
最近のマイブームはマインドマップです。 

紙に絵や図を描いて、自分の考えを整理したり記憶したりするものですが、これを見よう 

見まねで台本を覚えるのにやってみたら、記憶力皆無の私が長いセリフや番組の流れをスム

ーズに覚えられました。 

 それで、定期的に美人の先生に教えてもらうことにしました。これが、楽しい。先生の 

笑顔があまりにも素敵でレッスン中にしばし見とれるほど。習いごとはやっぱり、好みの 

タイプに個人レッスンしてもらうに限るな～（笑）。その先生も囲碁では初段目指して勉強中。

サロンで見かけたらやさしく教えてあげてくださいね～。 

 さて、話は変わりますが、２０１７年囲碁ガールカレンダーの水準が今までになくすごい。

素晴らしい写真続出です。 

 万波奈穂ちゃんの、知的美し着物姿や、下坂美織ちゃんの知られざる一面、スレンダーで

ハイパークールな表情は必見でっす！さらに、関西のミス囲碁ガールこと橋本朱莉ちゃんっ

て、ご存知ですか？目がぱっちり、小柄で控えめで、アイドル並みの容姿を持つにも関わら

ず、なぜか写真写りがいつもひどくて、囲碁インストラクター界の七不思議でした。カメラ

に緊張するんでしょうね～。 

 ところが、今回は彼女本来のはにかみ屋で初々しい最高の笑顔をばっちりおさえた奇跡の

ショットが実現しました。撮影中に、山田あかねが話しかけたり、手を引っ張ったり、自然

な笑顔を引き出すための工夫もあったようで。もう手放したくない！と思うほどかわいらし

く愛おしい笑顔に出会えます。 

 制作にあたった、マスユミとあかねちゃんにぜひ、撮影現場の秘話などをお聞きください。 

私？私もめげずに登場します。今回も懲りずに足だしまっせ（笑）。１０個以上まとめてご購

入いただくと割引もありです。ぜひ観てくださいね。           稲葉禄子

 

 

 

 

                                

 
 
 
 

Diamond Igo Salon 
2016 年 
11 月号 

11/11（金）19:00 より、グロービス経営大学院にて「経営と囲碁を 

語る」を開催します。参加費無料。お友達をお誘い合わせの上ご参加 

ください。21 時 15 分からは DIS にて懇親会を行いますので（男性３

千円、女性２千円）、こちらも併せてどうぞ。 

イベントご案内 

★ ５(土) 白友会 10:00～17:00 
★ 12・19・26(土)オープンデー 13:00～18:00 
★ １２(土)     サタデー交流会 13:00～17:00 
★ ２０(土) 団体交流戦 11:00～17:30 
★ ２７(日)       白江会     10:00～17:00 

  



★ オープンデーご予約できます！ ★ 
 

月に１、２度開催しております土曜オープンデーですが、指導碁１３時の回のみご予約 

出来るようにいたしました。土曜日も DIS で囲碁をお楽しみください。 

１１月は３回開催です。11/12 は矢野紗耶香、11/19 は下田和美、11/26 は指導碁

なしで一般対局のみ、です。仲間内での碁会や勉強会に利用されてはいかがでしょうか。 

ご来店お待ちしております。                   （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  

                                
★ INABA 会・かわます会のお知らせ ★ 

 

指導碁、対局、食事の会が９月より発足しました。毎月行いますので、皆様のご参加 

おまちしております。 

11/28（月）INABA 会 14:30～17:30 指導碁・対局、18:00～ 食事会 

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

INABA 会・かわます会ともに参加費 3,000 円＋利用料です（食事代別途）。 

詳細は受付までお尋ねください。                  （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１。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。    （梅木 大輔） 
 

★ 囲碁ガールカレンダー２０１７ ★ 
 

毎年恒例の風物詩、囲碁ガールカレンダー２０１７が発売となります！今回も新しい 

インストラクターや囲碁ガールが登場します。また、大阪・福岡の囲碁ガール枠がさらに

拡大しました！ こだわり抜いた渾身のカレンダーを、ご自宅に、職場に、囲碁好きなご

友人へのプレゼントに、ぜひお買い求めください。       （桝 由美） 

11/10（木）よりネットショップおよび店頭で販売開始 ￥１，５００（税込） 

              

http://www.dis15.com/


１１月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 
 1 2 3 4 5 6 

 

村田彩 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~18:00 
矢野紗耶香 

18:00~21:00 
 

大沢摩耶 
10:30~14:30 

帥迎春 
13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 
お休み 

片桐大樹 
10:30~14:30 

福田諒 
13:00~17:00 
二宮歌穂 

17:00~21:00 
 

白友会 
★白江 
下田・森 
10:00～
17:00 

貸切 

7 8 9 10 11 12 13 
帥迎春 

10:30~14:30 
渡辺恵子 

13:00~17:00 
星合真吾  

17:00~21:00 
 

堀田あや 
10:30~14:30 
笹子理紗 

13:00~17:00 
佐藤瑛穂 

17:00~21:00 
 

大沢摩耶 
10:30~14:30 
★白江・百田 
13:00~17:00 

宮本舞 
17:00~21:00 

片桐大樹

10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
癸生川聡 

17:00~21:00 

福田諒 
10:30~14:30 
永代和盛 

13:00~17:00 
二宮歌穂 

17:00~21:00 
 

オープン

デー 
矢野紗耶香 

13:00～
17:00 

サタデー 
宇佐美太郎 
13:00～
17:00 

お休み 

14 15 16 17 18 19 20 
帥迎春 

10:30~14:30 
渡辺恵子 

13:00~17:00 
藤原彰子  

17:00~21:00 
 

品田渓
10:30~14:30 
下田和美 

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 
大関稔 

17:00~21:00 

堀田あや 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

片桐大樹 
10:30~14:30 

高倉梢 
13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

オープン

デー 
下田和美 
13:00～
17:00 

団体 
交流戦 
11:00
～ 

17:30 

21 22 23 24 25 26 27 
 小田彩子 
10:30~14:30 
★下坂・永代 
13:00~17:00 
佐藤瑛穂 

17:00~21:00 

笹子理紗 
10:30~14:30 

大関稔 
14:00~17:00 
坂倉健太 

17:00~21:00 
お休み 

林むつみ 
10:30~14:30 

福田諒 
13:00~17:00 
永井紀子 

17:00~21:00 

矢野紗耶香 
10:30~14:30 
百田紗英子 

13:00~17:00 
二宮歌穂 

17:00~21:00 

オープン

デー 
11:00～
16:00 

※指導碁

はありま

せん 

白江会 
森 10:00
～17:00 

28 29 30     
渡辺恵子 

10:30~14:30 
福田諒

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 
 

片桐大樹 
10:30~14:30 

村田彩 
13:00~17:00 
佐藤瑛穂 

17:00~21:00 

小田彩子 
10:30~14:30 

帥迎春 
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 

★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）。 

サークル 

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 
 

サークル 初級教室 
 

サークル 

方円会 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

方円 

会 

交流 

会 



                   

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    ○品田渓    元院生 女流アマ全国準優勝 
○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  
○佐藤瑛穂  共立女子大学 高校選手権３位   ○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   ○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  ５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  １２、１９、２６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。 

１２日は矢野紗耶香、１９日は下田和美です。 

１９路基礎レッスン  
日 時  ２８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  ２７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 ９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 ２１日(月) 

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～ 

        １２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 


