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各地の活動から�������（ ６ 面 ）

令和

年度

日、池坊２階ホールにおいて旧

華道功労敬老表彰

令和２年度池坊華道功労敬老表彰が 月
七夕会記念式典の中であり、池坊専永宗匠が、長年池坊華道に精励し後進の
育成と池坊発展のため尽力された門弟 名を表彰された。大原伸子常任委員
（唐津支部）に賞状と記念品の代表授与が行われ、加藤匠象常任委員（東京
花光会支部）がお礼の言葉を述べた。
式典後に宗匠、池坊専好若宗匠、池坊美佳青年部代表、池坊雅史事務総長
から表彰状、記念品が受賞者一人ひとりに手渡され、記念写真撮影も行われ
た。

和と美

ンは必要不可欠だ。しか は、その花木の生命と向 ていたら気付くようにな 素敵なことではないだろ

し、それを用いて、ＳＮ き合い、いけていく。時 る。そして、気付いたら うか▼その心は親孝行や

Ｓなどで他者への批判、 に花木と語り合い、その 決して踏まない。しゃが 家族を大切にすることに

民族、
２０２０年、振り返れ 中傷が絶えない。地域で 生き方に自分の日々の生 んで話しかける人もいる もつながる。人種、

ばコロナに始まりコロナ も国でも世界レベルでも、 活、人生を重ねていく。 と思う▼英数国理社の勉 文化の違いを超えて多様

のまま終わろうとしてい 他者への非難、攻撃ばか 華道人は自分の与えられ 強も重要だが、勉強しか な背景の人々を心から尊

る。未曾有の事態の連続 りで、分裂や対立が顕著 た生命を大切にし、困難 していない者は気付きも 重できるようになる▼こ

で、その都度最善は何か である▼花の世界はどう や失敗があっても決して せず、小さな花を踏んで れは、日本文化の中でも

と考えてきた▼コロナの か。花木は与えられた環 人のせいにすることなく もなんとも思わないだろ 花木の生命と向き合う華

影響で、人々の仕事のス 境から動くことが出来な 乗り越えようとする。常 う▼花の稽古を続けてき 道ならではの力と思う▼

タイル、生活のあり方、 い。所与の環境を受け入 に花木の生き方に学び、 た若者は、小さな家であ 華道を通じて、自分の人

人生観などが変化すると れ、不平不満を一切言わ 共感して生きているのだ っても、その軒下に丹精 生と向き合い、困難があ

見た時、この家の主人や いにもせず、乗り越えよ

言われている。その中で ず、懸命に生き抜いてい から▼見方を変えよう。 に栽培されている花木を ってもくじけず、人のせ

代、 代の学生、若者

がある、その努力に心か 瀬靜子、丸山登代▼静岡 値と意義はますます高ま と成長し、つぼみから開 が週１回のお稽古を１年、 家族は温かい心の持ち主 うと不断の努力をする生

いけばな、池坊華道の価 く。芽を出し、すくすく

川雅風理事（高岡支部）
ら感謝申し上げます」「い 市川昌子▼名古屋

沢田弘子▼松本 古

の開式の辞で開始。コン
けばなは日日進歩してい さ子▼東海

ったからこそ今日の池坊 岡

クール入賞者の表彰もあ
ます。私たちは現代に生 藤里青▼豊田

旧七夕会記念式典は中

り、若宗匠のあいさつ、
きているということを考 ▼大垣

◇

吉里満代▼人吉 村

［支部名変更］

口和代▼佐賀春陽社 森 岸田郁子
鹿

古牧 田久江、八田八重子▼山

柴田洋子▼湖東
前田昌子▼福知山

正翠▼大阪中央橘会 渡

＜総務所・華道会関係＞

春桃会献華式

（池坊中央研修学院祭）

月

三重・伊勢市・伊勢神宮内宮

◇大

阪

花

展

月14日（水）
〜19日（月）

大阪市・大阪髙島屋

◇東

京

花

展

月12日（水）
〜17日（月）

東京・日本橋三越本店

◇池 坊 全 国 大 会

月29日（土）

秋田市・ＣＮＡアリーナあきた（秋田市立体育館）

◇札

月

（池坊雅史）

◇福

月29日（水）
〜10月



◇第77回伊勢神宮献華祭

住田祐

ていただきたいと思いま 子、見座田つよ子▼伊勢 賀求道会 松永清子、吉 ▼静岡桂香会支所 池ヶ

◇

被表彰者は次の通り。 日市

す」などと述べられた。 谷口智生、大西斉子▼四 田梅仙▼佐賀一誠社 坂 谷愛美▼近江湖陽会支所
◇

▼由利本荘 佐藤リウ

▼台湾華宗支部（林窈
禪支部長）（２０２０年

2021年 池坊年間行事予定

日比野紲子、美 スマートフォン、パソコ 燃焼させている▼私たち 名もない小さな花が咲い 者を想う心を備えてくる。

松崎好舟 人の生活では携帯電話、 ないでいく。常に生命を アスファルト道路の端で 華道を続けている人は他 と確信する。

牧静子、加 いくつか理由がある。
今、 さまざまな形で後世につ はどう変化していくか。 ることが出来ると思う▼ まさに人間教育そのもの

谷ひ ると確信する▼何故か、 花し、枯れゆく。種子や ３年と続けていくと未来 なんだろうなと心を寄せ き方が出来るようになる。

遊木龍治評議員（出雲支

宗匠は式典あいさつで
「皆さまは永年華道に精
励し、多くの華道指導者
を育成してくださいまし

山村綾 本和子▼熊本橘 中臣勝
森惠美子▼吉 代、東家彌生▼日南 川

▼山形 橋田麗巧、矢口 邊秀紘▼西大阪
葉▼芦屋

月15日（水）
〜20日（月・祝） 名古屋市・松坂屋名古屋店

日
（月）福岡市・岩田屋本店

た。

えて、大きな池坊を作っ 濃島敏子▼斐太

２０

部）の閉式の辞で終了し

１０

2

た。皆さまがいらっしゃ

峯▼ひたちなか 櫻井絹

京都・池坊（予定）

◇旧七夕会池坊全国華道展 11月10日（水）
〜15日（月）

月１日付）
友連支部から。

京都・池坊

日（月）

俣スミ▼沖縄 新崎苗翠

月19日（金）
〜22日（月）

日（日）

１２

※特別会員限定のパスワードですので取り扱い
にご注意ください
※同パスワードで会員専用ページも開くことが
できます
※パスワード期限：2021年 3 月末（予定）

久保久美江▼両備
吉津慧津子▼広島広陽

松本惠子▼小野

パスワード：awgh8252

代▼宇都宮 滝澤玉俊、 備
橋本澄子▼東京弥生会

入江正枝▼鳥

板谷恵子、森井秀子、小 乃美範子、青野早池子▼
取

池はつね▼東京中央橘会 三原御豊
緒方妙子▼東京研究会

▼石見

西川華永、尾﨑惠子
金田順子▼東京紫雲会

有田光枝▼防府 貞
石井美知

伊東美知子、菊池淑子、 田

内田ミツ
谷崎洋子、野

坂本江風、岩瀬恵風▼平 森勝鳳▼宇部
子▼徳島

塚厚木 久留島翠星▼東 子▼下関橘会
京むらさき会 小佐治靜

◇名 古 屋 花 展

展

光▼拓修会 谷秀峰、茶 地美和子、石原登志風▼
山内ルミ子▼松山

今治
木順子▼東京花光会 加

東山純子▼小倉

月30日（火）

花

藤匠象▼東京青葉華道研 中央

深町幸子、髙原ますみ、

◇春のいけばな展

日（水）〜

大阪・南河内郡太子町・小野妹子廟

◇道 祖 ・ 小 野 妹 子 墓 前 祭

岡

究会 飯村浩子▼新潟

山田

東京・日本橋髙島屋

展

TEL（075）2 3 1 － 4 9 2 2

海外支部の花展・講習会���（ ５ 面 ）

１３

熊谷耀子、石附有恵子▼ 江口麗草▼久留米

上村イツ

月17日（水）
〜23日（火）

花

〒604-8134 京都市中京区六角通
東洞院西入堂之前町248番地

花の甲子園全国大会開催���（ ３ 面 ）

１１

新潟中越 中村桂子、小 ますみ▼浮羽

大原伸子▼佐

特別会員の方だけがご覧いただけるページが
開設されました。特別会員限定のお知らせや各
種お手続き書類をこちらのページに掲載いたし
ます。ページを開くにはパスワードが必要です。

札幌市・丸井今井札幌本店

◇華のおもてなし（宗匠作品展示）

幌

京都市・三十三間堂

日（水）

月

◇第17回三十三間堂

発 行 所
一般財団法人 池 坊 華 道 会

旧七夕会・青年部大作、花供養会（ ２ 面 ）

８２

田嶋房子、石丸昭子▼高 子▼唐津

池坊ホームページ
特別会員専用ページの
パスワードのお知らせ

〃

月20日（土）
・21日（日）

・奉賛いけばな池坊展

福岡・太宰府市・太宰府天満宮

月21日（日）

◇第67回太宰府天満宮献華祭

京都・池坊

日（火）

月

式

け

生

◇初

表彰された方々
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第５９7号

http://www.ikenobo.jp/

ち

メインに、
加できたことを嬉しく思 れた記者内覧会では、い 石黒美保子さん（金沢支

なお、これまでの着物姿の女性が表紙の「入門案内パンフレット」
は、年内で取り扱いを終了とします。来年開催予定の支部花展や社
中展で、「入門案内パン
フレット」の納品を １ 月
以降に希望されている支
部や先生方には「いけば
な鑑賞ガイド」をお送り
します。
【お問い合わせ】
一般財団法人池坊華道会
華道振興課（花展係）
まだお持ちでない先生はＦＡＸでお申込みください。
ＦＡＸ ０ ７ ５ （ ２ ５ ２ ） １ ３ ２ ５

『入門』いけばなを飾る場所

ストを用い分かりやすく解説しています。

池坊総務所 華務課

う」などといった感想が け込みの様子が取材され、 部）の介添えで菊の生花

けばなの魅力や立花・生花・自由花それぞれの鑑賞ポイントをイラ

いけばな鑑賞ガイド（部分）

オンシジウ

音菩薩に供えられた。献

華に続き、池坊を代表し

て池坊専好若宗匠が献花

台に花を手向けた。

作品画像の刷新やイラストの追加などをしております

けばなに興味を持っていただくことを目的として作成しました。い

FAX ０ ７ ５（ ２ ５ ５ ）３ ５ ６ ８

新聞の紙面やウェブで紹 をいけ、本尊の如意輪観

月

会は延期と

なり、

研究員採用試験
について

リニューアル

「いけばな鑑賞ガイド」は、花展にはじめて来られた方にも、い

TEL ０ ７ ５（ ２ ３ １ ）４ ９ ２ ２

寄せられた。

日午後に行わ 介された。

１２

ム、ユリ、

なお、

花 供 養 会

者や見学者の密集を避け

るため池坊短期大学から

六角堂までを練り歩く花

行列は行われなかった。

２０２１年４月１日に

１１

アジサイな

終息祈願などが書き込ま

どをいけ込み、そこに七

れ、全国の青年部員から

講師と青年

制作し、本部

約２７００枚が届いた。

夕をイメージした色とり

へ送付しても

来場できない全国の青

部員らによ

らい、作品を

年部員にＬＩＮＥ（ライ

花供養会は、僧侶、献

採用を予定していた池坊

中央研修学院研究員につ

華奉仕者、介添えで行わ

れ、読経がはじめると献

いて、採用試験の結果、

１４

（2）

旧七夕会の行事から

青年部大作展示

完成させる方

ン）により池坊美佳青年

日、六角堂境 は新型コロナウイルス感 きのクリアファイルを長

式を採った。

部代表、講師からのメッ

どりの短冊をつり下げて

験をさせていただいた。

日から

作品は島津

セージと共に作品写真や

華奉仕者の畠中美也子さ

池坊花伝書

る共同制作

会期間中に六角堂で執り

いろんな人に笑顔になっ

範好特別嘱託

展示の様子が届けられる

該当者はなかった。

花展配布用パンフレット
『いけばな鑑賞ガイド』のご案内

ん（東京清祥会支部）が

応募期間

第 1 回：2020年11月1日～2020年12月31日
第 2 回：2021年 1 月1日～2021年 2 月28日
第 3 回：2021年 3 月1日～2021年 4 月30日
第 4 回：2021年 5 月1日～2021年 6 月30日
第 5 回：2021年 7 月1日～2021年 8 月31日
第 6 回：2021年 9 月1日～2021年10月31日

献華の様子

畠中さんは「光栄な体

今年３月の春のいけば

行われた。花供養会は１

講師が制作、

と「たくさんの思いが一

一般財団法人池坊華道会では現在、SNSのTwitter（ツイッター）
とInstagram（インスタグラム）で「#花をいけようキャンペーン」
を実施しています。
参加方法は、自身でいけた作品の写真を撮り、ツイッターかイン
スタグラムで池坊公式アカウントをフォローの上、「#花をいけよ
うキャンペーン」をつけて投稿するだけで、抽選で毎回 7 名の方に
日本華道社商品のプレゼントが当たります。写真は自身でいけた作
品であれば稽古や花展でいけた作品も投稿可能で、
花形は問いません。
ぜひ、教室の生徒さんにも
ご案内いただき、皆さまご参
加ください。詳細は池坊ホー
ムページをご覧ください。問
い合わせは（一財）池坊華道
会広報課まで。

１１

日旧七夕

な展が開催中止となった

てもらえるような作品を

今川清研究員

つになった作品が拝見で

花をいけようキャンペーンを実施中

１５

が行われているが、今年 完成させた。短冊は色つ

内に青年部の大作自由花 染症の拡大防止のため募 方 形 に カ ッ ト し た も の

年間にいけた花の供養と

が助手にあた

きて嬉しい」
「作品に参

上・ご巡視の様子
（家元道場 ２ 階）
中・ゆったりとし
た花席を観覧
（WEST18・ ７ 階）
下・コンクール受
賞者

り、竹とフジ

ヅルを構成の

コロナ禍

での光景

制作する島津講師と今川研究員

１３

旧七夕会期間中の 月

「飛翔」が展示された。 集は行わず、代わりに作 で、そこに未来への願い ことを受け、同期間内に

いけていきたい」と語っ

旧七夕会

して法要と献華が毎年行

2 0 2 0 年（令和 2 年）1 2 月 2 5 日（金曜日）

青年部大作はここ数年、 品の一部を各自で事前に やいけばな上達、コロナ 実施予定であった花供養

み

た。

こ

われている。今回は参加

花

第597号

若宗匠の講評

「
日、京都・

花 の 甲 子 園 2020
」全国大
Ikenobo

会が旧七夕会期間中の 月

池坊２階ホールで開かれ、リモートで行
名全員が参加した。大会は

われた地区大会を勝ち抜いた全国８地区

の代表８校

関 係 者 の み、 無 観 客 で の 開 催 と な り、
チャンネルでライブ配信が行
YouTube

青年部代表

東京藝術大学で

講義、いけばなデモ

池坊美佳青年部代表が ゲスト講師として同大学
月４日、東京藝術大学

も興味がある。伝統文化 美しさといけばなの美し

「華道を追
『いけばな』
を取り上げ、 さ の 違 い は 」

池坊美佳さんに講義いた 求することで、何が磨か

だきます」
と紹介された。 れていくと思われるか」

分間の講義では、パ などの質問が寄せられた。

「花器の意匠の変遷」を 木に再び、何かしらの秩

拠点 Art&Scienceワーポイントを使用して、 青年部代表は「自然の
COI
でリモート講義 「池坊と六角堂の歴史」 秩序から切り取られた草
LAB.4F

名へ向け、「社 を行われた。東京藝術大

全学部生（美術、音楽、
映像）約

拠 点 伊 東 順 二 特 解説。デモンストレーシ 序を与えることがいけば
COI

任教授の依頼。同講義は ョンでは、ボケやバラ、 な の 完 成 と い え る 」「 自

会基盤としての芸術」の 学

４０

生花２作、自由花４作を ぞれに答えがあると思う

が、華道を通して磨かれ

学生からは「いけばな るものは、命を大切にす

詳細は同館ホームペー

日が休館）

日

【大和文華館】

会期：２０２１年１月６

月曜休館（ただし

きましたが、このたびの

近鉄奈良線学園前駅か 〔月・祝〕は開館し翌

期（ 世紀末ごろ）の作

と判断されました。床の

月か

通常はいけばな資料館

そうした知識も備えてい

主題に統一されており、

ーに加わっ

ら新メンバ

今年

日（日） ジでご確認ください。

日（水）～２月

京都二条城イルミナージュ

ＩＫＥＮＯＢＯＹＳの
で展示している立花図屏

た江戸狩野系の絵師を筆 春夏秋冬を華やかなイル をタイトルに、風に揺れ

『光と風』
二条城の歴史と京都の 馬 場 健 両 氏。

ミネーションで表現する る花びらや葉っぱを連想

作品の近くには、宮中

城イルミナージュ実行委 で花会を頻繁に開かれ、

専養の代にあたります。 ジ ュ』
（主催／京都二条

伝書』
（大和文

市の二条城で

月４日か 天皇のイルミネーション

世紀の『宗清花 員会）が世界遺産・京都 池坊と関係の深い後水尾

池坊系の伝書とされる

た小杉秀樹、
風が、大和文華館（奈良

者と推測しての判断で

作品展示中

市）で開催される特別企

す。池坊では、三十四世 『京都二条城イルミナー させる作品を仕上げた。
世紀）の作と推定されて

れまで江戸時代中期（

画展に出品されます。こ

題が、古い中国絵画風の

こと、床の間の掛軸の主

岩や木の描法がみられる

（１６０２～７４）風の

間の山水図に、狩野探幽

ら徒歩７分

調査により、江戸時代前

「 草 木 花 の 自 然 の ちに返答されていた。
いる、ということにとて の か 」

は革新し続けて守られて はどのように完成させる る心だと思う」と学生た

は「日本において、伝統

講義前に伊東特任教授 いけられた。

に開講されている。

「人それ
をゲストに招いて定期的 池坊の精神を話しながら、 の 美 は 理 想 美 」

ど多方面で活躍する方々 花をいける時の心構え、 然美とすると、いけばな

芸術、デザイン、映画な コチョウランなどを使い、 然そのものの美しさを自

青年部代表のリモート講義

われた。
当日の様子を写真でお伝えする。

ました。また、作品とプ う哲学にも相通ずるので イブ配信を見ている方々
に大きな力を届けられた
最優秀校は、最初は器 のではないでしょうか。

レゼンテーションの調和 はないかと考えます。

花の甲子園は団体競技 も大切なポイントでした。

⑦作品に込めた思いをぶつけるプレ

９０

され、江戸時代 ベントに、池坊が華道男 １年２月 日まで。

華館蔵）も展示 ら開催されている。同イ も飾られている。２０２

１２

です。限られた時間の中 高校生の皆さんが今でき の下の方に葉っぱを並べ、 ここで得た経験を自信に

でいかに焦らずいけてい ること、感じることをど その後上の空間を大きく して、一人一人が日本の

１６

なっています。

チケットは、コンビニ

ルミナージュ事務局公式

制作に当たったのは、 サイトでご確認ください。

ができる構成と 力した。

を理解すること ーションいけばな」で協 どでも購入可。詳細はイ

立花の位置づけ ＯＹＳによる「イルミネ エンスストア、郵便局な

の文化における 子グループＩＫＥＮＯＢ

２１

くか、他の２人はどのよ のように作品やプレゼン ダイナミックに構成され、 伝統文化、生活文化であ

うにサポートできるのか テーションに盛り込んで その対比がとてもみずみ るいけばなの美と心の継

が問われます。それぞれ いくか、そのことが結果 ずしく、ドラマチックに 承者であり発信者である
という気持ちを忘れず、

１４

１２

１１

１１

１７

立花図屏風（右隻／部分）

◆準優勝◆
安田女子高等学校（広島）
（696点）

それぞれの学校の皆さ いけばなを一生の友とし

⑥限られた時間でのいけ込み

１５

の心の在り方が、作品に を左右したのではないで 演出されていました。

反映していたと思います。 しょうか。今の感性を出

④審査員席⑤「フラワーファイト！ 」

１１

作品については花材の す、これはいけばなの、 んの努力、思いが作品に て歩んでほしいと願いま

ごあいさつ③昨年優勝校旗返還

２４

細かい扱いに差が見られ その時々を輝かせるとい 反映され、会場の方やラ す。

写真①個性あふれる入場②事務総長

１１

立花図屏風
大和文華館 特別企画展
「大人の嗜み 立花・
鉄砲・古画鑑賞」
に出品

１８

⑤
⑩

⑩全国大会初出場にして、初優勝！

◆ ３ 位◆
岐阜県立大垣東高等学校
（695点）

④
⑨

◆敢闘賞（地域順）◆
北海道札幌北高等学校
宮城県涌谷高等学校
東海大学付属浦安高等学校
文化学園長野高等学校
佐賀県立唐津南高等学校
ゼン⑧審査風景⑨優勝校旗授与

②
⑦

◆優勝◆
京都市立西京高等学校
（707点）

③
⑧

全国大会開催
①
⑥
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各支部の花展から
滝川支部花展
『 虹いろの花のコレクション』
以下、上村千嘉子中央

日、 委員からの報告。

池坊滝川支部花展（所

紫翠支部長）が 月

た。
入場者も途切れること
なくたくさん来られ、熱
心に見ていただきました。
出瓶者は年配から若い
人まで一堂に会して、い

〈ロビーの広々とした けばなの楽しみを味わい、

今回は会場内の密を避

な秋の香りが会場いっぱ
い。来場者からは「富士
の裾野の自然なお花が使
われていて、身近に感じ

られてよかった」
「普段

よりも広々として自然の

光も入り明るくすっきり

とした印象を受けた」と

感想をいただきました。
いつもの花展と違い、

涯学習フェスティバル

が、 親 子 を 含 め

今年は参加できず、
名 の ます。

まなトピア２０２０」
に、 方々が参加。例年ですと 来年の楽しみとなりまし

名以上も日本文 た食器を花器として利用

いけばな体験『花と遊ぼ 地元の水産会社の海外実 た。今回は使わなくなっ

◇

豊田支部

瓶。
「昔はお花を

青年部研究会

とお声がけをしました〉

です。ぜひまた一緒に、

と話される方が多かった

お花も変わりましたね」

していました。ずいぶん

心に

ミニ花展も自由花を中

方が多かったです。

い方にも関心を示される

化の体験として来てくれ しましたので、食器の使

う』とミニ花展『花とた 習生が

のしむ』で参加した。
◇

以下、
佐藤支部長から。
◇

〈今年もいけばな体験

とミニ花展で参加しまし

月８日、 の３分の１ほどの参加団

池坊釧路支部（佐藤露 た。コロナ禍の中、例年

新しい形の花展を模索し 子支部長）が

ながら一歩を踏み出すこ 北海道の釧路市生涯学習 体でしたが、無事に終わ

２時間の体験会でした

まなぼっと幣 りほっとしました。
舞で行われた「釧路市生

とができ、やって本当に センター
良かったと思います〉

瓶を前期

展も開催することにしま
した。出瓶数

池坊豊田支部青年部研 各自が新しい発想を発見

月

日に愛知県の豊田 じることができました。

久しぶりに研究会を開

催し、みんな花が好きで

けでなく、コロナ後のい

ージ上で開催しておりま ごにいけるお花」です。 えてきました。来年の花

〈今回の研究会は「か けばなの活動の再開も見

なお、インターネット らの報告。

以下、太田青年部長か あることを再認識するだ

て月次会（当支所の研究 が和みました」と喜んで れた。
ト上で実施し、今回の花

を大切に、心の癒しを与 ので、同時に会場での花
えられるようなお花を心
土日祝日は紅葉のライ

掛けました。
トアップがあり、大勢の
方に見に来ていただきま
し た。
「いいお花を見せ
てもらってありがとう」
とお礼を言われ、より多
くの方に気楽にお花に親

の報告。

方までご指導いただき、 したいと思います〉

初めて参加した方か

ら、
「他の方々の作品を

見るだけでも勉強になっ

た。このような機会が与

〈コロナ禍の中、佐々 えられたことに感謝」と

木康人准教授をお招きし、 の声も聞かれ、安堵しま

各自用意した初秋の花

一日も早く平穏な日々

材で思い思いの作品を制 が戻り、通常通りの花展

導いただけました。

心から祈っております〉

以下、對馬支部長から 作。一作一作丁寧にご指 や研究会ができますよう、

した。

ちプラザで研究会を開催

日に北海道帯広市のとか 研究会を開催しました。 した。

喜子支部長）では９月

池坊帯広支部（對馬多

帯 広 支 部 研 究 会

しすぎずお部屋との調和 状況も変化してきました ただければ幸いです〉

動線を描きながら、主張 ロナと言われ、世の中の 索していただき、ご覧い 人は少なく、基礎や考え ふれた温かいコーナーに

しかしながらウィズコ す。
「 近 江 湖 陽 会 」 と 検 かごにいける経験のある 展は、感謝の気持ちがあ

していた花展開催をコロ ました。

〈今年度は４月に予定 展を開催する運びとなり 花展を当支所のホームペ

所長からの報告。

以下、笹井けい子副支 会）を２度インターネッ いただきました。

れた。

以下、
志村分会長から。 分たち自身が元気になり、 長）が、 月７、８日の 月にインターネット上で 名の方に来場していただ 太田里実青年部長）が、 して未知なる可能性を感

けようと、花展を計画し

れたことは、佐賀県民な

２５

月１日の両日、北海道
名

滝川市のホテル三浦華園 空間を生かした花展を初 希望と勇気をいただきま 講義、デモンストレーシ

で開催された。季節の花 めて企画。三浦華園さん した。例年とは全く違っ ョン、そして参加者
お花を一人一人指導して

材を用いた自由花、三種 のご協力で、無事２日間 た雰囲気の中、意義深い が前日から準備していた
の支部展を開催できまし 花展となりました〉

近江湖陽会支所花展

後期に分けて展示。三密

を避けるため、積極的な

いけばな体験の様子

の、２日間で総勢１１０ 究会（近藤隆治支部長・ し、改めて花の魅力、そ

第５回池坊近江湖陽会 ナのため見送りました。 宣 伝 活 動 は 控 え た も の

インターネット花展の試みも

１６

澤恭子支部長）富士吉田

支所花展（笹原徳光支所 支所内で模索する中、

１０

「広く明るい会場で
両日、滋賀県長浜市の長 の花展を行うことに変更 き、

らの報告。

〈佐賀県総務部資産活 ら誰もが知るところです。
用課より、中之小路賓館 この伝統ある建物に花を
の秋の特別公開に際して、 いけさせていただくこと
池坊の花をいけ、来客を に、身の引き締まる思い
多久島良子常務理事に

もてなしてほしい、と依 がしました。
頼がありました。

中之小路賓館は、明治 は１階と２階の大広間の

１０

生、立花新風体など約
いただきました。初めて
中研の先生の講義・実演
を身近に接し、全員深く
感激し、大喜びでした。

ミニ花展

〈春から研究会も花展 会員同士の心を繋ぐこと

日の両日、山

いを込めて』をテーマに 私たちはまずはお花をい 展でした。
月 、

初日は井上太市先生
（研 して実施。外は快晴、富

け、窓やカーテンを開放

南コミュニティセンター

究員）
を講師にお迎えし、 士山は目の前、さわやか

佐賀県連合支部（原恭 公舎）でいけばなを展示 あります。昭和 年には の雰囲気に合わせ、花の

３３

以下、原連合支部長か 佐賀でのひと時を楽しま きました。細部にわたり

昭和天皇もここを訪れ、 もてなしをさせていただ

３６

で花展を開催し、 瓶を

梨県富士吉田市の下吉田 ました。

１８

から平成までの１２３年 床の間のしつらえをお願

しんでいただけ、嬉しく

２２

１７

佐賀県知事が住まい、 いし、連合支部長６名は
日まで、佐賀市 間、

応接間の展示

思いました〉

花展会場風景

１０

瓶が展示された。

八王子支部 富士吉田分会 花展
『 富士の裾野で花に願いを込めて 』

一人一人がコロナの収

いけばな体験と

分会
（志村千代子分会長）

束を願いお花をいけ、自

釧路支部

浜文化芸術会館で開催さ しました。その準備とし ゆったりと鑑賞でき、心 市福祉センターで開催さ

池坊八王子支部（小野 展示した。

６４

１０

花展会場風景
３３

が『富士の裾野で花に願 も中止、お花が大好きな ができ、大変有意義な花

１１

４０
花展会場で記念撮影
１４

の中之小路賓館（旧知事 賓客をもてなした場でも 各部屋に和・洋それぞれ

日から

１１

１１

３１

いけばな展示

子連合支部長・佐賀春陽 した。

旧知事公舎で

社支部長）では、 月

佐賀県連合支部
２３

１１

１１

１０
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上海支部花展

けのいけばなをは
じめミニチュア作
品、大作自由花、

ただき、
励みとなりました。 り、一層いけばなに精進する
長年上海支部のご指導を 気持ちとなりました〉
いただいている三浦友馨先

池坊上海支部花展（王盈 大作の立花新風体、古典立 生と三浦篤正先生には、準

レビ電話を通じていろいろ

細かいご指導をいただき、
今年はコロナの影響で、

会場には仏教をテーマと 感謝申し上げます。

瓶を展示しました。

日まで、中国・上 風体など、幅広い作品計

風体、生花正風体、生花新 電話やウィーチャットのテ

支部長）が『空華水月・玉 花、現代的な立花、立花新 備期間から開幕の前日まで
佛印心』をテーマに 月
日から
以下、王支部長から。

海玉仏禅寺で開かれた。
〈花展会場は玉仏寺の陳 した大型絵図もあり、観覧
家泠仏教芸術館で行い、館 者は絵図といけばなを一緒 多くの授業が中止となりま
内の雰囲気と合わせて赤、 に楽しんでおられました。 したが、支部の皆さんの学

日、野田

日は午前に生花（変化形二

ましたが、支部会員の要望で、 然調と意匠形）の講義と実演

皆さんにお会いでき、楽しい

を使用して、
草道、 ティブな感想が多く聞かれま

「 距 離、 時 間、
挿し交ぜ立花、習 し た。 ま た、

物七ヶ条すすき一 費用などを節約でき、効率が
葉の講義と制作実 良いように思う」というご意
皆様方のお陰で無事に終了

演をしていただき 見もありました。
ました。

出瓶者の中には、入門して します」とのお言葉を頂きま

できました〉

念いけばな展が開

４カ月、１年という生徒も した〉

１週間後の 月

催されました。池

おり、自由花をお披露目。

が出瓶しました。

た。
日の開店時には、谷口

根室支部

要ですが、観光客の皆 も花を飾り続けている

さんや通学、通院など 穂高駅での贈呈式（代

日、北海道旅 お届けできれば嬉しい った。齊藤氏は『身近

（大口和子支部長） の近隣の方々に癒しを 行・長野支社長）とな
月

月よりＪＲ九州の豪華 支社から感謝状を受け てこられたボランティ る人に楽しんでもらえ

飯田支部長から「８ 客鉄道株式会社・釧路 です。諸先輩方が続け なお花で、駅を利用す

を展示。

駅にいけばな展示で受賞
佐伯支部
（飯田保津美支部長）

年以上、支部員 ア活動をこれからも受 たら嬉しいと思い続け

ら「駅の環境美化や地 ることになり、市内散 いけばなを展示。５、 います」との報告。

鉄道株式会社・社長か 変更で佐伯駅に停車す が交代でＪＲ根室駅に け 継 い でいきたいと思

…』と話し、この日も

うな賞を頂けるとは

てきた。まさかこのよ

月１日、九州旅客 列車ななつ星がコース る。

域に親しまれる駅づく 策の時間に立ち寄られ ６年前からは高岡貴美

齊藤美峰氏（松本支 自宅のブルーベリーを

一同の励みとなりまし
た。これからも、駅を
利用する人々の癒しと
なるよう、活 動 を 続 け
ていきたいと思ってい
ます」との報告。

花や、楽しく優しい自

ヤス子横須賀支部長か の移ろいを感じさせる

華道会支部長）の飯塚 ストレーション。季節

佳子連合支部長・厚木 な講義とともにデモン

神奈川県連合（野田 花を含め、 作を明解

キスト通り大作の迎え

でお願いしました。テ

き、講座時間は３時間

なアドバイスをいただ

政先生には事前に的確

のため、講師の豊田光

当日の受講者は４４

月９日、東日本旅 のお花が飾られていた」

年にわたりボラ

ンティアでＪＲ穂高駅

に花を飾り続けている

活動に対し、感謝状を

受ける。

日

細川留美子支部長か

ら「感謝状は 月

の『鉄道の日』を前に

贈られたもので、いつ

から分かりやすく楽し ナ感染防止対策に努め

かったと好評でした。 ました。時間を短縮し 活動も制約を受け、参

主管のスタッフ不足 て の 開 催 と な っ た た 加者の多くが満たされ

〈主催および共催支 した講座となり

和気あいあいと

亀谷かおる豊浦支部 熱心に聴講し、

どを、参加者は

温かい心の触れ合い

た理解しやすい講義な 労が報われました〉

ワイトボードを利用し 回講座で、開催者の苦

ンストレーション、ホ がたくさん詰まった巡

の華麗なお迎え花デモ

盛況でした。柿沢先生 を与えてくれました。

くの参加者があり、大 生の作品・講義が潤い

に、当日は１４０名近 その乾いた心に柿沢先

主催者の危惧をよそ されることを教えられ、

。
一輪の花に癒
ご配慮いただきました。 ること』

会場使用が当日のみ 支援で終了できました〉 備していただくなど、 マは『花が教えてくれ

下、
開催に至りました。 連合支部の先生方のご 生には事前に作品を準 迎えた巡回講座のテー

支部長や会員の協力の を講師のご指導のもと、 め、講師の柿沢正一先 ないものを胸に抱えて

巡回講座２０２０

コロナ禍のため華道

合室は暖房で乾燥する 客鉄道株式会社・社長 との報告。

高岡氏から「駅の待

駅にも池坊の花が飾ら 代で展示を続けている。 部、中央委員、華督） 使った、深まりゆく秋

りに貢献した」
として、 た交流館の床の間や、 子氏と佐藤凡子氏が交

感謝状を受ける。約

年にわたり、支部員が れ ていることに気づか

副賞金を頂き、支部員

支社長様より感謝状と

「式では代理の大分 ので手入れは頻繁に必 から

交代でＪＲ佐伯駅に花 れ、喜ばれました」

１１

２０

黒、黄の３色を花席のバッ 「簡略の中から命の美しさ びは続いています。花展の

池坊メトロポリタンワシント めキャンセルになりました。そ
日と

、 午 後 は 自 由 花（ 自
ンＤ．Ｃ．支部（大谷満子支部 こで初めての試みで不安もあり 重 生 け ）
長）では 月

参加者からは「ズームの方

典孝ニューヨークシティ支部長 ２日にわたり野田先生によるバ をしていただきました。
を講師に迎え、Ｚｏｏｍ（ズー ーチャル講習会を開催しました。

日

は立花。スライド ひと時を過ごせた」などポジ

初日の 月

「久し振りに
く上回る会員が参加しました。 の で 良 か っ た 」

ム）でのバーチャル講習会を実 両日とも当初 名の定員を大き が詳細に説明していただける
施した。
以下、大谷
支部長から。
〈今年予定
されていた野
田典孝全米い
けばな特派講
師による講習
会は、コロナ
感染拡大のた

日から

日本人、タイ人のお客様

２８

〈県内はまだコロナ 由花がいけられました。 長からの報告。

らの報告。

１４

クに使いました。釣り、掛 を感じました」と好評をい 開催はいろいろな勉強とな

支部長）が 月

日までタイ・バンコク市の

サイアム高島屋で開かれた。 も多かった３日間でした。 支 店 長 が 作 品 を 見 て 回 ら
に、それぞれがタイの花を 坊いけばなを見られるとは

「タイでこのような池
以下、徳江由紀子副支部 『生活を潤す花』をテーマ れ、

長からの報告。

１０

万全の対策を取り、各 ２名も集まり、皆さま 部が一丸となってコロ ました。

禍の厳しい状況の中、

作品とともに

３１

坊、小原流、草月

流の３派が交代で展示を行 お客様にご説明すると、「え

バンコク支部花展

１５

３０

２９

（サリー・プライサンクル い、池坊は支部長以下９名 ～、可愛い」と好評でし

池坊バンコク支部花展

２４
１０

１１

３１

〈コロナ騒動の中、サイ 中心に立花新風体、生花新 思ってもいませんでした。

（10月11日、山口県・下関市民会館）

２４

５０

豊浦支部主管
下関橘会支部共催

１０

駅の花の前で

（10月11日、横浜市市民会館
関内ホール）

１１

自由花をいけました。 皆さんのご協力に感謝いた
アム高島屋で開店２周年記 風体、

横須賀支部主管・県下各
支部、グループ共催

１０

１０

１３
１８

感謝状を手に

テキスト表紙

ズームでの講習会
１６

１６

１１

メトロポリタンワシントンD.C.支部 バーチャル講習会開催
１１

神奈川県連合

１５

海 外 の 活 動 か ら

花展会場の様子
いけばな展示風景
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実演をお願いしたいと、
県より原本先生に依頼が
ありました。
日に実演が行われ、

祭を開催した。

日

いたりと、大変好評でし

と呼ばれます。六角堂に 整備で少し移動するなど 松山藩邸に祀られていた

的で、仏を守る神は鎮守 れました。その後の境内 ます。江戸時代、近隣の

に六角堂が焼失した後の

叡山の側に位置すること 小学校に継承されました

が、第二次大戦後、教育

京都では小学校ごとに学

ましょう、ということに

より、実施できました。

出品者は昨年より少し

少ないですが、みんな喜

名が参加

んで出品してくれました。
体験も行い、

して楽しく花をいけ、喜

んで帰られました。

見学者はマスクをし、

手を消毒し、話し声も少

なくしながら、熱心に見

支部引立教授者有志ら、 てくださいました〉
以下、佐藤氏から。

計 名が 瓶を展示した。
〈毎年１回グループ展
を行っていましたが、今

その隣にもう一つ、日 と宗教の分離にともなっ

元治元年（１８６４） は変わりありません。

しょう。

関係の神が選ばれたので 境内の東側、すなわち比 藩邸跡に建てられた日彰

は、ゆかりのある比叡山 の変化を受けていますが、 稲荷社が、明治維新後、

た。
「純和風の紅葉した庭
園、和風建築、和服姿」

来年もぜひ、お願いし

る医師の母が六角

区が設けられ、六角堂は

復興の記録によれば、あ 彰稲荷という神社があり て行き場を失いました。

堂の鎮守を深く信

六角堂は仏教の寺院で 仰しており、医師

すが、境内には神社があ がちょうどよい大

地元のコミュニティチ り、唐崎社と称していま きさの古宮を見つ

きました。
今年はコロナであまり

直近になってコロナ感 出かける機会が少なかっ

コロナ第３波が押し寄

もりを育む大切なことで

年はコロナでいろんなイ
池坊会津若松支部（樋 ベントや花展も中止にな

皆さんに来ていただきま います〉

はしっかり、
三密を避け、 に喜んでいただけたと思

本郷町公民館でミニ文化 しましたが、感染症対策 ということもあり、余計

に滋賀県近江八幡市の西 染が増えてきたので心配 たことと、町内での開催

代中央委員が、 月

恵美子支部長）の川瀬佳 ました。

池坊東近江支部（堀内 自由花を９人で 瓶いけ

どなたにもわかりやすい お言葉をたくさんいただ

町内での花展ですので、 「よかったわ」と嬉しい 融合する神仏習合が一般 園社の神が合祀さ

ミニ文化祭を行いました。 くださった方々からは、 明治維新まで、仏と神が あった天満宮と祇

いるお花と趣味の会で、 な喜んでいました。来て 神社の神です。日本では 江戸時代に境内に

町内の公民館で稽古して ただけるというのでみん 琶湖のほとりにある唐崎 す。再興にあたり、

なくなりました。
そこで、 来て、テレビに出してい 神は、比叡山の東麓、琵 り受けたといいま

り、みんなの発表の場が ャンネルＺＴＶが取材に す。祀られている唐崎明 けてきたので、譲

域での文化祭が中止にな

〈コロナ感染に伴い地 した。

おいて、池坊いけばなの たりいけばなに見とれて たちは喜んでいます〉

立派な建築「清風館」に が足を止め、写真を撮っ たいとのことで、若い人

た。その中の書院造りの に大勢の観光客の人たち

ちに国の名勝となりまし 泊船など、いけている姿 ている表情でした。

大な庭園・縮景園は、の 生花、椿一輪生、水仙の む多くの観光客が感動し

長晟によって造られた広 立花を３瓶の他、ボケの と、和の文化に外国人含

各 地 の 活 動 か ら

池坊広島広陽支部（龍

口恵以子支部長）の原本 広いお座敷の障子をすべ
い人たちが和服姿で立花

昌明常任委員社中が、広 て開放し、原本社中の若
島市の名勝・縮景園で
イブキなどを主体とした

松や菊、
月 日にいけばなの実演 正風体の菊一色、

を行った。作品は 日ま
で展示された。
以下、乃美

範子副支部長
からの報告。
◇ ◇ ◇
〈４００年

前、広島藩主

以下、川瀬氏から。

〈新型コロナウイルス を含め、総数 瓶の展示

せる中、大勢の方々に見
入場者は入り口で検温、 ていただけました。ある

感染症拡大により、様々 となりました。
な花展や研究会、行事な

どが中止になりました。 消毒を実施。地域の方々 方が「子どもの時に花に
お稽古に来ている方々か や、花をいけた子供たち 触れると、大人になって
ら、何か自分たちにでき とその家族、そして社中 も花の持つ優しさを忘れ
どが訪れました。

すね」と話し
てくださいま

口光子支部長）の佐藤智 っていたので、どうしよ
子中央委員の社中展・有 うかと迷っていました。
しかし、ギャラリーのオ
しさ、尊さを 日の両日、福島県会津若 ーナーから、換気できる

◇

たので、移転先に選ばれ

◇

たのです。

◇

※当連載の動画は、次の

ＱＲコードからご覧くだ

さい。

の準備、会場が混乱しな

いように事前の開催予告

も最小限にしての開催と

なりました。

幸いにも米原市は文化

活動が制限されることな

く、
施設のエントランス、

休憩所をお借りすること

ができ、そこを行き来す

る多くの市民の皆さんや、

同じいけばなを楽しまれ

ている方々に興味深く見

月１日の両日、 ていただくことができま

垣佳水氏の社中展が 月

する。

◇

瓶を

◇

ベントが中止に追い込ま

うこともあり、多くのイ

〈今年はコロナ禍とい

◇

これからも、同じ教室

の仲間同士、花の力を信

いきたいと思います〉

ことなく、切磋琢磨して

氏からの報告でお知らせ に感謝の気持ちを忘れる

以下、同支所の竹田恵 じ、花と向き合えること

展示した。

館で開催され、計

滋賀県米原市の山東公民 した。

日、

日彰学区の中となってい

唐崎社（右）と日彰稲荷

花展会場の様子

境内の神社

日間でした〉 三遊で開催され、社中と 予防を徹底的にしてやり （笹原徳光支所長）の稲 れる中、状況を見ながら

池坊近江湖陽会支所

１１

会場の様子

再認識した２ 松市のアートギャラリー ように部屋も直したので、

３１

東近江支部・川瀬氏

池坊中央研究所

花展会場の様子

西本郷町ミニ文化祭

ることはないか、との声 の方々、総勢１００名ほ ないでしょうね。心に温
が上がりました。
ちょうど法厳寺では、
年ほど前から毎年報恩

した。

会津若松支部・佐藤氏
ことのすばら 志ミニ花展が 月７、８

花をいける

社中展・有志ミニ花展

１０

稲垣社中展

となった浅野

池坊長良支部の坂佳子

支部長社中のミニ花展が 講に地域の子どもたちが
、 日の両日、 こで、私たちも一緒に花

『花のぬくもり』をテー 花を飾っていました。そ
マに 月

実現。いけばな体験をし

岐阜県安八郡の法厳寺本 の展示をしたいと思い、

堂で開催された。

近江湖陽会支所

１０

２３

２２

開放的なお座敷の展示
１４

１１

１０

１９

２０

１１

以下、坂支部長から。 た地域の子どもたち 名

いけばな体験の様子

広島広陽支部・原本社中
１９

坂社中ミニ花展

２９

２３

いけばな実演

長良支部
２８

１１

名勝・縮景園で
１５

１１

２６

１５
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催され、総数

瓶を展示

今回は、変化形の器で けばな門標も取得しまし

した。以下、
浅川氏から。 はなく、久しぶりに水盤 た。
劉さんは「いろんな日

絵画の方にも「お花が 本文化を体験しようと思

〈毎年恒例の花展です にいけ、好評でした。
が、ウィズコロナの最中
ですので、一回の展示瓶 あると会場が明るくなる、 ったのがきっかけで、い
数を少なくして、期間を ありがとう」と喜んでい けばなを習い始めました。

かにかつ、真剣に過ぎて

ある関東第１位に入賞す

して本戦出場が決まり、

ることができました。そ

山口先生から、いけ方

校内でのいけばなへの注

いきました。

の解説、
お手本花に習い、

目が高まり、多くの生徒

花に向かう生徒たちの

（宮下廣子支部長）の森 華道部顧問・森田圭子が 表情を見ると、その目の

田圭子氏が、千葉県浦安 あたり、華道部卒業生も 輝きは真剣そのもので、

◇

１限目に池坊の歴史、 せんでした。
◇

続けたい」との声が聞こ

生徒自身が日本の伝統

えてきました。

文化を学び、感動し、長

い歴史の中、人々に受け

継がれてきた池坊華道に

接し、改めて興味を示し

てくれたのではと思いま

す。この特別授業を通し

て、将来の進路設計・キ

去る８月、私が指導に は《 Ikenobo
花の甲子園》 ャリア教育の一助となる

◇

でいる中学生とは思えま

市の東海大学付属浦安高 参加し、後輩の指導に力 普段にぎやかにはしゃい
名、 月

等学校・中等部で、９月 を注いでくれました。
日に１年生

名に華道 華 道 と 日 常 生 活 の 関 わ
り、２、３限目にいけば

て、す ば ら

なを勉強し

っていけば

ら私は頑張

とを期待しております〉

花を咲かせてくださるこ ともに）

意欲満々の保育園児

月認可︶

﹁総華督﹂取得者

︵

田

佐々

▼旭川大雪 小尾直美、

母さまは育 木玉荘▼東京研究会

休に入り、 村紀子▼千葉県千桜会

牧

鳥山美重子

山田

がお花を横取りしていけ 緑賀▼東海

講崎以久代

ィさんを紹介するお便り しく指導させていただき

江原陽子常任委員から、

（岩下ツヤ子支部長）の

池坊東京すみれ会支部

リアをトルコギキョウの

数日後、アルストロメ

名）

米

荻真華▼松山

は じ め ま し た。
「 も っ と ▼三原御豊

ちゃんになった皓三くん 子▼東京かなめ会

吉田素

久しぶりに 関美和子▼東都橘会

お花をいけるとき、お兄 山雪華▼東京竹

東京すみれ会・江原氏から

とともにお 山岸裕美子▼上毛

クウェートにも池坊の （写真・作品、写真集と

しました。

な体験と、３時間が和や 当たっている当校華道部 に出場。その結果、栄え ことを願っています〉

東京和心会・田村氏指導

しいということを
分かってほしい」
と、おっしゃって
いました。
帰国する今年の
夏前日まで、時間がある
田村民子中央委員から、

この辺に青い花を増やし ▼山口

ました。脇教授３級のお

たいなぁ」と、意欲満々 城山泉▼佐賀春陽社
化の日表彰「教育文化功

が届いた。
以下、田村氏から。

許しが出たら、すぐに教

社中の富井直子氏の息子

代わりにしようとすると

免許状、席札など

免許状申請
発送状況

でいけてくれた様子です。 倉弥生 （
 以上、
労賞」を受賞。多年にわ

〈池坊の門弟には中近 えたいという熱意をお持

「ぼくがやりたい」と

の普及と後進の指導・育

さん・皓三くん（保育園

いけなおしてくれて嬉し 中旬の総務所華務課受付

お問い合わせは華道家

かったと、お母さまは申 分について、
発送中です。

しておられます。

が癒されました〉

８３８。

コロナ禍の時期、お子 元池坊総務所華務課まで。

した。下のお子さま誕生

〈コロナ禍で保育園は
を見た人はいない。だか と言ってくださり、感激

さまのこんな表情に、心 電話０７５（２２１）２
された。

から芸術祭表彰式で披露 ても盛んだが、いけばな もいけばながもっと好き」 ６月から９月まで休園で

以下、江原氏から。

月

東の方があまり多くはい ちでしたので、私がお教

児）を紹介するお便りが
日、
（ 公 益 社 花がたくさんあり、フラ


成に努め、華道界の発展

ないそうです。ナグハム えした分の写真集を作っ

届いた。
月

こうぞう

と文化芸術の振興に寄与

さんも「クウェートはお て差し上げました。
より

最後のお稽古のときに

した。また、同賞受賞に

たり華道教授として華道

から「今後もいけばなを

生徒一人一人が自分なら

利子中央委 学生らしい自由な発想で

して山口眞 ではのテーマを考え、中

〈講師と

学校華道の活動報告

中学校で伝統文化体験

員、及川直 さまざまな作品が完成し

東京中央橘会・森田氏

美中央委

長くしました。例年２組 ただけました。さまざま 池坊は伝統文化。一本一
に分けて展示していまし な状況の中でもいけばな 本の花を見て、どういけ

んでいます。稽古内容は

ました。

たが、今回は３組に分け の存在が社中一同の励み ていくかイメージしてか
一面を学ぶことができま
した」
「池坊を始めてもうす
ぐ４年。月に２回のお稽
古と広島大学のいけなば

日に２年生

の体験授業を行った。

クラブはお花との出合い
告が届いた。 だけでなく、研究の雑踏

以下、森田氏から。

以下、菅

だんだん難しくなってい

ができる場です。
現在は、

〈広島大学大学

ますが、お免状を頂くこ

崎支部長か

院博士課程の劉さ

自由花と生花正風体を学

んは、来年３月に

とが励みになっています。

ら。

大学を修了し中国

将来、池坊を中国の学生
に教えられるように腕と

へ帰国されます。

大学の勉強をしながらと

ても熱心にお花を学んで センスを磨きたい」と話

クウェート公使夫人

から離れてストレス解消

ご紹介します。

に私が花を沿えました。 した〉

池坊東京中央橘会支部 員、福岡郁子中央委員、

智恵子支部長）の浅川津
ね子常任委員のコラボ社
中展が『絵と共に生かさ
月９

日まで、茨城県

広島大学中国人留学生
東広島橘・菅崎氏指導

池坊東広島橘支部の菅

崎奈々子支部長から社中

月にはい していました〉
池坊東京和心会支部

（東田久美子支部長）の とお稽古に来られました。

年寄りらの声に耳を傾け 真宗本願寺派からも、同

社中のクウェート公使夫 品格もあり、センス・感

お人柄がすばらしく、

て こ ら れ ま し た。
『 地 域 表彰に対して表彰を受け 華道会評議員、総華督）

８月１日、綾部市長よ

督）

や支所、常任委員、総華

羽室萬喜代氏（結あし

した」との報告。

務め』と語っておられま

と行政の橋渡しが自分の

人ナグハム・ブレッスリ 性が良く、私もとても楽

伊藤弘子（仙台支部、

日には浄土 る。

の劉娜さんを紹介する報 おられます。

リュウナ

１１

月６日、令和２年文

童委員を務め、多くのお また、３月

４０ ４０

れて』をテーマに
日から
つくば市のアートギャラ
リークラウドナインで開

宇佐見淑子氏（田川東

笑顔の皓三くん

１４ １９

団法人）宮城県芸術協会 ワーアレンジメントはと 「私は日本が大好き、で

２４

り、綾部市の社会福祉の

１１

１１

支部、準華督）

令和２年春の褒章で、 向上に尽くし厚生労働大
臣表彰を受賞した功績を
年に たたえ、綾部市分野別功

藍綬褒章を受ける。進野

２０

みんなで記念撮影

２１

池坊つくば支部（金子 て展示。３組の方々の回 となり、感慨深いようで ら稽古をし、新たな花の

コラボ展

一恵支部長から「

１０

コラボ展示の様子
績者として表彰を受ける。

１３

浅川氏・絵画との

わたり、地元の民生・児

宇佐見氏

羽室氏

伊藤氏

１１

つくば支部
２８

１０
３５

門標とともに
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京都国立博物館

いけばな体験

秋を代表する花材を使用
し、完成した作品は、床
の間に飾り記念撮影も。
参加者は「床の間に飾る
とより素敵に見える。と
ても贅沢な時間だった」

いけばな体 「季節のお花を生活に取

季節体験型イベント

「秋の華道

験」
（主催：京都へのいざ り入れていきたい」と充
日に京都市東山区
秋晴れのもと、季節や

ない実行委員会）が 月 実した表情だった。
、

の京都国立博物館で開催 文化を感じながらの体験

され、池坊が協力した。 は、有意義な時間となっ

京都支部（城野眞理子支 たようだった。

部長）の鈴木麻里子中央
人がいけばなを体

委員が講師を務め、２日
間で
験した。会場は、博物館
たんあん

の茶室「堪庵」。鈴木氏は、

和室での開催にちなみ、
生活様式の変化とともに、
いけばなも変化してきた
紅葉した雪柳や菊など

第


回太宰府天満宮献華祭
奉賛いけばな池坊展

▼奉賛いけばな池坊展
令和３年２月 日（土）・ 日（日）
会場 太宰府天満宮回廊 計 瓶
▼献華祭 ２月 日（日）
献華奉仕者
秋野仁 中央研修学院教授・八代支部
中村福宏 中央研修学院教授・三潴支部
参進の儀

西鉄太宰府駅前を 時に出発

◇『花のこころ・未来

会館。総数 瓶。

日）鹿児島県出水市・プ

巡回講座
日 程
◇２月６日（土）
・７日

化会館フォルテ）▼津支 ▼大阪中央橘会支部（大

▼鳥取支部（鳥取市・と

阪 市・ エ ル・ お お さ か りぎん文化会館〈鳥取県

日（日）▼行

※▼主管支部
（開催会場）

※最新情報については、

ご確認ください。

〈お問い合わせ〉池坊

電 話０

◇２月 日（火・祝） ７５（２２１）４５５０

潟支部
（新潟市民プラザ） 総 務 所 教 務 課

◇２月 日（日）▼新

会館）

京成佑会支部（池坊東京 池坊公式ホームページで

◇２月 日（土）▼東

らら）

東広島芸術文化ホールく スメイト行橋）

広島橘支部（東広島市・ 橋中央支部（行橋市・コ

◇２月

立県民文化会館〉
）

部（津市・アスト津 アス

日（日）▼東

◇２月 日（木）▼東

エル・シアター）

日（土）▼東

トホール）
◇２月

会館）▼清水支部（清水

（日）▼三井筑紫支部（太 京緑泉会支部（池坊東京
宰府市・太宰府館）

◇２月７日（日）▼名 テルサ〈静岡市東部勤労
◇２月

城支部（名古屋市・イー 者福祉センター〉
）
ブルなごや）▼広島広陽

京会館）▼福井中央支部

支部（広島市・東区民文 京あかね会支部（池坊東
化センター）

◇２月 日（木・祝） （福井市・福井県国際交

瓶。

ター、高田高等学校など

ばなを教え、２０１９年

会名誉

全国大

貞華、

大類サダエ氏（雅号・

大浜富氏（雅号・花鳥、 ていました」との報告。

古門キクエ氏（雅号・

お人柄でした」
との報告。

めた。「誰からも慕われる

静岡県華道連盟理事も務

月７

歳。告別式は

会支部、総華督）

日逝去、

日に執り行われた。

年池坊入門。長

年まで副

れた。

月

日に執り行わ

月 日逝去、１０７歳。

石州支部、総華督）

顧問、

会名誉

全国大

常任委

顧問、

琉櫻会

逝去、 歳。告別式は

日） ループの設立に尽くした。 支所、准華督）４月９日

日に執り行われた。

昭和 年池坊入門。毎

昭和

年から

年池坊入門。長

で協力。老人福祉センタ 年支部役員として尽力し、 告別式は

年地域の行事にいけばな

京花心

香月、

さず』といつも話され

局・銀行で社中展を積極 長年多くの門弟を育てら めた。「
『伝統文化を絶や

▼石川支部（野々市市文 流会館・多目的ホール）
数

池坊西大寺支部花展（１

で指導に当たり多くの弟
瓶。

瓶。

員、東

◇
『花に願いをこめて』 的に開催。中日文化セン れました」との報告。
日）岡山市・西大寺

総数

大分県・別府市公会堂。

別府支部花展
（１月

◇『花を楽しむ』池坊 の池坊湖南省スタディグ

総数

緑 花 公 園 百 花 プ ラ ザ。 子を育成。中国でもいけ

日）熊本県・玉名市民 月

玉名支部花展（１月 ・

◇『新たなる光』池坊

瓶。

※新型コロナウイルス感染防止のため、
直会の儀は中止となった。

［支 部 花 展］
◇『新しい年 花でエー

日）大分県 部合同花展（１月 ・

ルを』池坊佐伯支部花展 へ』池坊出水支部・青年

（１月 ・

佐伯市・三余館。総数

ラッセだいわ出水店。総

奉仕された。
支部から
「芸
術や自然を愛し、私たち

松友義明氏（雅号・暁 ーなどで指導に当たり、 平成

昭和

年支部役員を務め、支部

市文化功労賞、沖縄県文 約

研究会支部長、総華督） 立教授を育成した。石垣 央研修学院、学術ゼミへ
日逝去、 歳。告

の運営発展に尽力。浜田
月

准華督）

支部長、

元府中

角ノリエ氏
（常任委員、

昭和

部、総

静岡支

報告があった。

の素敵な先生でした」と

で心優しく、聡明で笑顔

部長を務め、支部運営に

島支部」の誤りでした。

支部とあるのは「国東半

な展の記事で、国後半島

前号７面の紙上いけば

訂正とお詫び

華督）

月

歳。告別式は

年池坊入門。平

日に執り行われた。

日逝去、

加藤章子氏
（中央委員、 した。支部から「穏やか

日に執り行われ 化協会功労賞など受賞。 に当たった。
年池坊入門。同
年まで支

月５

昭和 年池坊入門。平

年から今年まで副支

センタービルなどに花を 長を務めた。学校華道に

貢献。研修学院で長く学

成
に華道部を創立、中国新 長として支部の運営発展

いけられました。温厚、 力を注ぎ多くの社中を育

年から 年まで支部

市芸術文化功労賞を受賞

年通い、後進の育成

ださいました」
との報告。 華、華道会参与、元東京 石垣市で多くの門弟・引 支部長を務めた。池坊中

に多くのことを教えてく

（一財）池坊華道会が年に一度発刊している、
学生会員誌『恋するいけばな Vol.7』は2021年 1
月発行予定です。Ikenobo花の甲子園2020、人気
兄弟漫才師・ミキのスペシャルインタビューなど
盛りだくさんの内容となります。お楽しみに。

１１

１１

ことなどを説明した。

ばなのレッスンで、それ

沼隈眞澄師（華道会相

別式は
た。
昭和

年から平成

部長、その間連合支部長

小林滋子氏（雅号・光
年池坊入門。同 華、華道会理事、元津支

も務めた。華道会では評
部長、総華督） 月

歳。告別式は

躍。支部から「東京国立

協会でも役員を歴任し活 ７日に執り行われた。

議員、日本いけばな芸術 日逝去、 歳。告別式は

日

年から平成 年まで支

部長を務め、
支部の発展、 逝去、

２３

美由紀中央委員と共に

することを学び、そこか

月１日、グランプリの報 ぞれの花の個性を大切に
告に池坊を訪れた。

見つけるようにしたいと

木原さんはファイナリ らそれぞれの人の良さを
ストとして 月に池坊で

い け ば な を 体 験 し、
「 い 思いました。今後は生花
けばなで自己ＰＲをした も勉強したいです」と抱

談役、元三原支部長、准
月４日逝去、
歳。告別式は８日に執

星野氏は「とても純粋 華老補）

い」と星野氏のもとで猛 負を語った。
練習。ファイナルイベン

トについて「プレゼンテ で明るい方で、これから

リカムなどにたとえ、周 います」と話した。

昭和

ミスキャンパス同志社 ーションでは自分をダリ が楽しみです。私も良い り行われた。
月 日、京都市

２０２０ファイナルイベ アに、周囲の方々をヒペ 経験ができて、感謝して
ントが

のＫＢＳホールで行われ、 りの人に支え

後進の指導育成に尽力。 日に執り行われた。
昭和 年池坊入門。平

１１
聞文化センターで指導、 に尽力、華道会では理事

博物館、羽田空港、貿易 成

１７

８２

２２

訂正してお詫びします。

年から 年まで支部

６９

４４

ファイナリストの木原渚 られて、自分

１９

2月

び、小学校などで指導。

を歴任。母校の龍谷大学 成

『恋するいけばな Vol.７』発刊時期のお知らせ

１９

１６

２５

３２

１０

２０

２１

３０

１１

穏やか、責任感が強く、 成。県女性会会長など務

１７

華道会では評議員、監事

１８

２０

２１

１３
１４

２８

８６

１１

３１

２３

９７

６４

９２

２７

１１

１３

１８

３６

１１

２４

３０

６７

６０

２２

三原市医師会病院で挿花 を務めた。地域では郵便

２０

さん（経済学部２年生） が輝いている
が、いけばなを披露して 姿をいけばな
グランプリに輝いた。指 で表現しまし
また「いけ

と話した。
導に当たる京都支部（城 た」

野眞理子支部長）の星野

１６

２０

３１

２６

２８

５９

６０

１２

１０

２０

21

１ 月２３
 ～３１日
ファイナルイベントでの木原さん

３１

２１

１０

５０

２５
９２

１０

１１

８２

２２

３０

２３

１１

３５

１１

茶室でいけばな体験
１２

８１

２４

６7
２４

２５
４０

ミスキャンパス同志社
ファイナリストの木原さん
いけばなを披露して
グランプリ獲得

２３

（8）
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