Diamond Igo Salon

2005 年
８月号

★１３（土）

白江教室
白友会
★
★２０（日） 会員デー
★２５（木）〜２８日（日）

１０：３０〜１７：００
今月はお休みです。
１３：００〜１８：００
サロン夏休みです。

会 報 に は み なさ ん の 情 報を 掲 載 し ま す ︒ サ ロ ン 受 付 ま で

イベントご案内

お知らせください︒

夏の夜長
夜もそろそろ深まった頃。ダイヤモンドに戻るとなにやらペア碁
が盛り上がっていた。和田師匠こと会員の和田さん（六段強）と岩
本真理子（３級？）、比嘉知子（七段？）と会員の周宝さん（３級
ぐらい？）。でこぼこコンビが一手ずつ交互に打つから局面は波瀾
万丈！死んでいる石が生き返ったり、取っている石が逆に取られた
り、端で見ていても結構笑えておもしろい。
私も久代さんという強豪とハンデ戦に出たことや、イベントで王
立誠さんと組み青木喜久代ちゃんに勝てたことなど楽しい思い出
がよみがえりました。「負けた時の悔しさは半分。勝ったときの喜
びは二倍」とは誰が言ったのでしょうか。逆に「敵が三人いるよう
なものだ」といった棋士もいましたが。（確か石田さんだった）趙
チクンさんはペアの女流棋士を泣かせた数では№１と聞いていま
す。（困ったモンだ）毎年秋に行われる世界ペア碁大会は、賞品が
海外旅行券やオーディオ、自転車など様々。１０級以下でも参加Ｏ
Ｋ。ベストドレッサー賞や、華やかなパーティーもありお勧めです。
ぜひ一度参加してみては。
ダイヤモンドでもプレ大会と行きますか。そこで本大会の出場ペ
アが出来るかもしれないしね。ホンモノのカップルが生まれたら、
ＩＮＡＢＡ
もっとうれしいなぁ…。

サロン通信
★ パッション通信★
初めての収録は、まだ桜がつぼみの頃でした。そして梅雨明け直前に
5 回目が終了。まるで月日の流れに抵抗するかのように、棋力は停滞し
ております…トホホ。次回はついにファイナル。
こうなったら、花火のようにドーンと威勢よく対局しよう！と開き直
りました。 果たして認定結果はどうなるか？ 怪談よりコワイです…。
（安田君代）

★ ＮＨＫコンビと行く台湾囲碁ツアー★
行ってきました台湾！！
観光にショッピングに食事にとっても楽しかったです。
でもなんと言っても一番の思い出は台湾の人たちとの交流会です。
囲碁＝手談だということを改めて実感しました！
囲碁は言葉が通じない人とでも楽しめます。みなさんも囲碁で国際
交流してみませんか。
（押田華奈）

囲碁の日＆浴衣＆生ビール飲み放題Ｗｅｅｋ
毎年ご好評をいただいております、生ビール飲み放題Ｗｅｅｋ今月もやりま
す！今月はさらに浴衣Ｗｅｅｋです。スタッフは浴衣でお出迎えいたします。
浴衣を着てきていただいた方には、ドリンク一杯サービスいたします。
また、１５日囲碁の日には、１８時３０分より１５路盤ミニペア碁大会を行いま
すのでふるってご参加下さい！（別紙参照）
飲み放題Ｗｅｅｋ：１５日（月）〜１９日（金）料金：１，０５０円

ダイヤモンド囲碁サロン（ＤＩＳ）
営業時間

平日 13：00〜22：00（２１時までにご入場下さい）

〒102-0082 千代田区一番町２５番地ダイヤモンドホテル内プラザビル２Ｆ

TEL/FAX

０３−３２６３−０６２０（直通）

URL http://www5a.biglobe.ne.jp/~hoen/diamond_pages/top.html
E-mail：diamond@mrg.biglobe.ne.jp
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※★はプロ棋士指導碁です。※☆は現在未定のところです。
※スタッフは変更になる場合があります。ご指定の場合は、電話にてご確認下さい。
＜指導インストラクター＞
○堀田あや（ほりた あや）女流アマ関西代表。
○永井紀子（ながい のりこ）女流アマ関東代表。平成１７年女流アマ全国ベスト８。
○高倉由季（たかくら ゆき）スカイパーフェク TV の司会で活躍。高倉梢の姉。
○下田和美（しもだ かずみ）元日本棋院院生。平成１７年女流アマ全国４位。
○押田華奈（おしだ かな）ＮＨＫ囲碁講座司会。スカイパーフェク TV の司会で活躍。
○比嘉知子(ひが ともこ）沖縄出身。平成１６年女子学生大会第３位
○高倉梢（たかくら こずえ）元日本棋院院生。中央大学囲碁部。平成１６年女子学生全国大会優勝。
○松本有加子（まつもと ゆかこ）元日本棋院院生。立教大学囲碁部。平成１６年女子学生全国大会準優勝。
○趙依文（ちょう いぶん）中国上海出身。女流アマ関東代表。
○ホン・マルグンセム 韓国出身。平成１６年鳳凰杯で坂井至秀六段を破り優勝。トッププロレベルの強さ。
○ユン・チュンホ
韓国出身。韓国アマタイトル８つ獲得。トッププロレベルの強さ。
★ 稲葉はスケジュール以外でもサロンにおります。稲葉との対局をご希望の際は、ご連絡下さい。

★DIS 囲碁大会★
梅雨も明けたばかりの７月２３日（土）
、久しぶりの囲碁大会が行われまし
た。総勢２３名の皆様にご参加頂きました。
普段、なかなか顔を合わせることのない皆様同士が楽しく、且つたくさ
ん対局して頂けたことと思います。
最初の４局の成績で優勝者が決まるわけですが、なんと今回４戦全勝者
がお二人!! 久保淑幸四段と全日空囲碁サロンの山田良二七段が優勝され
ました。おめでとうございます。そういえば、この日の夕方に大きな地震
がありましたが、碁石をしっかりと握っている 方がたくさん。。。みなさん、
あまり動じずに対局を続けられていましたね。精神統一のなせるワザでし
ょうか??
浴衣＆生ビール飲み放題Ｗｅｅｋ
大会後の懇親会には、電車が止まってしまった影響もあり（帰れない！）、
毎年ご好評をいただいております、生ビール飲み放題Ｗｅｅｋ今年も８月の最終週
１６名＋スタッフ４名の参加で和やかに行われました。
に行います。梅雨も明け夏本番
今回は１局のみの参加（３目負けました…）でしたが、次回は皆さんとた
川崎亜弥
くさん対局できるのを楽しみにしています。

★白友会

★白江教室

日時
参加費 女性￥１０，０００−男性￥１５，０００−
内容 白江八段との指導碁・インストラクター
指導碁は何局でも。昼食は講義を聴き
ながら召し上がり下さい。

日時
１３日 (土) １０：３０〜１７：００
参加費 ￥１１，０００−(割引会員)正会員は割引
内容 講義・指導碁中心。スタッフは白江八
段を始め、４〜６名おります、時間内な
らば何局でも指導碁が受けられます

★もぐりの日

★土曜会員デー

日時
毎週木曜日 １３：００〜１８：００
かわあやプロデュース☆木曜リーグの日！！
段の方も級の方も集まって対局しましょう！！

日時
２０日 (土) １3：0０〜１8：００
平日のサロン利用料と一緒です。
大人数でご利用の際はご予約ください。

9/4(日)に振替です。
今月はお休み １０：００〜１７：００

プロ棋士指導碁

ＤＩＳ交流会

白江治彦八段
今月はお休みです
金艶三段
９日（火）１５：００〜２０：００
指導料 ￥４，０００−（正会員）
￥５，０００−（割引会員）

日時 毎週水、金曜日 １９：００〜
内容 リーグ戦（３ヶ月毎）
初心者、入門者レッスン
講義、検討会、合宿など
参加者 ２０〜４０代の方
参加費 サロン利用料のみ

月曜サークル

方円会 ※定員オーバー。キャンセル待ち 金曜教室

毎週月曜日１３：３０〜１６：００
参加費 ￥１，５００−（正会員）
￥２，０００−（割引会員）
担当
白江徹一
内容
指導碁２局受けられます
対象
入門〜有段者

指導碁を必ず受けられる教室です。
筋の良い碁を会得しましょう。
毎週火曜日１０：３０〜１５：３０
月謝 ￥１０，０００−
講師 白江治彦八段、森淳行
対象 １桁級〜高段者

初段を目指す方、更なるレベル
アップを目指す方に最適！
毎週金曜日１３：００〜１６：３０
月謝 ￥１０，０００−
講師 白江治彦八段・森淳行
対象 １桁級〜三段

