
イベントご案内 

★ ２(土) 白友会 10:00～17:00 
★ ９(土)･24(日)  オープンデー 13:00～18:00 
★ 2４(日) 白江会  10:00～17:00 
★ 2４(日) あかね会  13:00～17:00 

 

 パッションという、ガチンコ対局番組の司会を担当して 16 年目になる。たくさんの思い出があるが、 

中でも印象深いのが「パッション耳赤の一局」。 

小学四年生の女の子が、永代インストラクターの大石を全力で追いかけ、追い詰め、潰し、ボコボコ 

にして大勝利をおさめた。 

永代さんの唖然とした顔。耳どころか顔中を真っ赤にして、放心状態で盤面を見つめていた。 

恥ずかしさと嬉しさと驚きと感心と、いろんな感情が交錯したに違いない。それを「当然でしょ」と 

でも言うようにかわいらしく睨みつける黒い瞳を、今でもはっきりと覚えている。 

あれから、聖良ちゃんの入段を今か今かと待っていたファンも多く、「プロになった？」とサロンで 

会うたび聞く人もあった。 

下釜さんお待たせ。大須賀聖良ちゃんプロになりましたよ〜。 

お母さんの大沢摩耶ちゃんからは、その時々の聖良ちゃんの様子を聞いていた。 

プロになりたいと初めて言ったこと。ホン道場で勝ちまくっていること。韓国に留学すること。 

日本に戻り中学に入ること。 

初めての韓国行きは、本人大喜び。お母さんの方が寂しくてつらかった。 

小学校高学年はほぼ韓国で過ごし、その後日本に戻り院生に入った。でも、中学に通う必要性がわか 

らず、それよりも囲碁の勉強がしたいと言った。 

ところがいざ中学に入ると、周りの予想に反して（摩耶ちゃんの期待を裏切って（笑）？）学校の 

勉強が楽しくてたまらなかった。 

「そんなに勉強しなくていいのに。囲碁だけやればいいのに」と、お母さんは思った。 

晴れてプロ入りし、これからいろんなことにチャレンジしていったらいいね。 

番組では、今期も 4 人の子供たちが棋力アップを目指してチャレンジしている。その内の 1 人は将来 

「プロ棋士になって、歌手になって、外科医になりたい」と言う。 

なるほど。夢を一つにしぼる理由がどこにあるだろう？ 

いつの時代も子供たちの夢は、自由であるべき。どこまでも自由でどこまでも大きく。大人になり 

そびれた大人の、勝手な願いだけれど。                       稲葉禄子 

 

 

 

 

                      

       

 

 

 

 

Diamond Igo Salon 
2019 年 

11 月号 

 美織ちゃん、復帰おめでとう！ 

DIS では 11/11（月）に復帰第一弾の 

指導碁があります。 

皆さん、ご予約お待ちしています♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  

 

 

 

 

サ ロ ン 通 信 

★ あかね会＆1９路基礎レッスンのお知らせ ★ 
 

１９路基礎レッスン  しばらくの間、お休みとなります。再開をお楽しみに！ 

１１月２４日（日）  あかね会  13:00～17:00 講義・対局  

会員￥1,650－ ビジター￥3,300－（１ドリンク付き）目指せ初段！ 

（山田あかね） 

             

★ 囲碁ガールカレンダー2020 ★ 
 大変お待たせいたしました、毎年恒例の囲碁ガールカレンダーが発売となりました。一家

にひとつ、ぜひお買い求めください。 

 囲碁ガールカレンダー2020 ￥1,500―（税込） 

 サロン店頭、方円企画オンラインストアにて販売中です。        （桝 由美） 

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１０：３０～２３：３０ 

（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  

 

★ 1２月２８日忘年囲碁大会 ★ 
 

1 年の締めくくりは個人戦の大会です！お昼は囲碁大会、夜は忘年懇親会で 2019 年を 

振り返りましょう♪ 

日 時：１２月２８日（土） 11:00～17:00 大会 17:30～19:30 忘年懇親会 

参加費：大会￥4,950― 懇親会￥4,950― どちらもご参加の方は￥550―割引 

内 容：点数制リーグ戦、公式戦４局、ジゴ黒勝ち（DIS ルール） 

優勝者にはトロフィーと１万円相当のサロン利用券を贈呈、３勝賞もあります。 

大会終了後はサロンにて忘年懇親会を行います。 

皆様お誘いあわせのうえご参加をお待ちしております。        （川崎 亜弥） 

★ Ranca 土日・祝日利用について ★ 
 

ダイヤモンド囲碁サロンの姉妹店、囲碁サロン Ranca は土日・祝日も営業しております。

完全会員制ですが、ダイヤモンド囲碁サロン会員の方はご利用いただけます。 

１０月～１２月の期間は、下記特別料金にてご利用いただけます。 

日 時：2019 年 10 月～2019 年 12 月の土日・祝日 13:00～18:00 

料 金：DIS 会員利用料   ￥1,100―（DIS 会員通常￥2,200―） 

    DIS 会員イン指導料 ￥2,200―（DIS 会員通常￥3,300―） 

場 所：港区赤坂 1-12-33 ANA ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ東京 37 階「囲碁サロン Ranca」 
    Tel 03-3505-0610 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅１３番出口 徒歩２分 

11/2（土）田中暉久、３（日）矢野紗耶香、４（月・祝）矢野瑞季、９（土）高久智妃、 

10（日）服部百桜、16（土）大垣美奈、17（日）山口庸可、23（土）高久智妃、 

24（日）服部百桜、30（土）栗田佳樹、が担当です。ご利用お待ちしております。 

（梅木 大輔） 

http://www.dis15.com/


１１月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 

    1 2 3 

 

   

小野孝蘭 

10:30~13:30 

辻萌夏 

13:00~17:00 

栗田佳樹 

17:00~21:00 

 

白江治彦・

森・矢野瑞季 

10:00～

17:00 

貸切 

4 5 6 7 8 9 10 

お休み 

堀田あや 

10:30~14:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
服部百桜 

17:00~21:00 

 

星合真吾 

10:30~13:30 

久代迎春 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

笹子理紗 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 
田中暉久

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 

★白江治彦 

13:00~17:00 

堀田あや 

13:00~17:00 

藤原彰子 

17:00~21:00 

矢野紗耶香 

13:00~17:00 
お休み 

11 12 13 14 15 16 17 

★下坂美織 

10:30~13:30 

渡辺恵子 

10:30~14:30 

坂倉健太 

13:00~17:00 

矢野紗耶香 

17:00~21:00 

石塚茉希 

10:30~14:30 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 
 

長井多葉紗 

10:30~14:30 
小野孝蘭 

14:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21:00 

堀田あや 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 
山田真生 

17:00~21:00 

小田彩子 
10:30~14:30 

★木部夏生 

13:00~17:30 
白江徹一 

14:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

お休み 貸切 

18 19 20 21 22 23 24 

山田真生 

10:30~13:30 

渡辺恵子 

13:00~17:00 

彦坂多美 

17:00~21:00 

小野孝蘭 

10:30~13:30 
矢野瑞季 

13:00~16:00 
大垣美奈 

16:00~21:00 
 

久代迎春 

10:30~13:30 

橋本淳平 

13:00~17:00 
矢野紗耶香 

17:00~21:00 

小田彩子 
10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21:00 

辻萌夏 

10:30~13:30 

堀田あや 

13:00~18:00 

高久智妃 

18:00~21:00 

お休み 

 

10:00～

17:00 

 

 

森淳行 

13:00～

17:00 

25 26 27 28 29 30  

小田彩子 

10:30~14:30 

坂倉健太 

13:00~17:00 

服部百桜 

17:00~21:00 

山田真生 
10:30~13:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 

 

長井多葉紗 

10:30~14:30 
白江徹一 

14:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

堀田あや 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 
永井紀子 

17:00~21:00 

宇佐美太郎 

10:30~13:30 

辻萌夏 

13:00~17:00 

山岡さゆり 

17:00~21:00 

お休み  
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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。 
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★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＋￥13,200－）。 
インストラクターの指名もで
きます 
（指名料￥3,300－）。 
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教室 

あかね会 



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        ◎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 2019 年学生本因坊優勝 

 

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   ５日(土) １０：００～１７：００ 
参加費   女性￥１１，０００－ 

男性￥１３，２００－ 

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 宇佐美太郎、山田あかね 

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  ￥１１，０００－（会員） 

￥１３，２００－（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 ￥１１，０００－（会員） 

￥１６，５００－（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 しばらくの間お休みとなります 

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 ￥１，６５０－ 

（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) 

    ￥１１，０００－(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  ９日（土）２4 日（日） 
１３：００～１８：００  

参加費 通常サロン利用料 

    昼間・夜間会員の方も￥６６０- 

  

プロ棋士指導碁 
★白江治彦八段  ８日(金) 

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  １５日(金) 

13:00~14:30,14:30~16：00,16：00~17:30 

★下坂美織三段 １１日(月) 

10:30~12:00,12:00~13:30 
○指導料   正会員   ￥４，４００－ 

限定会員 ￥４，９５０－ 

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 ￥１１，０００－（会員） 

￥１３，２００－（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  ２4 日(日)１３：００～１７：００ 

参加費  会員   ￥１，６５０－ 

       ビジター ￥３，３００－  

    （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  ￥５，５００－（会員） 

￥６，０５０－（ビジター） 

講 師 下田和美 

対 象 １９路盤で打てる方 


