
 

 

 

 

                      

       

 

 

 

 

 

Diamond Igo Salon 
2021 年 

３月号 

  院生時代を一緒に過ごした仲間で、1 番親しい女流棋士の一人に岡田結美子六段がいる。定石や古碁 

に最も詳しく、囲碁をアマのように？純粋に心から愛した安倍九段の長女である。彼女がこの度、コロ 

ナ禍でのお役立ちグッズを発明した。 

「ウィズ パーテーション」 

蛇腹型の折り畳み式パーテーションで、人との会食や、ミーティングなどに大活躍しそうだ。バッグか

ら取り出して、開いてテーブルの上に置くだけで、目の前の人との間仕切りが完成。軽くて折り畳み式

だから、簡単に持ち運びできるというのがウリ。 

今どきの小学校の給食は、個々の机で、みんな前を向き、無言で食べなければいけないという。そん 

な中、これが普及したら、給食のみならず、音楽や英語の授業などあらゆるところで活躍しそうであ 

る。彼女も子供囲碁教室をやっている最中にアイディアが閃いた。 

ところで、そんな彼女も子供時代は私と同じように院生の落ちこぼれグループの一人だった気がする

のだが、ある時、心を入れ替えた末プロ入りを果たし、六段まで登り、タイトルも獲るわ、子供を 3 人 

育てあげるわ、さらに発明までしてしまうとは。細くて小さな体と、協調性がありやさしい性格は昔と 

全く変わらない。そして、その内には、たくさんの熱い思いを、今も尚秘めている。 

ご購入は、『Makuake』サイト（3/2 まで）https://www.makuake.com/project/withkobo/ 

もしくは私の方へ直接お願いします。                   稲葉禄子 

            

   

 

                      

 

イベントご案内 
  

★ 13(土) 白友会 10:00～17:00 

★ 13(土)・21(日) オープンデー  13:00～18:00 

★ 21(日) 白江会 10:00～17:00 

★ 25(木) 19 路基礎レッスン 19:00～21:00 

緊急事態宣言中の３月 7 日まで、営業時間短縮要請に従い DIS は 20 時までの

営業となります。 

 また、緊急事態宣言が延長された場合、営業時間短縮要請があればそれに従い

ます。緊急事態宣言中の夜の営業時間に関してはお問合せ下さい。 

 皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力のほどよろしく

お願いいたします。 

 

https://www.makuake.com/project/withkobo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  

 

 

 

 

★ スタッフ卒業 ★ 
 2021 年 3 月をもって、大学卒業に伴い、彦坂多美・山田真生が卒業いたします。 

 最後に巣立つ二人へエールを送りにお越しください。山田真生が講師を務めるオンライ

ン講座「IGOLABO」もいよいよ最後です。是非ご参加ください（毎週月曜 20:00～

22:00、参加費￥3,300）。書籍も絶賛発売中です。 

『世界で流行！ AI 流！ 最新定石とその後の狙い』￥1,859（税込） 

彦坂多美は 12（金）17:00～21:00・16（木）13:00～17:00・18（水）17:00～

21:00、山田真生は５（金）16:00～20:00・17（水）17:00～21:00 に入っており

ます。是非ご検討ください。 

                      

★ GO！GO！囲碁大会 ★ 
 ちょっと早いですが、GW 中に開催する恒例の GO！GO！囲碁大会のご案内です。 

日 時：5 月５日（水・祝） 11:00～17:00   

参加費：￥4,950－（ビジターの方には利用券贈呈、昼食・参加賞込み） 

優勝者には盾＆サロン利用券を贈呈。準優勝、３勝賞もございます。 

詳細は同封のご案内をご覧ください。 

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、皆様へのお願いです。 

ご来店時には手洗いおよび手指の消毒、マスク着用をお願いします。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。 

        

 

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  

 

★ 1９路基礎レッスンのお知らせ ★ 
３月 2５日（木）  １９路基礎レッスン  19:00～21:00 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。 

                                        

★ ホテルグランドパレス、最後の囲碁セミナー ★ 
 夏とお正月に「2 子強くなる囲碁セミナー」を開催していたホテルグランドパレスが、

2021 年 6 月末をもって長い歴史に幕を下ろすこととなりました。 

 営業終了前のゴールデンウィークに、グランドパレスでの最後の囲碁セミナーを開催し

ます。マイケル・レドモンド九段、白江治彦八段、星合志保二段が参加予定です。 

 日程は 5 月 2～4 日の 2 泊 3 日。詳細は決まり次第お知らせします。 

http://www.dis15.com/


３月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 

1 2 3 4 5 6 7 

堀田あや 

10:30~16:00 

奥真珠 

16:00~20:00 

白江徹一 

10:30~13:00 

辻萌夏 

13:00~16:30 

大垣美奈 

16:30~20:00 

※夜間教室は

お休み 

堀田あや 

10:30~16:00 
服部百桜 

16:00~20:00 

稲葉禄子 

10:30~13:00 

辻萌夏 

13:00~16:00 
大垣美奈 

16:00~20:00 

矢野瑞季 

10:30~16:00 

山田真生 

16:00~20:00 お休み お休み 

8 9 10 11 12 13 14 

堀田あや 

10:30~16:00 

服部百桜 

16:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:00 

辻萌夏 

13:00~17:00 

矢野瑞季 

17:00~21:00 

堀田あや 

10:30~16:00 
栗田佳樹 

16:00~21:00 

稲葉禄子 

10:30~13:00 

奥真珠 

13:00~17:00 
大垣美奈 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:00 

下田和美 

13:00~17:00 

彦坂多美 

17:00~21:00 

下田和美 

13:00~17:00 

★白江・森  

10:00~17:00 お休み 

15 16 17 18 19 20 21 

白江徹一 

10:30~13:00 

堀田あや 

13:00～17:00

大内理那 

17:00~21:00 

矢野瑞季 

10:30~13:00 

彦坂多美 

13:00~17:00 

大垣美奈 

17:00~21:00 

堀田あや 

10:30~16:00 
山田真生 

16:00~21:00 

稲葉禄子 

10:30~13:00 

奥真珠 

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 
服部百桜 

17:00~21:00 

お休み  

森淳行 

13:00～

17:00 

22 23 24 25 26 27 28 

堀田あや 

10:30~16:00 

山岡さゆり 

16:00~21:00 

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 

大内理那

13:00~17:00 
永井紀子 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:00 
辻萌夏 

12:30~17:00 
服部百桜 

17:00~21:00 

お休み お休み 

29 30 31     

堀田あや 

10:30~16:00 

大垣美奈 

16:00~21:00 

矢野瑞季 

10:30～16:00

★白江治彦 

13:30～17:00 

大内理那 

16:00~21:00 

堀田あや 

10:30~16:00 
大垣美奈 

16:00~21:00  

 

 

 

交流 

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－）。 
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サークル 
 

かずみん会 

19 路基礎 

サー

クル 
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サークル 
 

白友会 

白江会 

オープン 

デー 
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サー
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交流 
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木曜教室 
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会 

夜間

教室 

オープン 

デー 
 



 

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           ○奥真珠  慶應義塾大学 高校選手権団体戦優勝経験あり 

○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 

◎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  
１８:００頃～２０：００（緊急事態宣言中） 
１８:００頃～２３：３０（緊急事態宣言解除後） 

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、梅木大輔 

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※３月はお休み 

対 象 １桁級～高段者 

※３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  １３日（土）・２１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- 

※緊急事態宣言中は中止となります。 

 

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   １３日(土)１０：００～１７：００ 
参加費   女性￥１１，０００－ 

 男性￥１３，２００－ 

※緊急事態宣言中は中止となります。 
 

プロ棋士指導碁 
★白江治彦八段 ３０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  ２５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 
※2日はお休みとなります。  

１７：５０～２０：００（緊急事態宣言中） 
１８：００～２０：３０（緊急事態宣言解除後） 

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※３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  3 月はお休みです。 

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   ２１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） 担当：森 

※緊急事態宣言中は中止となります。 
 

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 １７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 

 

 

 


