
 ８月はお盆休みをいただき失礼しました。皆様には、その間開催しました納涼囲

碁まつりへのご参加、ご協力ありがとうございました。心配していたディナーパーテ

ィーではポケモン GO ならぬ、イケメン（棋士）GO という企画に挑戦してみまし

た。棋士を見つけたら声をかけてサインをもらってください、という試みなんですが、

たくさんの棋士が参加してくれて、気軽に話ができるため、結構好評でした。今年は

２日間で１２００人の方にいらしていただき賑やかになりました。おかげで離縁はさ

れずにすみましたが（笑）、来年もまたあたふたしていると思われます。まだまだ反

省点はたくさんあるので、ちゃんと改善して、来年にはさらに楽しいイベントにして、

「来ないと損をする！」って自信をもって言いたいです。 

さて、９月はいつもより DIS で多く過ごしたいと思っています。交流対局の日も

もうけたい。お食事会も開催したい。お酒も飲みたい。ということで、囲碁とお食事

会企画します。ぜひご一緒しませんか～？お店は金目鯛のしゃぶしゃぶか、お蕎麦屋

さんか、宮崎料理のお店を考慮中。 

また、９月１０日のペア碁大会にも参加します。お一人の参加もＯＫですし、普段

習っているインストラクターと組んでの参加も大歓迎です。個人レッスンよりもさら

に勉強になること間違いなし。わくわく、どきどきするし、新鮮で絶対に楽しい。 

 

皆様のご参加をお待ちしておりま～す。     稲葉禄子 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

Diamond Igo Salon 
2016 年 

９月号 

イベントご案内 

★ １０(土) ペア碁大会 12:30～18:00 
★ １８(日) 白友会 10:00～17:00 
★ 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 
★ ２５(日)       白江会     10:00～17:00 

  



★ メール登録のご案内 ★ 
 

DIS では、会報やインストラクター変更など、各種ご案内をメールで配信しております。 

この機会に是非メールアドレスをご登録ください。また、急にメールが来なくなってしま

った、という方は、お手数ですが info@dis15.com までご一報ください。どうぞよろし

くお願いいたします。                       （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  

                                
★ DIS今年の予定 ★ 

 

夏も終わりに近づき、いよいよ 2016 年も残すところ 5 カ月となりました。 

12 月までのイベント情報です。 

9 月‥10（土）ペア碁大会、24（土）オープンデー＆サタデー交流会 

10 月‥15（土）秋の囲碁大会、22（土）ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰ＆ｻﾀﾃﾞｰ交流会、29（土）ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰ 

11 月‥3（木）団体交流戦（3 人 1 組）、12（土）オープンデー＆サタデー交流会 

12 月‥23（金）忘年碁会、ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰ＆ｻﾀﾃﾞｰ交流会は未定、営業は 28（水）まで 

DIS で囲碁をお楽しみください。                 （梅木 大輔） 

サロン通信 

★ 学生タイトル＆アマチュアタイトル獲りました ★ 
 

DIS でもインストラクターをしております大関稔（専修大学）がアマチュア本因坊と 

学生本因坊を、藤原彰子（早稲田大学）が女子学生本因坊を獲得いたしました。強い、そ

して分かりやすい両名の指導碁をぜひ受けに来てくださいね～！この機会にチャレンジ 

です！                              （山田 あかね） 
 

★ ペア碁大会開催！ ★ 
 

二人で打てば、楽しさ倍増♪悔しさ半減⤴いいことしかないペア碁。そんなペア碁大会

にぜひご参加ください。 

日時：9 月 10 日（土）12：30～18：00 懇親会 18：00～19：00 

参加費：４，０００円（ビジター５，０００円） 懇親会費込み 

お二人参加はペアで１，０００円オフです！ 

お一人でのエントリーも絶賛受付中です。当日受付でペアを決めさせていただきます。 

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

mailto:info@dis15.com
http://www.dis15.com/


９月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 

   1 2 3 4 

  

 
大澤摩耶 

10:30~14:30 

矢野紗耶香 

13:00~17:00 

伊藤裕介 

17:00~21:00 

片桐大樹 

10:30~17:00 

坂倉健太 

17:00~21:00 

 

貸切 貸切 

5 6 7 8 9 10 11 

矢野紗耶香 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~16:00 

堀田あや 

16:00~21:00 

 

堀田あや 

10:30~14:30 

渡辺恵子 

13:00~17:00 

佐藤瑛穂 

17:00~21:00 

 

伊藤裕介 

10:30~14:30 

大関稔 

13:00~17:00 

堀田あや 
17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 

坂倉健太 

17:00~21:00 

片桐大樹 

10:30~14:30 

小野孝蘭 

13:00~17:00 

永代和盛 

17:00~21:00 

 

 

 

ペア碁 

大会 貸切 

12 13 14 15 16 17 18 

小田彩子 

10:30~14:30 

星合真吾 

13:00~17:00 

藤原彰子 

17:00~21:00 

 

堀田あや 

10:30~14:30 

星合真吾 

13:00~17:00 

金井智子 

17:00~21:00 

村田彩 

10:30~14:30 

大関稔 

13:00~17:00 

癸生川聡 
17:00~21:00 

大澤摩耶 

10:30~14:30 

高倉梢 

13:00~17:00 

永井紀子 

17:00~21:00 

小野孝蘭 

10:30~14:30 

福田諒 

13:00~17:00 

坂倉健太 

17:00~21:00 

貸切 

白友会 

★白江 

下田・森 

10:00～

17:00 

19 20 21 22 23 24 25 

お休み 

片桐大樹 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 

伊藤裕介 

17:00~21:00 

伊藤裕介 

10:30~14:30 

永代和盛 

13:00~17:00 

宮本舞 
17:00~21:00 

お休み 

百田紗英子 

10:30~14:30 

片桐大樹 

13:00~17:00 

榛沢彩香 

17:00~21:00 

オープン

デー 

下田和美 

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   

小田彩子 

10:30~14:30 

★白江・新垣 

13:00~17:00 

星合真吾 

17:00~21:00 

 

品田渓 

10:30~14:30 

村田彩 

13:00~17:00 

藤原彰子 

17:00~21:00 

伊藤裕介 

10:30~14:30 

百田紗英子 

13:00~17:00 

二宮歌穂 
17:00~21:00 

林むつみ 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 

二宮歌穂 

17:00~21:00 

笹子理紗 

10:30~14:30 

★下坂・百田 

13:00~17:00 

村田彩 

17:00~21:00 

  

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

交流 

会 

方円 

会 

方円 

会 
方円会 

 

初級教室 
 

交流 

会 

講座 

ｻｰｸﾙ 

★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）。 

交流 

会 

方円 

会 

サークル 

交流 

会 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 
 

サークル 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

方円 

会 

交流 

会 
初級教室 

 

初級教室 
 

方円会 
 

初級教室 
 



                   

インストラクター紹介  
○渡辺恵子  女流アマ関東代表         ○金井智子  元院生 囲碁教室講師経験多数   

○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     

○小野孝蘭  元院生 女子学生本因坊３位    ○新垣望   元院生 新垣武九段は実父 

○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  

○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  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    

○佐藤瑛穂  共立女子大学 高校選手権３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  

◎永代和盛  元院生 アマ名人準優勝         ◎福田諒   元院生               

◎伊藤裕介  元院生  アマ本因坊埼玉県代表  ◎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、学生三冠（十傑、本因坊、王座）  

白友会 
日 時  １８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  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。 

担当は下田和美です。 

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 (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 ２６日(月) 

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 ３０日(金) 

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、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※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 


