
 

 

                    

 

 

 

 

Diamond Igo Salon 
2022 年 

7 月号 

〝仲邑菫二段 VS レジェンド対局" 

特番の司会の仕事をいただいた。武宮九段、林名誉天元につづく第３弾は大竹名誉碁聖の登場！

引退したばかりだから、引退記念とも言えるだろう。 

菫ちゃんや若い棋士にとって、目下の先生はすでに AI だし、レジェンドなんて屁でもない？と

いう気持ちもどこかにあるに違いない。でも、されど林、されど大竹。並々ならぬ憧れが、昭和世

代の私達にはあったりする。 

決して焦らず、ここで？という局面でじっと打たれる一間トビ。その手厚さが後から生きてく

る。形にこだわるあまり、愚形が打てないというジレンマ。アキ三角がいいと知りつつ指が拒否を

するせいで、年間数局落とすとか。半目負けを読みきって投了する、対局相手の悪手に、クサるな

ど(笑)、現役時代の大竹九段には、らしい逸話が後を経たなかった。そう、昭和の碁界にはロマン

があるのだ。 

 

忘れられない思い出がある。はじめて生放送で聞き手をさせてもらったときのこと。中継を見て

いた大竹九段が、私の無遠慮な物言いをおもしろがっていたと、周りの人から聞かされた。 

「イナバ、お前、なかなかいいよ(笑)、がんばれよ」 

有名な先生に突然呼び捨てで声をかけられ、びっくりしつつ、とてもうれしかった。実は当時私

の喋りは９割の人に生意気だと思われていたはずで、大竹九段の印象はレアだった。そして、以来

「おい、イナバ」と親しみを込めて呼んでもらえるようになったが、なぜか、人気棋士の青葉さん

のことも「イナバ」と呼んだ。すると、青葉さんが「はい！光栄です！」といつもニヤニヤしなが

ら答えるのだった。 

 

テレビの仕事をがんばってこられたのはたくさんの周りの支えがあってこそだが、大竹九段の

「いいよ！」という一言もその中のひとつ。おもしろければいいじゃないかというおおらかな精神

に感謝している。 

さて、そんな遠い昔のことに想いを馳せつつ、今回の対局を心から楽しみにしている。菫ちゃん

が勝ってもうれし。また、大竹九段が勝ってもうれし、、、といったところだ。 

放送は 8 月 28 日(日)囲碁将棋チャンネルにて。                 稲葉禄子  
                      

イベントご案内 
★ ９(土) 白友会 10:00～17:00 
★ 10(日)･24(日) オープンデー･交流会 13:00～18:00 
★ 20(水)   かずみん会       10:30～12:00 
★ 28(木) 19 路基礎レッスン 19:00～21:00 
★ 30(土) 夏の囲碁大会 11:00～17:00 

サロン内では、マスク着用、手指消毒など新型コロナウィルス感染予防対策にご協力をお願いいたします。

また、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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  

 

 

 

 

 

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１０：３０～２３：００ 

（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  

 

★ 万波佳奈四段の指導碁を開始！初回は 7月 29日 ★ 
DIS に新しくプロ棋士をお迎えしての指導碁が始まります。女流棋聖を 2 回獲得し、

NHK 杯の聞き手もつとめた大人気の万波佳奈四段です！ 7 月から隔月で指導碁が受けら

れます。1 局 80 分の予約制です。「プロ棋士指導碁券」もご利用いただけます。 

指導日：7 月 29 日（金）13:00-14:20、14:20-15:40、15:40-17:00（各回 4 面まで） 

指導料：4,400 円（正会員）、4,950 円（限定会員）、6,600 円（ビジター） 

★ ７/30 夏の囲碁大会開催！★ 
 暑い夏は涼しい室内で囲碁を打ちましょう。お申込みをお待ちしております！ 

 日時：7 月 30 日（土）11:00～17:00 参加費：4,950 円（昼食・参加賞付き） 

 内容：点数制リーグ戦。公式戦 4 局。成績優秀者を表彰します。 

★ 囲碁・将棋 AI搭載パソコン「GALLERIA碁・将棋 MASTER」 発売 ★ 
 THRDWAVE より囲碁と将棋の AI が初めからインストールされている高性能ノートパソコン

「GALLERIA 碁・将棋MASTER」が発売されました。囲碁 AI は「Lizzie」で、「LeelaZero」と

「Katago」の２つの AI ソフトが使えます。DIS スタッフが作成に関わった取扱説明書と説明動画も

ございますので、初めて囲碁 AI を使う方にもオススメ！ 購入希望の方は DIS までお気軽にお問い

合わせください。価格は 239,800 円（税込）。 

★新インストラクター紹介★ 
 藤本 彩羽（ふじもと あやは） 東京薬科大学 高校総合文化祭個人 10 位 

 「中盤戦や詰碁が得意です。色んな方とお話することが大好きなので、たくさんお話して頂ける 

と嬉しいです。囲碁以外では、歌うことが好きです。」 

豊田 夏帆（とよた かほ）   東洋大学 9 路盤全国優勝 豊田裕仁二段は兄 

「たくさんの方と楽しく対局出来るよう頑張ります。よろしくお願い致します。」 

藤本は 6、11、20、28日。豊田は 5、12日に入っています。ぜひいらしてください！ 

★ ホテルメトロポリタンエドモンドの夏の囲碁セミナー開催 ★ 
 昨年末に開催をしました、ホテルメトロポリタンエドモンドの囲碁セミナーを 8月 27 日（土）～

29 日（月）に開催いたします。出演棋士は、おなじみのレドモンド九段、白江八段、平田七段、星

合三段です。ホテルグランドパレスの二子強くなる囲碁セミナーを引き継いでの人気イベントです。 

ご友人お誘いあわせの上、ぜひご参加ください。 

http://www.dis15.com/
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お休み 

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５面にな
ることもございま
す。ご了承くださ
い。 
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★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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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  緑星学園出身        

○矢野瑞季  元院生 女流アマベスト４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 

○山岡さゆり 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 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  慶應義塾大学 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 ○村上花恋 慶應義塾大学 高校選手権団体戦優勝 

○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 

○芝野すず  東京大学 高校選手権団体優勝経験あり 芝野龍之介二段、芝野虎丸竜星は実兄  

〇藤本彩羽  東京薬科大学 高校総合文化祭 10 位 〇豊田夏帆 東洋大学 豊田裕仁二段は実兄 

◎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、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、学生十傑優勝 ◎佐原昌連 慶應義塾大学  

※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～２３:００（７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※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 

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    １０(日)・２４(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 ９日(土)１０：００～１７：００ 
参加費 女性￥１１，０００･男性￥１３，２００ 
※13:30～指導碁･お待ち合わせの利用も可能 

プロ棋士指導碁 
★万波佳奈四段 NEW！ ２９日(金) 
13:00～14:20、14:20～15:40、15:40～17:00 

★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－ 

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。毎週教材があり

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 
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  しばらくお休み 

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   しばらくお休み 

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 ２０日（水）   

１０：３０～１２：００ 

参加費   ￥５，５００－（会員） 

     ￥６，０５０－（ビジター） 

講 師 下田和美 

 

 

 


