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刑務所暮らし 13 回、通算 35 年の獄中生活を送ってきました。主に、泥棒、万引きの類

です。 

知らない方からのお手紙に書かれていた自己紹介文。ここまでですでに衝撃的だけど、読 

み進めて、思わず声を上げた。 

全身刺青、両方小指無しの元親分、、、、 

の元で？（あ〜びっくりした。ここから先は本人のことではなかった）更生の日々。ボラン

ティア活動をするキリスト教の施設で、土日は礼拝とキリスト教の講義を受け、平日は社会

福祉活動をする毎日とある。 

さて、なぜ私にお手紙をくれたかというと、私の書いた本を読んでの感想だった。 

「あなたの本の中に「刑務所で囲碁が強いと一目置かれるらしい」とありましたが、まさ

にその通りです。一目どころか二目も三目も置かれます！」 

出版社にあてた手紙は 2 ヶ月以上経って私の手元に届いた。文章からは愛嬌のある人柄が

伺える。更生がうまくいくことを願い、これからの人生を励ましたく、また単純に嬉しかっ

たのでお礼状を書いた。 

「ぜひご自身の人生を文字にしてください。私の落書き本より、どれだけ価値があり、お 

もしろいかしれません」 

先日お礼状のお礼状が届いた。お手紙の枚数が倍になり、詰碁や棋譜、お気に入りの本ま 

で同封されていた。お礼は碁罫紙がいいだろうか。囲碁の雑誌がいいだろうか。 

こうして、なぜか見ず知らずの方と文通がはじまってしまうことがある。 

                              稲葉禄子 

   

 

                      

 

イベントご案内 

★ 12(土) 白友会 10:00～17:00 

★ 5(土)･20(日) オープンデー 13:00～18:00 

★ 20(日) あかね会  13:00～17:00 

★ 20(日) 白江会 10:00～17:00 

★ 24(木) 19 路基礎レッスン 19:00～21:00 

4 月 1 日より、ダイヤモンド囲碁

サロンは完全禁煙となりました。 

ご理解ご協力のほど、よろしく 

お願いします。 

 

月曜・水曜サークル及び木曜教室

は、通常の指導碁と一緒の開催と

なります。ご了承いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  

 

 

 

 

★ あかね会＆1９路基礎レッスンのお知らせ ★ 
９月 2４日（木）  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。 

９月２０日（日）   あかね会  13:00～17:00 講義・指導碁＋1 ドリンク付き！ 

級位者大歓迎です。会員￥2,750－ ビジター￥3,850－ 目指せ初段！ （梅木 大輔） 

             

★ IGOLABO ★ 
 囲碁 AI 以降の打ち方を学ぶための、オンライン研究会です。 

講師は、数々のプロ棋士を輩出している洪（ホン）道場で師範を務める山田真生インストラ

クター、司会進行は梅木大輔です。現在の囲碁の打ち方・考え方をじっくり解説しています。 

参加者には後日動画も配信しております。急な用事で参加できなかった場合も安心です。 

日時：毎週月曜 20:00～22:00  参加費：￥3,300（税込） 

参加ご希望の方は info@dis15.com までご連絡ください。参加 Zoom の URL をお送り 

いたします。                             （桝 由美） 

サ ロ ン 通 信 

★今月のおすすめ本★ 
DIS 元インストラクター・坂倉健太が本を出しました！ 

「囲碁定石事典 図解で身につく頻出 72 型」（囲碁人ブックス） 

￥1,749（税込） 

これから定石を学びたい方、または、定石の知識をアップデートしたい

方にピッタリの書籍です！一手一手の意味がわかりやすいように図解がし

てあり、完成後の狙いまで丁寧に解説しています。 

本文デザインは DIS 受付の桝が担当しました。お買い求めは DIS まで！ 

                        （山田 あかね） 

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  

 

★ オンライン指導碁 ★ 
4 月から開始しておりますオンラインレッスンですが、参加者には大変ご好評いただいて 

おります。顔を見ながら声を聴きながら通常の指導碁に近い形で、打ち直しや検討ももちろん 

可能です。 

対局や検討の変化図は自動的に保存されますので後日の振り返りも出来てとても好評です。 

ホームページはこちら → https://online-dis.net/ 

 価格：2 時間以内￥3,850（税込） 

 内容：4 面打ち指導碁    個人レッスンやグループレッスンも受け付けております。 

 ご興味のある方は是非一度お電話ください。設定や練習はサロンスタッフが無料で行いま

す。                                 （川崎 亜弥）     

 書籍化決定！ 

mailto:参加ご希望の方は　info@dis15.com
http://www.dis15.com/


９月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 

 1 2 3 4 5 6 

 

矢野瑞季 

10:30~14:00 

宇佐美太郎 

13:30~17:00 

山口庸可 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:00

堀田あや 

13:00~17:00 
服部百桜 

17:00~21:00 

小野孝蘭 

10:30~13:00 

下田和美 

13:00~17:00 
大垣美奈

17:00~21:00 

山口庸可 

10:30~16:00 

彦坂多美 

16:00~21:00 

矢野瑞季 

13:00~17:00 
貸切 

7 8 9 10 11 12 13 

小野孝蘭 

10:30~13:00 
堀田あや 

13:00~17:00 

山岡さゆり 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:00 

★白江治彦 

13:30~17:00 

彦坂多美 

13:00~17:00 

山口庸可 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:00

堀田あや 

13:00~17:00 
服部百桜 

17:00~21:00 

稲葉禄子 

10:30~13:00 

山口庸可 

13:00~17:00 
彦坂多美

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:00 

大垣美奈 

13:00~17:00 

高久智妃 

17:00~21:00 

★白江 

治彦・森 

・下田 

10:00~17:00 
お休み 

14 15 16 17 18 19 20 

小野孝蘭 

10:30~13:00 
堀田あや 

13:00~17:00 

辻萌夏 

17:00~21:00 

稲葉禄子 

10:30~13:00 

★白江治彦 

13:30~17:00 

矢野瑞季 

13:00~17:00 

山口庸可 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:00 
堀田あや 

13:00~17:00 
服部百桜 

17:00~21:00 

小野孝蘭 

10:30~13:00 

大垣美奈 

13:00~17:00 
山田真生 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:00 

下田和美 

13:00~17:00 

高久智妃 

17:00~21:00 

お休み 

森淳行 

13:00～

17:00 

21 22 23 24 25 26 27 

お休み お休み 

白江徹一 

10:30~13:00 

宇佐美太郎 

13:00~17:00 
服部百桜 

17:00~21:00 

稲葉禄子 

10:30~13:00 
彦坂多美 

13:00~17:00 
辻萌夏 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:00 
山口庸可 

13:00~17:00 
高久智妃 

17:00~21:00 

お休み お休み 

28 29 30     

小野孝蘭 

10:30~13:00 
堀田あや 

13:00~17:00 

山岡さゆり 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:00 
石塚茉希 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

 

白江徹一 

10:30~13:00 
堀田あや 

13:00~17:00 
辻萌夏 

17:00~21:00 
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会 
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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。 

 

★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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19 路基礎 



インストラクター紹介  

○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○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  

○大垣美奈  目白大学 高校選手権全国ﾍﾞｽﾄ４ 大垣雄作九段は実父 

○服部百桜  東京芸術大学 高校選手権６位       ○大内理那  早稲田大学 女流アマ東京都代表   

○青木紗和香 中央大学 少年少女囲碁大会ベスト 16 青木紳一九段は実父      

◎宇佐美太郎 囲碁教室講師経験多数        ◎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 

◎栗田佳樹  東京理科大学 2019 年学生本因坊、学生十傑優勝、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～２３：３０ 

講 師 梅木大輔・宇佐美太郎 
参加者 ２０～５０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、稲葉禄子 

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※9 月はお休み 

対 象 １桁級～高段者 

※９月は金曜方円会はお休みとなります 

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。※23日はお休み 

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 

ビジターの方も同一料金です。 

 

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(サロン利用料込み・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  ５日（土）・２０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   １２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 19 日（水）※毎月第三水曜日 

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 ８・１５日(火) 

13:30~17:00 
※他でもサロンにいる日は対局可能です。 

○指導料   正会員   ￥４，４００－ 

限定会員 ￥４，９５０－ 

☆下坂美織三段・木部夏生二段・星合志

保二段の指導碁は年内お休みです。 

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  ２４日(木)１９：００～２１：００ 

参加費  サロン利用料のみ  

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 毎週火曜日 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※9 月はお休み 

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  ２０日(日)１３：００～１７：００ 

参加費  会員   ￥２，７５０－ 

       ビジター ￥３，８５０－  

    （ワンドリンク、指導碁付き） 

講 師 山田あかね 

対 象 １９路を打ち始めた方～１桁級 

 


