
 

 

                    

 

 

 

 

Diamond Igo Salon 
2023 年 

２月号 

寒気がゴジラのように襲ってくるこの季節、皆様はいかがお過ごしですか？ 

わたしは歳と共に寒さへの抵抗力を失い、今では重ね着の女王となりました。電気代もガス代

も高騰する中、ユニクロの極暖を愛用し着ぶくれて熊のような姿で過ごしてます。 

が、お天気の日の午前中の DISだけは別。ここは、天国か？と思うほどきらきらと明るくぽか

ぽかと暖かく、のんびりほんわかしています。 

特に、窓際の指導碁席は暖かいを通り越して、暑い！眩しい！と訴えロールカーテンを下ろす

ほど。陽当たりがいいって、とても贅沢なことなんだな～と改めて思う。 

いつも指導碁に来てくれてた方が、しばらくみえていない。お元気だろうか、と考えていた

ら、別の方がひょっこり顔を出された。前は大阪にいらしたけれど、今は東京勤務で、サロンの

夜の部に通いはじめたことを聞いていた。 

「いなばさんとは何度か飲み会でご一緒しましたが、打つのは初めてだから、とっても緊張し

ます」と、おもしろいことを言う(笑)。 

対局は中盤戦で黒の猛攻に合い、私の方が青息吐息。なんとかしのぎきった局後には、お風呂

で一汗かいたような心地良さが残った。 

「今日はいなばさんと会うために会社を休みました」と、言っていたが、そのあと万波佳奈ち

ゃんの指導碁に入るのを見て、(絶対違うやん)と思ったけど(笑)、それはそれとして、とても嬉し

かった。 

さて、朝の平和なひとときは過ぎ、ゴジラが荒れ狂う戸外へ。極暖、ダウン、手袋をつけ、 

いざ出陣。 

  稲葉禄子 

イベントご案内 
★ 4(土)・26(日) オープンデー･交流会 13:00～18:00 
★ 11(土) 白友会 10:00～17:00 
★ 15(水)   かずみん会       10:30～12:00 
★ 16(木) 19 路基礎レッスン 19:00～21:00 
★ 23(木) 囲碁大会 11:00～17:00 

◆子供囲碁大会のご案内◆ 

DIS スタッフが運営に関わる子供囲碁大会が 2 月、3 月に行われます。 

2 月 1２日（日）は花まる学習会杯ジュニア本因坊戦。3 月 21 日（祝）はボンド杯こども囲碁

チャンピオン戦が行われます。場所は日本棋院です。9 路盤、13 路盤レベルから高段者まで参加

できます。入門教室もあるので、これから囲碁を覚えたい、または碁が打てるお子様、お孫さん、

お知り合いなどいらっしゃいましたら、ぜひオススメしてみてください。大会当日は DIS スタッフ

も居ます。詳細はサロンまでお尋ねください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  

 

 

 

 

 

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  

 

★ 星合志保三段の指導碁のご案内 ★ 
２月は NHK 杯の聞き手としても大人気の星合志保三段の指導碁がございます！  

 前回受けられなかった方もこの機会にぜひ！プロ指導碁券も使用できます。 

日時：２月 17 日（金） 

時間：①13:00～14:20、②14:20～15:40、③15:40～17:00 ※80 分交代制 

指導碁料：正会員 4,400 円・限定会員 4,950 円・ビジター6,600 円 

ご予約絶賛受付中です、メールもしくはお電話でお問い合わせください。 

※万波佳奈四段の次回の指導日は３月１７日（金）です。 

    

★ 2/23 バレンタイン囲碁大会 ★ 
2023 年最初の個人戦大会はバレンタイン杯です！大会参加者にはチョコレートをプレ

ゼント！女性や級位者の方も大歓迎！お気軽にご参加ください。 

日 程：２月２３日（木・祝） 11:00～17:00 

参加費：4,950 円（昼食・参加賞付き） 

内 容：1 段級差 1 子のハンデ戦。4 局以上対局して頂き、その中から成績優秀者を表

彰します。優勝（トロフィーと高級チョコレート、5,000 円相当のサロン利用

券）、ほか三勝賞もご用意します！ 

お申込は DIS 店頭またはメール・お電話で！ 

★ 2023 年 4月より土曜日も営業いたします！ ★ 
土日祝日は貸し切りやイベントでの営業を行っておりましたが、4 月からは毎週土曜日

13:00～18:00（インストラクターは 13:00～17:00）に通常営業を行うことといたしま

した。DIS 交流会を月 2 回ほど土曜日に開催いたします。 

※年に数回貸切が入る場合がございます。その場合は翌日曜日などを営業いたします。 

土曜営業に伴い会員種目（料金）、会員規約を改正いたします。 

会員種目（料金）の変更に該当される会員の皆様には別途ご案内をさせて頂きます。 

土曜日も皆さまのご利用をお待ちしております。 

★ 個人レッスンのご案内 ★ 
1対１の指導碁はいかがでしょうか。たくさん質問したい。ライバルとの碁を検討しても

らいたい。問題を出してほしい。時間内で何局も打ちたい！などなど、多面打ちでは難し

いご要望にも、個人レッスンならお応えできます。 

会員料金：60 分 8,800 円、90～120 分 13,200 円（利用料別） ※インストラクタ

ーを指名の場合は指名料 3,300 円を頂戴します。プロ棋士の個人レッスンも可能です。料

金はご相談ください。ご希望の方は DIS までお問い合わせください。 

http://www.dis15.com/


２月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 

  1 2 3 4 5 

  

長井多葉紗 

10:30～14:30

堀田あや 

13:00～17:00 

大垣美奈 

17:00～21:00 

稲葉禄子 

10:30～13:00 

久代迎春 

13:00～17:00 

大垣美奈 

17:00～21:00 

内田祐里 

10:30～17:00 

服部百桜 

17:00～21:00 

山本冴子 

13:00～ 

17:00 

お休み 

6 7 8 9 10 11 12 

堀田あや 

10:30～16:00 

山岡さゆり 

16:00～21:00 

 

山岡さゆり 

10:30～16:00 

芝野すず 

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 

久代迎春 

13:00～17:00 

芝野すず 
17:00～21:00 

稲葉禄子 

10:30～13:00 

森淳行 

13:00～17:00 

服部百桜 

17:00～21:00 

★白江治彦 

森･矢野 

紗耶香 

10:00～ 

17:00 
白友会以外の 

方もご利用 

いただけます 

お休み 

13 14 15 16 17 18 19 

白江徹一 

10:30～12:00 

堀田あや 

12:00～17:00 

山岡さゆり 

17:00～21:00 

小田彩子 

10:30～14:00 

奥真珠 

13:00～17:00 

★白江治彦 

13:30～17:00 

大垣美奈 

17:00～21:00 

長井多葉紗 

10:30～14:30

堀田あや 

13:00～17:00 

服部百桜 

17:00～21:00 

稲葉禄子 

10:30～13:00 

梅木大輔 
13:00～17:00 
大内理那 

17:00～21:00 

矢野瑞季 

10:30～16:00 

★星合志保 

13;00～17:00 

芝野すず 

16:00～21:00 

お休み  お休み 

20 21 22 23 24 25 26 

堀田あや 

10:30～16:00 

大垣美奈 

16:00～21:00 

小田彩子 

10:30～14:00 

山岡さゆり 

14:00～21:00 
 

堀田あや 

10:30～17:00 

服部百桜 

17:00～21:00 
囲碁大会 

11:00～17:00 

稲葉禄子 

10:30～13:00 

内田祐里 

13;00～17:00 

高久智妃 

17:00～21:00 

貸切 

山岡 

さゆり

13:00～ 

17:00 

27 28      

堀田あや 

10:30～15:30 

大沢摩耶 

13:00～17:00 

高久智妃 

17:00～21:00 

内田祐里 

10:30～16:00 

大垣美奈 

16:00～21:00 
    

 

 

★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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オープン 
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交流 

会 

白友会 

サークル 
 

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５面
になることも
ございます。
ご了承くださ
い。 
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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   ○内田祐里  元院生 2021 年女流アマ優勝 

○山岡さゆり 高校選手権全国ﾍﾞｽﾄ４  ○村上花恋 慶應義塾大学 高校選手権団体戦優勝経験あり 

○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       ○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  元院生 慶應義塾大学 女流アマ愛知代表  ○豊田夏帆 東洋大学 豊田裕仁二段は実兄 

○大須賀梨香 十文字女子大学 高校選手権団体戦代表   ○大内理那  早稲田大学 女流アマ東京都代表 

○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、芝野虎丸名人は実兄  

〇藤本彩羽  東京薬科大学 高校総合文化祭 10 位 ○高久智妃  昭和大学 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    ◎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（1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※1 月はお休み 

対 象 １桁級～高段者 

※金曜方円会は休止中です。 

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  ４(土)、２６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 １１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※予約可 
★星合志保三段 １７日(金) 
13:00～14:20、14:20～15:40、15:40～17:00 

★白江治彦八段  １4 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－ 

※万波四段の次回指導碁：3月 17日（金） 

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  １６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 15 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 

 

 

 


