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「アーモンド先生？！」 

囲碁ツアーでの出来事。参加者の１人がレドモンド九段にそう呼

びかけたのがおかしくて、失礼だと思いつつ笑いが止まらなくなり

ました。その後何度か訂正しましたが直らずじまい。でも当のレド

モンドさんも間違われることに慣れっこで、それほど気にならない

様子なのです。一番多い間違いはレイモンド
．．．．．

。次がレッドモンド
．．．．．．

だ

そうで、飯田橋のエドモンド
．．．．．

ホテルでレドモンド九段の碁会がある

日にはみんなはからずも混乱してしてしまい、レドモンド
．．．．．

ホテルで

エドモンド
．．．．．

先生になってしまうそうです。。 

新会員のアダム・ハーディングさんは、イケメンイギリス人です。

碁は半年前にはじめて、現在６級と超速の進歩。 

申込用紙に名前を記入してもらったところ「亜陀夢覇伝遇」。 

いくら日本人がカタカナに弱いからって、かえってややこしいよ

ー。アダムおもしろすぎます。 

イケメン亜陀夢は今囲碁に夢中なの陀。 

 

今月はボジョレー囲碁大会と懇親碁会があります。懇親碁会には

私も参加しますので、ぜひ一緒にワインを飲むの陀？！ 
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イベントご案内 

★ ３（祝）  白友会               １０：００～１７：００    

★１２（土） 白江教室          １０：３０～１７：００ 

★１７（木） ボジョレーヌーボー囲碁大会   １３：００～２１：００ 
★１９（土）  会員デー         １３：００～１８：００ 



  

 

 
★ パッション通信（第３期生）★ 

 

囲碁将棋チャンネルで放送されている「ザ・パッション」（司会：稲葉禄子、毎週月曜１９：００

～、再放送は土曜日１６：００～、日曜日８：００～）第３期となる今期はＤＩＳから駒谷さんがチャ

レンジしています。 
 

１０月２３日（日）、２回目の Passion 撮影が行われました。DIS で３番目の”チャレンジャー”と

して恥ずかしくない囲碁を打とうと息巻いているのですが、そこは７級の実力。なかなか”いい

碁”が打てません。そしたら、横から稲葉さんが”いい碁ってどんな碁？”と難しい質問。１ヶ月

も悩んじゃいました。正しい答えはないかも知れませんが、今の私が出した答えは、”負けて本

当に悔しい碁、勝って本当にうれしい碁”ということ。つまり自分の持てるすべての能力と気持

ちをかけて”本気”で対戦に挑むこと。上位の人からすれば、当たり前のことかも知れません

が、級位の私は、まだまだ”本気度”が足りないと気づきました。 

まずはそんなところからはじめようと思っています。目指せ初段！頑張ります。 （駒谷） 

 

 

 

 

 

１０月の１５（囲碁）の日は、

をインストラクター対局日とい

す。インストラクター指導碁を

ます。皆さんのお越しをお待ち

ダイヤモ

営業時間 平日 13
〒102-0082 千代田

TEL/FAX 

URL  http://www
E-ma

サロン通信 

当日はお天気にも恵まれ、

大会となりました。４回戦でした

 優勝   岩田真吉さん（Ｄ

 ３勝賞  アダムさん（ＤＩＳ

 中でも目を引いたのは、イギ

加。途中、「大会の参加は初

するのですから、すごい！あっ

 大会終了後、「勝ち負けより

さった方もいて嬉しかったです

ました。今後も、いろいろ企画
１０月の１５（囲碁）の日 
 

１５日ではないのですが、前回ご好評いただきました会員デー

たします。１１月の会員デーは、１９日（土）１３：００～１８：００で

受けていただいた方には、ソフトドリンクを１杯サービスいたし

しております。
ンド囲碁サロン（ＤＩＳ） 
：00～22：00（２１時までにご入場下さい） 

区一番町２５番地ダイヤモンドホテル内プラザビル２Ｆ 

０３－３２６３－０６２０（直通） 
5a.biglobe.ne.jp/~hoen/diamond_pages/top.html 
il：diamond@mrg.biglobe.ne.jp  

ＤＩＳ杯囲碁大会報告 
 

ＤＩＳ＆Ｒａｎｃａの会員とビジターの方を含めて、総勢２８名での

ので、優勝者は２名です。 

ＩＳ）、中島良成さん（Ｒａｎｃａ） 

）大高さん（Ｒａｎｃａ）高橋弘さん（ＤＩＳ）山田さん（Ｒａｎｃａ） 

リス人のアダムさん。最近ＤＩＳの会員になられて、６級での参

めて～(>_<)」と言って不安な表情をしつつも、しっかり３連勝を

！もしかして、それが作戦だったりして？？？ 

も、他の会員さんと交流できたことが楽しかった♪」と言ってくだ

ね。 懇親会にも１７名の方にご参加いただき大変盛り上がり

しますので、楽しみにしていてくださいね。     （ほりあや） 



  

１１月スケジュール 
月 火 水 木 金 土 日 
31 1 2 3 4 5 6 

堀田・比嘉 
13:00~17:00 
押田華奈 

１7:00~21:00 

比嘉知子
13:00~21:00 
稲葉禄子

17:00~21:00 

ユン・チュンホ 
13:00~21:00 

 

白友会
10:00～17:00 

堀田あや
13:00~17:00 
林むつみ 

17:00~21:00

お休み お休み 

7 8 9 10 11 12 13 
堀田・比嘉 
13:00~17:00 
比嘉知子

17:00~21:00 

比嘉知子
13:00~17:00 
★金・永井
17:00~21:00 

★宇旋・高倉
13:00~17:00 
ユン・チュンホ 
17:00~21:00 

大沢摩耶 
13:00~17:00 
ユン・チュンホ 
17:00~21:00 

堀田あや
13:00~17:00 
★白江・林
17:00~21:00 

白江 
教室 

10:30～
17:00 

お休み 

14 15 16 17 18 19 20 
堀田・白江 
13:00~17:00 
遊佐元美

17:00~21:00 

ユン・チュンホ 
13:00~17:00 
押田華奈 

17:00~21:00 

押田華奈 
13:00~21:00 

 

高倉梢
13:00~17:00 
遊佐元美

17:00~21:00 

下田和美
13:00~17:00 
林むつみ

17:00~21:00 

会員 
デー 

13:00～ 
18:00 

お休み 

21 22 23 24 25 26 27 
堀田・比嘉 
13:00~17:00 
比嘉知子

17:00~21:00 

高倉由季
13:00~17:00 
押田華奈

17:00~21:00 
お休み 

比嘉知子
13:00~17:00 
大沢摩耶

17:00~21:00 

堀田あや
13:00~17:00 
高倉梢

17:00~21:00 
お休み お休み 

28 29 30 1 2 3 4 
堀田・白江 
13:00~17:00 
永井紀子 

１7:00~21:00 

比嘉知子
13:00~17:00 
押田華奈 

17:00~21:00 

★宇旋・押田
13:00~17:00 
比嘉知子 

17:00~21:00 
未定 未定 貸切 貸切 

※★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。 
○林むつみ（はやし むつみ）女流アマ関東代表。平成１６年女流アマ全国第３位 

  ○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。 
○ 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。 



  

★

毎年１１月の第三
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ＤＩＳは年末年始お休

や東京全日空ホテルの

グランドパレスは、白

名以上のインストラクター

全日空ホテルは、万

す。どちらもお正月から

★白友会  
日時  ３日（祝） 

１０：００～１７：０

参加費  女性￥１０，０００

内容 白江八段との指導

    指導碁は何局でも

    ながら召し上がり下

★もぐりの日 
日時  毎週木曜日 

かわあやプロデュース☆

段の方も級の方も集まっ

プロ棋士指導碁 
白江治彦八段 １１日（

金艶三段    ８日（火）

指導料  ￥４，０００－

￥５，０００－（

宇旋二段 ９・３０日（水

￥２，５００（正会員） ￥

月曜サークル 
毎週月曜日１３：３０～１６：００ 
参加費 ￥１，５００－（正会員

    ￥２，０００－（割引会

担当  堀田あや・白江徹一

内容  指導碁２局受けられ

対象  入門～有段者 
 ボジョレーヌーボー囲碁大会★ 
  

木曜日がフランスはボジョレー地方で採れたブドウの新酒、

ー）の解禁日です。ＤＩＳでは毎年この解禁日に合わせて囲碁

画しています。今年はもぐりの日とのコラボレーションで、も

っての囲碁大会です。優勝者や成績優秀者には指導碁券などの

ります。懇親碁会は、公開対局や連碁などワイン片手に楽しめ

加ください。詳細は別紙をご参照下さい。     （稲葉）
お正月イベントのご案内 お正月イベントのご案内 

みをいただきますが、サロンスタッフは例年同様ホテルグランドパレス

お正月イベントに参加いたします。 

江八段、レドモンド九段、青葉四段、金三段など大勢の棋士と一日１０

が皆様のお相手をさせていただきます。 

波佳奈三段ｖｓ高倉梢インストラクターの公開対局などを開催いたしま

華やかな催し物です。是非ご参加下さい。 

０ 
－男性￥１５，０００－ 
碁・インストラクター 

。昼食は講義を聴き 

さい。 

★白江教室 
日時 １２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 

１３：００～１８：００ 
木曜リーグの日！！ 
て対局しましょう！！ 

★土曜会員デー 
日時  １９日 (土) １3：0０～１8：００ 
平日のサロン利用料と一緒です。 
※指導碁も受けられます。担当：比嘉知子 

 
金）１６：３０～１９：００ 
１５：００～２０：００ 

（正会員） 
割引会員） 
）１３：００～１７：００ 
３，０００（割引会員） 

ＤＩＳ交流会 
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 

） 
員） 
 
ます 

方円会※定員オーバー。キャンセル待ち 

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 

金曜教室 
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 




