旧七夕会池坊全国華道展
﹃花をいけよう
月

日

﹄終了

華道家元池坊総務所、
（一財）池坊華道会主催の令和２年度旧七夕会池坊全国華道展が、
日まで京都・池坊で開催された。後援は京都府、京都市、朝日・毎日・読売・日本経済・産経

各新聞社、
京都新聞。文化庁地域文化創生本部が協力。
『花をいけよう』をテーマに、
池坊専永宗匠、
専好若宗匠、美佳青年部代表、専宗様をはじめ、各地の門弟が前・後期に分け約６００瓶を展示した。
江戸時代から続く旧七夕会は、スペイン風邪が猛威を振るった中でも出瓶数を５分の１にして開催
した記録が残っている。この伝統を継続したいと、今年はさまざまな新型コロナウイルス感染症対策
を講じ規模を縮小して開催することに。遠隔地の会員に出瓶の依頼はせず、花席の間隔を確保、検温・
消毒、時間差でのいけ込み・撤花、会場やエレベータの定員を設ける、などを徹底。また、期間中の

式

和と美
月

ると、遠方より京都にお で盛り上がったことを昨 き合って男泣きしている

越しになり、花をいけて 日のことのように思い出 姿には思わず泣けてしま

いただいたことへの感謝 していた▼宗匠、若宗匠 った▼今回、花展に来る

の気持ちで一杯になった から直接賞状を受け取ろ こ と が で き な い 全 国 の

人数でも、はるばるお越 心で、作品や花の甲子園

日朝、この ▼記念式典での功労敬老 うと、例年の３分の１の 方々に思いを伝えたい一

表彰受賞者は全部で 名

日までの４日間、 と例年の半数で、そのう しくださることが感慨無 を、ユーチューブ、フェ

歳以上、なか 全国大会も見事だった。 ラムなどのＳＮＳを通じ

名の先生が出席され 量であった▼花の甲子園 イスブック、インスタグ

歳を越えた方もい リモート地区大会の１位 てスマホ、パソコンでも

見ていただけるようにし

全員、京都に来てくれた た。是非、世界中の池坊

ったことで、かえってゆ られるお姿を拝見し、感 それぞれの学校長、関係 花展になった。例年以上

なり、来訪者も少なくな が代表して賞状を受け取 得ると覚悟していたが、 にとっても一生忘れ得ぬ

品と作品との間隔が広く 唐津支部の大原伸子先生 出場できないこともあり 今年の七夕花展は、自分

形での花展となった▼作 謝辞を拝聴し、着物姿の ▼遠方の高校はコロナで 人にご覧いただきたい▼

幅に減らし、密を避ける 会支部の加藤匠象先生の

しょうぞう

坊本部のみ、出瓶数を大 らっしゃった。東京花光 に選ばれた８校計 名が

ロナ禍の中で、会場は池 には

華道展が開催された。コ た。皆様

恒例の旧七夕会池坊全国 ち

から

原稿を書いている▼ 日

今、
１７

りが生まれた▼コンクー 社支部の森田久江先生、 が揃った▼

全国の池坊の先生方、
名の高校生 た。

宗匠は、
『秋の彩り』を ルの出瓶数も例年の半分 佐賀一誠社支部の坂口和 が一生懸命花をいけ、全 社 中 の 方 々、 関 係 者 の

史事務総長が出席され、 ることを願います」とあ なり、注目を集めた。

匠、青年部代表、池坊雅 す。展覧会が無事成功す んで展示されたのは初と っくりと花を楽しむゆと 無量であった。佐賀春陽 者のご理解があり、全校 に泣き笑い、勇気を頂い

関連行事も、密にならないよう工夫して行い、無事に全日程を終了した。

会

８２

１１

１６

たくても来

います。来

ら嬉しく思

ことを心か

できました

木から得た力を希望や明 ライ、フトイ、カトレア

はいけばな人として、草

いかと思います。私ども ユキヤナギなどで砂物。

や力を得られたのではな コスモス、沖縄シャガ、

然の営みから大きな希望

青年部代表は、アンペ

賞 者 は２面 に 掲 載 ）。 学

支部選出コンクール（受

選抜席、前期は池坊全国

多くの方々が、草木の自 花新風体を出瓶された。 支部から１名、計 名が

イ ン ス タ グ ラ ム

ツ イ ッ タ ー

月下旬には旧七夕会

品 写 真 を 投 稿。 Twitterの動画（宗匠・若宗匠の

で連日、作
Instagram

１１

３階資料館では期間中 旧七夕会記念式典が同日 どを行った。

日に Ikenobo
花の甲子
全 国 大 会。 行 事
2020

ＳＮＳでの配信

予定。お楽しみに。

華道関係・先哲物故者 では、随時、会場の混雑 あいさつ、出瓶者のイン

関 連 行 事

（池坊雅史）

られなかっ

るさに変えて、さらに多 で生花新風体。
専宗様は、 生の作品も展示された。 追悼法要が 日に本堂で、 状態や展覧時間の告知な タビューなど）の公開を

それぞれが支部長でいら 彰式で優勝した京都市立 と申し上げたい。

た方もおら

くの方々にお届けできれ 前期・後期で花材や花器

いて送った短冊を使った

期間中、会場に来られ

ない方々などに向け、池

では
Facebook

フ ェ イ ス ブ ッ ク

Ikenobo 花の甲子園 2020
全国大会 優勝校決まる

限定で、家元道場の襖絵 ２階ホールで行われた。

大作『飛翔』が展示され



れます。そ

ばと考えています」と話 を変え、立花新風体をい

だった池坊専定筆「鶴図」 また、 日に花供養会、
全８幅の特別公開。

六角堂境内には全国の 園

講師の作品が、作品テー

代表、専宗様の作品が並 講師、研究員、特別嘱託

◇

た。（次号で掲載）
◇

坊公式の

方で若者の目を引く現代 を入れてライブ配信。

イナミックな作品や、一 ーを英語・中国語の通訳

代の女性は「古典的でダ 教授・研究員インタビュ

中学生の娘と訪れた

◇

マと共に展示された。

池 坊 本 館・Ｗ Ｅ Ｓ
Ｔ ・六 角 堂 境 内
７階 に、 委 嘱

で花の甲子
YouTube

的な作品もあり、存分に

ユ ー チ ュ ー ブ

席、学術研究室選抜席、

楽しめました」と話した。 園をライブ配信。（６面）

〈優 勝〉京都市立西京高等学校
〈準優勝〉安田女子高等学校
〈第 ３ 位〉岐阜県立大垣東高等学校
※詳細は次号

１３

宗匠、若宗匠、青年部 特命教授、教授、准教授、 青年部員が願いごとを書 は次号で掲載。

教授、池坊中央研修学院

また、１・２階に名誉

けられた。

若宗匠は、イチョウ、 出瓶された作品を拝見す っしゃる時分に周年花展 西京高校の男子３人が抱

の大変な中

された。
来ていただ
きありがと
うございま

家 元 道 場

を、こうし

７６

が行われた。宗匠、若宗 会池坊全国華道展を開催 自粛期間や今に至るまで、 ス、アブチロンなどで立 から３名、南は宮崎中央 れる姿を拝見しながら、 ゼンテーションする。表 本当に有難うございます

本部のスタッフに、
続いて若宗匠が「この テーマにギョリュウ、ハ となった。北は札幌支部 代先生が賞状を受け取ら 員が原稿を読まずにプレ 方々、

宗匠は「皆さまがたの熱 いさつされた。
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開
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TEL（075）2 3 1 － 4 9 2 2
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〒604-8134 京都市中京区六角通
東洞院西入堂之前町248番地

池坊ホームページリニューアル（ ３ 面 ）
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中央研修学院総合特別科
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本館７階から４階、Ｗ
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ＥＳＴ

道場席の展示風景

て京都まで

開会式の様子
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池坊１階ロビーで開会式 意によって本年も旧七夕
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池坊専好若宗匠は 月

右 衛 門 氏、 黒 田 装 束 店 院門跡執事長・東伏見光 （ と お る ）
」をテーマに

永楽屋十四代当主・ したいけばな
日、京都市東山区の青 装束司・黒田知子氏、放 晋氏、
「秋宵夢草」
その後、若宗匠のいけ

蓮 院 門 跡 宸 殿 で 開 催 さ 送作家・小山薫堂氏、大 細辻伊兵衛氏。メンバー をいけられた。
れた第１回令和京都博覧 蔵流狂言方能楽師・茂山 全員が、古の装束をまと
ばなを前に、片山氏が能
を披露。源融大臣が平安

た中、午後６ 時代の栄華をしのんで舞

当日は約 名が参会し

会で、能の演目をテーマ 千三郎氏、京都吉兆総料 って参加した。
にしたいけばなを披露さ 理長・徳岡邦夫氏、青蓮
れた。
いさつなどに のぞき込むシーンもあり、

時に開演。あ う途中には、いけばなを

府が京都から東京へ移さ
続き、茂山氏 幻想的なステージに観客

秋の男花展開催

旧七夕会
コンクール受賞者

高岡支部

京都支部

【団体の部】

勝

プ」が行われ、吉本興業 第二位

毎年夏に開催されてい ンいけばなワークショッ 優

た京都の男花展が今年

【個人の部】

の京都府住みます芸人の

じゃく

は、
『京都国際映画祭

海）下司学（京都）▼推

薦賞

けばなを指導した。

と六角堂境内に

小林理佐（小倉）▼奨励

塩野敬子（京都）

初参加６名を含

賞
した。

映画祭のコラ

ボ企画としてフ

ェイスブックの

ライブ配信とオ

ンライン会議シ

ステム Zoom
（ズ

ーム）で「キッ

鈴

吉

古屋）岩永祐子（久留米）

子（飯田）磯村彰信（名

田貴功美（高岡）大蔵淳

会グループ）▼佳作

島）國分梨絵（仙台中央

木晶子（札幌）石倉緑（水

子（飯塚橘）▼秀作

海木晴美（高岡）島﨑智

﨑悦子（松山）▼努力賞

田中彰子（湖東）尾

めた 名が出瓶

催された。池坊会館１階

（八幡）
』 の コ ラ ボ 展 と し 木下弱氏が出演、 IKENO▼特選 佐藤綾子
2020
て 月 、 日の両日開
の田中伸明氏がい ▼准特選 伊藤容子（東
BOYS

１８

ズ未来アクショ

（従来版は14ページに該当）

令和京都博覧会は、政
れ、意気消沈したムード
の狂言が上演 は見入っていた。
員の紹介。２０２５年大

最後に、実行委員会全

を一掃すべく明治４年に
された。
続いて、十

二単姿の若宗 阪・関西万博のプロデュ

匠が入場。竹 ーサーを務める小山氏は

籠に２種類の 「日本人は自然との関係

ススキ、モミ の中で文化芸術を生み出
去の中にたくさんのヒン

ジ、リンドウ してきた。今回改めて過
などを用い

て、次に上演 トがあると思いました」
される能「融 とあいさつされた。

て若宗匠が制作された立 お知らせする。
花と自由花が展示された。
立花には、当日飾られた
着物の染料に使われたイ
チイ、自由花にも植物染
の原料となるニホンタチ
バナを使用された。
対談では、それぞれの
作品について説明が行わ
れ、お互いの作品につい
て「とても勉強になる」
と話された。そして、い

間国宝（紬織）の村上良 品の背景をあらわす」な

宗匠のご巡視の様子

開催された日本最初の博
覧会「京都博覧会」にな
ぞらえ、コロナ禍におい
て活気が失われたムード
を文化芸術の力で一掃し、
京都を盛り上げたいと企
画された。実行委員会の
メンバーは、若宗匠、御
所人形師・伊東庄五郎氏、
観世流能楽師・片山九郎

京都市左京区の京都芸 声明を唱えながら入場、 た石碑や無縁仏を祀る、 色彩を用いた「植物染」 て語り合われた。
※対談の詳細について
会場には、村上氏の着 は、花のあらかると 号

術大学の講堂で 月 日、 会場内に荘厳な声明が響 講堂正面の「直心塔」に の作品を制作されている。

立花が飾られたステー

日、京

われ、前家

子氏と対談を行われた。 ど日本ならではの美感、

１７

内容は分かりやすく、文字を大きくし、レイアウトもすっきりと
して見た目にも読みやすくなっております。
華道の精神から道具の説明まで幅広く書かれていますのでお稽古
にお役立てください。
一例として『入門』二章「いけばなの成立と池坊」を掲載します。
お手元にある花伝書と見比べてみてください。

池坊専好若宗匠出演番組放送のお知らせ

徳山豊理事長のあいさ 物と、その着物に合わせ （令和３年１月発行）で

『祈り』をテーマに祈念 きわたった。続いて人間 お茶を供えられた。
献茶式が執り行われ、若 国宝・藤舎名生氏による
「祈りの言葉」
周年を迎える 折哲雄氏の

宗匠が立花を立てられた。 「祈りの笛」の演奏、山 つで式が終了した。
来年建学

その後、若宗匠がステ

節目に、新型コロナウイ が朗読された。
ルスの犠牲者等の鎮魂と

祈りを捧げ、社会状況の ージで藤舎氏の篠笛の調
回復と平和を祈願しよう べの中、松、ウメモドキ、

時 分、天

込めて立花を立てられた。

名が出席し キクなどを用い、祈りを

ケイトウ、
と企画され、各界の来賓 シダレヤナギ、
や関係者約
式開始の

た。

若宗匠は 月

都市中京区の（株）細尾 けばなと植物染に共通す

元は大学校

村上氏は、自然の植物か さらに今の時代における

「目には見えない作
」で、人 る、
HOSOO SALON

舎の建設地

１０

１０

２７

２９

６０

ら得られる透明感のある 伝統文化のあり方につい

075－252－1325

FAX

華務課

〈お申し込み〉池坊総務所

７４

２６
台声明魚山塾の僧侶らが ジで、茶道裏千家の千玄
室前家元に

と対談
２８

リニューアル

池坊花伝書

若宗匠がニュース番組「キャスト」の密着取材を受けられまし
た。特集コーナーで「福岡花展」
「旧七夕会」などの行事の様子や、
それにかける思いを語られます。ぜひご覧ください。
番組名：ニュース番組「キャスト」
放送局：朝日放送テレビ ※放送エリアは関西になります。
放送日：12月 ７ 日（月）17時10分ごろ
対談の様子

１０

３０

そう

いけばな「秋宵夢草」披露

しゅうしょう む

若宗匠の活動から
祈念献茶式で立花

いけ込み風景

村上良子氏
から出土し

が最後に行 「

よる献茶式

立花を立てられる若宗匠

（紬織作家・人間国宝）
１０

３０
３０

１０

令和京都博覧会
京都芸術大学建学30周年

（2）
2 0 2 0 年（令和 2 年）1 1 月 2 5 日（水曜日）
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月下旬】

す。

教室検索ページも
大きく変わります

ップとします。

で紙面でご提供いただい

教室情報についても、 ていた教室の掲載情報に
教室を探している方が探 ついては、ご自身で更新

現在、２０００教室以 しやすく、また個々の教 できるようになるため、

あつ

ひと

淳 人

ＮＯＢＯＹＳのインスタ

８月から９月にかけて は活動の第一線から離れ っていく。また、ＩＫＥ

募集されたＩＫＥＮＯＢ ることになった。

メンバーは最年少とな グラムからもいけばなの

既にイベント出演の他、

歳の高校生から、一 魅力を発信していく。

級建築士、僧侶、芸人な

月４日に る

ＯＹＳ（イケノボーイズ）
のメンバーが
発表された。

選考は書類による選考 ど個性豊かな顔ぶれとな 地方紙やラジオ、テレビ

の他、オンラインでの面 った。活動は、これまで 番組で紹介され、注目を

名の新体 クショップなどのイベン が期待され

田 中

伸 明

すけ

弘 典

こう

接が行われ、新メンバー のパフォーマンスやワー 集めている。今後の活躍
８名を加えた

空

真 壁

制となった。柿沢正一氏、 ト活動に加え、在住する る。

で

出

藤井真氏、谷田貝一也氏 地域での活動を中心に行
かわ

河

所属 東京千祥会支部

大垣支部

豊橋支部
所属

所属
吉備支部

職業 薬剤師

所属

大工、モデル

のり

隆 乗

たか

洽覧深識

こうらんしんしき

職業
高校生

座右の銘

職業

座右の銘 良き出来事も

学芸員

人あってこそ

悪い出来事も全てを楽しめ

松 川

の自分

たける

健

所属 臼杵支部

場

延岡支部

馬

所属

秀 樹

所属 京都支部

全力

涼 平

建築士

芦屋支部

山 室

なにごとにも

職業 お坊さん

さとる

座右の銘

大学生

たま

職業

す

川

了

艱難汝を玉に

かんなん

職業 短期大学生

昌 伍

吉日

かん

細

座右の銘

さい

齊 官

座右の銘 思い立ったが

小 杉

職業

ひろ

座右の銘

まさ

東京楓支部

真 啓
所属

物事の背景を
味わう

か

松山支部

ゆい

所属

所属

東京清祥会支部

退である

座右の銘 現状維持は後 座右の銘
less is more
 （数少なきは心深し）

所属 福岡支部

所属

芸人（吉本興業） 職業 僧侶、保育園職員 職業

人生とは人を生かす

こと。そしてその人に生かされて人生。

段取り八分と 座右の銘

職業
座右の銘

花屋経営

唯 華

１8

職業

加 藤

座右の銘

建築士

加 藤

座右の銘 為せば成る

江 木

１１

池坊公式ホームページが
リニューアル【
池坊の花展や池坊中央 別会員専用ページを新設。 上の掲載をいただいてい 室の魅力が伝わるページ よりスピーディーな更新

研修学院、教室情報を掲 継続会員しかご覧いただ る「全国いけばな教室検 に変わります。リニュー ができるようになります。
載している池坊公式ホー けませんので、会員専用 索ページ」ですが、教室 アル後は教室ごとに１ペ 詳細については、現在、
ムページが新しくなりま ページのパスワードは花 を探す前段階のいけばな ージが作られ、教室の地 教室を掲載されている特
す。トップページはより のあらかると、特別会員 情報サイトとしても展開 図を掲載。また、講師コ 別会員の方へ追って封書
未掲載の方もぜひご利

見やすく分かりやすく、 専用ページのパスワード することになりました。 ラムが掲載される仕組み にてご連絡いたします。
イベントや花展の情報ペ は花こみちでお知らせし 道具の選び方やお花の楽 を導入し、日々のお稽古

しみ方など、いけばなに や社中展等の教室の活動 用ください。掲載の申し

また、国内支部の一覧 関する初級的な情報を掲 の様子などを掲載できる 込みは（一財）池坊華道

ージは、本部主催のイベ ます。
ントと、これまで別ペー

ジで紹介していた全国の ページも用意。支部でホ 載し、教室検索へのステ ようになります。これま 会華道振興課まで。
支部花展やミニ花展など ームページ
のあらゆるイベント情報 やＳＮＳア
を集約し、一括して検索 カウントを
できるようになります。 お持ちの場
また今回、新たに会員 合はリンク
限定でご覧いただける会 を貼ること
員専用ページ、特別会員 ができるよ

新体制に

職業

教室紹介ページ（例）

【京都】
▼ １ 年制コース 教養科Ａ・同Ｂ、専門科Ａ・同Ｂ、研究科、特
別科▼ ２ 年制平日・２ 年制土日コース 教養科Ａ・同Ｂ、専門科Ａ・
同Ｂ、特別科
▼総合特別科 研究室（ １ 年制）自由花（野田学、佐々木康人、
村上謙治）生花（中村福宏、豊田光政、倉田克史）古典立花（西田
永、豊田光政）立花（中村福宏、小林春荘、西田永、清水新一）計
12教室。▼特修クラス（ ２ 年制平日・ ２ 年制土日）自由花、生花、
古典立花、立花の ４ 専攻。
〈入学資格〉
・池坊華道会会員。
・ １ ・ ２ 年制の各科は職位や本学院の修了課程によって志望科が異
なる。
・総合特別科研究室は特別科卒業及び、卒業見込みの方。
・年齢により所定の職位が必要。※総合特別科特修クラスは年齢制
限なし。
【東京校】池坊東京会館で開講。（一部は京都で開講）
〈対象〉北海道、青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島、東京、神
奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、静岡、山梨、長野、新潟各
地区の会員。
▼ １ 年制コース 教養科Ａ・同Ｂ、専門科Ａ・同Ｂ、特別科
［願書受付・問い合わせ］
池坊中央研修学院教務課。来年 １ 月22日（金）（消印有効）。電話
075（221）4550。※「東京校」の問い合わせは東京事務所03（3291）
9321まで。
◇
◇
◇
歴史資料やいけばなに関する書物を読み込む「池坊歴史講座」を
開講。昨年度開催の「池坊専定の時代を探る」と新コース「聖徳太
子千四百回忌を考える－六角堂の観音から池坊の花へ－」の ２ 講座。
両コースは京都と東京で同時募集。両講座とも年 ２ 回（各 ２ 日間・
計 ４ 日間）で、脇教授三級以上の会員対象。講師は池坊中央研究所
の細川武稔主任研究員。
申し込み締切は、来年 ４ 月30日（金）必着。上記池坊総務所 教
務課まで。

IKENOBOYSが
出たとこ勝負
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限定でご覧いただける特 うになりま

2021年度池坊中央研修学院
11月30日より願書受付

１２
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各支部の花展から

周年記念花展

日にグループ花展

なるべく控え、筆の里と

花、自由花などバラエテ いただけました。会話は

ィに富んだ作品 瓶を飾

してきたことを披露でき、 ン帳にメッセージを書い

りました。これまで精進 いうこともあって、サイ

５０

方々をしのんだ追悼法要、
月

諦めかけていましたが、

ず、花展開催は難しいと

〈コロナ感染が収束せ

氏からの報告。

いて同支所の猪野みのり

以下、花展の様子につ

トを尽くす～』
を行った。

『 Do My Best
～私のベス

１１

専好様、衆議院議員小島
敏文様、三原市長岡田吉

懇親会へと移りました。

１０

て

周年に向けて精進し

笑顔でお迎えしました。 などで立花新風体の大作、 今回の花展テーマにそっ

池坊福井支部花展（堀

「久しぶりに心が和み、

出瓶者一同喜びあいまし ていただきました。

た。

地元の方たち中心に約 良いひとときを過ごせま

「お庭にある花で
１５０名に来場していた し た 」

だき、見た方が家に帰っ 素敵に作品として飾られ

てすぐに自分でもいけら 秋を感じます」など温か

れそうな花材でお迎えし いコメントをたくさんい

地元の協力を得て、季 作自由花を制作。床の間 れているのを見て、感嘆

このような時だからこ

日に代々 節の花を調達することが や違い棚などお寺のあち され、いけ方や花材の説 そ、花展を開催して本当

化協会などの後援を得て

コロナ禍でのいけばな展開催

例年の半分以下の

と思いました」
「花展を

自身の体調や環境から

作 見るのは初めてでしたが、 の不安、高齢者と同居さ

のぜいたく品ではありま 「ゆったりとした気持ち さんのお褒めの言葉を頂 思いましたので、無理に

文化は平和な時代だけ １５００人の方々からは 思いました」など、たく 持たれる出瓶者も多いと

限定して開催しました。 品でしたが、来場された いけばなっていいなぁと れている方など、懸念を

り、出瓶は教授者だけに

が大切だという熱意によ 構成しました。

行事として継続すること ー系の色彩を基調として ごせてまた花をいけたい 花展に取り組みました。

の支所長並びにゆかりの できました。境内には、 こちに、立花、砂物、生 明には熱心に耳を傾けて に良かったと思いました〉

西光寺で 月

県安芸郡熊野町の玉泉山

木佳子支所長）は、広島 開催することにしました。 竹数十本を花器にして大 いる草花が素敵にいけら 読み返しました。

先輩方の教えを受け継ぎ、 える池坊広島曙支所（髙 小してグループ展として 山から切り出した大型の ました。普段身近で見て ただき、閉会後も何度も

日の

支部長）が『季（とき） 総長池坊雅史様にお越し
月 、

カニシダ、シュウメイギ
クなどを使った青年部の

大作が目を引きました。
専好様、雅史様は一人

一人に丁寧に話しかけら
開催された。

せん。さまざまな危機的 でいけばなを楽しむこと き、コロナ禍でのいけば 呼びかけず実施。施設側

月９日

以下、堀支部長から。

「 久 し ぶ な展の開催は大変意義深 と相談をし、会場づくり
な状況にあっても人々に が で き ま し た 」

日まで福井市のシ

〈コロナ禍での開催は

希望を与え、地域に活力 りにホッとする時間を過 いものとなりました〉

の作品には、コロナ禍の から

中にもひとときの安らぎ ョッピングシティベル・

不安もありましたが、支

を与えるものです。

名の個々の作品は、

にも気を配りました。
あじさいホールで、福井

部の先生方の毎年恒例の

が得られました。

式典並びに懇親会では 市教育委員会、福井市文

「久しぶりに気持ちが落 もに』のテーマの下、こ

豊後の季節の花であふれ、

支部員の心意気を感じま

した。

大勢が見に来てくださ

「心が癒されました。
を第一に考え、支部員一 り、

『令和・心あらたに』

池坊臼杵支部花展（安

４日の両日、大分県の臼

杵市観光交流プラザで臼

杵市教育委員会など多数

の後援を得て開催された。

以下、
安野支部長から。

〈コロナウイルスで５

月に計画していた研究会、

ミニ花展を取りやめるこ

とになりました。そんな

ふっしょく

苦しい思いを払拭し、安

全な環境を整備すること

けて下さり、とても嬉し

部の支部長さんも駆けつ

大分、大分東、佐伯各支

ね」
と好評でした。また、

ちを込めて、会場はブル 野裕子支部長）
が 月３、 同心を一つにして、支部 お花はきれいでいいです

『生きる喜び 花とと
災害発生２カ月後、被 「泥土とがれきの庭にボ

元気を頂き、新しい試み

臼杵支部花展

菓子の香梅人吉店ギャラ

ち着きました」
「 花 に 元 の時期ならではのいけば

このような時期に花展

リーで開かれた。
教授者・ 災者の疲労もピークのこ ケが一輪咲いている。驚

を催すことに複雑な思い

気をもらい、やる気が出 な展をと考え、医療従事

人が

期に、草木や花の力

でしたが、被災者４名に

ろ、自宅が屋根まで浸水 きと感動」と話してく

一般会員の希望者

を皆さんの心にお届

ました」など、それぞれ 者の方々への感謝の気持

けしたい」と思い、

も出瓶してもらい、お互

この言葉に
「先
し、避難所から自宅の片 れました。

２日間ずつ３次に分けて

例年とは異なるやり

いの思いを共有すること
６日間、生花・立

の花展も経験できて、開

しました。
花・立て花・自由花

催して良かったと思いま
を

場者には一瓶ずつ熱

す。反省点は次の機会に

瓶ずつ展示。来

ができました。私たちも

方で支部花展を計画

の感想を頂きました。

多くの幼稚園児、小学生 啓子支部長）が

れ、
会場が華やぎました。

福井支部花展

花器に艶フトイ２００本、 てまいります〉

両日、広島県三原市の三 祝い花を出瓶していただ そして幅１８０㌢の黒い
原リージョンプラ
ザで開催された。
三原市文化協会、

中国新聞備後本
社、三原テレビの
後援を得て計１１
以下、生田支部

８瓶を展示した。
長から。
〈マスコミの取

８３

づけに通っている会員が の見えないこの大変な時

展示を行った。
以下、佐無田支部長か
〈人吉球磨地方は、新

らの報告でお知らせする。
型コロナウイルス感染防
止でイベントが軒並み中

人吉支部「祈りの花」 止になった中、７月には

月に計
月４ 画していた例年の支部花

３４

材も受け、１００

１０

テーマに

池坊の和の精神を尊び、

今年、設立 年目を迎 支所員の熱意で規模を縮

花展会場風景

弘様のご祝辞をいただき、
いた広島県
和やかな中にも緊張感の

雅史様の乾杯のご発声で
連の先生方
ある会で、再会の喜びを

長きにわたりたゆまぬ

時間が過ぎました。

かみしめながら充実した

はお互いに
久しぶりの

オープニングには次期 れました。そしてご巡視

グループ花展

を刻んで・連なって』を いただき、出席者全員が 色いビロウヤシ、エノキ

努力を重ねてこられた諸

広島曙支所
１０

生かしたいと思います〉

きました〉

に、花の力の大きさに驚

て良かったと思うととも

れ、思い切って花展をし

の様子が臼杵中に放送さ

ケーブルテレビで花展

く励まされました。

花展会場の様子

１０

０人を大きく超え

若宗匠、事務総長のご巡視

展～豪雨災害からの復興 未曾有の豪雨災害が起こ

日から

１０

心に見ていただき、

花展会場の様子

３５

１２

とコロナの終息を願って りました。日常生活は一
月

～（佐無田啓子支部長） 変し、もちろん

が、

１２

２５
１１

日まで熊本県人吉市のお 展も中止としました。

３０

１２

２４

人吉支部
「祈りの花」展
～豪雨災害からの復興と
コロナの終息を願って～
１０

９０

菓子店ギャラリーでの展示

１０

正面の作品は大きな黄

追悼法要
１５

三原いけばな池坊１７０年
三原支部創立

０年池坊三原支部創立

三原いけばな池坊１７ るご来場者がありました。 再会となり、笑みがこぼ

80

周年記念花展（生田智子 お家元池坊専好様、事務 が始まりました。

８０

（4）
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見に来た
方からは
「やっぱり
花はいいで

明るくするように白いボ

用したことも良かったの だったので、花の周りを
かもしれません。
久々の達成感と、何よ ードやピンクのクロスを
り皆で楽しめたことが一 使い工夫して展示。

釧路中央会グループ
信用金庫でリレー花展

これからも、コロナ禍

つ順番に れしいとの気持ちでした。

出品展示。

日頃地域 の中でも楽しみを見つけ

の皆さん ながら、活動していきた

に親しまれている場所で、 いと思います〉

池坊釧路中央会グルー

すね、癒されました」と 番で、コロナの心配の中

地元の方々にも多数来

が、コロ

﹁総華督﹂取得者

小

月認可︶

▼東京中央研究会

深

︵

池静峰▼東京華道会

新里嶺

花を見る人がホッと気持

関藤芳子▼福岡

小

柴田英巳子▼呉橘

石田桂子▼

（写真・店内に飾られ 井彩華▼東京竹

好評でした。自粛生活が 「やって良かった」と皆 場していただき、お越し プ（佐藤真貴子代表）が

ルのお客様が足を止めて

「華
以下、長谷川祝子副支 作 品 を ご 覧 に な り、

大柿翠鳳、柿

鰍澤美佳

（以上、

名）

月

ダリアの花言葉の一つ 中旬の総務所華務課受付

やかでいいですね」
「気

免許状申請
発送状況

部長からの報告。

〈延期していた支部の 持ちが和みます」と声を



免許状、席札など

支所が会場内４カ所

広島市内５支部１

りました。

相談の上、出瓶とな

まさに日常の小さな幸せ、

お問い合わせは華道家

８３８。

う広島店の池坊に対する じ、前向きになることが

院展の雰囲気に添うよ

とを心より願います〉

当たり前の生活が戻るこ

ロナウイルスが収束し、

そして一日も早く新型コ

に精進したいと思います。

に、これからも池坊の花

伝統文化の出合いを大事

この素晴らしい異種の

動を覚え感激しました。

ので、市内支部・支所と が会場はたくさんの人で、 ボレーションに新鮮な感

コロナ禍での依頼でした 安を抱えての出瓶でした いけばなと日本画のコラ

出瓶の依頼がありました。 一段と感謝しました。不 ういけることを心掛け、

ごう広島店より特別協力 いるこの企画に、今年は

〈昨年に引き続き、そ 熱い思いがあり実現して できました。

からの報告。

吉田恵子広島中央支部長 きを過ごせました。そご 出瓶したことに幸せを感

風体と、各自が楽しみな りました〉

自由花・新風体・立花新 日に感謝のミニ花展とな 電話０７５（２２１）２

花材はダリアを使い、 仲間に支えられている毎 元池坊総務所華務課まで。

ました。

しいお花の時間を過ごし に「感謝」があります。 分について、
発送中です。

部員の皆様と会えて、嬉

研究会を開催。久々に支 掛けていただきました。



日に茨城県日立市のホ 示させていただき、急き 沼紅月▼湘南橘会グルー

いけた作品をロビーに展 グループ

池坊日立睦支部（滝田 た。ホテルのご厚意で、 財前康子▼とちぎ杉晃会

できまし 木村三枝子、
佐藤美彌子、

ることが 寺福代、松尾綾子▼大分

を仕上げ 会

がら作品 愛知

葉▼名古屋

貝瀬香

ちを和ませてくれればう た作品）

ですが、やはりお花はい

〈今年はコロナの影響

１日２作品を２日間ず

ニ花展を開催した。

を作りたいと思い、リレ テル天地閣で研究会・ミ ょミニ花展も開催。ホテ プ

員一同、改めて奮起致し さんの作品を発表する場
ました。
ちゅう

コロナの影響もあり、 ー花展を行いました。
ちょ

初めは開催に当たって躊

躇していましたが、いざ

花▼横浜さがみ

ナウイル

月１日から８日まで、

月３、４

いですね。心が癒されま

日立睦支部

日 の 両

した。
来年もまた来ます」 で大きな花展は中止とな

以下、佐藤代表から。

日、三重

とのお言葉を頂き、支部 りました。そこで、生徒 はるゑ支部長）では 月

◇

研究会に続いてミニ花展

県松阪市

との出会いも少なかった 形式の花展を行った。

もかもが中止になり、人 金庫・春採支店でリレー

（写真・花展会場の様 ロナウイルスの影響で何 北海道釧路市の釧路信用

秋の身近な花材を多く使 子）

松阪支部

いただいた方々から、「コ

続き、皆さん癒しを求め で思いました〉

後も、何か前に踏み出せ

ていたのだと思います。

スの影響

支 部 で ミ ニ 花 展
綾部支部
癒しのひとときを
で直前に
池坊綾部支部ミニ花展 中止。その後も活動自粛
日から 日まで京都

（引原愛子支部長）
、９ が続きました。活動再開
月
「今
府綾部市のギャラリーカ な い 状 況 で い た 中、

古民家で開催
池坊松阪支部ミニ花展 の古民家「蔵」で開催さ
れた。

◇

以下、増井支部長から
の報告。
◇

〈
『 コ ロ ナ ウ イ ル ス が 開催してみると「開催し
早く収束しますように』 て 良 か っ た 」
「生きてい
をテーマに、２日間ミニ るお花は良い」と支部員

（写真・花展会場の様

花展になりました〉

瓶を展示 ごさを、改めて実感した

花展を行い、少ない数で の感想です。花の力のす
間隔をあけて
しました。
古民家の会場は雰囲気

がありますが、暗く手狭 子）

１０

フェ日々で開催された。 の自分たちにできること
以下、引原支部長から。 はないか」を考え、以前
〈３月に開催予定で準 から声をかけていただい
を開催しました。
カフェの限られたスペ
ースに合わせ、壁面利用
の掛け花や小品自由花、
藤つる使用の大作
（掛け）
やテラスにいけた壷いけ
など 点の展示。カフェ
のオーナーの手持ちの掛
け軸や絵画の演出で、良
い雰囲気も出していただ
けました。
きる楽しさをいけばなで

人以上の

何より生徒たちが一番 ジュネーブはコロナ感染

ョヴェ―リュランで開催

発しよう〉
（直訳）
。日本 輝いたこと、そしていけ 者急増のため

日瑞協会、日本人クラブ が上がったことをとても したので、何とも幸いで

領事館、ヴェルニエ市、 ばなへのモチベーション 集まりが許可制になりま

された。
以下、島田代表からの
報告。

嬉しく感じています。３ した〉
き、総領事館からは岡庭 月以降の行動制限

などから支持をいただ

ャンセルが相次ぐ中、元

大使、ヴェルニエからは で、思うようにな

月２日から 日まで

広島市のそごう広島店
で

に立花・生花・自由

期間中、松井一實

院展』に広島県連合広島 花を出瓶。
市内支部が特別協力出瓶

広島市長がお越しに

広島市長と一緒に鑑賞

〈コロナ禍で催しのキ
気を失いつつあった生徒

がお越しくださいました。 ていましたが、お

のために、花展をするこ
とにしました。参加でき

驚いたのは予想に反し、 花に触れていると

１１

以下、市内支部代表の なり、楽しいひとと

を行った。

１５

１０

１０

開催された『第 回春の

７５ １２

市長や前市長 らない日々が続い
Agramunt

る人のみとしましたが、

来場者が例年より多かっ 誰もがこんなに輝
このような時期にいけば 知ることができま

たことです。
来場者から、 くのだと、改めて

例年と同じくらいの 人

テーマ『いけばなで元

気を』
は次の様に表現。 なを見ることができたこ した。

広島県連合
広島市内支部
『春の院展』に出瓶

備を進めていた連合花展 ていたカフェでミニ花展 （増井邦子支部長）が

月９日から

ェルニエ市のメゾン シ

花展会場の様子

３３

ジュネーブスタディグ が出瓶しました。

『いけばなで元気を
』

ループ花展（島田由美子

代表）が

２２

１５

２２

スタディグループ花展

日まで、ジュネーブ州ヴ 『
余談ですが花展
とに、感謝の言葉を多く
Libérons
notre
joie
de
を終えた２日後、
』
〈生 頂きました。
vivre avec’l Ikebana

１１

１０

２０

２０

ジュネーブ
１０

１０
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４人で動画
撮影を行い
ました。
池坊の動
画ギャラリーを参考に、

浜松市・中学生
フラワーコンテストで受賞

以下、細

の蛤御門の変による大火 われる人々の名前も刻ま れていたので、参拝者に

元治元年（１８６４） は、再興に協力したと思 堂があって本尊が安置さ

必要な手水舎は、いち早

明治になって本堂が再 く建てられたのでしょう。

また、焼失前の天保

度違ってお

わかります。池坊

南だったようです。小さ

り、位置も現在より少し

の向きが

は慶応２年（１８

な建物であっても、種々

と刻んであるのが

ると、「慶応三卯年正月」 ます。本堂再建前には仮 見ると、現在とは手水舎

手水鉢と井筒の側面を見 水舎はすでに完成してい 年（１８４３）の図面を

復興が進められますが、 建中の写真を見ると、手

た。その後、境内全体の

で、手水舎も焼失しまし れています。

野氏から。
〈昨年は
会場でいけ
ばなを完成

中国からの留学生部員が

制作を動画
で紹介しま
日本語と中国語でナレー つフラワーパークで『第 型コロナウイルスの影響

静岡県浜松市のはまま させましたが、今年は新

した。

多数の方々の協力で実現

◇

ています。

◇

ＱＲコード

からご覧く

ださい。

とても楽しそうに目を

日は、子どもた 学ぶことも多く、癒され

り組む子どもたちの姿に

分の授業が終わり キラキラさせて作品に取

きちんとしてくれます。 学校の正面玄関に展示し

らご覧いただけます。

した。次のＱＲコードか

て熱い戦いを繰り広げま

集い、いけばな高校生日本一を目指し

ち抜いた全国８地区の代表校が一堂に

ス対策として、リモート地区大会を勝

ャンネルで公開中。新型コロナウイル

全 国 大 会 」の 模 様 を

開催された「
花の甲子園 2020
Ikenobo
池坊チ
YouTube

旧七夕会期間中の 月

日、池坊で

※当連載の動画は、次の

◇

の変遷を経て現在に至っ

月、幕府

るための建物が、手水舎 の出先機関である

参拝者が手や口を清め ６６）

日まで開催された。池 部活でいけばなを習う生

です。四方吹き放ちで、 京都町奉行所に、

の理想の姿や初恋、音楽

できたということで本当

１４

学校華道の活動報告から

筑波学院大学華道部
オンライン大学祭に参加
イン科の部員が編集を担 ス ト 』
（ 同 実 行 委 員 会 主 た作品のＡ４サイズのカ

ションを、ビジネスデザ ２回中学生・花のコンテ で、同じ指定材料でいけ

実習を伴う
当。クオリティの高い動 催、浜松市教育委員会な ラー写真１枚と感想文を

華道部は

池坊水戸支部（安達み 活動が中心です。イベン

画に仕上がり、視聴人数 ど後援）が 月４日から 提出。市内６中学校の各
名が参加し審査が

屋根の下には手水鉢に加 六角堂の再建願を

坊京都支部（城野眞理子 徒計

現在大学では、サーク 支部長）の田中俊行氏社 行われました。フラワー

喜びでした。

も一番多く、部員一同大

つ子支部長）の安中みふ ト参加を決めたときは戸

使用が許可されました。

畳の和室の少人数での

ゆ中央委員が指導する茨 惑いがありました。幸い
日

城県つくば市の筑波学院

大学華道部が、 月
ル活動が全面禁止です。 中の細野由紀子氏が指導 パーク

って、
「井戸屋形」「井戸 水鉢と井筒は再興

えて井戸もあります。よ 提出しており、手

にオンライン大学祭『ガ そこで個人作品は制作と

本年度の華道部は、今回 に当たる中学２年生と３ でもあり、１週間の展示

周年の記念の年

『おうちで
クサイ２０２０』に参加 撮 影 の２人、

の街・浜松への郷土愛な

に良かったと思います。

中でもテーマを決めて取

うです。手水鉢に

手水屋形」と記す資料も の第一歩だったよ
が多数訪れました。

どさまざまなテーマをい

コンテストが終わった

できる方法を考えようと、

けばなで表現した作品写

後も、１、２年生は来年
当初開催が危ぶまれま

り組むなど、とても意欲

に向けて普段のお稽古の
したが、中学生の強い希

的になりました〉
など のク

優勝校のプレゼンテーション

私もいけばなとの出会

生からお聞きしました。 しいと願っています〉

大変好評だと、担当の先 なのある人生を送ってほ

来る方や保護者の方にも 将来いつも身近にいけば

飾られた作品は、学校に んの思い出と感動を残し、

た。お出迎えの花として も今の経験が心にたくさ

わいいお花が完成しまし でした。この子どもたち

カボチャをのぞかせ、か いは小学校の華道クラブ

トルコギキョウの間から

ィンのお花をいけました。 とに感謝しています。

ちからの要望で、ハロウ て元気をもらっているこ

月

ます。

ラブでプロ 毎回自分で仕上げた花を て、
の指導によ
る実践授業
を行ってい
私は華道教師として、
年から池坊の基本
福岡県の八女市立長峰小 花器を使った指導をして

幸子中央委員が指導する 平成

部マチヲ支部長）の橋本

池坊三井筑紫支部（岡 ます。

華道クラブ

八女市立長峰小学校

望で、やめるのではなく

させていました。

真が並び、見る人を感心

年後

自分の「今」の気持ち
を表現しようと、

あります。

のオンラインイベントが 年生がそれぞれ最優秀賞・ の中、家族連れの皆さん

生たちは生き生きとして

しぶりにお花に触れ、学

唯一の活動でしたが、久 優秀賞を受賞した。

いけばな』は制作、ナレ

した。

◇

願いを込めてヒマワリ、

が毎年声をかけ

学校の活動を紹介する。 います。今年の華道クラ
ブは定員が 名のため、
〈長峰小学校では４～ 希望しても参加できない
６年生の必須クラブとし 子どももいました。大変

手水舎

池坊中央研究所

て、伝統文化や芸術関係 礼儀正しく、あいさつも

９０

１５

５０

以下、橋本氏から。

『 花の甲子園2020
全国大会』
YouTube で公開中

以下、安中氏からの報 ーション、撮影、顧問の
◇
いました。来春卒業する

部員にも、良い思い出に

なりました。この動画を

見た学生たちが華道部に

遊びに来てくれる、そん

な日常が来ることを楽し

みにしています〉

く力強く生きてほしいと 日々を送っています。

江別青年会

ヒノキ、ミズヒキソウを 自宅に４名がお稽古に通

〈今年の
議所の新年

使い、生徒８人と卒業生 っています。生徒の成長

高校を卒業してからも、

交礼会で、

部活動の時に一人一人

ていただけるこ

が楽しみです〉
４人がいけました。
江別市の真願寺

９月 日には
で江別高校華道

の考えを聞いて作品作り

とは、いけばな

１０

告でお知らせする。
◇
〈筑波学院大学でオン

ラインイベントが開催さ
れ、華道部は部員の自己
紹介と個人作品の発表、

メインテーマを『おうち

でいけばな』とし、初心
者でも簡単にできる作品

江別高校華道部
錦山天満宮で
「 花手水 」

コンテスト会場

花手水を囲んで記念撮影

１１

８０

１１

会場に飾ら
北海道江別市の錦山天 れた華道部の作品を覚え
手水鉢に花をいけてくれ

ちょうず

日 ていた山口亨宮司から、

月 日から

部展も行いまし

満宮で
まで、境内の手水鉢に花

ないかと学校長にお願い

はなてみず

髙橋君子常任委員が指導

について話し合いまし

部（竹島優子支部長）の
に当たる江別高校華道部

た。
『 ひ か り 輝 く 太 陽 ― の力だと思いま

た。

―』 を テ ー す。私も元気を
KIRA KIRA

の生徒や卒業生が参加し

た。６回目です

を浮かべる「花手水」が

２７

１３

動画撮影後に記念撮影
がありました。

２２

行われ、池坊札幌中央支

１６

６０

２７

１０

手水舎と「慶応｣
１０

１０

２４

３５
マに、世界中の人が明る もらって楽しい

２６

１０

以下、髙橋氏から。

ハロウィンの作品とともに

１０

１２

（6）
2 0 2 0 年（令和 2 年）1 1 月 2 5 日（水曜日）

ち
み
こ
花
第596号

大分支部の活動から

紙上諸流いけばな展
能楽堂体験教室

月

８月６日
から
回

日まで、週
２回全

ました。
◇

◇

◇

「この子は５月の中止の
時には泣いて悲しみまし

また、５月に予定され た。今日はとても嬉しそ
ていた平和市民公園能楽 う」と説明してくれたお

池坊大分支部（大塚タ 紙面に掲載され、３回目 堂（大分市）での小学生 父さんもいました。
小学生にもわかりやす

日にあり、支部 能楽堂の方からも「参加
された皆様、楽しかった

名全員に保護 と大満足でした」と報告

名で参加。

月

楽しみにしている」
「 本 いけばなを体験しよう」 く歴史の話もしました。

カ子支部長）の地元での くらいから「読者の方が 対象の伝統文化「池坊の
取り組みを紹介する。
「花展 も
以下、大塚支部長から。 に し て は ど う か 」
小学生

〈コロナ禍の中、３月 に出かけなくても家で楽 員
から例会もできない状態 しめた」と嬉しい知らせ
になり、毎年４月の諸流 が入り、達成感に包まれ 者が付き添いに来ていて、 があり、子供たちの満面
写真を撮り楽しんでいま の笑顔が忘れられない一

告。
〈親子
（お

夢を語れ
若手特別会員インタビュー
あや

東京千心会支部・宮路郁子中央委員（ 歳）

生徒さんの希望日時に、 けています。他の生徒さ すことを叶えるためのツ

家族の協力を得て合わせ んの作品をリアルタイム ールです。人生には限り

る形にしています。結果 で見たいという声にはＳ があり、自分の哲学と信

として「少人数でじっく ＮＳで対応。社中同士が 念を持って、今置かれて

り」が教室のコンセプト 会えなくとも繋がれるＳ いる環境の中で、しなや

池坊東京千心会支部・ 母が近所で清浦先生の看 に。子育てとのバランス ＮＳは、重要なコミュニ かにベストを尽くしたい。

池坊の深い哲学と秩序 実践に移すことが先生方

年間会社で役員秘書と いけばなを学ぶ一方、琴 寧な積み重ねしかありま ▼花が教えてくれたこと れたことであり、それを

清浦慧美子支部長に師事。 板を見つけてくれました。 を考えると、今はこの丁 ケーションツールです。 その姿勢は花が教えてく

して勤務し、出産前に退 を教えていましたが、自 せん。一回一回の稽古を

職。昨年秋にいけばなと 宅兼教室にいけた自由花 大切に、満足度を絶対に 美に魅せられて、いけば への恩返し、後に続く生

リレー花展
（５面に掲載）
ロナの中でも楽しみを見
つけながら活動していま

華しました。私

いつかミニ社中展を開

にとって、今に 催して、先生をお招きし

集中して生きる たいです。そして私の生

こと、丁寧に人 徒さんから先生が誕生す

今年は中止となりまし

も合格しました。

許状を頂き、大学入試に

おかげさまで卒業前に免

ました。
３年生の２名は、

年生の入部が６名もあり

生を味わい尽く ることを願っています。

学校華道永年指導表彰

受賞者からのメッセージ

埼玉県立桶川高等学校指導

鈴木きよら氏（東京研究会支部）

２０１９年度池坊学校 いけ、作品を交代で学校 たが、例年は９月に文化

月

日の活動の様 選びから入り、各自が自

華道永年指導表彰を受け の玄関に展示します。写 祭が行われ、全員が花材

られた先生方に、学校と 真は
のでしたが、先 ていただくことになりま

益田市文化協会理事及び 的な衰えもあってお稽古 いただくコーナー。

の美しいキイチゴとダリ 場者が楽しんでいます。

また地域においては、 りました。今の私は体力 の関わり方などを語って 子で、１、２年生が紅葉 由にいけ、たくさんの来

す〉

い存在にまで昇 えています。

琴のアトリエを構えた。 に生徒さん数名が興味を 下げないことなどを心掛 なは私に無くてはならな 徒さんのためになると考
支部では副支部長を務め 持たれました。清浦先生

が教えなさい」でした。

回答がまさかの「あなた

ったところ、返ってきた

る。中央研修学院総合特 の教室を紹介したいと伺
別科在籍。
▼あなたが教えなさい
草花への関心が薄い

父さんと少 歳過ぎの私を見かねて、 ▼教室運営の工夫
学４年生の

息子）で仲良く、いつも もお免状を取っていただ
月に

新型コロナウイルス感

楽しく活動しています。 きました。また、

導する釧路市の桜が丘ひ

染拡大でクラブ活動すべ

は釧路信用金庫で行った

ぶなクラブ（地域開放教

てが休止となりましたが、 にも親子で参加して、コ

かね

を再開しています。
今回、初めてお二人と

いけ込み中の宮路氏
坊を語らずして私の人生 ら感謝状などを受けられ
はあり得ないところとな ている。

桶川高等学校は、緑に でしょうか。今年度は１

華道部の活動内容

月３回ほど季節の花を

あげたいものです。

子どもたちに伝えたい

一つとして大いに役立て

豊かに送るための手段の

験を、おのおのの将来を

び、その精神を学んだ体

いけばなの楽しさや喜

に心の潤いを求めた結果 こと

新型コロナでいけばな

年間、
池坊石見支部・ に感謝し、残された人生 部（澤井恭子支部長）の 心を集中しています。

今回は、東京研究会支 ア、小菊をいけることに 来年は、ぜひ体験させて
益田市華道連盟会長とし はできませんが、花の力
て

石州支部、未生流、小原 を生き続けてまいりたい 鈴木きよら氏。

長年通った学院におい
き合う稽古は厳しくご指 ては、全国から集まる多

流、草月流を加えて益田 と思っています。

学校について
導いただき、ますます花 くの先輩諸氏や友人に恵

に、部活動に、活気に満

年、東京研

助となるべく歩んでこら 地域では多数の団体や学 究会支部長の故松友義明

伝統文化継承・発展の一 の運営発展に尽くされた。 ます。昭和

志が切磋琢磨して日本の まで支部長を務め、支部 ちた学校生活を送ってい

超え、花の道を目指す同 まれ。平成８年から 年

秋好師は、昭和４年生 囲 ま れ 生 徒 た ち は 勉 学

◇
市華道連盟連合花展を毎

◇
年開催しました。流派を

◇
技術の向上はもとより、

年には特別会員

年余りいけばなの指導
３５

このようにいけばな池 育成。益田市文化協会か を続けてきました。

多くの特別会員、門弟を

れたことが深く印象に残 校などで指導に当たり、 先生より引き継ぎ、以来

昭和

生は「いけばな」そのも 持ったのは、九州生まれ たところ、たまたま支部 ています。

を迎え、私の人 受けた私がお花に興味を 逝され、途方に暮れてい 人生の大きな宝物になっ

しかしその後先生が急 この出会いが今でも私の

ころとなりました。

の魅力に取りつかれると まれ、仲間同志での花の

と、一方でいけばなに向

生の温厚な人柄 した。

は偶然によるも 修学院で研さんを積ませ

以下、佐藤氏からの報

する手紙が届いた。

久さん親子の様子を紹介 ６月から晴れて、お稽古

ひさ

室）の瀧山周治さん、周

佐藤真貴子代表から、指

釧路中央会グループの

釧路中央会・佐藤氏指導

親子で楽しくお稽古
「お父さんと一緒に」

男の子も６名いて、 日となりました〉
年続くオアシス たが、国後半島、別府、 した。

いけばな展も中止、大分 ました。池坊は 杯でし
支部で
広場での作品展示も中断。 別府中央、べっぷ和み、
そんな中、新聞での紙上 大分東、佐伯、各支部の
いけばな展なら開催でき 方にも参加していただき
るのではないかと大分合
同新聞社と諸流の支部長

と話し合いました。
三密にならないいけ込
日から７月 日ま

みの方法を検討の結果、

６月
で新聞社の大会議室を毎
日曜日に３回に時間割り

して５週連続で２０３名

！

てみても、一片の悔いも たしなむ、当時田舎では 宗雄先生のお声がけをい となって、旧日本電信電

年間、専門 め、多くのお弟子さんに

とが影響しています。当 ご縁で昭和 年から平成 婦 人 会 な ど 出 稽 古 も 始
年まで約

１７

いけることになりました。

私のいけばな人生

第２4回
っています。

と思っています。

山陰の小さな町で、４ 時の石見支部長であった

２５ ５５

１０

１１
２４

男４女の次女として生を 島田一義先生との出会い 科を皮切りに池坊中央研 恵まれました。

１７

い出です。

かしく、忘れ難い良い思

今となってはすべてが懐

く困難もありましたが、

には嬉しいことだけでな

てほしいです。長年の間

活動風景

〈齢

瀧山さん親子と佐藤氏

１０ １０

45

１５

２１
真剣な顔で作品づくり

２０

１０

６６

常任委員
石見支部
准華老補

のでした。今日振り返っ の父がお茶、お花などを 研究会に来られた故中村

５８

秋好綾子師

ない幸せな毎日であった 珍しい風流人であったこ ただきました。そうした 話公社や公民館、地域の

４３

１６

２６

１０

１６

２８
９１

１７
１０

第596号

ち
み
こ
花
2 0 2 0 年（令和 2 年）1 1 月 2 5 日（水曜日）
（7）

東京竹支部・張氏
上海髙島屋で
してきまし

まな工夫を
生徒たちを信頼し、何度

ることができませんが、

ながら私は今回は参加す
発信することができ、日 した。そんな

文化を私の生まれ故郷で 中止になりま

種が芽吹き、日本の伝統 全ての行事が

中の文化交流の架け橋の 折に、岩国市

た。
もリモート指導を行い、
一端になっていることを と岩国市文化

ちょうど

池坊東京竹支部（井上 その時に上海髙島屋様か 開催を迎えることができ
心より嬉しく思います〉 協会から、低

日本フェアに合わせて社中展

「日本フェア」 ました。私は力を合わせ
美恵子支部長）の張暁珊 ら今年度の
迷した雰囲気

また、事務総長からも

巡回講座
日 程

県民会館）▼神戸支部（神

支部（出雲市・大社文化プ ウィルあいち）▼桑名支部

支部（山口市・山口県教育 ール）▼三原支部（三原市・

戸市・兵庫県民会館 けんみ レ イ ス う ら ら 館 ） ▼ 山 口 （桑名市・ＮＴＮシティホ

んホール）
▼新居浜支部
（新

会館ホール）▼松山中央支 三原リージョンプラザ）

支部（久留米市・石橋文化 坊公式ホームページでご確

同参画センター）▼久留米 ※最終開催については、池

部（松山市・愛媛県男女共 ※▼主管支部（開催会場）

居浜市市民文化センター）

◇１月９日（土）▼長崎 ▼福岡橘会支部（福岡市立

◇１月 日（土）▼岐阜

支部（長崎市チトセピアホ 早良市民センター）
ール）

◇

月

日（日）▼北備

〈会場変更〉

支部（久留米市・久留米シ

▼東海支部（安城市民会館

の力はすごい」と評価を 総数 瓶。

もらいました。いけばな 館 ２階 多 目 的 ホ ー ル。
勢いのある書のアートを
畳の主和室

いただきました。
インとなる

には草木が地に根を張り、
強い風に耐える姿を表し
た三瓶立花を展示しまし

いけばなは時代と共

えください。

投稿歓迎

丸窓に合わせた作品。メ 「作品の迫力から元気を

ご来場の方々からは

◇『お寺で祈りの花』

花は、私が話すよりず 池坊東京たてはな乃会グ

っと人の心への訴えが強 ループ花展（１月 ・

いことを感じました〉

［支 部 花 展］

◇新春初生け花展（池

坊松江支部）
（１月９・

日）東京都台東区・福成

寺。総数 瓶。

◇『希望の花 明日に向

・

〉
）
KIRIRI

電 話０７５

〈お問い合わせ〉池坊総

日逝去、

員、南

越支部、

総華督）

月

歳。告別式は

年池坊入門。副

日に執り行われた。

昭和

日）鹿児 営発展に尽力。地域では

って』池坊高千穂支部花 支部長を務め、支部の運

展（１月

市茶華道連盟役員を務め、

島県霧島市・国分シビッ 多数の会社で指導。越前

ク セ ン タ ー １階 市 民 ギ

受けた。支部から「指導

ャラリー・エントランス 越前市市民文化功労賞を

ホール。総数 瓶。

◇『初生け会』池坊佐 では、華の道を究め長く

に、写真と共に左記まで

支部）花展（１月 ・

佐賀春陽社、佐賀橘会各

との報告。
佐賀求道会、
佐賀一誠社、 えられました」

賀市連合会（池坊小城、 続けることの大切さを伝

お送りください。たくさ

日）佐賀市・佐賀城本丸

歴 史 館 外 御 書 院。 総 数

田川市・田川文化センタ



休業のお知らせ〉

池坊総務所、池坊華道

会、池坊華道会東京事務

月

所、日本華道社は

◇『今、いのりの花』

日（火）から令和３年１

瓶。

〈年末年始

んの寄稿をお待ちしてお

日）松江市・島根県民会

山川美智子氏（常任委

◇１月 日（日）▼出雲 中央橘会支部（名古屋市・ （２２１）４５５０

央支部（宮崎市民プラザ） サルビアホール）▼名古屋 務 所 教 務 課

コンパルホール）▼宮崎中

） きりり〈
会館）▼大分支部（大分市・ 文化センター〈小ホール〉

◇１月 日（日）▼日立

津市文化体育館）

ティプラザ）
▼八幡支部
（北 支部（福井市・ショッピン

支部（日立市・多賀市民プ 支部（みよしまちづくりセ

支部（仙台市福祉プラザ）
▼富山支部（富山市・富山

◇１月 日（日）▼福井

企画を、とい

九州市・黒崎ひびしんホー グシティ・ベル あじさいホー

ラザ）▼南越支部（越前市 ンター→三次市民センター・

日（日）▼三潴 支部
（岐阜市文化センター） センター）▼唐津支部（唐 認ください。

うことで、２

ル）▼愛知支部（一宮市民

◇１月

年前にリニュ

ル）▼福岡支部（福岡市立
日（月）▼仙台

ーアルされた

茶室玄関に

◇１月

早良市民センター）

展示を依頼さ

作いけばなの

茶室での、大

を吹き飛ばす

に合わせて池坊の花展開 て頑張ってきた生徒たち

日か
海外との往来が制限さ

日まで中国・上海髙 催の依頼を受けました。 を誇りに思います。

中央委員が、 月

ら

島屋で社中展を開催した。

岩国支部・藏重氏

岩国市の茶室で
いけばな展示

日の

以下、藏重氏から。
〈毎年、各流派の合同

年目を迎えまし 花展が行われている時期

た。当初にまいた池坊の ですが、コロナのために

今年の本部花展テー

外部メディアからの取材 打ち出すことで「花を飾 いけようキャンペーン』

せる「プレスリリース」
、 で花を楽しみましょうと マに合わせた『＃花を

ィアを通して社会に知ら とシンプルに暮らしの中

今年で

上海のいけばな教室も、

理念に基づくものです。

きる」という池坊の根本 示した。

かしあいながらともに生 化協会主催）で作品を展

は
「和の精神」
、
つまり
「生 「 月 下 秋 思 」
（ 岩 国 市 文 は岩国名産のハスの葉と た。

でる』としました。これ 香茶室で開催された催し

れあいを求めて『花を愛 両日、山口県岩国市の吉 れました。

、

池坊岩国支部の藏重伸

見る方との花を通したふ 支部長が 月

ふれあい、そして作品を

今回のテーマは花との

だき、
励みになりました。

メッセージを送っていた

張氏が上海で立ち上げた れている現状では、残念 上海の生徒たちに激励の

いけばな教室で学ぶ生徒
名が大作、中作、小品

など総数 瓶を展示した。
以下、張氏からの報告。
〈コロナで大変な状況

となり、花展などの各種
イベントが中止となり、
各地の教室でのお稽古も

一時期自粛しました。
しかし、自粛生活の中
でも、池坊人の花を愛で

る気持ちは変わりません。
私自身も動画配信、オン
ライン授業などのさまざ

池坊華道会

「事業部通信」⑤

盛り上げよう」とお伝

加 し て、
「皆で池坊を

このキャンペーンに参

が使える生徒の皆様に

室に通っているスマホ

豊かさ」 を実施しています。教
対応などを通して、池坊 ることの楽しさ、

今、広報課では「暮ら

支部」という内部の皆様 へ発信をしています。

今月は広報課のお話 「先生方、門弟の皆様、 の情報や魅力を内部外部 を伝えています。
です。
長年、池坊には「広 と「一般人、行政、メデ

報」の担当部署がなく ィア、社会」といった外 しの花」に注目していま
「いけばな」を始める
２０１９年に新設され 部との「信頼関係、ＷＩ す。
Ｎ＆ＷＩＮの関係」を作 大前提として暮らしの中

ります。
ちしています。支部・青

京都市中京区六角通東

皆様からの投稿をお待
池坊も時代にあった情

年部・学校華道・地域で

洞院西入堂之前町２４８

（ 一 財 ） 池 坊 華 道 会 花 池坊田川西支部新春花展

月４日（月）まで、年末

３１）４９２２。

こみち係。
電話０７５
（２ （１月 ・

日）福岡県

〒６０４―８１３４
報発信をし、門弟の皆

の企画、活動、ユニーク

に変化を続けています。

１１

１２

た 部 署 で す。「 広 報 」

を知ってもらう取り組み

とは一般的には自社を っていくのが担当業務と に花を飾ることの素敵さ
取り巻く「お客様、株 いえます。

現在、
「花こみち」
「花 です。立花や生花は一般

様と本部、そして社会

な人物紹介など。
寄稿は約６００字で書

の橋渡しになるような
仕事に取り組んで参り

２０

（
 初生けは１月５日）

年始の休業日となります。

２９

主、社員、地域、行政、

１６

hanakomichi@ikenobo.jp ー。総数 瓶。

１２

「私
メディア」といった
「社 のあらかると」という華 の 方 に「 難 し そ う 」
会全体」との信頼関係 道会員向けの広報誌の発 はセンスがないので無理」
「池坊ホームページ」 という印象を逆に与える
を作り維持していくこ 行、
「ＳＮＳ」
での情報発信、 場合もあるようです。伝

１２

２４

１０

１１

１６

１月

式は自由。行事などは開

１０

３１

１０

とを言います。

ます。

１１
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池坊に置き換えると 池坊の行事や活動をメデ 統の美しさと同時にもっ
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７０

１６

ＳＮＳを活用した企画

主和室の大作とともに

花展会場の様子
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（8）
2 0 2 0 年（令和 2 年）1 1 月 2 5 日（水曜日）

ち
み
こ
花
第596号

