聞く機会も得たりするうちに、囲

碁だけに拘る自分の小ささを思いました。１０の３６０乗どころかそれ以上の可能性を

持つといわれる囲碁で、トッププロを破るところまで到達した人工知能の、今後の可能

性の多さと素晴らしさを思い、今ではわくわくしています。 

井山さんがアルファ碁と対局したら？という話があります。イセドルさんとの対局

で、さらにパワーアップしているであろう敵にかなうわけがない。わざわざ、負ける対

局はするべきではないと、考える人も多いようですが、そうでしょうか。 

さらに上を目指す棋士だったら、勝っても負けても強い相手と対局したいのは当然だ

し、そうあってほしいと思います。 

グーグルがもう打つ必要がないと言えば仕方ないけれど、そうでないならみんなで挑

戦すればいい。そうやって一緒に切磋琢磨すればいいじゃないですか。どっちにしても、

アルファ碁だって、トップ棋士だって、まだまだ囲碁についてわからないことだらけの

はず。だから、これは囲碁自体がさらに発展していくための通過点。 

こんな素晴らしい時期に生きられたトップ棋士は喜ぶべきではないかしら。           

 

稲葉禄子 
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イベントご案内 

★ ２(土） 15 周年記念パーティー 12:00～16:00 

★ １０(日) 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  

                                ★ メール登録のご案内 ★ 
 

毎月郵送でお送りしております会報ですが、メールでのご案内もしております。メール

アドレスをご登録いただきますと、郵送より２～３日早くスケジュールをご覧いただけま

すし（PDF ファイルを添付）、インストラクターの変更も随時お知らせしております。 

この機会に是非ご登録ください。4 月中に新たにご登録いただいた方には、ドリンク券を

プレゼントいたします。お申し込みはサロン受付、または、info@dis15.com までお願い

いたします。                            （桝 由美） 

サロン通信 

★ 指導碁を受けていただく皆様へ ★ 
 

いつもインストラクター及びプロ棋士の指導碁を受けていただき、ありがとうござい 

ます。ダイヤモンド囲碁サロンでは、より多くの皆様に指導碁を受けていただきたいと 

思っております。多面打ちで時間がかかることもあるかと思いますが、検討を含めまして 

１局１時間３０分ほどでお願いしております。 

２時間３０分を超える場合は打ちかけとさせていただくこともございます。予めご了承

ください。皆様のご協力をよろしくお願い致します。         （川崎 亜弥） 

★ インターネット対局「石音」との対抗戦 ★ 
 

実名登録、顔の見えるインターネット対局サイト「石音」との第３回対抗戦が開催 

されます。なかなか大会に出る勇気がでない方も、団体戦なら安心です。２０級（19

路盤で打てる）以上ならエントリーできますので、この機会に大会デビューしてみませ

んか。先着順での受付となりますので、お早めのお申し込みをお待ちしております。 

日時：４月１７日（日） １３時～１８時 対抗戦 

１８時～２０時 懇親会 

参加費：５，０００円（懇親会費含む）  

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

★ GO！GO！囲碁大会！ ★ 
 

ついこの間新年を迎えたと思ったら、早いもので GW が間もなくやってきます。ご予定 

はもう決まりましたでしょうか。行楽地も旅行も大混雑！そんなときは、DIS で楽しく 

囲碁を打ちませんか？ 

毎年恒例、GO！GO！囲碁大会！は 5 月 3 日の開催です。皆様のご参加をお待ちして

おります。詳細は同封のご案内をご覧ください。           （片桐 大樹） 

http://www.dis15.com/


４月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 
    1 2  3 

  

 

 

伊藤裕介 
10:30~14:30 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
藤田聖羅 

17:00~21:00 
 

 
１５周年 
記念 

パーティー 

貸切 

4 5 6 7 8 9 10 
笹子理紗 

10:30~14:30 
癸生川聡 

13:00~17:00 
鴨志田葵 

17:00~21:00 
 

品田渓 
10:30~14:30 
佐藤瑛穂 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 
 

帥迎春 
10:30~14:30 

高倉梢 
13:00~17:00 

宮本舞 
17:00~21:00 

 

大沢摩耶 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
榛沢彩香 

17:00~21:00 
 
 

小野孝蘭 
10:30~14:30 
堀田あや 

13:00~17:00 
二宮歌穂 

17:00~21:00 
 

貸切 

白友会 
★白江 
下田・森 
10:00～
17:00 

11 12 13 14 15 16 17 
片桐大樹 

10:30~14:30 
帥迎春 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 
 

笹子理紗 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
星合真吾 

17:00~21:00 
 

伊藤裕介 
10:30~14:30 
★白江・小野 
13:00~17:00 
佐藤瑛穂 

17:00~21:00 

大沢摩耶 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
片桐大樹 

17:00~21:00 

伊藤裕介 
10:30~14:30 
片桐大樹 

13:00~17:00 
二宮歌穂 

17:00~21:00 

お休み 対抗戦 

18 19 20 21 22 23 24 
帥迎春 

10:30~14:30 
★下坂・鴨志田 
13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 
 

下田和美 
10:30~14:30 
片桐大樹 

13:00~17:00 
星合真吾 

17:00~21:00 

小田彩子 
10:30~14:30 

高倉梢 
13:00~17:00 

宮本舞 
17:00~21:00 

新垣望 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
伊藤裕介 

17:00~21:00 

佐藤瑛穂 
10:30~14:30 
堀田あや 

13:00~17:00 
村田彩 

17:00~21:00 

オープンデー 
谷結衣子 
13:00～
17:00 

サタデー
宇佐美太郎 

13:00 

白江会 
10:00～
17:00 

25 26 27 28 29 30  
笹子理紗 

10:30~14:30 
大沢摩耶 

13:00~17:00 
小野孝蘭 

17:00~21:00 
 

渡辺恵子 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
鴨志田葵 

17:00~21:00 

小野孝蘭 
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 
永代和盛 

17:00~21:00 

お休み お休み  

                   

方円 

会 
方円会 

 

方円会 
 

交流 

会 

講座 

ｻｰｸﾙ 
交流 

会 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

方円 

会 

交流 

会 

初級教室 
 

交流 

会 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

方円 

会 

方円 

会 

交流 

会 

初級教室 
 

サークル 

サークル 

★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。 

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。 

初級教室 
 

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 

交流会 
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      
○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   ○村田彩   明治大学 女子学生本因坊関東代表  
○谷結衣子  北里大学 高校選手権優勝   ○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 女流アマ全国４位 ○鴨志田葵  東京大学大学院  

○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 

○藤田聖羅  早稲田大学           ○谷麻衣子  横浜国立大学 高校選手権優勝２回 
○藤原彰子  元院生 早稲田大学 女流アマ全国優勝２回  ○矢野紗耶香  元院生 神田外語大学    
◎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    
◎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   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(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  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。 

5 日は新垣望、２６日は鴨志田葵です。 

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  １３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 １８日(月)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、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 

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 


