
  

IPS 細胞の山中教授に、「囲碁やりませんか？」と口説いて振られたのは、

3 年ほど前だろうか。それが、去年突然「改めてやりたくなった」というメ

ールが届いて驚いた。しかもその動機が、まさかと思うような内容である。 

「噺家の、ざこば師匠が囲碁初段になったと、話しているのを見て」 

ざこば師匠っ！でかした～！ 

以来、教授には本を送ったり、ソフトを送ったり、関西出張を利用して教

えに行ったり。かわいそうに、気づけば教授もうっかり、囲碁界の悪女の弟

子である（笑）。 

今ではすっかりハマってくれて、車の移動時間はもっぱら囲碁クエスト三

昧。ダメ詰まりと打って返しに弱く、大石を取られることもしょっちゅう。

その度に、わーとかきゃーとか騒ぎまくるので、運転手には「ついに頭がへ

んになったと思われている」そうだ。私が実際に対局したのは６、７局だと

思うが、半年ほどでシングル級レベルになった。 

井山さんと対談をしてもらえたら。さらに 2 人に対局してもらえたら、

すごい宣伝効果になるのになぁ。と、言っているうちに早々その機会は訪れ

た。IPS 細胞研究所で、山中教授が井山さんに熱く語ったのは？ 

対談の内容はゴールデンウィーク中の毎日新聞朝刊にて。山中教授の棋

譜も、お楽しみに～。（あわわわ。中央が、、。早く止めて。きゃあ～。見てい

られない…）もう少し強くなってからだと尚良かったが、贅沢は言えない(笑)。   

稲葉禄子                               

イベントご案内 
★  ３(水・祝) GO!GO!囲碁大会 11:00～17:00 

★ １３(土) 白友会 10:00～17:00 

★ １４(日)・２０(土) オープンデー 13:00～18:00 

★ ２８(日)       白江会  10:00～17:00 
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★ GO!GO!囲碁大会 ★ 
 

桜も終わり、一気に暑くなって身体が付いていかない４月でしたね。 

４月後半から始まります大型連休ＧＷは、DIS でのんびり過ごしませんか？ 

喧噪から離れて囲碁大会で楽しみましょう！ 毎年恒例、ＧＯ！ＧＯ！囲碁大会！ 

日時  ５月３日（祝・水）１１：００～１７：００ 

参加費 ￥４，８６０－ 昼食・参加賞付き  

女性・級位者、大歓迎です！お気軽にご参加くださいね～。  

６月１８日（日）はペア碁大会です。男女、男男、女女、親子、祖父母と孫など、２人

組なら何でも OK です！                      （梅木 大輔） 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  

 

 

 

 

★ 本因坊戦観戦ツアー ★ 
 

第７２期本因坊戦、本因坊文裕に挑戦するのは本木克也八段となりました。初の挑戦手合 

となる本木八段がどんな戦いを挑むのか、一緒に観戦しませんか。万波奈穂三段、囲碁大使

戸島花さん、稲葉、山田がご一緒します。 

大盤解説、封じ手開封立ち会い、交流対局、観光、と盛りだくさんです。 

日程 ５／８（月）～１１（木） ３泊４日（２名１室）  

宿泊 岐阜グランドホテル 

料金 ８６，４００円（宿泊、前夜祭、指導碁１局、夕食２回、朝食３回付き） 

皆様のご参加お待ちしております。申込期限：５月３日（水・祝） （山田 あかね） 

★ 阪急納涼囲碁まつり in東京 ★ 
 

第四回となります阪急納涼囲碁まつり in 東京が、８月１１日（金・祝）、１２日（土） 

に開催されます。 

 皆様にお楽しみいただけるイベントをただいま考慮中です(^^) 

 是非、今から予定を空けておいてくださいね。             （桝 由美） 

                                

★ かわます会・あかね会 ★ 
 

５/１７（水） かわます会 11:30～ランチ、13:00～16:00 指導碁・対局  

      利用料＋￥3,240－（食事代別途）川崎・桝・山田がお相手いたします。 

５/１４（日） あかね会 13:00～17:00 講義・対局  

       会員￥1,620－ ビジター￥3,240－（１ドリンク付き）目指せ初段！ 

詳細は受付まで。楽しいひとときを一緒に過ごしましょう。         （川崎 亜弥） 

サ ロ ン 通 信 

http://www.dis15.com/


５月スケジュール 

月 火 水 木 金 土 日 

1 2 3 4 5 6 7 

長井多葉紗 
10:30~14:30 

山口庸可 

13:00~17:00 
堀田あや  

17:00~21:00 

 

堀田あや 
10:30~14:30 
笹子理紗 

13:00~17:00 
星合真吾 

17:00~21:00 
 

GO!GO! 

囲碁大会 

11:00～17:00 

 お休み お休み お休み 貸切 

8 9 10 11 12 13 14 

小田彩子 
10:30~14:30 

大澤摩耶 

13:00~16:00 
堀田あや  

16:00~21:00 

 

渡辺恵子 
10:30~14:30 
笹子理紗 

13:00~17:00 
星合真吾 

17:00~21:00 

 

福田諒 

10:30~14:30 

大澤摩耶 

13:00~17:00 
矢野紗耶香 

17:00~21:00 

大澤摩耶

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 
大関稔 

17:00~21:00 

石塚茉希 

10:30~14:30 

福田諒

13:00~17:00 

山口庸可 

17:00~21:00 

 

 

★白江 

下田・森 

10:00～

17:00 

オープンデ

ー 

石塚茉希 

13:00～

17:00 

あかね会 

13:00～

17:00 

15 16 17 18 19 20 21 

渡辺恵子 

10:30~14:30 

帥迎春 

13:00~17:00 

矢野紗耶香 

17:00~21:00 

堀田あや
10:30~14:30 
石塚茉希 

13:00~17:00 
大関稔 

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 

帥迎春 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 

大澤摩耶 

10:30~14:30 

★白江治彦 

13:00~17:00 

堀田あや 

13:00~17:00 
大関稔 

17:00~21:00 

帥迎春 

10:30~14:30 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21:00 

オープンデー 

山口庸可 

13:00～

17:00 

貸切 

22 23 24 25 26 27 28 

山口庸可 

10:30~14:30 

石塚茉希 

13:00~17:00 

星合真吾 

17:00~21:00 

石塚茉希 
10:30~14:30 
笹子理紗 

13:00~17:00 
大関稔 

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 

福田諒 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

福田諒 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 
永井紀子 

17:00~21:00 

石塚茉希 

10:30~14:30 

矢野瑞季 

13:00~17:00 

矢野紗耶香 

17:00~21:00 

貸切 

 

森 

10:00～

17:00 

29 30 31     

山口庸可 
10:30~14:30 

★下坂美織 

13:00~17:00 
渡辺恵子

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

品田渓 
10:30~14:30 

石塚茉希 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

小野孝蘭 

10:30~14:30 

福田諒 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

   

太枠で囲ん

でいる日は 

イベントが
ある 

日です 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

交流 

会 

方円 

会 

初級教室 
 

方円会 
 

方円 

会 

方円会 
 

初級教室 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

サー

クル 

交流 

会 

交流 

会 

方円 

会 

交流 

会 

19路

基礎 

初級教室 
 

方円会 
 

サークル 方円会 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

サークル 

講座 

ｻｰｸﾙ 

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＋￥12,960－）。 
インストラクターの指名もできます 
（指名料￥3,240－）。 

白江会 
 

サークル 

白友会 
 

サークル 方円会 
 



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                   ○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           ○長井多葉紗 元院生 女子学生大会準優勝      

○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              

○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 

○石塚茉希  緑星学園出身                       ○鴨志田葵  東京大学大学院      

○宮本舞     元院生 女流アマ関東代表      ○谷結衣子  北里大学 高校選手権優勝        

○矢野瑞季  國學院大学 女流アマ全国４位    ○矢野紗耶香 神田外語大学 女流アマ関東代表   

○谷麻衣子  横浜市立大学 高校選手権優勝２回  ○山口庸可  早稲田大学 高校選手権４位     

○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 学生王座関東代表        

◎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 

◎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）、世界学生王座 

◎星合真吾  元院生 早稲田大学 全国高校囲碁選手権優勝  

◎坂倉健太   慶応義塾大学 全国高校囲碁選手権優勝 

白友会 
日 時  １３日(土) １０：００～１７：００ 
参加費   女性￥１０，８００－ 

男性￥１２，９６０－ 

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。 

白江会 
日 時  ２８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。 

ＤＩＳ交流会 
日 時  毎週水、金 １９：００頃～ 

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、 

 片桐大樹 

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。 

日 時 毎週木曜日 １０：００～１２：００ 

月 謝  ￥１０，８００－（会員） 

￥１２，９６０－（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 

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。 

日 時 毎週火・金曜日 １０：３０～１５：３０ 

月 謝 ￥１０，８００－（会員） 

￥１６，２００－（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 

１９路基礎レッスン 
日 時  ２２日 (月)１９：００～２１：００ 

参加費  入場料のみ 

内 容  参加者に合わせたレッスン。 

大盤による講義と 

フリー対局でお楽しみ下さい 

（講師による検討あり）。 

講 師 梅木大輔 

対 象 １９路を打ち始めた方～１桁級 

 

水曜講座 
※参加者募集中 

その時々の参加者棋力に合わせたテーマ 

で碁盤を囲んで講座を行います。 

日 時  毎週水曜 １１：００～１２：００ 

参加費  一回 ￥１，６２０－ 

（ソフトドリンク付き） 

講 師 堀田あや 

対 象  １０級～有段者 

月曜・水曜サークル 
※新規募集中 

日 時  毎週月・水曜 １３：００～１５：３０ 

参加費 月謝(サロン料込み) 

    ￥１０，８００－(会員のみ) 

担 当 堀田あや、片桐大樹、福田諒 

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 

オープンデー 
日 時  １４日(日)・２０日 (土) 

１３：００～１８：００  

参加費 通常サロン利用料 

    夜間会員の方も￥６４８- 

内 容 土曜・日曜に営業を行います。 

インストラクターの指導碁も 

お楽しみください。 

１４日は石塚茉希、２０日は 

山口庸可です。 

プロ棋士指導碁 
★白江治彦八段  １８日(木) 

１３：００～１７：００ 

※サロンにいる日は対局可能です。 

★下坂美織二段   ２９日(月) 

１３：００～１７：００ 

ご予約もできます 

○指導料   正会員  ￥４，３２０－ 

限定会員￥４，８６０－ 

美織会 
※新規募集中 

下坂美織二段の後援会です。 
月に１度の例会では指導碁と対局を 
お楽しみください。スペシャルイベントや
懇親会なども開催しています。 
日 時  ２０日 (土)１３：００～１７：３０ 

※５月は Rancaでの開催となります 

参加費  入場料＋￥５，４００－ 

※ご入会には入会金、年会費がかかります 

 


