
イベントご案内 

★ ７(土) 白友会 10:00～17:00 
★ 15(日) ペア碁大会 12:30～18:00 
★ 22(日)・28(土)  オープンデー 13:00～18:00 
★ 22(日)  あかね会 13:00～17:00 
★ 22(日) 白江会  10:00～17:00 
★ 30(月)     １９路基礎レッスン 19:00～21:00 

あきちゃんが、囲碁を習い始めた。目標は実家のお父さんと対局すること。 

そのお父さんが、どうも最近元気がないんだって。元気がない。食欲がない。やる気がない。 

食事は 1 日 1 回になってしまった。階段が大変だから、2 階のベッドを 1 階に移そうと思うって、 

お兄さんが言う。 

お母さんに電話して囲碁のことを相談すると「無理無理！もう 10 年もやってないんだから」 

がっかりである。でもせっかく習ったから、どうしても挑戦してみたい。 

そうしてあきちゃんは、お盆に実家に帰った。するとお父さんは、お母さんの予想に反して久しぶりに 

碁仲間をよんで、あきちゃんを迎えてくれた。娘が囲碁を始めたことが、よっぽど嬉しかったのだ。 

あきちゃんは、お父さんが囲碁七段だったことを初めて知った。碁盤が家に 10 面もあったことを知った。

（何度か夫婦喧嘩の末、庭に投げ飛ばされた碁盤たちだ） 

９つ置いて挑戦したが、ぼこぼこにされた。 

両アタリで、打って返しで、黒石はまたたくまに取られ、黒地らしかったところは、気づくと白地に 

変わっていた（ひどすぎる、、、）。 

でも、思わぬ嬉しい変化があった。お父さんが明るくなった。よく喋るようになった。ご飯を 1 日 3 回 

食べるようになった。そして夢まで語り始めた。 

「そのうち老人ホームに入って、囲碁の先生になる。女性に教えるんだ」（女性のみか（笑）？） 

お父さんは、あきちゃんを囲碁でぼこぼこにするにつれ、気力と、元気と、若さを取り戻したのだ。 

お父さんはあきちゃんに言った。「形がまだまだだ。出直してこい」 

あきちゃんは、石の形を勉強して、また三ヶ月後に実家に戻り挑戦することを誓った。 

次回は 8 子で打ちたい。そして、勝てないまでも、強くなったと言わせたい。 

わたしは思う。お父さんは久しぶりに、囲碁番組を観るだろう。プロの棋譜を並べているかもしれない。

当時の囲碁熱を思い出したに違いない。 

そして、あきちゃんをまたぼこぼこにするだろう（笑）。               稲葉禄子 
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 9 月 20 日（金）本因坊就位式に行きませんか？ 
本因坊位を 8 連覇した本因坊文裕（=井山裕太九段）の就位式が 9 月 20 日にホテル椿山荘で 

行われます。文裕と写真が撮れるチャンスも！会費 8,000 円でどなたでもご参加いただけます。 

DIS でも申込できますので、ご希望の方はサロン受付まで。メール、お電話でもどうぞ。 

当日はインストラクターの長井多葉紗が司会を担当、DIS スタッフも現地におります！ 
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９月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 

9 月 30 日      1 

渡辺恵子 

10:30~14:30 

岩野美加 

13:00~17:00 

彦坂多美 

17:00~21:00 

     貸切 

2 3 4 5 6 7 8 

久代迎春 

10:30~13:30 

矢野瑞季 

13:00~16:00 

彦坂多美 

16:30~21:00 

辻萌夏 

10:30~13:30 
矢野瑞季 

13:00~16:00 
大垣美奈 

16:00~21:00 

 

長井多葉紗 

10:30~14:30 

山口庸可 

13:00~17:00 
山岡さゆり 

17:00~21:00 

長井多葉紗 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 

堀田あや 
17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 

岩野美加 

13:00~17:00 

田中暉久 

17:00~21:00 

 

白江治彦・

森・下田 

10:00～

17:00 

お休み 

9 10 11 12 13 14 15 

矢野紗耶香 

10:30~13:30 

大沢摩耶 

13:00~17:00 

山田真生 

17:00~21:00 

堀田あや 

10:30~14:30 
栗田佳樹 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 
 

矢野紗耶香 

10:30~13:00 
藤原彰子 

13:00~17:00 
坂倉健太 

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 
辻萌夏 

17:00~21:00 

坂倉健太 
10:30~13:30 
★木部夏生 

13:00~17:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
服部百桜 

17:00~21:00 

お休み 

 

ペア碁大会 

12:30～

18:00 

16 17 18 19 20 21 22 

お休み 

宇佐美太郎 
10:30~13:30 
大垣美奈 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

辻萌夏 

10:30~13:30 

山口庸可 

13:00~17:00 
山岡さゆり 

17:00~21:00 

山田真生 
10:30~13:30 

下田和美 

13:00~17:00 
橋本淳平 

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 
★白江治彦 

13:30~17:00 

梅木大輔 

14:00~18:00 

高久智妃 

18:00~21:00 

お休み 

 

10:00～

17:00 
オープンデー 

森淳行 

13:00～

17:00 

23 24 25 26 27 28 29 

お休み 

山田真生 
10:30~13:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

 

山口庸可 

10:30~14:30 

白江徹一 

14:00~17:00 
星合真吾 

17:00~21:00 

渡辺恵子 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 
永井紀子 

17:00~21:00 

堀田あや 

10:30~14:30 

星合真吾 

13:00~17:00 

藤原彰子 

17:00~21:00 

オープンデー 

辻萌夏 

13:00～

17:00 

貸切 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

方円 

会 

夜間

教室 

初級教室 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 方円 

会 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

夜間

教室 

指導碁、各回の開
始時間はご予約可
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。 

方円 

会 

交流 

会 

サークル 
方円 

会 

初級教室 

交流 

会 

方円 

会 

夜間

教室 

講座 

ｻｰｸﾙ 

方円 

会 

交流 

会 
初級教室 

方円 

会 

交流 

会 

方円 

会 

交流 

会 

サークル 

夜間

教室 

 

★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－）。 

初級教室 

サー

クル 

19 路

基礎 

あかね会 

白江会 

白友会 

かず 

みん会 

かず 

みん会 

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  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 

○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 慶應義塾大学 2019 年女子学生本因坊優勝 

○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   慶應義塾大学 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   ７日(土) １０：００～１７：００ 
参加費   女性￥１０，８００－ 

男性￥１２，９６０－ 

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！ 

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！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。 

大盤を使用した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  ３０日 (月)１９：００～２１：００ 

※第５月曜の開催です 

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  ２２日（日）２８日（土） 
１３：００～１８：００  

参加費 通常サロン利用料 

    昼間・夜間会員の方も￥６４８- 

  

プロ棋士指導碁 
★白江治彦八段  ２０日(金) 

１３：３０～１７：００ 

※他でもサロンにいる日は対局可能です。 

★木部夏生二段  １３日(金) 

13:00~14:30,14:30~16：00,16：00~17:30 

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。指導碁も対局も、

棋譜添削いたします。 

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  ２２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） 

講 師 山田あかね 

対 象 １９路を打ち始めた方～１桁級 

かずみん会 
強くなりたい方！お待ちしてます。 

ポイント添削付き。 

日 時 第１、３水曜日  

１０：３０～１２：0０、１３：００～１４：３０ 

参加費  ￥５，４００－（会員） 

￥５，９４０－（ビジター） 

講 師 下田和美 

対 象 １９路盤で打てる方 


