
イベントご案内 
★  ９(土)   白友会 10:00～17:00 

★  ９(土) 美織会 13:00～18:00 

★ １７(日)         白江会               10:00～17:00 

★ ２０(水) かわます会 13:00～16:00 

★ ２３(土・祝) 忘年碁会 13:00～19:00 

★ ２４(日) オープンデー・あかね会  13:00～18:00 

★ ２５(月)        19 路基礎レッスン   19:00～21:00 

 なぜか最近、人との繋がりが爆発的に増える現象が、私の周りで起きている…。そんな錯覚が 

あります。ちょっとずつじゃなくて、１人ずつではなくて、どかん！どかん！って、大きなエネルギー 

がぶつかって、まるで核爆発を繰り返す、みたいな感じ。 

それがちょっと恐いくらい（笑）…。 

普段から、名刺をいただく機会は少なくなかったけれど、これまでは形式的にただ交換しているに 

すぎなかった。それが、今は、年齢に関わらず知り合ってすぐに友達になれてしまう。３０代の女子 

から、８０代の男性まで、はたまた小学生女子と気が合ってしまう。 

一生付き合っていけるだろうと思える大好きな人が、考えられないくらい増えていく。そして、その 

感覚に、ちょっと圧倒されている自分がいる。 

もし、皆さまの中に同じような感覚を味わったことがある、という方がいらっしゃったら、ぜひお話 

を聞かせていただけませんか？私は大丈夫でしょうか？今のままで、大丈夫なのでしょうか。。。 

…さて、今年もいつのまにやら、残りわずかとなりましたね。皆さまにとってどんな一年でしたか？ 

やり残したことはないですか？ 

私は念願の本を書くことができ、なんとか出版にこぎつけることができ、本当に幸せな一年でした。 

励まし、応援し、話を聞いて下さった皆様、ありがとうございました。 

一つ願いが叶えば、欲というのはいくらでもでてくるもので、次は本を売りたい。この本を使って 

囲碁普及したい。各地を回って講演したい。誰よりもおもしろい講演をしたい。と、夢は広がっていき 

ます。そして、次はもっとおもしろい本を書きたい。 

今年、残りの日々が、今まで以上に愛おしく思えるのはなぜなのでしょうか。DIS の皆さまと一年を 

丁寧に締めくくり、また新たな一年を厳かに迎えたい。そんな気持ちになりました。 
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年末は 12 月 28 日(木)まで、年始は 1 月 5 日(金)より営業いたします。 
1 月 5 日は恒例の「打ち初めイベント」！囲碁おみくじ、ふるまい酒など

ご用意しておまちしております☆ 



★ 星合真吾インストラクター 学生十傑優勝  ★ 
 

第 54 回全日本学生囲碁十傑戦にて、DIS インストラクターの星合真吾が、決勝で大関稔

インを破り見事優勝を果たしました！ 星合インは学生大会で初のタイトルとなります。

指導碁は 5 日に受けられますので、ぜひお祝いに打ちに来てください。 （山田 あかね） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  
  

  

 
 
 
 

★ 忘年碁会のご案内 ★ 
 

大会、指導碁、ペア碁、なんでもありの楽しい碁会です。1 年の締めくくりを、DIS で 

一緒に過ごしませんか？ エリオ・ロカンダの豪華＆美味なお料理もデリバリー☆ 

日 時：12 月 23 日（土）囲碁タイム 13：00～17：00 懇親会 17：00～19：00 

参加費：ＤＩＳ会員：10,800 円、ビジター：12,960 円、女性：8,640 円 

DIS スタッフも勢ぞろい？！対局もしますよ～          （川崎 亜弥） 

サ ロ ン 通 信 

★ 依田紀基九段の著書「どん底名人」  ★ 
 

11 月に依田紀基九段の自伝「どん底名人」が発売されました。 依田九段自らが全文を 

執筆しているという、渾身の作品です。 スタッフの桝由美が編集を担当（ゴーストライタ

ーではありません！）。DIS で悶絶しながら作業する姿を、何人かのお客様は目撃していた 

ことでしょう（涙） かつて囲碁界の頂点を極めた棋士は、いかにして破滅へと向かったの 

か。人生の明暗をこれでもかと、「何もここまで書かなくても…」と顔をしかめてしまう 

ほど描かれています。良い意味で。 DIS でも好評発売中です！     （桝 由美） 

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  

 

★ かわます会のお知らせ ★ 
 

スタッフ川崎と桝が、真剣に対局のお相手をいたします。対局の前に皆さんで忘年ランチ 

会をしましょう～。行きたいお店をリクエストしてくださいね。 

日時：12 月 20 日(水)  11:30 にサロン集合でランチへ 

13 時～16 時 指導碁もしくはかわますとの対局（対局からの参加も歓迎） 

料金：3,240 円（入場料別。インストラクター指導碁 1 局付き）  （川崎 亜弥） 

★ 下坂美織三段 昇段のお知らせ ★ 
 

DIS の指導碁でお馴染み・下坂プロが、11 月 10 日付けで勝ち星対象棋戦通算 40 勝 

にて三段に昇段しました！ 下坂プロの指導碁は 18 日にございます。予約もできます 

ので、ぜひ受けに来てください。                   （梅木 大輔） 

http://www.dis15.com/


１２月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 
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10:30 開始の 

指導碁はご予約

もできます。 

キャンセル料は 

かかりません。 

ぜひご予約 

下さい。 

福田諒 
10:30~14:30 
小山里佳 

13:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21:00 

貸切 貸切 
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渡辺恵子
10:30~14:30 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
鴨志田葵

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 
 

帥迎春 
10:30~14:30 
小山里佳 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

彦坂多美

10:30~14:30 
★白江・下田 
13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

堀田あや 
10:30~14:30 
小野孝蘭 

13:00~17:00 
矢野紗耶香 

17:00~21:00 
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石塚茉希
10:30~14:30 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
大関稔

17:00~21:00 
 

品田渓
10:30~14:30 
笹子理紗 

13:00~17:00 
坂倉健太 

17:00~21:00 

山田真生 
10:30~14:30 
石塚茉希 

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 
鴨志田葵 

17:00~21:00 

堀田あや 
10:30~14:30 
小山里佳 

13:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21:00 
貸切 

 
10:00～
17:00 

※ご友人同士

の対局でご利

用できます 
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大関稔 

10:30~14:30 
★下坂美織 

13:00~17:00 
大澤摩耶 

13:00~17:00 
永代和盛 

17:00~21:00 

笹子理紗 
10:30~13:00 
百田紗英子 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

小山里佳 
10:30~14:30 

福田諒 
13:00~17:00 

宮本舞 
17:00~21:00 

堀田あや 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
彦坂多美 

17:00~21:00 

長井多葉紗 
10:30~14:30 
小野孝蘭 

13:00~17:00 
坂倉健太 

17:00~21:00 
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笹子理紗 
10:30~14:30 
大澤摩耶

13:00~17:00 
福田諒 

17:00~21:00 

笹子理紗 
10:30~14:30 
百田紗英子 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

石塚茉希 
10:30~14:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

長井多葉紗 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
永井紀子 

17:00~21:00 

貸切 年末休業 

年末休業 
 

1 月は 
5 日（金） 
から営業 

いたします。 

 

★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－）。 
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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            
○長井多葉紗 元院生 女子学生大会準優勝         ○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           ○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       〇小山里佳  立教大学 
○矢野紗耶香 神田外語大学 女流アマ関東代表   ○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  
○彦坂多美  早稲田大学 女流アマ関東代表    ◎永代和盛  元院生 アマ名人準優勝 
◎宇佐美太郎 囲碁教室講師経験多数        ◎福田諒   元院生 学生王座関東代表 
◎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 
◎片桐大樹  元院生 アマ名人東京都代表         ◎星合真吾  早稲田大学 2017 年学生十傑全国優勝   
◎山田真生  東京理科大学 アマ名人全国４位 ◎坂倉健太   慶応義塾大学 全国高校囲碁選手権優勝 

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  ２５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、福田諒 
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・４回) 

    ￥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  ２４日 (日) 

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。1８日は山口 
庸可、２５日は石塚茉希です。 

プロ棋士指導碁 
★白江治彦八段     ７日(木) 

１３：００～１７：００ 

※他でもサロンにいる日は対局可能です。 

★下坂美織三段    １８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 
下坂美織三段の後援会です。 
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  ９日 (土)１３：００～１７：３０ 
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 

白友会 
日 時   ９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  １７日(日)１０：００～１７：００  

参加費  ￥４，０００－（昼食、参加賞付き） 

指導碁  ￥１，０００-（森インストラクター） 

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。 

あかね会 
日 時 24 日 (日)１3：００～17：００ 
参加費  会員  ￥１，６２０ 
      ビジター￥３，２４０ 
      （ワンドリンク付き） 
内 容  目指せ初段！プチ講座や 

    対局後の検討も手伝います。 

講 師  山田あかね 

対 象  １９路を打ち始めた方～１桁級 
 


