
 

 

 

 

                      

 

       

 

 

 

Diamond Igo Salon 
2021 年 

11 月号 

昔、趙治勲さんと仕事をするには、朝までお酒に付き合う覚悟がいるとの噂があった。おおかたの男

性が音をあげる中、業界でただ 1人堂々付き合える女性がいた。当時、囲碁観戦記者だった石井妙子さ

ん。石井さんは、色白で和服が似合う、優雅で淑やかな美女だったからそのギャップが格好良かった。 

同い年の私は勝手に親しみを感じ、今でもお付き合いをいただいている。 

あれから数十年経ち、私は相変わらずしがない囲碁インストラクターだが、彼女はその後、ノンフィ

クション作家に転向し、ドキュメント賞やノンフィクション賞を受賞する大作家となった。去年、小池百

合子さんを書いた『女帝』も大ヒットしたが、私が特に好きなのは『おそめ』や『原節子』そして今回出

版した『魂を撮ろう』は、それ以上に心揺さぶる作品だった。 

水俣病の現状を、人生の最後、命がけで撮ることになる、世界的に有名な写真家、ユージン。彼は、

病に苦しむ人々の姿に心を痛め、寄り添い、さらに権力に立ち向かおうとする男である一方、次々と愛す

る人をつくり、自分の仕事のためには、やりたい放題のわがまを尽くす傍若無人の人でもあった。写真に

関してはいっさいの妥協を許さず全身全霊だからこそ、人々に感動を与えた。撮影時は、自分の存在を殺

し、被写体に波動を合わせロックオンしてのぞむ。そこに、魂と魂の呼応があるからこそ、その人の苦悩

や喜び、精神そのものが浮かびあがるのだろう。作品は社会問題を写し出し、世界に疑問を投げ掛ける。

声なき声が時に社会を動かすほどの力となった。 

真の写真家として、ジャーナリストとして真っ直ぐに貪欲に生きることは同時に、大怪我をし、病に

体を蝕まれ、お酒に浸ることにもなった。その葛藤や生きざまは、まさに、囲碁界の藤沢秀行のようだ。

ひとつのことを極めるとは、こんなにも苦しく厳しいものなのか。 

現在、映画 Minamata も上映中で、主演のユージン役はジョニー・デップがつとめている。興味ある

方はぜひ。 

さて、その後、治勲さんの朝まで「飲む」は「歌う」に変わり、狼の遠吠えのような美声(？)が業界で

話題となったが、コロナ禍でそれも途絶えたか。妙子ちゃんと私は、1～2杯でほろ酔えるほどお酒が弱

くなった。そして囲碁界の一流は、GO マスターとか AI碁とか、全くの下戸になった。 稲葉禄子 

イベントご案内 
★ 7(日)・27(土) オープンデー 13:00～20:00 
★ 13(土) 白友会 10:00～17:00 
★ 17(水)      かずみん会       10:30～12:00 
★ 21(日) 囲碁大会 11:00～17:00 
★ 25(木) 19 路基礎レッスン 19:00～21:00 
★ 28(日) 白江会 10:00～17:00 
★ 28(日)              あかね会            14:00～17:00 

 

1１月以降も、政府・東京都より時短などの要請があれば、その要請に応じて営業いたします。

緊急事態宣言が発令された場合は白友会・白江会・あかね会も中止とさせていただきます。 

また、11 月の水曜・金曜の DIS 交流会は 22時半までの営業とさせていただきます。 

ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  

 

 

 

 

 

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路基礎レッスンお知らせ ★ 

11 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。 

１1 月 28 日（日）   あかね会      14:00～17:00 講義・指導碁 

会員 2,750 円・ビジター3,850 円 初段を目指す級位者対象の、のんびりした会です 

                             

★ 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 では対策とし

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。東京都が定めるコロナ対策の「徹

底点検 TOKYO サポート」プロジェクトに参加、実施して点検済み証明を頂いています。 

今後とも安心安全に楽しめる環境を作っていく所存です。 

        

 ★ ワクチンキャンペーン 延長します ★ 
キャンペーン期間：2021 年 7月～1２月末 ※期間延長しました！ 

内容：①ワクチン 2 回接種後の初回利用時、入場料無料+ワンドリンクサービス！ 

   ②期間内にご入会いただきますと入会金 11,000 円が無料！ 

    ※永久会員にご入会の場合は初年度年会費をサービスさせていただきます 

   ③これから囲碁を覚えたい方必見！入門お試しレッスンも無料！（事前予約制） 

2 回接種したことを証明できるものをご提示ください。ご利用お待ちしております。 

★ 久しぶりに囲碁大会を開催します ★ 
 コロナ禍で開催できずにおりました個人戦の囲碁大会を久しぶりに開催いたします！ 

日 時：11 月 21 日（日）11:00～17:00 頃 

参加費：正会員 4,400 円・割引会員 4,950 円・ビジター5,500 円（昼食・参加賞込み） 

優勝者には賞状と 1 万円相当のサロン利用券をご用意！お申込はＤＩＳまで 

★ 囲碁ガールカレンダー ２０２２ ★ 
 毎年恒例の囲碁ガールカレンダーが 11 月中頃に販売予定です！ 

2022 年度版は、日本棋院の星合志保三段をはじめ、徐文燕初段、塚田千春初段、安田明

夏初段の他にも関西棋院の稲葉かりん初段、三島響初段も出演しています！もちろんインス

トラクターも多数出演しております♪ぜひお手に取ってご覧ください。1,650 円（税込） 

http://www.dis15.com/


１１月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 

1 2 3 4 5 6 7 

大沢摩耶 

10:30～13:30 

堀田あや 

13:00～17:00 

大垣美奈 

17:00～21:00 

高久智妃 

10:30～17:00 

大内理那 

17:00~21:00 お休み 

稲葉禄子 

10:30～13:00 

久代迎春 

13:00～17:00 

高久智妃 

17:00~21:00 

白江徹一 

10:30~13:00 

梅木大輔 

13:00～17:00 

矢野瑞季 

17:00~21:00 

お休み 

大垣美奈 

13:00～ 

17:00 

8 9 10 11 12 13 14 

大沢摩耶 

10:30～13:30 

堀田あや 

13:00～17:00 

辻萌夏 

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30～14:00 

★白江治彦 

13:00～17:00 

矢野瑞季 

13:00～17:00 

大内理那 

17:00~21:00 

堀田あや 

10:30~16:30 

大垣美奈 

16:30～21:00 

稲葉禄子 

10:30～13:00 

下田和美 

13:00～17:00 

高久智妃 

17:00～21:00 

白江徹一 

10:30~13:00 

高久智妃 

13:00～17:00 

奥真珠 

17:00~21:00 

★白江治彦 

森・下田 

10:00～ 

17:00 
お休み 

15 16 17 18 19 20 21 

堀田あや 

10:30~16:00 

服部百桜 

16:00~21:00 

梅木大輔

10:30～13:00 

宇佐美太郎 

13:00～17:00 

高久智妃 
17:00～21:00 

堀田あや 

10:30~17:00 
大内理那 

17:00～21:00 

白江徹一 

10:30～13:00 

辻萌夏 

13:00～16:30 

大垣美奈
16:30～21:00 

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 

囲碁大会 

11:00～

17:00 

 

22 23 24 25 26 27 28 

白江徹一 

10:30~13:00 

宇佐美太郎 

13:00～17:00 

高久智妃 

17:00～21:00 

お休み 

堀田あや 

10:30～16:00 

高久智妃 

16:00～21:00 

稲葉禄子 

10:30～13:00 

久代迎春 

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 

山本冴子 

17:00～21:00 

川口飛翔 

13:00～ 

17:00 

森淳行 

13:00～ 

17:00 

29 30      

堀田あや 

10:30~16:00 

山岡さゆり 

16:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:00 

大内理那 

13:00～17:00 

服部百桜 

17:00～21:00 
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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－）。 

サー
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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 女子学生本因坊 2019 年度優勝・2021 年度準優勝 

○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・2021 年女子学生本因坊全国出場 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 ○山本冴子  慶應大学 女流アマ愛知代表 

○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 2021 年女子学生本因坊戦優勝 

◎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 2021 年学生本因坊戦優勝、学生十傑優勝、アマ棋聖優勝、第 45 期・46 期棋聖戦 C リーグ 

◎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～２２:３０（１１月末まで） 

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※11 月はお休み 

対 象 １桁級～高段者 

※１1 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  ７日(日)・２７日（土） 
       １３:００～２０:００  

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   １３日(土)１９：００～２１：００ 
参加費   女性￥１１，０００－ 

 男性￥１３，２００－ 
 

プロ棋士指導碁 
 

★白江治彦八段 9 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・星合志保三段・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  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 

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※11 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  ２８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   ２８日(日)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 

 

 
 

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 

 

 

 


