
 

 

 

 

                      

 

       

 

 

 

 

Diamond Igo Salon 
2021 年 

７月号 

  映画と本の話題が多くなってしまって恐縮ですが、今回も囲碁に関係ない本のご紹介です。 

太陽を越えてさらに同じ距離だけ進んだところ、地球から 3 億 km 地点にあるリュウグウと名付 

けられた小さな惑星。そんな遠くまでせっせと出掛けていき、勝手に穴を掘り、着陸し、誰の許可 

も得ず岩を削って持ち帰るという、ふとどきな訪問を成し遂げた、はやぶさ２の話。 

この岩の欠片から太陽系の成り立ちや、生命の起源まで分かるかもしれないというのだから、夢 

は壮大だ。成功へと導いた要素はたくさんあるが、そのひとつに 2 年間に渡り繰り返したシュミレ 

ーションがあった。その方法がおもしろい。二つのチームに分かれ、一方は常に、まさかというよ 

うな無情なトラブルを、はやぶさモデルに仕掛ける。機械やコンピューターのあらゆる部分に細工 

をしたり、装置に紙を被せて使えなくしたり、メンバーの一人を拘束(？)したり(笑)。一方はどんな 

トラブルにも文句は言えず、早急に解決策を模索し、なんとかその絶体絶命な状況を乗り越えなく 

てはならない。超難解、頭脳系王様ゲームといったところか。実際、無理難題をふっかけるチーム 

のことを、王様どころか、「神様」と呼んでいたらしい。1 つのトラブル解決まで 30 時間を費や 

すこともあったというが、そのおかげで、トラブル回避の方法や対応力、適応力、精神力、忍耐力 

までもが鍛えられ、もともと優秀なチームが最強チームへと鍛え上げられた。 

囲碁のレッスンも、この方式をとったら、おもしろいんじゃないかな（はやぶさ式レッスン希 

望者は受付まで)。 

『はやぶさ２の大冒険』ぜひ読んでみてください。          稲葉禄子 

   

 

                      

 

イベントご案内 

★ 3（土)・17(土)・31(土) オープンデー 13:00～20:00 

★ 10(土) 白友会  10:00～17:00 

★ 10(土) あかね会  14:00～17:00 

★ 22(木･祝) 白江会  10:00～17:00 

★ 29(木) 19 路基礎レッスン 19:00～21:00 

 

 

緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置となった場合、DIS は要請内容に応じて営業します。 

営業時間短縮要請中の夜の営業時間に関してはお問合せ下さい。 

また、酒類提供について制限の要請が出た場合はそれに従い営業いたします。 

 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。 

※緊急事態宣言が発令された場合は、白友会（10 日）、あかね会（10 日）、白江会（22 日）、 

は中止になります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  

 

 

 

 

 

サ ロ ン 通 信 

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・あかね会のお知らせ ★ 

7 月 10 日（土）   あかね会  14:00～17:00 講義・指導碁＋1 ドリンク付き！ 

級位者向けの講座です。会員￥2,750－ ビジター￥3,850－ 目指せ初段！  

7 月 29 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。 

                                     

★ 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、カウンター及びガラステーブル

にアクリル板設置、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。 

        

 ★ 生ビール飲み放題 WEEK ★ 
夏がやってきました！毎年恒例の夏の風物詩、生ビール飲み放題ＷＥＥＫを開催します。 

このコロナ禍での開催のため、都の要請に従って時間制限を設ける場合もございます。 
 

期間：7 月 26 日（月）～31 日（土） 

料金：会員 1,100 円 ビジター1,650 円 
 

＼ 通常 1 杯 660 円なので会員は 2 杯、ビジターは 3 杯飲めばお得に◎ ／ 

まん延防止重点措置の要請適用期間は対局席・指導碁席でも酒類の提供を中止させていた

だきますので、ガラステーブルやカウンターの席でぜひお楽しみください。 

 

★ オンラインレッスン開催中 ★ 
 昨年 4 月より開始しましたオンラインレッスンですが、大変ご好評いただいております！ 

多面打ちレッスンは毎週火曜 13:00～15:00・第一＆第三火曜 19:00～21:00・毎週金

曜 13:00～15:00（23 日を除く）を堀田あや、毎週水曜 13:45～15:45（7 日を除く）・

19:30～21:30 を矢野瑞季が担当しております。 

さらに 7 月 22 日（祝・木）13:00～15:00 は長井多葉紗が担当いたします。 

多面打ちレッスンは 1 局 3,850 円（税込）です。 

他にも個人レッスンやグループレッスンもございます。無料レクチャー受付中！ 

まずはお気軽にお問い合わせください。  https://online-dis.net/ 

http://www.dis15.com/


７月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 

   1 2 3 4 

  

 
稲葉禄子 

10:30~13:00 

加藤優希 

13:00~16:30 

山田真生 

16:30~20:00 

白江徹一 

10:30~13:00 

大内理那 

13:00～16:00 

山本冴子 

16:00~20:00 

 

お休み 

5 6 7 8 9 10 11 

堀田あや 

10:30~16:00 

辻萌夏 

16:00~20:00 

小田彩子 

10:30～14:00 

山田真生 

13:00～16:30 

大内理那 

16:30~20:00 

堀田あや 

10:30~16:00 
辻萌夏 

16:00～20:00 

稲葉禄子 

10:30~13:00 

加藤優希 

13:00~16:30 

大垣美奈 

16:30~20:00 

白江徹一 

10:30~13:00 

大内理那 

13:00～16:30 

服部百桜 

16:30~20:00 

★白江治彦

下田・森 

10:00~17:00 
お休み 

12 13 14 15 16 17 18 

堀田あや 

10:30～16:00

山岡さゆり 

16:00～20:00 

矢野瑞季 

10:30~13:00 

辻萌夏 

13:00～16:00

服部百桜 

16:00～20:00 

堀田あや 

10:30~16:00 

大垣美奈 

16:00～20:00 

稲葉禄子 

10:30~13:00 

加藤優希 

13:00~16:30 
山本冴子 

16:30～20:00 

矢野瑞季 

10:30~16:00 
大垣美奈 

16:00～20:00 

栗田佳樹

13:00～ 

17:00 

貸切 

19 20 21 22 23 24 25 

堀田あや 

10:30~15:30 

大沢摩耶 

13:00~16:30 

大垣美奈

16:30~20:00 

梅木大輔 

10:30~13:00 

奥真珠 

13:00～16:30 

服部百桜 

16:30～20:00 

白江徹一 

10:30~13:00 

宇佐美太郎 

13:00～16:30 

辻萌夏 
16:30～20:00 

森淳行
13:00~17:00 

 
 

※白江会にご参加

でない方も、指導

碁を受けていただ

けます。その場合

は通常料金となり

ます。 

お休み お休み お休み 

26 27 28 29 30 31  

堀田あや 

10:30~16:00 

山岡さゆり 

16:00～20:00 

梅木大輔 

10:30~13:00 

★白江治彦 

13:30～17:00

奥真珠 

13:00～16:30 

辻萌夏 

16:30~20:00 

堀田あや 

10:30~16:00 
山田真生 

16:00～20:00 

稲葉禄子 

10:30~13:00 

辻萌夏 

13:00~16:30 
永井紀子 

16:30~20:00 

白江徹一 

10:30~13:00 

石塚茉希 

13:00～16:30 

服部百桜 
16:30~20:00 

大垣美奈

13:00～ 

17:00 

 

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－）。 

方円 

会 

夜間

教室 

サー

クル 
 

木曜教室 

交流 

会 

サークル 
 

方円 

会 

夜間

教室 

サー

クル 
 

交流

会 

サークル 
 

かずみん会 

サー

クル 
 

交流

会 

サークル 
 木曜教室 

方円 

会 

夜間

教室 

交流 

会 

方円 

会 

夜間

教室 

サー

クル 
 

交流

会 
サークル 

 

交流 

会 

白友会 

オープン 

デー 
 

交流 

会 

オープン 

デー 
 

あかね会 

交流 

会 

オープン 

デー 
 

白江会 

木曜教室 

木曜教室 
交流 

会 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    

○大沢摩耶  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   ○石塚茉希  緑生学園出身        

○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 ○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   慶應義塾大学医学部 高校選手権団体戦優勝経験あり  

○大須賀梨香 十文字女子大学 高校選手権団体戦代表 大須賀聖良初段は妹 

○加藤優希 早稲田大学 女流アマ全国 3 位     ○山本冴子  慶應大学 女流アマ愛知代表 

◎宇佐美太郎 囲碁教室講師経験多数        ◎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 

◎川口飛翔  東京大学 第 40 回世界アマ日本代表 

※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～２３：３０（通常営業時） 
１８:００頃～２０：００（時短営業要請中） 

参加費  サロン利用料のみ 
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 
 

 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 

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※7 月はお休み 

対 象 １桁級～高段者 

※7 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、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 ３日(土)・１７日（土）・３１日（土） 
       １３：００～１８：００  

   ※３日はインストラクター不在の 

    ため対局をお楽しみください。 

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

 男性￥１３，２００－ 

※緊急事態宣言の場合は中止 
 

プロ棋士指導碁 
 

★白江治彦八段 ２７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  ２９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 

※第 5 木曜となります 

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（通常営業時） 

１７：５０～２０：００（時短営業要請中） 
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※7 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  １０日(土)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 

※緊急事態宣言の場合は中止 

 

 

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   ２２日(木)１０：００～１７：００  

参加費  ￥４，０００－（税込）昼食付き 

指導碁  ￥１，０００－（税込） 担当：森 

※緊急事態宣言の場合は中止 

 

 
 

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 ２１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 

 

 

 


