
1 年前から個人レッスンをしている H さんと、ペア碁選手権関東大会に出場した。 

H さんはルールからスタートして、この１年間 1 回 4 時間のレッスンをこなし、膨大な本

をがんがん読みまくるので、この分だと、あっという間に初段ぐらいになっちゃうのではな

いかとうっかり心配したほどだが、その後病気をして１０キロも痩せてしまうと集中力がつ

づかないようで、全く勝てなくなってしまった。だから、今回参加にあたっての目標は１勝

すること。私はブルーのワンピース。H さんは「サラリーマン時代を思い出す（笑）」と、ブ

ルーのネクタイを締めてきてくれた。ペア碁大会では上着とネクタイ着用が男性に義務付け

られている。１回戦は H さんに囲碁神様が降りてきた。高段者と見間違うほどの見事な打ち

っぷり。一心同体とはこのことか、というくらい私の読みが１５級のH さんに伝わるかのよ

うで、ほぼ完勝することができた。 

対局後いつものくったくのない笑顔で「わ～。もう、ダメだ。疲れた～」と言う H さんに、

エネルギー補給を促した。H さんは、あまり食べられないので、栄養を頻繁に補給しないと

体力が持たないのだ。 

「無理しなくていいからね。棄権したっていいので、一局ずつ様子みましょう」 

そんな感じで、結局最後まで打ってしまった。対局中は、なんどか意識がとんだらしく（笑）、

意識が戻るとあわてて水を口に含んでいた。ずいぶんと無理をさせてしまったと我ながら思

う（笑）けど、結果は３勝１敗で、こんなことなら優勝もねらえたかも、と私が大口をたた

く。半ば放心状態の H さんと表彰式まで残っていると、最後の最後に「いなばよしこさん。

はせがわ…」私たちの名前が読み上げられた。何と、３位入賞を果たしていたのだ。まさか

の賞状を手に、涙が出るほどうれしかった。１人の優勝よりも二人の３位が、もっともっと

うれしかった。 

ペア碁選手権本大会は１２月４日。ドキドキわくわくしてドラマがあって、とにかく楽し

い。 

みんな出ましょう。 

   稲葉禄子 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

Diamond Igo Salon 
2016 年 

10 月号 

イベントご案内 

★ ８(土) 白友会 10:00～17:00 
★ １５(土) 秋の囲碁大会 11:00～17:00 
★ ２２・２９(土) オープンデー 13:00～18:00 
★ ２２(土)     サタデー交流会 13:00～17:00 
★ ２３(日)       白江会     10:00～17:00 

  

囲碁ガールカレンダー2017 も只今制作中！１１月中

旬発売予定、出来上がりを楽しみにしてくださいね。 



★ ワインフェア ★ 
 

１０月まるまる一ヶ月、ワインフェアを開催致します。赤・白取りそろえておりますの

で、対局の合間に、仕事疲れの癒しに、ご賞味ください。  

グラス ８６０円  ボトル ４，３２０円  ３種類飲み比べ １，６２０円 

今回限りの銘柄のワインをご用意していますので、是非お楽しみ下さい。 

１コインおつまみも併せてどうぞ。                 （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  

                                
★ INABA会のお知らせ ★ 

 

９月会報コラムで宣言した通り、対局と食事の会を発足いたしました。急遽 9/12（月）

に決まった第１回 INABA 会、アナウンスが行き届かずに知らない方も多かったかと思いま

す。反省…。というわけで、１０月は１２（水）と２６（水）の２回開催いたします！ 

詳細は同封の案内をご覧ください。麹町の美味しい食事と対局を楽しみましょう。                

（山田 あかね） 

サロン通信 

★ ＤＩＳ団体戦の御案内 ★ 
 

１１月２０日に年一回の３人一組の団体戦を開催します。勝つと喜び３倍、負けても悔

しさ３分の一。チームでお申し込みも、単独でお申し込みもできます。 

日時：１１月２０日（日）１１：００～１７：３０ 

参加費：チーム申し込み１０，０００円、お一人申し込み３，５００円 

昼食も込みのお得な大会です！ハンデ戦４局、お楽しみ下さい。    （桝 由美） 
 

★ 秋の囲碁大会 ★ 
 

７月以来の個人戦囲碁大会です。秋の味覚（フルーツ）をご用意しておりますので、糖

分補給しながら優勝目指しましょう。 

日時：１０月１５日（土）１１：００～１７：００ 懇親会１７：００～１８：００ 

参加費：４，５００円（正会員４，０００円、ビジター５，５００円）  

昼食・参加賞込み。ビジターの方にはサロン利用券プレゼント！！ 

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

http://www.dis15.com/


１０月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 

10/31     1 2 

笹子理紗 

10:30~14:30 

渡辺恵子 

13:00~17:00 

藤原彰子  

17:00~21:00 

 

 

 

  お休み 貸切 

3 4 5 6 7 8 9 

大沢摩耶 

10:30~14:30 

帥迎春 

13:00~17:00 

藤原彰子  

17:00~21:00 

 

堀田あや 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 

村田彩 

17:00~21:00 

 

村田彩 

10:30~14:30 

★白江・福田 

13:00~17:00 

大関稔 
17:00~21:00 

片桐大樹

10:30~17:00 

佐藤瑛穂 

17:00~21:00 

百田紗英子 

10:30~14:30 

二宮歌穂 

13:00~17:00 

福田諒 

17:00~21:00 

 

白友会 

★白江 

下田・森 

10:00～

17:00 

貸切 

10 11 12 13 14 15 16 

お休み 

片桐大樹
10:30~14:30 

渡辺恵子 

13:00~18:00 

矢野紗耶香 

18:00~21:00 

片桐大樹 

10:30~14:30 

福田諒 

13:00~17:00 

藤田聖羅 
17:00~21:00 

林むつみ 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 

藤原彰子 

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 

★下坂・百田 

13:00~17:00 

永代和盛 

17:00~21:00 

秋の 

囲碁大会 
11:00～

17:00 

お休み 

17 18 19 20 21 22 23 

 笹子理紗 

10:30~14:30 

片桐大樹 

13:00~17:00 

星合真吾 

17:00~21:00 
 

 

堀田あや 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 

二宮歌穂 

17:00~21:00 

片桐大樹 

10:30~14:30 

永代和盛 

13:00~17:00 

堀田あや 
17:00~21:00 

堀田あや 

10:30~14:30 

片桐大樹 

13:00~17:00 

村田彩 

17:00~21:00 

堀田あや 

10:30~14:30 

福田諒 

13:00~17:00 

二宮歌穂 

17:00~21:00 

オープン

デー 

百田紗英子 

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 

24 25 26 27 28 29 30 

帥迎春 

10:30~14:30 

福田諒
13:00~18:00 

矢野紗耶香 

18:00~21:00 

 

片桐大樹 

10:30~14:30 

福田諒 

13:00~17:00 

矢野瑞季 

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 

百田紗英子 

13:00~17:00 

宮本舞 
17:00~21:00 

林むつみ 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 

癸生川聡 

17:00~21:00 

品田渓 

10:30~14:30 

片桐大樹

13:00~17:00 

二宮歌穂 

17:00~21:00 

オープン

デー 

下田和美 

13:00～

17:00 

美織会 

貸切 

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 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

初級教室 
 

方円会 
 

初級教室 
 

サークル 初級教室 
 

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         ○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    ○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 ○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   

○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         ◎癸生川聡  早稲田大学 2014 年学生本因坊優勝 

◎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、学生四冠（十傑、本因坊、王座、最強位） 

◎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 ◎福田諒 元院生 

白友会 
日 時  ８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  ２２、２９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  ２４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  ２３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 ５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 １４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～ 

        ２２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 

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 


