
イベントご案内 
★ ３(祝) GO!GO!囲碁大会 11:00～17:00 
★ ６(土) 白友会 10:00～17:00 
★ １(祝)・２(休)・ 
１８(土)・２６(日)オープンデー 13:00～18:00 

★ ２７(月)     １９路基礎レッスン 19:00～21:00 
★ ２８(日) 白江会  10:00～17:00 
★  

つい先日、日中韓竜星戦の生放送番組の司会をさせていただいた。 

一力さんは残念ながら決勝で、敗者復活したカケツさんに敗れてしまいました。でも、同じくカケツ 

さんと打った１回戦は、見事な捨て石作戦で、快勝。囲碁ってこんなに広いものかと、感動しました。 

ご覧になられた方もいらっしゃいますか？ 

さて、久しぶりの生放送のお仕事に、どきどきし、わくわくし、完璧とまでいかなくても自分なりに 

頑張ろうと思い、いただいた台本を読み込んで、セリフはばっちり暗記して、パーフェクトな状態で臨ん 

だ。はずだった。 

ところが、番組の最後のインタビューでカウントダウンに追われると、セリフが宇宙の向こう側まで 

吹っ飛んで、頭が真っ白に。シメコメントの真っ最中に、しばし空を見つめてぽかんとし、恐怖の数秒間、 

無言無音時間を作ってしまいました。（ちーん） 

思えば NHK の衛星放送で、鬼のプロデューサーにしごかれ、何十回と涙して、ようやく「生放送は 

いなばさん」とまで言ってもらえるようになった。生の緊張感が大好き、とまで言っていた。残り２０秒 

ならこのコメント。１０秒ならこれ。３０秒なら解説者にひと言回そうとか、秒単位で仕切ることもでき 

るつもりだったのに、その自信はがらがらと音を立てて崩れ、どっぷりと自己嫌悪に。もう穴があったら、 

埋まってしまいたい。二度と地上に出たくない。失敗して、次がある？若いころならいざ知らず、今さら 

次なんて、、、。 

そう思った翌週に、ナレーションのお仕事をいただいた。収録していると、生放送のときに私の失態を

目の当たりにしたはずの FD さんが、「わーい。いなばさん、見っけ」と気軽に声をかけてくる。ありがた

や。まだかろうじて、私がいてもいい環境が、ここにはあるらしい。 

私の失敗は、自分がいかに上手にこなすかに意識が向き、「心ここにあらず」だったせいではないかと 

思う。また、セリフは徹底的に暗記したら、いったん忘れるのがきっと正しい。「定石を、覚えて二目弱く 

なり」 

定石を覚えたら、いったん忘れなさい。いい碁を打とうと思わずに、その一局に集中しなさい。という、

い、ま、し、め（笑）。                               稲葉禄子 

 

  

                            

 

 

 

 

 

Diamond Igo Salon 
2019 年 

５月号 

ビジターCM キャンペーン中！ 

6 月末までの期間限定で、ダイヤモンド囲碁サロンの CM（囲碁将棋チャンネル、他動画）

をご覧いただいたビジター様は、サロン利用料 1,620 円（通常 3,240 円）でご利用いただ

けます。さらに、この期間にダイヤモンド囲碁サロンにご入会いただいた場合の入会金

（10,800 円）が無料になります！（永久会員入会金を除く）。ご利用時に受付で「CM を

見た」と伝えてください。 GWの来店時など、ぜひキャンペーンをご活用ください。                 



ダイヤモンド囲碁サロン（ＤＩＳ） 
営業時間 月・火・木１０：３０～２２：００、水・金１０：３０～２４：００ 

（閉店１時間前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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  

 

 

 

 

★ ＧＯ！ＧＯ！囲碁大会 ★ 
 

今年のＧＷはなんと１０連休！みなさま、ご予定はお決まりですか？ 

混んでいる場所に出かけるよりは、DIS で囲碁、ですよね～。 

毎年恒例となりました、ＧＯ！ＧＯ！囲碁大会、皆様のご参加をお待ちしております。 

日 時：５月３日（金・祝） 11:00～17:00 

参加費：4,860 円（昼食・参加賞込み） 

内 容：段級位リーグ戦。公式戦 4 局。優勝者には賞状と一万円相当のサロン利用券を贈呈。 

3 勝賞もあります。全勝者は半額にて日本棋院免状取得ができます！   （川崎 亜弥） 

★ あかね会＆1９路基礎レッスンのお知らせ ★ 
 

４月２２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（梅木大輔）による検討もあります。 

あかね会  ５月はお休みとなります。６月をお楽しみに！          （山田 あかね） 

             

★  第６回 阪急納涼囲碁まつり in東京 ★ 
 

毎年夏の恒例となりました、阪急納涼囲碁まつり in 東京の日程が決まりました！ 

2019 年８月 11 日（日・祝）、12 日（月・休）です。 

井山裕太四冠は１１日に参加予定です。他、著名な棋士がたくさん参加いたしますので、有意

義な二日間になること間違いなし！です。 

是非、ご予定を空けておいてくださいね。 

11 日は５人一組の団体戦「第一ホテル東京杯」、12 日は個人戦「納涼宝杯」を同時開催いた 

します（大会参加費に納涼囲碁まつり入場代が含まれています）。 

詳細が決まり次第、会報でもお知らせいたします。              （桝 由美） 

サ ロ ン 通 信 

★ 新スタッフのお知らせ ★ 
 

４月に続き、５月も新しいインストラクターが加入いたします。 

・大垣美奈 目白大学 実父は大垣雄作九段 5 月 9 日（木）が初デビューです！ 

「囲碁を通して人と接することが大好きです。皆様と一緒に囲碁を楽しめたらと思います。」 

そして、矢野紗耶香が海外留学より戻ってまいりました。５月から、またよろしくお願い 

いたします。                              （梅木 大輔） 

★ 木曜教室＆入門サークル ★ 
 

毎週木曜日に開催しております初級教室が５月よりリニューアルいたします。 

１９路盤で対局できる方が対象の「木曜教室」、入門・初級者が対象の「木曜入門サークル」 

です。開催時間はどちらも 10:30～12:00 となります。 

  木曜教室は講師が下田和美、入門サークルは専属講師による指導碁となります。 

皆様のご参加をお待ちしております。詳細は同封の案内をご覧下さい。     （梅木 大輔） 

http://www.dis15.com/


５月スケジュール 

 

月 火 水 木 金 土 日 

  1 2 3 4 5 

  

オープンデー 

辻萌夏 

13:00～17:00 

オープンデー 

下田和美 

13:00～17:00 

GO!GO! 

囲碁大会 

11:00～17:00 
 

白江治彦・

森・下田 

10:00～

17:00 

貸切 

6 7 8 9 10 11 12 

お休み 

山田真生 
10:30~13:30 
堀田あや 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 

 

白江徹一 

10:30~13:30 

☆ 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

新垣望 

10:30~14:30 
★白江治彦 

13:00~17:00 

下田和美 

13:00~17:00 
大垣美奈 

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 

山口庸可 

13:00~18:00 
服部百桜 

18:00~21:00 

貸切 お休み 

13 14 15 16 17 18 19 

山岡さゆり 

10:30~13:30 

久代迎春 

13:00~17:00 

藤原彰子 

17:00~21:00 

大沢摩耶
10:30~14:30 
渡辺恵子 

13:00~17:00 
彦坂多美 

17:00~21:00 
 

長井多葉紗 

10:30~14:30 

田中暉久 

13:00~16:30 
堀田あや 

16:30~21:00 

長井多葉紗 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 
大垣美奈 

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
宇佐美太郎 

17:00~21:00 

オープンデー 

服部百桜 

13:00～

17:00 

お休み 

20 21 22 23 24 25 26 

山口庸可 
10:30~13:30 

山岡さゆり 

13:00~17:00 

矢野紗耶香 

17:00~21:00 

石塚茉希 
10:30~14:30 
堀田あや 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:30 

☆ 

13:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21:00 

山田真生 
10:30~13:30 

下田和美 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

山口庸可 
10:30~13:30 

堀田あや 

13:00~18:00 

高久智妃 

18:00~21:00 

貸切 

10:00～

17:00 
 

オープンデー 

森淳行 

13:00～

17:00 

27 28 29 30 31   

小田彩子 

10:30~14:30 

大沢摩耶 

13:00~17:00 

山岡さゆり 

17:00~21:00 

山田真生 
10:30~13:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
彦坂多美 

17:00~21:00 

 

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 

渡辺恵子 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 
矢野紗耶香 

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 
★木部夏生 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
辻萌夏 

17:00~21:00 

  

 

★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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教室 

指 導 碁 10:30 ～ 、
13:00～、17:00～の
回はご予約可能です。
混み合う場合には 
盤面を増やすことも 
ございます。ご了承く
ださい。 
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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  女流アマ全国準優勝経験あり 

○久代迎春  女流アマ全国優勝経験あり       ○下田和美  元院生 女流アマベスト４経験あり   

○大澤摩耶  元院生 女流アマ全国優勝経験あり   ○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経験あり ○小田彩子  元院生 女流アマ全国優勝経験あり 

○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 2019 年女流アマベスト 16  ○矢野瑞季  元院生 女流アマベスト４経験あり   

○谷麻衣子  横浜市立大学 高校選手権優勝経験あり○矢野紗耶香 神田外語大学 女流アマ関東代表経験あり 

○藤原彰子  早稲田大学 女流アマ全国優勝経験あり、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位経験あり ○彦坂多美  早稲田大学 2019 年女流アマ関東代表 

○高久智妃  昭和大学 高校選手権団体戦優勝経験あり ○辻萌夏  慶應大学 高校選手権個人優勝経験あり 

○山岡さゆり 武蔵野美術大学 高校選手権全国ﾍﾞｽﾄ４経験あり ○服部百桜 東京芸術大学 高校選手権６位 

○岩野美加  元院生 2019 年女流アマ関東代表  ○大垣美奈  目白大学 高校選手権全国ﾍﾞｽﾄ４経験あり                       

◎宇佐美太郎 囲碁教室講師経験多数        ◎永代和盛  元院生 アマ名人準優勝経験あり 

◎星合真吾  早稲田大学 2018 年アマ名人準優勝  ◎坂倉健太   慶応義塾大学 2017 年学生王座準優勝 

◎橋本淳平  東京大学 高校選手権ベスト 8 経験あり  ◎山田真生  東京理科大学 2018 年学生最強位優勝 

◎田中暉久  東京大学 高校選手権ベスト 16 経験あり ◎栗田佳樹 東京理科大学 2018 年アマ名人優勝 

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   ４日(祝) 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  ２６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 

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！ 

毎月第三木曜は棋力判定を行います。 

日 時 毎週木曜日 １０：３０～１２：００ 

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・初心者サークルも同時開催！専属 

講師による指導碁です。最大４名まで。 

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 
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  ２７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。 

日 時  １日（祝）２日（休）１８日（土） 

２６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- 

 

プロ棋士指導碁 
★白江治彦八段   ９日(木) 

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  ３１日(金) 

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 

夜間教室がはじまりました。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 

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  ５月はお休みとなります。 

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 

 


