
 

 

 

 

 

                      

       

 

 

 

 

 

Diamond Igo Salon 
2021 年 

1 月号 

  朝の指導碁のご予約が 1 人しかなかった日。こんなことは滅多にないことだからと言って、続けて 

3 局打ってくれたありがたい方があった。3 局とも黒のいい碁だったが、後半甘くなったり、乱れた

り、私が粘ったりで、結果 3 局とも私が勝ってしまった。 

ショックでもう来てくれなかったらどうしよう。。。とはあまり思わない。悔しさをバネにさらに躍進 

できる若さを持っている人だからだ。 

「この間は悔しくて眠れなかった」 

次の週には、見事完勝し顔を綻ばせていた。 

普段は優しく穏やかで、クシャッと崩れる笑顔がチャーミングなロマンスグレーだが、対局中は、熱 

くなることも多く、失敗するとカッカとしているのが伝わってくる。ときどきつぶやく独り言が、先日 

たまたま聞き取れた。 

「家宅侵入罪で逮捕する」 

どうやら打ち込んだ白石に、話しかけていたようだ。20 年後、30 年後、私はこんな風になっている 

だろうか。なっていたいと思う。やっぱり石を取るのが大好きで、負けたら思いきり悔しがり、勝てば 

全身で喜んで、ドキドキやワクワクを胸に持っていられたら。 

皆様にとって、2020 年はどんな 1 年でしたか？ 

コロナ禍で、不安や心配も多い年となりましたね。そんな中サロンを支え、応援していただきましたこ

と、感謝にたえません。本当にありがとうございます。この試練や苦労は、これから成長できる大きな

可能性と思い、今後もがんばってまいりたいと思います。2021 年もどうぞよろしくお願い致します。 

                               稲葉禄子 

            

   

 

                      

 

イベントご案内 

★ 5(火) 打ち初め  

★ 9(土)・31(日) オープンデー 13:00～18:00 

★ 11(月・祝)  新春囲碁大会  11:00～17:00 

★ 16(土) 白友会 10:00～17:00 

★ 28(木) 19 路基礎レッスン 19:00～21:00 

★ 31(日) 白江会 10:00～17:00 

★ 31(日) あかね会  14:00～17:00 

2020 年 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、通常の指導碁と兼任での開催

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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  

 

 

 

 

★ IGO GIRL カレンダー 2021 ★ 
 毎年恒例の、IGO GIRL カレンダーを発売中です。 

2021 年度は、初の日めくりカレンダーとなります。DIS インストラクターだけでなく、星合志保

二段も登場！日めくりの中には囲碁入門ルールが書いてあり、囲碁を知らない方には 31 日あれば 

囲碁が分かる＆打てる（？！）ようになっております。企画は山田あかね、デザインは桝由美が担当

しました！ぜひプレゼント用にいかがでしょうか？ 1,870 円（税込）  

 ネットショップでも注文できます → http://hoenkikaku.shop-pro.jp/ 

                      

★ 新春囲碁大会 ★ 
 約１年ぶりとなる囲碁大会を開催いたします！2021 年の幕開けとなる新春囲碁大会は個人戦です。

皆様お誘いあわせの上、奮ってご参加ください。 

    日 時：1 月 11 日（月・祝） 11:00～17:00 

    参加費：4,950 円（昼食、参加賞込み） 

 優勝者には賞状・景品（サロン利用券）を贈呈。準優勝、3 勝賞もございます。最初の 4 局が表彰 

対象となります。お申し込みはメール、お電話、サロン受付にて。先着 36 名までとなります。 

 ※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、中止となる場合もございます。ご了承ください。 

サ ロ ン 通 信 

★ 新型コロナウイルス感染防止への対応について ★ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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。 

DIS での対策として、受付カウンターに飛沫拡散防止用ビニールカーテンを設置、対局席を間引い

てソーシャルディスタンス確保、窓・入口を定期的に開けて換気、碁石・碁盤の消毒、を実施してお

ります。対局席の飛沫ガードパネルのご用意もあります。ご希望の方はお声掛けください。 

お願いばかりで恐縮ですが、ご理解を頂けると幸いです。           

 

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 ★ 
2020 年 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。 

                                           

http://www.dis15.com/


１月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 

    1 2 3 

    年始休業 年始休業 年始休業 

4 5 6 7 8 9 10 

年始休業 

矢野瑞季 

10:30~16:00 

辻萌夏 

16:00~21:00 

堀田あや 

10:30~16:00 
大垣美奈 

16:00~21:00 

稲葉禄子 

10:30~13:00 

彦坂多美 

13:00~17:00 
山岡さゆり 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~12:30 

大垣美奈 

12:30~17:00 

服部百桜 

17:00~21:00 

辻萌夏 

13:00～

17:00 
お休み 

11 12 13 14 15 16 17 

新春 

囲碁大会 

11:00~17:00 

 

矢野瑞季 

10:30~16:00 

★白江治彦 

13:30～17:00 

辻萌夏 
16:00~21:00 

堀田あや 

10:30~16:00 
山岡さゆり 

16:00~21:00 

稲葉禄子 

10:30~13:00 
辻萌夏 

13:00~17:00 
奥真珠 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:00 

下田和美 

13:00~17:00 

大垣美奈 

17:00~21:00 

★白江治彦

森・下田 

10:00~17:00 お休み 

18 19 20 21 22 23 24 

堀田あや 

10:30~15:30 

大沢摩耶 

13:00~17:00 

辻萌夏 

17:00~21:00 

彦坂多美 

10:30~16:00 
大内理那 

16:00~21:00 
 

堀田あや 

10:30~16:00 
山岡さゆり 

16:00~21:00 

稲葉禄子 

10:30~13:00 

矢野瑞季

13:00~17:00 
大内理那 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~12:30 
大垣美奈 

12:30~17:00 
服部百桜 

17:00~21:00 

お休み お休み 

25 26 27 28 29 30 31 

白江徹一 

10:30~12:30 
堀田あや 

12:30~17:00 

大垣美奈 

17:00~21:00 

矢野瑞季 

10:30~16:00 

辻萌夏 

16:00~21:00 

 

堀田あや 

10:30~16:00 
大垣美奈 

16:00~21:00 

稲葉禄子 

10:30~13:00 

石塚茉希

13:00~17:00 
永井紀子 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:00 
辻萌夏 

13:00~17:00 
彦坂多美 

17:00~21:00 

お休み 

森淳行 

13:00～

17:00 

交流 

会 

方円 

会 

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 4 面
になることも
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－）。 

方円 

会 

夜間

教室 

夜間

教室 

サー

クル 
 

交流 

会 

サー

クル 
 木曜教室 

木曜教室 

交流 

会 

交流 

会 

サークル 
 

方円 

会 

夜間

教室 木曜教室 

方円 

会 

夜間

教室 

サー

クル 
 

交流

会 

サークル 
 

かずみん会 

白友会 

オープン 

デー 
 

あかね会 

白江会 

オープン 

デー 
 

木曜教室 

19 路基礎 

サー

クル 
 

交流

会 交流 

会 



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 ○大内理那  早稲田大学 女流アマ東京都代表 

○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       ○青木咲和香 中央大学 少年少女囲碁大会ベスト 16 

○奥真珠   慶應義塾大学 高校選手権団体戦優勝経験あり 

◎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・金曜日  
 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 稲葉禄子 

対 象 級位者 

 

 

 

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※1 月はお休み 

対 象 １桁級～高段者 

※1 月は金曜方円会はお休みとなります 

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・水曜日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 

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（土）・31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   16日(土) １０：００～１７：００ 
参加費   女性￥１１，０００－ 

 男性￥１３，２００－ 

プロ棋士指導碁 
★白江治彦八段 12 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・木部夏生二段はしばらく

の間、星合志保二段は３月まで指導碁は

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  28 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※1 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  31日(日)１4：００～１７：００ 

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 

 

白江会 
一般対局をたくさん楽しんでいただく 

会です。年に１回勝星を還元し、囲碁 

用品などに交換します。 

日 時  31日(日)１０：００～１７：００  

参加費  ￥４，０００－（税込） 

昼食、参加賞付き 

 

 

 

 

 

指導碁  ￥１，０００－（税込） 

森インストラクター 

かずみん会 
強くなりたい方、お待ちしています！楽しく

棋力アップ！棋譜添削付き。 

日 時 ２０日（水） ※毎月第３水曜日  

１０：３０～１２：００ 

参加費  ￥５，５００－（会員） 

    ￥６，０５０－（ビジター） 

講 師 下田和美 

 

 

 


