
 

 

 

 
                      

       

 
 
 

Diamond Igo Salon 
2020 年 
３月号 

 この間、棋士の重野由紀さんに聞いたお話。 

ヨーロッパで活躍する盲目のアマチュア棋士。名前を失念してしまったのですが、昔から知られている方 

です。  

目が見えずに囲碁を打つ。それだけでも本当に尊敬の対象です。このコラムでは日本で盲目のアマチュア 

棋士であり、サロンにもよくいらしてくださる中丸さんの話も何度も書かせていただきました。 

さて、そのヨーロッパの方が、今何しているか知ってる？と、由紀さんに聞かれて、その言い方で、だい

ぶ珍しい職業についたか、突然違う方向に鞍替えしたかと、いろいろ考えるも思いつかず、投了して答えを

聞きました。 

すると、、、。 

「写真家になったの」 

その異表をついた答えに思わずのけぞりました。 

「盲目の方が？！写真家に？！」 

「それで、わたしも写真を撮ってもらったんだけどね。こっちは身構えなくてすむからなのかなぁ。 

後から写真を見ると、すごく自然な表情になっていて、とても良かったの」 

目が見えないなら他の機能が他の人よりも発達するはず、そう思ってきました。 

でも、そこで、あえての写真家という答えに、驚きを通り越して、感動を覚えてしまいました。 

光とか、音とか、声とか、空気とか、匂いとか、その彼は何を基準に、何を頼りに写真を撮っているの

か。そして、それを見て、私は、私たちは何を感じるんだろうかと、深く興味を持ちました。 

その彼が見えている世界は、どんな世界なんだろう。 

私たちは見えているからこそ、見えないものがある。 

そんな世界を映し出しているのでしょうか。                      稲葉禄子 

 

イベントご案内 

★ 7(土)･22(日) オープンデー 13:00～18:00 
★ 7(土) あかね会  13:00～17:00 
★ 22(日) 白江会  10:00～17:00 
★ 23(月) 19 路基礎レッスン 19:00～21:00 

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。３月は

白江八段、下坂三段、木部二段の指導

碁がありますよ～。 

小田彩子インストラクターですが、

出産間近のためしばらくお休みと

なります。夏あたりには復帰予定 

です。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  
  

  

 
 
 
 

★ あかね会＆1９路基礎レッスンのお知らせ ★ 
 

３月 23 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。 

３月 7 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 ★ 
インストラクターの渡辺恵子・星合真吾・坂倉健太・橋本淳平・藤原彰子・矢野紗耶香、 

受付の星野初音が卒業となります。皆様、今までありがとうございました。 

渡辺・坂倉・藤原・矢野は 3 月も指導碁に入っておりますので、是非最後の１局を打ちに 

いらしてくださいね。                       （川崎 亜弥） 

サ ロ ン 通 信 

★ 新型コロナウイルスへの対応について ★ 

2 月 24 日に国の専門家会議で出ました基本方針に基づき、ダイヤモンド囲碁サロンの営

業と対応につきまして、ご案内です。 

当サロンの営業については、新型コロナウイルスのリスクを下げる努力をしながら、通常

営業を行うことといたしました。ドアノブや手すり、テーブルなど、多くの方が触れる部分

については、除菌清掃を行っております。 

弊社従業員に関しましては、体調に異変のある場合は速やかに自宅での隔離を行っていま

す。マスクを着用しての接客をさせていただくこともございますが、何卒ご了承ください。 

皆様方へ、ご来店時のお願いがございます。 

サロン内には除菌ジェル、４階トイレにはハンドソープのご用意がございます。来店時に

はご利用いただき、感染リスクを少しでも下げていただくよう、お願いいたします。 

マスク不足も続いておりますが、お持ちの場合は着用いただきながらご利用いただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

もし、少しでも体調が悪いとお感じになられた場合は、サロンのご利用をお控えくださ

い。 

お願いばかりで恐縮ですが、ご理解を頂けると幸いです。     （梅木 大輔） 

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  

 

★ 栗田佳樹イン、快挙 ★ 
当サロンでインストラクターを務めている栗田佳樹が、第４５期棋聖戦予選トーナメント

の決勝で、外柳是聞三段を破り C リーグ入りを決めました！囲碁七大タイトルでアマチュ

アがリーグ入りするのは初の快挙です。これからも快進撃を続けてくれるといいですね。 

皆様もそんな栗田とぜひ対局してみてください。           （桝 由美） 

http://www.dis15.com/


３月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 

3 月 30 日 3 月 31 日     1 
小野孝蘭 

10:30~13:30 
辻萌夏 

13:00~17:00 
高久智妃 

17:00~21:00 

宇佐美太郎 
10:30~13:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 
 

    貸切 

2 3 4 5 6 7 8 

山田真生 
10:30~13:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
矢野紗耶香 

17:00~21:00 

山岡さゆり 
10:30~13:30 
栗田佳樹 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 
 

山口庸可 
10:30~13:30 

辻萌夏 

13:00~17:00 
服部百桜 

17:00~21:00  

彦坂多美 
10:30~13:30
下田和美 

13:00~17:00 
山田真生

17:00~21:00 

辻萌夏 
10:30~13:30
★白江治彦 

13:30~17:00 
大垣美奈 

13:00~17:00 
服部百桜 

17:00~21:00 

 
辻萌夏 
13:00～
17:00 

貸切 

9 10 11 12 13 14 15 

辻萌夏 
10:30~13:30 
大垣美奈 

13:00~17:00 
高久智妃 

17:00~21:00 

堀田あや 
10:30~14:30 
大内理那 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

山口庸可 
10:30~13:30 
山岡さゆり 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

山岡さゆり 
10:30~13:30 
下田和美 

13:00~17:00 
彦坂多美 

17:00~21:00 

山口庸可 
10:30~13:30 
★下坂美織 

10:30~13:30 
坂倉健太 

13:00~17:00 
矢野紗耶香 

17:00~21:00 

 
白江治彦・

森・下田 
10:00～
17:00 

お休み 

16 17 18 19 20 21 22 

矢野瑞季 
10:30~14:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
坂倉健太 

17:00~21:00 

堀田あや 
10:30~14:30 
高久智妃 

13:00~17:00 
矢野紗耶香 

17:00~21:00 
 

長井多葉紗 
10:30~14:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
辻萌夏 

17:00~21:00 

坂倉健太 
10:30~13:30 
下田和美 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 

お休み お休み 

 
10:00～
17:00 

 
 
 

森淳行 
13:00～
17:00 

23 24 25 26 27 28 29 
山田真生 

10:30~13:30 
大垣美奈 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

山口庸可 
10:30~13:30 
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 
大垣美奈 

13:00~17:00 
谷麻衣子 

17:00~21:00 

山岡さゆり 
10:30~13:30 
堀田あや 

13:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21:00 

辻萌夏 
10:30~13:30 
★木部夏生 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
矢野紗耶香 

17:00~21:00 

お休み お休み 

木曜教室 
 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

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 

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 

サークル 
夜間

教室 

方円 

会 

方円 

会 

オープン 

デー 
 

方円 

会 

夜間

教室 

サークル 



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、第 45 期棋聖戦 C リーグ入り 

 
※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 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 
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 
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 
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  7 日（土）、22 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   １4 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 6 日(金) 

13:30~17:00 
※他でもサロンにいる日は対局可能です。 

★下坂美織三段   13 日(金) 

10:30~12:00,12:00~13:30 
★木部夏生二段  27 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 
※第４月曜となります 

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  23 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 

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  7 日(土)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 
 


