
 「シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。」 

というドラマのタイトルをみて、なんだか、囲碁みたいだなーと思うのは、わたしの職業病 

かと思いきや。 

このドラマ、主人公は、天才女流棋士という設定とのことで、吉原由香里六段が監修して 

いるそうだ。 

試しに見てみたら、主人公がバイトする碁会所のシーンが多くて、碁盤がたくさんでてくる 

から、なんだかうれしい。 

その、お客さんたちの打つ碁形の美しいこと（笑）。由香里ちゃん、仕事に抜かりがない 

なぁー（笑）。 

そんなに、きれいな碁はなかなかみんな打たないよなあー（笑）と、思ったり、碁はいいの 

に手つきがイマイチとツッコミを入れたり。 

内容は、正義の味方のパンダが、毎回悪者の悪事を暴きやっつけるという、水戸黄門チック 

な単純明快なお話。そこに、トラウマから囲碁に勝てなくなった主人公がそれを乗り越え、 

女流トップを目指していくというストーリーが絡む。おじさん受けはしないが、若い子と私の 

ような単細胞人間は観ていて楽しめる。 

さて、関係ないけど、これを書いている今日、都心は雪が降るとか降らないとか。雪に憧れ 

る私は、降れ！降れ！と祈りつつ、1 人夜中にマシュマロをほうばっている。 

どうでもいいことだけど、白くて丸いものばかりが好きなのは、なんの因果かな。。。  

稲葉禄子 

 

 

 

 

 
                      

       

 
 
 

Diamond Igo Salon 
2020 年 
２月号 

イベントご案内 

★ 1 (土)･23(日) オープンデー 13:00～18:00 
★ 23(日) 白江会  10:00～17:00 
★ 23(日) あかね会  13:00～17:00 
★ 12･26(水) 19 路基礎レッスン 19:30～20:15 
★ 29 (土) オリンピック囲碁大会 11:00～17:00 

 

永久会員、正会員の皆様。 

更新時にお渡ししていますプロ指導

碁券、ぜひご利用くださいね。２月は

白江八段、星合二段の指導碁がありま

すよ～。 

2 月から木曜初級教室の講師を 

小野孝蘭が担当します！ 

毎週木曜 10 時半から 12 時まで、

対象は級位者です。ルールから覚え

たい方も歓迎です！ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  
  

  

 
 
 
 

★ あかね会＆1９路基礎レッスンのお知らせ ★ 
 

２月 12・26 日（水）１９路基礎レッスン  19:30～20:15 講義・質疑応答 

サロン利用料のみ 級位者対象です。梅木がお休みの間、宇佐美太郎が担当いたします。 

２月２3 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） 

             

★ 卒業 ★ 
長きに亘りインストラクターを務めてまいりました渡辺恵子ですが、ご主人のイギリス 

転勤に伴い、インストラクターを卒業することとなりました。ご愛顧いただきました皆様、 

今までありがとうございました。３月には大学４年生たちも卒業となります。最後に 

ぜひ指導碁にお越しください。                   （川崎 亜弥） 

サ ロ ン 通 信 

★ オリンピック囲碁大会 ★ 

４年に一度のうるう年！そして肉（29）の日！２月２９日に囲碁大会を開催いたします。 

優勝、準優勝の方には、オリンピックに合わせてメダルを授与いたしますよ～。 

日 時：２月２９日（土） 11:00～17:00 

参加費：4,950 円（昼食・参加賞込み） 

内 容：点数制リーグ戦。公式戦 4 局。優勝者にはメダルと高級牛肉カタログギフト（肉 

の日だけに）・準優勝者にはメダルとカタログギフトを贈呈。 

3 勝賞もあります。        

  皆様のご参加をお待ちしております。               （山田あかね） 

★ キャッシュレス決済消費者還元はじまりました ★ 

 2019 年 10 月からの消費税増税に伴い、キャッシュレス決済での消費者還元（最大 

５％）がダイヤモンド囲碁サロンでも開始となりました。 

 対象はクレジットカード（VISA・MASTER・JCB・AMEX）、交通系 IC カード 

（Suica・PASMO など）、Apple pay、Quick pay となります。 

 毎回現金での支払いが面倒だな、という方は是非ご利用ください。  （白江 徹一） 

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  

 

★ Drink・Food ★ 
サロンでは、各種ドリンク（コーヒーや紅茶、ジュース、アルコール類など）を取り揃え 

ております。コーヒー＆紅茶はおかわりも自由です（ホットのみ）。のどの渇きを癒すとき

は是非サロンでご注文ください。簡単なおつまみもご用意しております。 

詳しくはサロン受付までお尋ねください。              （桝 由美） 

http://www.dis15.com/


２月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 

     1 2 

  

 

  

 
大垣美奈 
13:00～
17:00 

貸切 

3 4 5 6 7 8 9 

辻萌夏 
10:30~13:30 
田中暉久 

13:00~17:00 
矢野紗耶香 

17:00~21:00 

堀田あや 
10:30~14:30 
彦坂多美 

13:00~17:00 
栗田佳樹 

17:00~21:00 
 

山口庸可 
10:30~13:30 
大内理那 

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 
藤原彰子

17:00~21:00 

山口庸可 
10:30~13:30
栗田佳樹 

13:00~17:00 
辻萌夏 

17:00~21:00 
お休み お休み 

10 11 12 13 14 15 16 

坂倉健太 
10:30~13:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
矢野紗耶香 

17:00~21:00 

お休み 

長井多葉紗 
10:30~14:30 
坂倉健太 

13:00~17:00 
田中暉久 

17:00~21:00 

渡辺恵子 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
彦坂多美 

17:00~21:00 

白江徹一 
10:30~13:30 
★星合志保 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
栗田佳樹 

17:00~21:00 

 
白江治彦・

森・下田 
10:00～
17:00 

お休み 

17 18 19 20 21 22 23 

山岡さゆり 
10:30~13:30 
久代迎春 

13:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21:00 

宇佐美太郎 
10:30~13:30 
高久智妃 

13:00~17:00 
大垣美奈 

17:00~21:00 
 

白江徹一 
10:30~13:30 
大内理那 

13:00~17:00 
服部百桜 

17:00~21:00 

小田彩子 
10:30~14:30 
下田和美 

13:00~17:00 
服部百桜 

17:00~21:00 

彦坂多美 
10:30~13:30 
★白江治彦 

13:30~17:00 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

お休み 

 
10:00～
17:00 

 
 

森淳行 
13:00～
17:00 

24 25 26 27 28 29  

お休み 

矢野瑞季 
10:30~13:30 
山岡さゆり 

13:00~17:00 
服部百桜 

17:00~21:00 
 

辻萌夏 
10:30~13:30 
長井多葉紗 

13:00~17:00 
彦坂多美 

17:00~21:00 

山口庸可 
10:30~13:30 
下田和美 

13:00~17:00 
矢野紗耶香 

17:00~21:00 

堀田あや 
10:30~14:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
辻萌夏 

17:00~21:00 

 
オリンピック 
囲碁大会 
11:00～
17:00  

木曜教室 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 
方円 

会 

講座 

ｻｰｸﾙ 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

夜間

教室 

交流 

会 

方円 

会 

交流 

会 

方円 

会 

木曜教室 
 

方円 

会 

交流 

会 

夜間

教室 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

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。 

木曜教室 
 

方円 

会 

サークル 交流 

会 

木曜教室 
 

白江会 
 

サークル 

 

★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－）。 

オープン 

デー 
 

かず 

みん会 

方円 

会 

夜間

教室 
あかね会 

方円 

会 

交流 

会 

白友会 
 

かず 

みん会 

サークル 

19 路

基礎 

19 路

基礎 

オープン 

デー 
 



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           ○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    
○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                        
○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  
○大垣美奈  目白大学 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 
○大内理那  女流アマ東京都代表                     
◎宇佐美太郎 囲碁教室講師経験多数        ◎星合真吾  早稲田大学 2019 年学生最強位優勝   
◎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、学生十傑優勝、2019 年アマ棋聖優勝 

 
※各種教室は初回体験無料（該当教室に参加されたことのない方対象）。新規参加者募集中です。 

ＤＩＳ交流会 
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 

木曜初級教室 
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 小野孝蘭 
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 
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 

水曜講座 
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、宇佐美太郎 
対 象  １０級～有段者 

月曜・水曜サークル 
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、宇佐美太郎 
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（土）、23 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- 

 

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

男性￥１３，２００－ 

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 

プロ棋士指導碁 
★白江治彦八段 21 日(金) 

13:30~17:00 
※他でもサロンにいる日は対局可能です。 

★星合志保二段  1４日(金) 

13:00~14:30,14:30~16：00,16：00~17:30 
○指導料   正会員   ￥４，４００－ 

限定会員 ￥４，９５０－ 

 

１９路基礎レッスン 
級位者向けの布石などの講義を行いま

す。参加者からの質問も大歓迎です。 

講義終了後は DIS交流会でお楽しみくだ

さい。 
日 時  第２、第４水曜 19:30～20:15 
参加費  入場料のみ  
講 師 宇佐美太郎 

対 象 １９路を打ち始めた方～１桁級 

火曜夜間教室 
DIS 唯一の夜開催の教室です。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  23 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 
 


