
イベントご案内 
★ １０(土)   白友会 10:00～17:00 

★ ２３(金・祝) ペア碁大会 12:30～17:00 

★ ２４(土) オープンデー 13:00～18:00 

★ ２４(土) あかね会  13:00～17:00 

★ ２６(月) １９路基礎レッスン  19:00～21:00 

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

 

  オセロで世界一になった福地啓介くん、かっこいいですね〜。実は私も何を隠そう、小さな 

オセロ大会で準優勝したのをきっかけに、囲碁を習うに至りました。オセロは、囲碁をシンプルに 

しようと思って開発されたゲームであることはもはやよく知られていますよね。福地くんが囲碁を 

はじめたら、あっという間に強くなるだろうなぁーと思うのですが、今のところやる気はないそうで。 

ざんねんですっ。 

ところで、福地くんが乗った帰りの飛行機の機長が、36 年前の最年少オセロチャンピオンであり、 

機内放送でのステキなエピソードが話題となりました。谷田さん。 

むかーし、クイズ番組でご一緒したことがあります。芸能人に囲まれて落ち着かない心持ちだった 

のですが、唯一お隣の世界の谷田さんが気さくに話しかけて下さり、親近感と安堵感でずいぶんと 

助かりました。その後はフェイスブックでたまーにご挨拶する程度だったのですが、この度の報道で、 

彼がオセロ棋士ではなくパイロットだったことを知り、私には驚きと懐かしさと嬉しさがないまぜの 

楽しい事件となりました。 

さて、昔強かったオセロですが、大人になってからやってみたらあまりにも弱くて驚きました。 

同じように、昔得意だったルービックキューブも、触ってみるとちっともできません。大人になると 

ただの人。いったい子供の能力ってなんなんでしょうね〜（笑）。 

そして、大人になってもすごい人っていうのは、よっぽどすごい人なんですね〜。 

稲葉禄子 
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★ あかね会＆19 路基礎レッスンのお知らせ ★ 
 

１1 月２4 日（土） 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！ 

級位者対象です。楽しいひとときを一緒に過ごしましょう。  

１1 月２6 日（月） １９路基礎レッスン 18:00～21:00 講義・対局  

サロン利用料のみ 

級位者対象です。講師による検討もあります。            （梅木 大輔） 

  

★  囲碁ガールカレンダー ２０１９ ★ 
お待たせいたしました！今年もカレンダー発売の時期がやってまいりました。2019 年版 

は女流棋士がメイン、もちろんおなじみのインストラクター、スタッフが、いつもとは違っ

た雰囲気でモデルを務めております。 

一家に一冊、会社のデスクに一冊、ぜひお求めください。１１月中旬発売予定です。 

囲碁ガールカレンダー201９年版  1,620 円（税込）女流棋士たくさん出てます！ 

お求めはサロン受付または、方円企画ネットショップにて。 

ご購入頂いた方には先着順で別バージョンカレンダーをプレゼント！  （桝 由美） 

サ ロ ン 通 信 
 

★ 先を読む力 大西竜平の囲碁 ★ 
 

若手棋士のホープとして注目されている大西竜平三段の、自身初となる

書籍「先を読む力 大西竜平の囲碁」が 10 月 25 日に発売されました。

スタッフの小野孝蘭が編集のお手伝いをさせていただきました。ぜひご覧 

ください。￥1,717－（税込） 

12 月 9 日（土）には記念イベントを行います。詳細は別紙をご覧くだ 

さい。                      （山田 あかね） 

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） 

東京都千代田区麹町 3-4-7 ビルディング啓４F【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  

 

★  交流ペア碁大会 ★ 
 

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 1１月２３日（金・祝）12:30～17:00 懇親会 17:00～18:00 

参加費 男性￥4,860－ 女性￥4,320－ 懇親会費込み 

お二人参加はペアで￥1,080－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。 

2018 年最後は１2 月２４日（月・祝）忘年碁会です！！      （川崎 亜弥） 

 

http://www.dis15.com/


１１月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 

   1 2 3 4 

  

10:30・13:00・ 

17:00 開始の 

指導碁はご予約

もできます。 

キャンセルの場

合は事前に必ず

ご連絡ください。 

石塚茉希 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
梅木大輔 

17:00~21:00 

小田彩子 
10:30~14:30 
坂倉健太 

13:00~17:00 
山岡さゆり 

17:00~21:00 

お休み 貸切 

5 6 7 8 9 10 11 

大沢摩耶

10:30~14:30 
大関稔 

13:00~17:00 
辻萌夏 

17:00~21:00 

山田真生
10:30~14:30 
堀田あや 

13:00~17:00 
星合真吾 

17:00~21:00 

長井多葉紗 
10:30~14:30 
山口庸可 

13:00~16:00 
大関稔 

16:00~21:00 

小田彩子 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

堀田あや 
10:30~14:30 
坂倉健太 

13:00~17:00 
山岡さゆり 

17:00~21:00 

 
 

白江治彦 
森・下田 
10:00～
17:00 

※ご友人同

士の対局で

ご利用でき

ます 

貸切 

12 13 14 15 16 17 18 

山田真生

10:30~14:30 
久代迎春 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

渡辺恵子
10:30~14:30 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
坂倉健太 

17:00~21:00 

岩野美加 
10:30~14:30 
宇佐美太郎 

13:00~17:00 
辻萌夏 

17:00~21:00 

笹子理紗 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

坂倉健太 
10:30~14:30 
岩野美加

13:00~17:00 
宇佐美太郎 

17:00~21:00 
お休み お休み 

19 20 21 22 23 24 25 
高倉梢

10:30~14:30 
★白江治彦 

13:00~17:00 
大沢摩耶 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 

小田彩子 
10:30~14:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
彦坂多美 

17:00~21:00 

山口庸可 
10:30~14:30 
岩野美加 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

新垣望 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
辻萌夏 

17:00~21:00 

交流ペア碁 
大会 

12:30～17:00 

  
 

大沢摩耶 
13:00～
17:00 

 
 

13:00～
17:00 

 
10:00～
17:00 

※ご友人同

士の対局で

ご利用でき

ます 

26 27 28 29 30   
小田彩子 

10:30~14:30 
★木部夏生 

13:00~17:00 
矢野瑞季

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

渡辺恵子 
10:30~14:30 
谷結衣子 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 

山口庸可 
10:30~14:30 

大関稔 
13:00~17:00 
山岡さゆり 

17:00~21:00 

新垣望 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:30 
高久智妃 

17:30~21:00 

堀田あや 
10:30~14:30 

大関稔

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 
  

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

方円 

会 

方円 

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－）。 

方円 

会 

夜間

教室 

方円 

会 

方円 

会 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

初級教室 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

交流 

会 

交流 

会 

方円 

会 

夜間

教室 

初級教室 
 

オープン 

デー 
 

初級教室 
 

あかね会 

夜間

教室 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

方円 

会 

サークル 

交流 

会 

白江会 
 

サークル 

夜間

教室 

サークル 

白友会 
 

初級教室 
 

サー

クル 

19 路

基礎 

初級教室 
 

交流 

会 

方円 

会 



インストラクター紹介  
○渡辺恵子  女流アマ準優勝経験あり            ○堀田あや  女流アマ関西代表経験あり         
○永井紀子  女流アマ関東代表経験あり           ○林むつみ  2018 年女流アマ全国準優勝 
○久代迎春  2018 年女流アマ全国優勝       ○下田和美  元院生 女流ｱﾏﾍﾞｽﾄ４経験あり  
○大澤摩耶  元院生 女流アマ全国優勝２回    ○高倉梢    元院生 女子学生大会優勝経験あり  
○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１回 
○笹子理紗  女子学生選手権優勝経験あり         ○新垣望   元院生 新垣武九段は実父 
○小野孝蘭  元院生 女子学生本因坊３位経験あり ○石塚茉希  緑星学園出身                       
○宮本舞     元院生 女流アマ関東代表経験あり   ○谷結衣子  北里大学 高校選手権優勝経験あり            
○矢野瑞季  元院生 女流アマﾍﾞｽﾄ４経験あり    ○谷麻衣子  横浜市立大学 高校選手権優勝２回    
○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３連覇中 
○山口庸可  早稲田大学 高校選手権４位         ○彦坂多美  早稲田大学 女流アマ関東代表 
○高久智妃  昭和大学 高校選手権団体戦優勝   ○山岡さゆり  武蔵野美術大学 高校選手権４位 
○辻萌夏   慶應義塾大学 高校選手権個人優勝  ○岩野美加   元院生 2018 年女流アマ関東代表 
◎永代和盛  元院生 アマ名人準優勝経験あり     ◎宇佐美太郎 囲碁教室講師経験多数         
◎大関稔   専修大学 ｱﾏ名人・本因坊優勝経験あり 
◎星合真吾  早稲田大学 2017 年学生十傑優勝、2018 年アマ名人準優勝   
◎橋本淳平  東京大学 高校選手権全国ベスト８  ◎坂倉健太   慶応義塾大学 2017 年学生王座準優勝 
◎山田真生  東京理科大学 2018 年学生最強位優勝 

 

ＤＩＳ交流会 
※随時参加 OK 

リーグ戦(３ヶ月毎)や初心者・入門者 

レッスンがあります 

※19 路盤デビューまで無料でレッスン 

いたします！ 

日 時  毎週水、金曜 １９：００頃～ 

講 師  梅木大輔、宇佐美太郎 

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 

木曜初級教室 
※新規受付中 

講義と指導碁で、楽しく強くなりましょう！ 
毎月第3 木曜は棋力判定を行います。 
日 時 毎週木曜 １０：００～１２：００ 

月 謝  ￥１０，８００－（会員） 
￥１２，９６０－（ビジター） 

講  師 下田和美 

対  象  級位者 

 ※入門者は個別でルール説明 

 いたします。 

方円会 
※金曜新規募集中 

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 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 
参加者に合わせたレッスンを行います。 
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）。 
日 時  ２６日 (月)１９：００～２１：００ 
参加費  入場料のみ 
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 

時間内ならば指導碁を何局でも受け 
られる指導碁サークルです。 
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  
対 象 初級（１３路盤）～１桁級 

オープンデー 
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（指導料別途）。 

１１月の指導碁担当は大沢摩耶です。 
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￥６４８-  

プロ棋士指導碁 
★白江治彦八段  １９日(月) 
１３：００～１７：００ 

※他でもサロンにいる日は対局可能です。 

★木部夏生二段  ２６日(月) 

13:00~14:20,14:20~15:40,15:40~17:00 
ご予約もできます 

○指導料   正会員  ￥４，３２０－ 

限定会員￥４，８６０－ 

火曜夜間教室 
※新規募集中 

夜間教室が始まりました。棋譜添削付き。 

日 時 毎週火曜 １８：００～２０：３０ 
月 謝 ￥１０，８００－（会員） 

￥１２，９６０－（ビジター） 
講 師 森淳行 
アシスタント 山口庸可 
対 象 １桁級～四段 

白友会 
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。 

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

男性 ￥１２，９６０－ 

  

白江会 
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。 
日 時  ２５日(日)１０：００～１７：００  
参加費  ￥４，０００－（税込） 

昼食、参加賞付き 

指導碁  ￥１，０００-（税込） 

     森インストラクター 

あかね会 
目指せ初段！プチ講座や対局後の検討

も手伝います。 

日 時 ２４日 (土)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） 
講 師  山田あかね 

対 象  １９路を打ち始めた方～１桁級 
 


