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若宗匠の活動から
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２０２１年春のいけばな展〈告知〉�（ ３ 面 ）

令和

年池坊初生け式

新年の門出を祝う恒例行事 華道家元池坊令和３年「初生け式」が１月
５日、京都・池坊で開催された。全国から約１６０名の門弟が参集して初
生けを行い、華道への精進を誓った。今年は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため大幅に規模を縮小し、花席の間隔を空ける、検温、手指の消毒、
マスクの着用など感染予防対策がとられ、新年会は中止となった。

なという素晴らしい腕を

しょうか。皆様はいけば

り所になるのではないで

時こそいけばなが心のよ

な時代ですが、こういう

ら嬉しく思います。大変

らご参加いただき、心か

いて宗匠から「朝早くか

ませんでした。しかしな

分ないけばな活動も出来

もしくは延期となり、十

いた行事の多くは中止、

でしょうか。計画されて

になるとは誰が予測した

し、全世界が厳しい状況

イルスがこのように流行

２０２０年、コロナウ

の長い歴史と伝統の持 ちがいます。

越えてきました。池坊 高等学校の男子学生た

度、知恵と情熱で乗り に輝いた京都市立西京

困難に直面し、その都 ０２０」では、最優秀

で、先人たちは多くの 夕会の「花の甲子園２

ました。今日に至るま ボーイズ）たち。旧七

ことなどに思いを馳せ ＮＯＢＯＹＳ（イケノ

に池坊号が飛んでいた バーが加入したＩＫＥ

度重なる焼失、戦時中 ています。新しいメン

うことの本質であり、

ことが生きているとい

てきました。変化する

ともに変化し生き続け

いけばなは、時代と

でもありました。

を考え見つめ直す機会

的に機能しているのか

合っているのか、有機

華道文化高揚祈念に続

持っておられます。それ

しれません。

ものなのかも

さに芸術その

それこそがま
がら、そのような
月

新 春 抱 負

を大切に明日へ向かって

状況下で昨年

の福岡花展、そし
月の旧七夕会

当たり前のことが出 いう後ろ向きにならな

て

来ない日々の中で、そ い気持ちが大切です。

若宗匠は「池坊は多く

つされた。

美佳青年部代表、 いただきたい」とあいさ
午前８時半、花包みを るい年となりますことを 若宗匠、
手にした振り袖姿の京都 祈念します」と思いを込 雅史事務総長、専宗様が
と題し、 ご巡視。今年は専宗様も
支部・池坊短期大学の若 め、『難を転ずる』

全国華道展と、二

つ普遍性、そしてそれ

もそもの“当たり前” それぞれが、それぞれ

「災い転じて

の試練を乗り越えたから

度の華道会主催の

を維持するためのしな

を考えることが出来ま の 力 を 最 大 限 に 発 揮

名が六角堂本堂 ナンテン、ユキヤナギ、 道場２階で初生けをされ

花展を開催できたことに

やかさ、強じんさはす

した。花展やお稽古の し、草木のように日々

いけ込みの途中で池坊専
好若宗匠がご巡視にな

◇

◇

今年は新年会が中止と

◇

続いて若手門弟と新年 さつを交わされた。
のあいさつを交わされた。

り、作品のアドバイスを 初生けに参加した池坊短

今年は感染防止対策の 好きな花をいけられるよ ２階ホールで宗匠、若宗

いらっしゃるということ

心を一つにする皆様方が

感謝いたします。

分に空けたことで、ゆっ に有難かった▼大阪中央

を分け、花席も間隔を十 た。厳しい状況下で本当

が、時を超えて花の話が

ている。それ以来だった

っていたのが印象に残っ

た干支のお守りやふきん、 の初生け式が開催された。 年を迎える喜びを花に託

丑の画などがあしらわれ

しゃった。ご家族で参加 げていただいた。６日朝

と計３名でいけていらっ メディアに大きく取り上

理先生がご息女のお二方 った▼今年の初生けは各

できるのが何とも嬉しか

たりと行うことができた 橘会支部からも 名参加

来はそれが今の時代に ています。

福となす」と
安堵しました。さまざま

べて、池坊の歴史に関

在り方、前例に則りこ 輝いて生きていきまし

池坊専好

こそ続いてきました。こ

な不安のある中でご協力

わってきたいけばな人

れが良いと疑問に持た ょう。今年一年の平穏

次期家元

は新しいいけばなの世界

場で報道陣がカメラを構 松などを用いて立花新風 れて本館の巡視が行われ、 の困難を乗り越えた時に

をお参り。続いて家元道 アカメヤナギ、水仙、若 た。その後、二手に分か

が広がるものと確信しま

くださいました方々、ま

の方々が積み重ね創り

全ての門弟と新年のあい

す」
「今日お集りの皆様、

たいろいろな形で池坊い

上げてきたものです。

える中、
初生けを行った。 体を初生け。

また、ここには来ること

けばなを支えてくださっ

ため若宗匠が道場奥の特 うにもっと勉強したい」 匠が新年のあいさつを述

を大事にして、すくすく

ご巡視の後、 ができなかったけれども、
期大学生２人は「今年は なったため、

設スペースで「ナンテン 「花材に若松、千両、黄 べられた。青年部代表、

と伸びる草木のように歩

された。

には、その言葉の響きよ 色のチューリップが入っ 事務総長、専宗様、池坊

みを進めていきたい」と

和と美

それと同時に六角堂の

り難を転ずるという意味 ており、健康を祈る花に 明日香様も出席された。

語られた。
最後に池坊の歌を黙唱

これえだ

▼こうした時だからこそ、 してくださった。是枝真

色紙などの参加記念品を 例年は１１００人を超え し、この１年が素晴らし

「おはよう日本」
される気持ちに感動した のＮＨＫ

１月５日、今年も恒例 ２０２１年という新しい

受け取り、
帰路についた。 る方が参加されていた。 い年になるよう祈りを込

▼野田唐峯名誉教授、上 では、初生けの様子が全

宗匠は式に先立ち生花 年会を行わず、花をいけ り高まると思う。その意

に挨拶を交わせた▼大阪 ンの国際機関で働く友人

津原名誉教授と久しぶり 国放送された。ワシント

◇

新風体を初生けされ、「感 ることのみにした▼巡視 味で、初生けは儀式であ

でワインバーを経営され からもニュースで見たよ

◇

染症が一日も早く収まる も短時間に収め、最後に り、伝統行事そのもので

に通うことにしたという を切ることができたと思

（池坊雅史）

たアカメヤナギ、シラタ 挨拶があった▼参加者は、 た。道場のお嬢さん方は



話を伺った。２年ほど前 う▼関係の皆様に深く感

際、池坊が大好きだと仰

マツバキを合わせて紅白 教学委員、道場参加のお 京都支部に集めていただ

であった。いけ込み時間 名の学生さんが参加され

に国本さんの店を訪ねた 謝申し上げます。
ました」と話された。

でお正月の雰囲気を表し 嬢さん方含め約１６０名 いた。池坊短大からも２

参加され、今春から中研 境下で、最善のスタート

ている国本幸延さんが初 と連絡がきた。厳しい環

◇

コロナ禍の下、今回は新 めて花をいける価値がよ

した。参加者は宗匠筆の

１５

があります。新型コロナ したいと思った」
◇ ◇
９時 分過ぎか

◇

ウイルスの拡大や、それ と思いを話した。
によってもたらされた
様々な困難を乗り越え、

瑞々しい希望も生まれ

ている皆さま方に心から

手門弟

１０

ンを用い、白い芽をつけ 専好若宗匠から皆様にご の方が参加してくださっ

２４

私たちの日常が戻り、明 ら池坊専永宗匠、

若宗匠の初生け

発 行 所
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令和 ３ 年長寿祝受贈者����（ ２ 面 ）

3

なかったことでも、本 とご多幸を心から願っ

１５

苦しい状況の中で

１１

ように縁起がよいナンテ ２階ホールで専永宗匠、 ある▼京都支部から 名

宗匠から新年のごあいさつ

４０
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本館 6 階のご巡視

436名

湖、秋田喜枝子▼平 山

千葉恵子▼仙台 山口智

明水▼米沢 金子忠子、

村直峰▼由利本荘 菊地

豆

松遠陽 鈴木かのゑ▼南 多 大山寿美子▼京築

植野都、伊藤さだ子▼浜 福岡中央

進社

諏訪

藤田早春▼清水

五味芳子▼浜松華 川銀子▼久留米

橋

西岡梅喜▼東海 稲 内山チヨコ▼唐津

川添

江上康子▼博

堀春子▼

山田ま

内伶子、永木牧子、木田

垣久子、真木美枝子▼豊 明美、谷口泰子▼佐賀求

すみ▼田川西

芳子▼日立 大髙操▼水

村節子▼豊田 安藤訓兌 子▼佐賀橘会

夏目桂子▼尾張 野 道会 嘉村松代、野中陽
戸

▼岐阜 梶山暁子、飯沼 代▼佐世保橘会

森田美

古川千寿▼

高見良子、中崎孝子

▼つくば紫峰会 法安慶

福富久千

好▼宇都宮 五月女窓月

悦子、水野春代、野村栄 和子▼諌早

中村厚子▼むさ

濵野房子▼

▼利根

子▼大垣 久世正子▼桑 長崎正風会

逸見美智子▼銚子

し

名

貝塚汀水▼近江湖陽 長崎 白浜哲子▼佐世保

浪川静子▼木更津一洋会

研究会

弥生会

橋本美恵子▼東

鮫島ふみ▼東京

▼揖保 三輪彪▼姫路

弘子▼西大阪 野村華峯 代子▼八代

平林とみ子▼京都 古川 玲子▼長崎中央

会支所 川村秀信▼舞鶴 親和会 西田明芳、田中

京中央研究会 佐々木保

名倉正之▼浅口 鴫田里 本東 松井宣澄、今村和

津波古妙子▼東京

寿、米寿、喜寿）を受け

子▼東京紫雲会 長嶋志

子▼広島 木村黄江子▼ 子▼熊本橘

支所

られた方々をご紹介しま

津子▼東京松桜会 山本

大崎

江

菅野英

石原恵美子▼石東 竹下 子▼沖縄

村山美恵▼大分

亀甲時子、

▼熊本 緒方太惠子▼熊

浦川てつ子

山外巳

す。池坊専永宗匠筆の色

公子▼東京橘会 高橋久

水谷和枝、川上節子▼鳥 子、山本恭子▼都城市
心会

荻堂安

令和３年に長寿祝（白

紙を年初にご本人宛にお

子、高橋陽子▼東京華道

久子▼千葉東総 髙安正

貞子▼浜田 山本静子▼ 縄ゆうな会支所

普天間

国吉澄翠▼沖

秀島弘

子▼東京千祥会 田中弘

小野田 白石正子▼下松 子▼琉櫻会支所

福嶋武子▼出水

子、池内くら子▼東京萠

鍵谷珠枝、森田綾女▼防 直信▼とちぎ杉晃会グル

本永敦子▼山口西 葉県四つ葉会グループ

◇

坂井草月

◇

喜寿は２６０名、計４

◇

兼行房江▼三豊 犬 金海冨実子▼川崎義方会

池美次、白石テル子▼

竹中道恵▼松山

年生ま

畑瀬峯月▼飯 れ、米寿は昭和９年生ま

※白寿は大正

新居田フユミ けられました。

橋本恵美子▼今治 ３６名の方がお祝いを受

潟中越 田邊美子、大野 泉▼宗像

飯塚美弥、松矢公子▼新 ▼新居浜橘支所 青木広

峰▼新潟上越 井田智子、 中央支所

田中ヤウ、藤原眞 中央

上原翠明▼千

市川美惠子▼萩 阿 ープ 遠藤清子▼高崎会

松森フヂ子▼出雲

チエ▼東京花心会 鈴木

成会

府

高浦里美▼鳥取
送りしました。皆様おめ

取おおち 沖田愼子▼松 釈迦堂照子▼都城中央

栄華▼福井 大島早泰子

川井蔦枝▼東京松 山田

武紀香▼宇部 和田修▼ グループ

堂本弥生、山﨑富

▼諏訪 細川里つ子▼岡

雅子、川越洋月▼東京楓

山口

名）

山橘 澤田賀代子▼広島

吉澤靜江▼東京清祥会

京

、 文 政３年（１ 弟の名前が、道中の記録
その時代の生花に関する 百 花 式 』

寿（

広陽 岡藤勝子▼宇部

石渡正子▼東京花光会

童昌子、石田郁子▼松山 グループ

寿 （１６２名）

満塩ミチ子、池田敦 新潟

▼米沢 酒井清風、平

『挿花百規』の刊行から の作品集３点を並べまし 群馬県、長野県、岐阜県 予約制ですが、春と秋の

伊藤マリ▼三井筑紫 森

野上文枝、法性琢子▼横

展示を充実させました。 ８２０）の『挿花百規』 と門弟帳、立花の作品集

穂
子

米

年生ま

小川裕子▼室蘭 高城輝

▼滝川 広瀬泰子▼美唄

藤貞子▼釧路 松澤敬子

子▼南越 大久保洋子、 美▼筑豊

梶芳子▼福井 桑野美枝 陽、金山喜智子、鷲尾善 華道会を継続していて、

金沢 中村礼子▼九頭竜 阿部道子▼福岡 稲永枝

富山中央 二上千恵子▼ ルヱ▼小倉 芳﨑瑛子、

のうち、過去５年間池坊

れの特別会員か名誉会員

手島英子、福島ハ れ、喜寿は昭和

子▼旭川大雪 平間啓子

加藤信子▼伊那 伊藤み 田川東

滝華▼富山 大門昌枝▼ 塚橘

▼帯広中央 清水和子▼

ゑ子▼長野 河西町子▼ 中マスエ▼福岡橘会 安

ます。

嶋津千鶴子、田 のあった方が対象となり

安永満智子▼ かつ支部から贈呈申し出
岩手中央 宮本幸草、中

▼北見 武田欣子、伊

穂阪英子▼東京竹

（１８０４） に関する資料を選んで展 花展期間中は土日も開館
二百年という節目を迎え た。文化元年

木かつ枝▼太宰府 石井

浜靄生会 山本稲水▼横

『百花式』
、
同５年の
『続 示しています。同一の門 し、予約不要です。
たことを記念し、専定と の

宮子▼小城 堤キヨグリ

「 生 花 入 門 」 が 新 に登場しているのを見る
まず、
初の試みとして、 で す。
専定の肖像３点を一挙に 設されたことを示す『門 と、当時の地方における

いけばな資料館は、基
本的に平日のみの開館で

白

志渡澤公子▼東京和

白寿・米寿・喜寿
１４

会

令和 ３ 年 長寿祝受贈者
でとうございます。

お正月飾りが付けられた本堂

『門弟仮留帳』

展示しています。円山応 弟仮留帳』や、専定の隠 池坊の活動をよく理解す

生花については、専定 て地方の門弟と交流を深

あるのは専定だけです。 道、帰路は中山道を通っ

恒例の展示替えをおこな 歴代家元のうち、彫刻が に赴いた時、往路は東海
いました。

本館 7 階のご巡視

挙の孫である応震筆の掛 退興行の出瓶者名簿など ることができます。
軸、四十二世専正の賛が も合わせて展示していま
入った掛軸、そして厨子 す。
もう一つの特集は、江
の肖像は今回、本堂から 戸と京都を結ぶ中山道に

京都・池坊会館３階の に入った彫刻です。彫刻
いけばな資料館では、

若手門弟と新年のごあいさつ

浜碧洋会 松本二三男▼ 宇和島

家元道場 2 階のご巡視

▼大分 前田文子▼高千

アドバイスされながらのご巡視

現在の埼玉県、
世池坊専定の生花作品集 が活躍した十九世紀前半 めました。

１２

２０

展示のご案内

今回は、華道家元四十

六角堂にお参り
池坊専定彫像

いけばな資料館

月の旧七夕会にあわせて、 特別に移坐しています。 ついてです。家元が江戸

１１

（2）
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～

は

ホテル大階段にいけばなと
プロジェクションマッピングの
コラボ
月

（株式会社ネ 時半から

日ま

続いて

時まで繰り返し

月 日から１月

演出された。

像、音楽が融合した空間が

イキッド）が 行われ、いけばなと光や映
担当した。
月

◇ ◇ ◇
日から

最後に若宗匠とコシノ氏

ンスピレーシ 「京都は応仁の乱で全てな 必要です」と答えられた。

ョンを得て、 くなったところから文化が

シダレクワと 生まれた。コロナの時代は はそれぞれ「自分の道を見

いう素材の面 そ の よ う な 時 か も し れ な つ め て 進 み た い 」
「新しい

若宗匠は「何 挑戦、やれることはやって
白さをいかした自由花を制 い」と語ると、

若宗匠とコシノジュンコ氏の
トークショー
『伝統と革新』
いけばなが飾られた大階

ソウ、サンキライを配した 梅の枝を用いた迫力のある イ ナ ー コ シ ノ ジ ュ ン コ 氏 しいことはどんどんやって

ダレクワで構成し、カスミ お正月の花を展示。大きな 若宗匠とファッションデザ

クリスマスをテーマに

の小杉秀樹、馬場健両氏が

アシスタントを務めた。両

日合わせて 名が参加した。

藤井氏はあらかじめいけ

講師、ＩＫＥＮＯＢＯＹＳ なは初めてという人ばかり

いたしますので、この機会にお申し込みください。

若宗匠のいけばなとプロ

では、白色を基調とした幻 ３日までは松、竹、梅（紅 段で 月５日午後８時から、 作しました」と説明。コシ ができるか、この静かな時 いきましょう」と締めくく

花雪月』をテーマにホテル

のトークショーが開かれた。 みるべき。私も能の衣装を

ワークショップ

月６、 日の２日間、

京都についての話題とな ホテル宴会場でクリスマス ておいた立花、生花、自由

うと伝統ある立花を思い浮 います」と話された。
かべられるかもしれません

ークショップが開かれた。 なの歴史や花形について丁

が、今回はこの空間からイ り、若宗匠は「試行錯誤し をテーマにしたいけばなワ 花を紹介しながら、いけば

ながら新しいものを

そ、千年の都は続い

だったが、皆興味深く聞い

作 り 上 げ た か ら こ 特別嘱託講師・藤井真氏が 寧に講義。ほとんどいけば

てきたのでは」
、コ

シノ氏は「京都は古

いと新しい、両方持

っていて、パリに似

ている。何度来ても

ていた。体験では和やかな

ムードの中、ガーベラやカ

スミソウなどを用いて思い

思いの作品をいけていた。

参加者は「大変わかりやす

く奥深いワークショップだ

ください。料金は１冊1,500円です。

新たな出合いがあり

今年度中（ 3 月31日）は「送料無料」でご自宅へお届け

ジェクションマッピングの

のシンボルである大階段で
大作自由花が吹き抜けの大 作品に、行き交う人は見入

若宗匠は「いけばなとい つくるなど、常に挑戦して

ノ氏は「コラボレーション が考えるチャンス。挑戦は られた。

展開された。プロジェクシ
空間に並んだ。風に乗った っていた。同じく午後５時

、 椿（ 紅 白 ） を 用 い た 『伝統と革新』をテーマに
コ ラ ボ レ ー シ ョ ン が、
『 風 想的なクリスマスの花。シ 白 ）

ョンマッピングは、池坊と
雪が花びらのように作品に 半から

というのもいいですね。新

二条城
（京都市）
でのコラボ
舞い降りるプロジェクショ ェクションマッピングが行

１３

上級、師範科）を明記してFAXまたはメールでお申込み

った」と話した。

支部名、氏名、希望する花伝書名（入門、初級、中級、

ます」とコメント。

ィーにて検温を行い、手 の他、会場内での密を避

クの着用、入場は六角堂 ご理解・ご協力お願い致
入口からとなります。そ します。

め切りを２月

日（金）

池坊中央研修学院第 期生
募集締切 延長
２０２１年度（第 期

生）の開講日程を４月開 までと延長します。新日

専用申込書以外でも受付可能です。

そしてコシノ氏が
館２階ホー 詳しくは池坊ホームペー のお気に入り作品」に投

指消毒をお願い致します。 けるため、諸点、制限を

ジをご覧ください。

重要なお知らせ

作品展示 決めます。
日（金）～ 日

時まで、

夜の特別拝観

また、館内では常時マス 設ける場合がございます。

票を行い、中研祭大賞を

ル

３月

〈午前の ②六角堂境内
部〉 時

分、竹内稔晴 （月）６時～

２０２１年は次の行事
・六角堂
行列

花供養会／花
気に入り！中研祭大賞

③中研生が選ぶ！私のお ・六角堂
池坊本館４階 特別科

個別にご案内します。詳

講としていましたが家元 程について、受講生には
（京都）は５月 日～、

改編版のお申し込みは随時受付しております。

時まで新春プロジ

レーションイベントなどを

時

特命教授
『自由花って
「何 池坊専好学院長をはじめ、

分、佐々木康人

分

」 ～ そ こ が 輝 く 行います。

だッ？難だッ？なぁーん 研究員による作品展示を を開催いたしません。
だッ

〈午後の部〉 時

色々 ～』
時

新型コロナウイルス
感染症対策

東京校は６月７日～と、 しくは池坊ＨＰにてご確

電 話０

〈お問い合わせ〉池坊

新型コロナウイルス感染 認ください。
症の感染状況を考慮して

総務所 教務課

ます。こちらよりご確認ください。→

お正月のいけばなの前で
入場時にサーモグラフ



１２

１２

変更します。

これに伴い、願書の締 ７５（２２１）４５５０

ワークショップの様子

各冊のサンプルをホームページに掲載しており

トークショーの様子

行ってき た NAKED, INC.ンマッピングが毎日午後５ われた。

０円、当日券８００円
▼前売り入場券 購入

分～

回池坊中央研修学院祭

日

▼入場料 前売券４０

３月 日（金） ００瓶。

第


春のいけばな展

▼日時
時（ 日、

日（月）〈前・後期〉

時～

時まで）

２８

▼２０２２年 春のいけばな展
２０２２年（令和４年）
３月 日（金）～ 日（月）


Email kamuka@ikenobo.jp

FAX 0 7 5（ 2 5 2 ）1 3 2 5

をご希望の方は２月 日

２階、池坊本館４～７階、 （金）までに所属支部へ
～

▼お問い合わせ 池坊 准教授『自由花「温故知 コーナー出瓶者を対象に、

て未来へ～』
（５千円、
午前・午後共通）
※今年度はオンライン
日（土）池坊本 でもご受講いただけます。

１３

リニューアル

池坊花伝書

▼会場 家元道場１・

１２

総務所教務課 ＴＥＬ０ 新」～自由花の明日を探 前・後期の各初日に、同

関連行事
３月

２６

45

ト）
（京都市下京区）を、池坊専好若宗匠によるいけばなが彩

六角堂境内・烏丸ステー お申し出ください。
７階の

１１

１０
１２

１０

２２

２５

４５

１７

った。合わせて様々なイベントも行われた。
２０

華務課

池坊総務所

ジ※ＷＥＳＴ

２７
１９

ＴＨＥ ＴＨＯＵＳＡＮＤ ＫＹＯＴＯ（ザ・サウザンド キョウ

▼出瓶 池坊専永宗匠、 ７５（２２１）４５５０ る、きのう、今日、そし 学院在学生やＯＢが「私

池坊専好学院長、教授陣、

第 期総合特別科修了生、
室ゼミ修了選抜者、約８

２８

展示はありません。

２８
クリスマスの花のいけ込み
３０
３０

１９

特別科卒業生、学術研究 ①教学研修会

４４

１０

４０

１１月末からお正月にかけて、ＪＲ京都駅に隣接するホテル

４０
２２

１０
１３

１７

１１
？！ ！？

４０

ホテル THE THOUSAND KYOTO
（ザ・サウザンド キョウト）にて
２０

１８

１４

１２

若宗匠の活動から
20２１年
２２

１０
１６
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「花の心を
大切にされ
た仲間との
花展がすば

れることができてよい」 も嬉しく、また頑張ろう

もある一輪の花をいけら いただき、会員一同とて

ってみたい」
「 ど こ に で らしい」などのお言葉を

新型コロナウイルスの終息を祈り
支部花展開催

岐阜中央支部
花展
改めて、花をいけるこ

などの感想をいただきま と力が湧いてきました。
し た。 ま た、
「お花をい

また、
池坊岐阜中央支部花展 けてみませんか」と子ど との喜びと大切さ、

『祈りをこめて・花と集 もさんたちと、青年部部 花から勇気と力をいただ ロナ終息への願いを込め
月

、 日の両日、

ーも好評で、自分たちの でした〉
を展示した。

て』をテーマに総数

瓶

う 』（ 大 島 綾 子 支 部 長 ） 員のふれあい体験コーナ けたことを実感した花展 て『祈りの心・花に託し

が

岐阜市民会館展示ギャラ いけた花を大切に持って
堀内支部長から「令和
２年はコロナ禍の１年で
したが、規模を縮小して
でも開催したいという強
い思いをもって花と向き
合い、何とか開催にこぎ

日の両日、滋 「困難な中でも心を一つ

たと、支部員一同大変喜
んでいます。今さらなが
ら〝花の力〟の強さを感
じさせられました。
花に願いを込めて、一

パフォーマンス＆いけばな体験＠岡山県・備
前ミュージアム（ １ 月 ９ 日）
備前市立備前焼ミュージアムの企画展『備
前花入』の期間中に、加藤唯華氏と田中伸明
氏がいけばなパフォーマンスといけばな体
験、江木氏が解説を行った。

嬉しそうでした。
ご来場の方々より「ゆ

東近江支部
花展
池坊東近江支部花展
、

（堀内恵美子支部長）が つけることができました」
月

賀県東近江市八日市のシ にして前に進むことで、

ョッピングプラザ『アピ 明るい明日が見えてくる

ア』で開催された。期間 ことを教えられた花展に

中、東近江市、同市教育 なりました」と報告が届

来場者の皆さんから

委員会の後援のもと、コ いた。

以下、
支部からの報告。 展を参考に、マスクの着

〈令和２年は１月から 用、入場者の制限、会場 「気持ちが沈みがちな毎
新型コロナウイルス感染 の一方通行、入場時、退 日でしたが、池坊の花を

い切って開催して良かっ

中、小さい花展ですが思

イベントの自粛が続く

をいただきました。

らいました」等のお言葉

拡大により、支部行事や 場時の消毒、室内の換気 見て久しぶりに元気をも

の皆さまの心を癒し、生

当日は、コロナウイル

日も早いコロナウイルス

二条城イルミナージュ＠京都市・二条城（１２
月 ４ 日から ２ 月２１日まで開催中）
小杉秀樹氏、馬場健氏がイルミネーション
いけばなを展示中。また、両氏は１１月２３日に
京都市の新京極六角公園〈ろっくんプラザ〉
でいけばなパフォーマンスも行った。

リーで開催され、総数
瓶を展示した。
以下、大島支部長から。 ったりと楽しむことがで
「元気をもらった」
〈コロナの終息を祈り、 きた」

花展を開催しました。不
安もありましたが、対策
をしっかり行い、出瓶数

も考慮しての会場構成を
心がけました。
今回は写真フレームに
杯ほどの身近で楽

花をいけたコーナーを作

り、
し い 自 由 花 を 展 示。
「作

国東半島支部
花展

市主催の文化祭など中止 等を徹底しました。
池坊国東半島支部花展 を余儀なくされました。
「花をいける」
（龍山芳子支部長）が
『コ そんな中、
月 日、大分

ロナの終息を祈って』を 「花を見る」ことで地区
テーマに

県国東市のアストくにさ き生きと元気を取り戻し
き３階ギャラリーで開催 てもらいたいとの思いを
された。大分合同新聞社、 込めて、支部員一同、作
国東市文化協会の後援を 品に向かいました。
得て、中村福宏教授の指

ス感染防止対策として、

の終息を〉

の様子を紹介する。

うらわLoop☆ドライブインLIVE＆Marche＠
埼玉県・イオンモール浦和美園（１２月 ５ 日）
屋外駐車場にてドライブインシアター方式
のステージイベントが開催され、地元出身ミ
ュージシャンとともに加藤唯華氏がいけばな
ライブパフォーマンスを行った。
１２名になったＩＫＥＮＯＢＯＹＳの活動

花展会場風景
５１

ＧｏＴｏ銀天街のプロジェクトに
参加＠愛媛県・銀天街（１２月１９日
～）
齊官昌伍氏が商店街のショーウ
ィンドウに約 １ 週間、教室の仲間
と一緒にいけばなを展示した。

ＩＫＥＮＯＢＯＹＳの
新しいプロモーション
ビデオができました。
ぜひご覧ください。

きらきん！ 出演（１１ フ ジ テ レ ビ My Routine～ 太 陽
と星空の時間～出演（１０月１９日）
月２７日）
真壁弘典氏が出演し、集中力を
田中伸明氏と山室涼平氏が出演
保つためのエクササイズや季節の
し、番組生放送中にいけばなライ 移ろいを感じられるリラックス法
を紹介した。
ブパフォーマンスを披露した。

ＫＢＳ京都

これから活動予定。お楽しみに。

ふれあい体験コーナーの様子
本部花展、旧七夕会華道

花展会場風景

河出空氏

松川隆乗氏 細川了氏

９０

導のもと、総数 瓶を展

示した。

３５

１３

２９

２６

１２

２８
１１

１２

１１
３０

ライフバランス講座 ＩＫＥＮＯＢＯＹＳパフ
ォーマンス＠京都府・八幡市生涯学習センタ
ー（１２月２７日）
旧メンバーの藤井真氏のいけばなパフォー
マンスが行われ、小杉秀樹氏と山室涼平氏が
アシスタンスといけばなデモで参加した。
日本和装「日本の美意識を上げる教室」＠東
京都、神奈川、静岡、愛知各県
日本和装の卒業生向けの企画講座が全国で
開催され、いけばな体験講師として加藤真啓
氏、
加藤唯華氏、
田中伸明氏が指導にあたった。

（4）
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ＩＫＥＮＯＢＯＹＳの
活動から

１１月 ４ 日に新メンバー ８ 名を加えて

今回紹介できなかった ３ 人も、

い

物ついでに見学の方々が
「お花はいいですね」「癒
されますね」と言ってく
ださり、一同心温まり元

を迎え 相乗効果か３日間大勢の の花展を皆さんが喜んで

市で、よわ 書などの応援出品があり、 そして、小さくても久々

地元犬山 句・川柳、美術部の絵画・ 気づけられたそうです。

各 地 の 活 動 か ら
愛知支部・ 人の先生方

「傘寿の宴」花展
た小島美喜 観客でソーシャルディス くださったことがとても

親子

人で

初生け式に参加
大阪中央橘会 是枝氏

「よく頑張って来てくれ

そんな矢先のコロナ禍。 ました」とお声がけくだ

たび、娘たちと「いつか 振袖も準備しました。

参加させていただこうね」

今年は規模を縮小し、 さりました。

不安ばかりの毎日です

と話していました。

以前、支部で道場席に 道場席も京都支部のみで

とお声がけいただいた時 いったんは諦めていたも が、お花をいけている時

は次女の中学校受験間近 のの、娘たちが「一般席 は落ち着いて心が安らぎ

大阪中央橘会支部（織 だったので断念。次の機 でも振袖を着て参加した ます。昨年ほど「お花を

いたので主人の協力も得 た。娘たちはまだそこま

が、これからの学校・部

て、親子３人で参加させ で考えていないでしょう

ていただきました。

事務総長のご巡視では、 活・受験勉強の中でお花

去年２月に娘たちが出瓶 をいけ、安らぐ時を感じ

来者無しな

したら、外

お話ししま

めの里」に

した支部の青年部花展を 取ってくれたらうれしく

覚えてくださっていて、 思います〉

玉野中央支部

山本社中展

池坊玉野中央支部（林 らと快く引き受けてくだ

年より『暮らし

年あ

日まで岡山市 に花を』をテーマとした

昭和

いて、大変喜んでいただ 紀子支部長）の山本貞代 さいました。

った」とおっしゃる方も

お花をいけること、見て 使った古典立花、現代的 だき、大盛況で幕を閉じ ら「本当に見に来て良か

松の砂物の大作、松を ３５０人の方に来ていた した。中には涙ぐみなが

が並びました。両日で約 言葉を掛けていただきま

入場には細心の注意を払 て、見ごたえのある作品 らしい」などいろいろな

万全にして、いけ込み、

対策もしっかり取られて 思う年はありませんでし

田冨起子支部長）の是枝 会があれば参加したいと、 い」と言いました。感染 習ってきて良かった」と
お嬢さんの芽里さん（高

真理中央委員は１月５日、

代美支部長）の鵜飼豊江 鵜 飼 豊 江 先 生 の３名 が した場面もあったとのこ までがんばりましょう
「傘寿の宴」をテーマに と。

校２年生）、
里咲さん（中

日

とハイタッチで固い誓い

常任委員らが、 月

学３年生）と池坊初生け
って準備し『未来へ』を 式に参加した。

（写
会場が大型スーパーの を さ れ た そ う で す 〉

以下、是枝氏から。

日まで愛知県犬山 作品を制作。それぞれの

市のキャスタ・ヨシヅヤ 社中が賛助出品をして、 催事場だったので、買い 真・花展会場で）

テーマに花展を開催しま

から
犬山店で「傘寿の宴」花 総数 瓶を展示した他、
以下、小
森支部長か
らの報告。
〈コロナ

もちろんコロナ対策は ースをテレビで拝見する

〈毎年初生け式のニュ

地元文化協会文芸部の俳

、

ご来場の方々からは

（写真・みんな 常任委員の社中展が 月
るい未来へ力強く踏み出 ど、日ごろのお稽古の成 「明るい気持ちになった」 きました〉

日市市文化会館展示棟２ 癒しになれば、そして明 さな可愛い小品自由花な

日の両日、三重県の四 いただくことで少しでも な新風体立花、生花、小 ました。

みの会」花展が 月

章生支部長の社中「あざ ニュースはないですが、

池坊四日市支部の小森 禍の中、なかなか明るい いました。

小森社中展

四日市支部

した。

展を開催した。
以下、伊藤支部長から
の報告。
〈今年度に入ってから

全てのイベントが中止と
なり、沈んだ空気を少し
でも明るくと、前支部長

の鵜飼豊江先生の発案で
小さないけばな展を開催
階で開催され、 瓶を展

日から

の老人保健施設「ゆめの 社中展は、春秋が

りましたから、今年で

回目となりました。見て

くださる人も高齢者、私

〈今年度はコロナの影 も卒寿なので、良い思い

以下、山本氏から。

瓶を展示した。

ですが、今回は遊び心を 里」で開催され、 名が

「秋 で記念撮影）
そうと社中一同一丸とな 果を皆さん十分に発揮し 「楽しい」「きれい」
ＡＮＡクラウンホテル を言われ、改めて盛会に

取り入れ、出品作品に番

号を付けて気に入った作

票の結果発表をし、上位

数の予約制にして開催し 上に池坊専永宗匠の理念

デイサービスの送迎と

先生も入所者も喜ばれ、

花展は初めてです。院長

は毎月いけていますが、

ました。ゆめの里で大作

ました。花展終了後に投 た。
ボランティア先の
「ゆ 品の搬入は２人で工夫し

でも投票できるようにし 中止になってしまいまし コロナのこともあり、作

った番号があれば、何枚 た「灘崎文化まつり」が

ことに。例外的に気に入 響で昨年まで参加してい 出となります。

品番号を投票してもらう

１０

したとの報告がありまし
示した。

厚意をいた 心 が 癒 さ れ ま し た 」
「め

月に４日間

〈毎年

告。

だきコロナ いっていた気持ちに花が プラザ様からも久しぶり 終わった喜びをかみしめ
対策もしっ 咲 き ま し た 」
「 高 級 ホ テ のにぎわいだったとお礼 ています〉
かりと整え、 ルに溶け込んで素晴らし

芦屋支部
大岸社中展

ほどの日程
池坊芦屋支部（福井恵 で、自宅の教室発表会と

子支部長）の大岸勝世氏 してテーマを決めて門下 くの方に見ていただくこ 入賞者には記念品を贈呈

るか悩みましたが、何と マスク着用はもちろん、

今回の花展を通してお

スの流行で開催をどうす ない中、感染対策として で感動しました。

す。今年はコロナウイル ウイルスの流行が終息し んでもらえて、こ ち ら ま

の社中展・仙人掌教室発 生の花展を開催していま とができました。コロナ しました。予想以上に喜
表会が『花の心 馳せる
思い』をテーマに 月

日から 日まで、兵庫県

できました。

を理解し、精進してもら

前回までは無かったの えると信じています〉

事前に招待はがきを渡 ました。

５３

次は「米寿の宴」
名畑美智子先生、 タンスのご協力をお願い 嬉しく、
池坊愛知支部（伊藤桃 子先生、

3

神戸市の大岸氏の自宅で か無事に開催することが 換気、三密を避け、少人 互いの絆が強まり、今以
開催され、 瓶が展示さ
れた。

５３

た。

釧路支部
濱田社中展

池坊釧路支部（佐藤露 １階ロビーにて３回目の い」などのうれしいお言
気を頂きました。

子支部長）の濱田聖子常 社中展を開催することが 葉を頂き、社中一同も元

月１日の 立て大作を展示、その周

ロビーの中央に屏風を

任委員の社中展が『花と できました。
日、

共によろこび』をテーマ

に 月

両日、北海道釧路市のＡ りに中作、小品をバラン

１１

１１

ます〉

とのことで、感謝してい

入りで掲載してくださる

をゆめの里の冊子に名前

伸びました。そして作品

予定より開催期間が１日

大作とともに

ＮＡクラウンプラザホテ スよく配置し、ホテルの
展示しました。天候にも
恵まれ、おかげさまで２

１９

ル釧路で開催され、 瓶 ロビーに溶け込むように

を展示した。
以下、濱田氏から。

〈北海道地方にも初雪 ００人近くの方々に足を
ご来場のお客さまから

の便りがちらほら聞かれ 運んでいただきました。
る中、ＡＮＡクラウンホ

１１

以下、大岸氏からの報 した一般の方も含め、多

１１

１１

１１

５１

１６

テルプラザホテル様のご は「会場の優しいお花に

２３

１７

２０
２０

家族 4 人で（池坊烏丸ステージ前）

８０

3

１１

１１

自宅での花展の様子

２９

２８
会場の様子

３１

１４

２２

１０

１３
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らどうか」という中野先

をみんなに見てもらった
でした。

声に子どもたちは大喜び
感想文の中に「毎回い

ブ活動をとても楽しみに ロビーなど３カ所に展示。 が喜んでくれました」「お

生の提案で、クラブ最終

花がもっと好きになりま

学校華道の活動報告から

した」
「来年もお花クラ

けた花を家に飾ると家族

森さんと２
しており、毎回真剣に取 目をキラキラ輝かせ楽し
ブに入りたい」と嬉しい

日の放課後と翌日に玄関
人、試行錯
り組んでいました。１年 そうにいける姿が印象的

ナ禍の中にあり、不安な

言葉がありました。コロ

間の最終作品は町の文化 でした。
展示の日は参観日だっ

誤しながら
祭に出瓶するのが恒例と

指導しまし
た。

令和２年度のクラブは なっていますが、今年は たので、保護者の方にも

詫間小学校
お花クラブ
校内花展

池坊讃岐支部（中野和

「このお花、 日々、瞳を輝かせ明るい
名。全員花ばさみを使 コロナウイルスの影響で 見ていただき

り、聖徳太子を祀る建物 古所にまでさかのぼりま います。池坊関係者は見

です。歴史資料では永徳 す。同時に多くの門弟が 慣れていますが、直角に

２年（１３８２）が初見 稽古に励むことができる 折れ曲がっている点も含

で、火事で焼けたという ように、一段高い床の間 め、建築の歴史の中では

内容なので、それ以前か が横に長く続くという形 かなり珍しい形式だと思

見ることができますが、

いりぃで児

島市のすま

全部中止。何か発表の場 前身となる建物があり、

少なく地域のイベントも なりました。それぞれに ます。

あり、学校でのお稽古も 事によって、現在の姿と 太子堂と称してい

の校長先生のご要望もあ

太子堂は、その名の通 に建てられた花稽
り、児童いけばな展を開

東西条小学校長様をは

子どもたちに池坊いけ いけられ、見に来てくだ じめ、地元の多くのご来

ばなに少しでも興味を持 さった家族や友達にニコ 場の皆さまが、子どもさ

ってもらえたらと思い、 ニコして花の説明をする んの作品は可愛いしやっ

立花、生花、自由花を２ 子どもさんのほほ笑まし ぱり池坊の花はいつ見て

「 け い しく花をいけることがで などを見つける力がつい
池坊出雲支部（田中幸 に 浸 っ て い ま す。

品もあり、早くコロナ流

形と鳥居を飾ってある作

自由花の中にアマビエ人

ちなみに、家元道場の

らあったことは間違いあ 式が採用され、明治時代 われます。

りません。通常、お寺を の家元道場、そして現在

開山堂と呼びます

そこに「聖徳」と書いた

開いた僧侶を祀る建物を の建物へと受け継がれて 中からは太子堂の背面を

が、六角堂を開い

額が掛かっています。花

童いけばな

があると子供たちの励み 長い歴史を有しています。 は、江戸時代後期

に完了した境内の整備工 別な存在なので、

は、
平成９年（１９９７） 本仏教にとって特

笑顔いっぱいで、私たち それに隣接する家元道場 ではなく、かつ日

したが、年間８回のクラ

展を開催し

になると、東西条小学校

家元道場の歴史

た。
以下、髙橋氏から。

催することになりました。 子どもたちの花が可愛く

副クラブ長の山根麻結

渡邊正子元支部長と社

夫支部長）の柘植伸次中 この心得」を大切にしな きるように、心を磨くこ たと思います。一人一人

行が収まることがみんな

展をして良かったと思い ました〉

警察署にいけばな展示

症の影響で

◇

展の時などに確かめてみ

◇

てください。

◇

※当連載の動画は、次の

ＱＲコードからご覧くだ

さい。

に紹介されました。いけ

た花は署内の玄関やカウ

ンターに飾り、前日にい

けていた小品９作は管内

の交番、駐在所などに飾

られました。

また、華道部の活動に

対して表彰状を頂き、思

いがけない出来事に生徒

たちは驚きと戸惑いで、

数時間前の緊張は忘れた

華道部の発 者の十数人が見守る中、 かのように、帰途の車中

月

表の場がな 持ち込みの花器、花材で は明るい笑顔と笑い声に

くなり、さ 『クリスマスの花』をテ 包まれました〉

署長室であいさつする

免許状申請
発送状況



免許状、席札など

午後から同校華道部４ いくうちに緊張もほぐれ 中旬の総務所華務課受付

岡山県勝田郡の県立勝間 されました。
田高等学校の華道部が

発送中です。
日、同県美作市の美 人（３年生３人、２年生 てそれぞれ個性あふれた 分について、

お問い合わせは華道家

長室で警察関係者、新聞 た記事は動画とともに新 元池坊総務所華務課まで。

〈今年度は岡山県北も の報道関係者と学校関係 テレビでも地元の人たち ８３８。

以下、
田中支部長から。 社、ケーブルテレビなど 聞に掲載され、ケーブル 電話０７５（２２１）２

表彰された。

作警察署に作品をいけ、 １人）が美作警察署の署 作品になり、取材をされ

月

徒たちでしたが、いけて

中久美支部長が指導する 表の場として制作を依頼 時は緊張感いっぱいの生

道推進委員長を務める田 員が、美作警察署から発

池坊津山支部で学校華 みしい思いをしていた部 ーマにいけました。

勝間田高校華道部

コロナ感染

教室（髙橋幸子と社中、 い光景を見ていると、花 も良いと喜んでください

がら、春夏秋冬を味わう

中、支部会員 名）の方

央委員が指導する島根県 がら、花とじっくり向か とができるように、励み のいけ方や、表現の仕方

の願いだと感じました。

にいけていただきました。

などをよく見て、どうい
たいと思います〉

めました。

の作品にも興味を持ち始

かったかなど、周りの人

けたのか、何を表現した

んから。

クラブ長の高瀬莉麻さ

の出雲市立神戸川小学校 い合っています〉
のいけばなクラブの活動
報告が届いた。

〈初めて入ったいけば
なクラブで、花を美しく

先生はよく、花をいけ
る際に「花と話しましょ
う」と話されます。これ
からも花に親しんで、花
にもっと詳しくなりたい
です〉

自分の作品の前で

以下、クラブ顧問の本
田京子氏から。

〈今年度は、新型コロ いけるとともに、心を磨
ナウイルス感染予防のた くということを学んでい
ても難しくて、剣山にう

めクラブ活動は２学期か ます。花をいけるのはと
らスタートし、 月に開

祭は写真で参加しました。 失敗があっても、とても

会場内には学校華道の ました。

〈周囲の山々がきれい

、 節の西条盆地の中、今年

崎奈々子支部長）の元支

楽しいです。

日の両日、広島県東広 はコロナ禍で長い休校も

と渡邊正子氏が 月

部長の髙橋幸子常任委員 に色づき、すばらしい季

池坊東広島橘支部（菅

元気にがんばろう」

児童いけばな展
「コロナに負けず、

「 校 内 花 子どもたちがいけたので
氏、森由美子氏が指導す ったことも、剣山を見た 文 化 祭 は 中 止。

本堂北東の太子堂と、 た聖徳太子は僧侶

太子堂と家元道場

も幸せな一日でした〉

学校お花クラブで、 月
日に校内花展が開催さ

れた。
以下、徳重氏から。
年に中野先

〈詫間小学校のお花ク

ラブは平成
生の指導により始められ
ま し た。「 何 事 も 勉 強、

何事も経験、２人でやっ
てみなさい」との言葉に
後押しされ、今年からは
地域講師

いけばなは花をいけな さんから。

とともに、

ことができ、奥が深く、 加して、人の良いところ

〈いけばなクラブに参

花と一緒の

花に親しめます。より美 や、まねしてみたいこと

の柘植先生

１１

静かな時間

１０

神戸川小学校

２２
指導の様子

岡 山

１７

いけばなクラブ

校内花展の様子

１１

る香川県三豊市の詫間小 こともない子どもたちで 展をして生徒たちの作品 すか、上手ですね」との

子支部長）の徳重アサミ

池坊中央研究所

１２

１０

広 島
２３

１９

太子堂と家元道場

香 川
２７

島 根

催された神門地区の文化 まく茎が入らないとか、

１１

作品と共に

１５

（6）
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夜間中学校で

いけばな体験教室

、 日

生徒

名

した。
この日は松を使い、 ちは教えるということ、

と先生８名。 お正月をイメージした花 他の人に分かりやすく解
どちらも成 の取り合わせ。外国の方 説するということがどん
人なので誰 に日本のお正月の雰囲気 なに大変であり、楽しい
た。この機会を与えられ

が生徒で誰 を分かってもらえたと思 かを学ぶことができまし

指導に当たりました。
１回の授業時間は１時

伝統文化親子教室

化庁委託事業・伝統文化

◇

る前の２年

りました。

いて３年連続の花展とな

ＧＯＴＯトラベルの中、

間、市内４

カ所で試み

月認可︶

﹁総華督﹂取得者

︵

観光客も多く、外からも

塚本草玄▼横浜

中村邦江

をしていま

見える遊心（犬）とハロ ▼川崎

▼埼玉中央

した。この

水野英子、山岸

松井寿子▼

岩

近藤善枝▼甲

永野静

永井和子▼愛知

周年になり らしいと好評で、子ども 美蕉▼富山

たちも嬉しそうでした。 松本

周年花展となり 翆▼湖東

島田礼子▼大和

水

井香花、魚返愛香、向井

美峰▼大阪中央橘会

金子

良い窓辺に 井ふみよ▼大阪専修会

作品を並べ 石川貴美子▼吉備

大場美恵子

森本翠香▼久留米

ました。作 初風▼石見

品展のチラ ▼光

シも自分た 関靖子、永渕惠美子▼柳

金子隆子、小溝フサ

島田つね

井村美豊、陣

ほしい方々に個別に配っ ヱ▼福岡中央

、 日の両日、東京 て、密にならないように よ▼大村

撤花だけは、一斉に保 南山

以下、同グループで副 実施しました。感染防止

ークルや地域の学校など を喜び合いました。

島ムツ子▼鹿児島

（以上、 名）

教室作品展を開催した。 護者も協力して短時間で 堀之口ミツ子

センターで親子いけばな

都中野区の鍋横区民活動 鑑賞してもらいました。 林善、髙島シノブ▼長崎

月

プ（國貞隆子代表）が

池坊東京翠生会グルー ちで作成し、作品を見て 川

東京翠生会グループ

親子いけばな教室作品展

名で、蔵シック館にお 念の花展）

（写真・ 周年記 賀
て参加できる子どもたち ました〉

我慢、不自由を乗り越え 感謝の

コロナ禍の中、不安と 多くの方々に支えられ、 伊藤啓子▼松阪

ます。

けばな展は

期間を入れて、キッズい ウィンのカボチャが可愛 さがみ

キッズいけばな・ほころび展

〈池坊松本支部（細川
留美子支部長）の藤森文

判断のも

親子教室「キッズいけば

子中央委員が指導する文
と、感染予

日の両日、長野県
松本市の中町・蔵シック

〈文化庁の委託を受け

以下、藤森氏から。

気を、訪れた方々には感 館にて開催された。

過ごせたこと、無事に終

月

な・ほころび展」が

瓶を

、

防対策を強
化しながら
７月より実

池坊米沢支部（大野洋 施してきました。 回目

親子でふれあい
いけばな展
米沢支部

２日間を通して、私た たことに感謝です〉

池坊芦屋支部（福井恵 が先生なのか判然としな います。
月

子支部長）の諏訪頼子中 い中、社中４名と夢中で
央委員が、
に兵庫県の神戸市立兵庫

状態です。はさみや剣山

も何が何だか分からない

中学校北分校で指導を行 間。１日目は生徒も先生
った。
以下、諏訪氏から。
〈兵庫県の「子ども伝 で怪我しないようにと注
統文化わくわく体験教室」 意しながら、クリスマス

という企画に応募し、神 の花材を使い、楽しんで 子支部長）
が主催する
「親 の「親子でふれあいいけ 動を与えてくれました。
２日間で３２７名の方

月５、６日の両日、 て『クリスマス、正月の にも来場していただきま

子でふれあいいけばな展」 ばな展」は、集大成とし

２日目は前日より少し が

戸市立兵庫中学校北分校 もらえました。
へいけばなの指導に行っ

の保護者ら 人が

了できたことに、参加者

いけ込み時の子どもた 一同、安堵と喜びでいっ
皆さまの力と花の力に

（写真・みん
ロナ感染状況を把握しな の作品に真剣に取り組む 感謝します〉

ばな教室は、米沢市のコ スク、元気に明るく自分

〈伝統文化こどもいけ ちの小さな顔に大きなマ ぱいになりました。

の報告。

以下、大野支部長から 出瓶しました。

れた。

市民ギャラリーで開催さ 室に参加する子どもとそ 心が癒され楽しい時間を

てきました。同校は夜間 リラックスした雰囲気で 山形県米沢市のよねざわ 花』をテーマに開催。教 した。久しぶりの花展に

中学校で、生徒の国籍は
日本、中国、韓国、ベト
ナム、ネパール、アメリ

カとさまざまです。中学
といっても、生徒は皆さ
ん成人で、仕事で海外か

ら来られている方や、年

◇

花のあらかると 号

送付について

号』は１月

池坊華道会会誌『花の

あらかると

集ってお稽古ができる 下旬から順次、発送して

英雄、瀬島弘秀両特命教

上良子氏との対談、柴田

と人間国宝（紬織）の村

お言葉をはじめ、若宗匠

ています。自分の作品を 日常が戻ってくるのを、 います。宗匠、若宗匠の

と合同で作品展を開催し

２８

74

会長を務める宮島美奈氏 のため日頃のお稽古も分

散して一家族ずつ行って

〈例年であれば、 月 いるので、数カ月ぶりに

からの報告。
「 お 花 が あ れ ば こ だけるかと、残る人生に
の学校に通うた らなかった田舎者の私に で す。

◇

熊谷師は、昭和７年生
年から

を拠点とする数多くのサ ができ、つかの間の再会

中旬に鍋横区民センター 仲間と顔を合わせること

お家元様、中央研修学

歳。同

年間支部長として支部

地域の方々や友人知人に 心待ちにしています〉
清月師のご指導を受けま れたお友達との出逢いは 自由をかけましたが、自 の運営発展に尽力、その

見ていただける貴重な機

った上で、自分たちだけ

そこで、感染対策を取

まいました。

ロナ禍で中止となってし

会なのですが、今年はコ
地元では、指導に当た 校華道や多数の公共施設
平穏な日々ばかりでは っていた学校４校、青少 などで指導に当たり、多

する」それが私のモット た。考えてみますと「よ

で企画して実行に移しま

した。２日間にわたって

窓を開け放った風通しの

現在も幾つかの教室を持 ができましたことの幸せ た教室で学びました。前 花屋さんの珍しいお花が に後を継いでくれていま 会長などを務め、山口県
生の授業は、生花しか知 へと誘い寄せてくれたの いつまで出席させていた されている。

日時をずらしていけ込み、

ーです。ささやかですが くぞまあ」続けること み、京都四条通りに面し 家元に通う楽しみや、お の若い方に譲り、皆立派 育成。平生町文化協会副

池坊華道専門学院に進 ありませんでしたが、お 年ホーム、婦人会を支部 くの後進、引立教授者を

共に進歩することを自負 ３つ目の元号を迎えまし 強させていただきました。

いつの間にか齢を重ね、 以外にも多くのことを勉 残はつきません。

せていただいております。 りを受けましたが、お花 れ、懐かしい思い出に名 つつ生かされております。 務められた。地域では学

した。先生にはよくお叱 今も続いている方もおら 身の花人生を誇りに思い 間、山口県連合支部長も

立された初代支部長永野 花、各地から勉強に来ら 方々に導かれ、家族に不

口に戻り、周南支部を設 残った亀澤香雨先生の立 院の先生方、また先輩の まれの

いた時でした。その後山 昨夜のほろ酔いの香りの

（自由花）
、 ことができたのでしょう。
膳所の義仲寺で暮らして の「オブジェ」

りました滋賀県 りでした。中村亮一先生 重ね、苦難を乗り越える 今でございます〉

め、姉夫婦のお はびっくりすることばか そ」何があっても我慢を 鞭打ち、精進をと願う昨

がら「今ならできる」と 姿勢は、私たちに力と勇 なで記念撮影）

２０

長 野

初生けと、 知事賞をはじめ多数受賞
ち、楽しいお花との出合 を、感無量に思います。 田華風先生、永井華了先 一層私を「お花大好き」 す。旧七夕会、
入門は昭和 年。洋裁

２０

２０

１８

いに感謝しながら過ごさ

７４

配の日本の方です。

２６

東 京

１７

私のいけばな人生

１０

１０

４５

１０

１２

〈「 笑 顔 を 忘 れ ず、 共

６２

兵 庫

に話し合い、共に歩み、

１８

４５

２５

８８

１２

２４
２０

１４
体験の様子

常任委員
周南支部
准華老補
２６

すので、
ご了承ください。

到着しない場合がありま

※個口に分け、同時に

とお楽しみください。

載。ぜひ、社中の皆さま

たい生花の美」などを掲

授が語る「次世代に伝え

久しぶりの仲間と

熊谷テイ子師

１７

１８

山 形

第598号

ち
み
こ
花
2 0 2 1 年（令和 3 年）1 月 2 5 日（月曜日）
（7）

［支 部 花 展］

総数１１８瓶。
◇『華の道、感謝と絆

で未来に翔く』池坊琉櫻

会支所花展（２月 ・
日）那覇市・沖縄県護国

◇『雪舟誕生６００年 神社。総数 瓶。

▼第

回三十三間堂春桃会 献華式（若宗匠献華）
令和３年３月３日（水）午前 時
三十三間堂 中尊前（京都市東山区）

三十三間堂では平成

年に千体観音立像が国宝指定を受

け、３月に慶讃期間の総決算である結願を迎える。その慶祝
催事として、池坊専好若宗匠が献華を奉納される。同日、千

◇『まなびピアあさひ
かわ～２０２１～』池坊

体観音立像の前に池坊京都支部員 名によるいけばなも展示。

瓶。

日） る場合がございます。開 財）池坊華道会に提出さ

イベントホール。総数

瓶。
◇『 ～ い け る 喜 び ～

び印刷物申込書」を基に

滋賀県東近江市・ウェル 催については支部にご確 れた「花展開催通知およ

（２月
上川倉庫 蔵囲夢 市民ギ 部青年部花展

・ 日）北海道旭川市・

池坊山口西京支部花展

数
◇第 回池坊柳川支部 ャラリー。総数 瓶。

◇『花のちから』池坊
』池坊
with IKEBANA

名古屋支部青年部・壮年
部合同花展（２月 ・
日）愛知県名古屋市・名
瓶。

城公園フラワープラザ。
総数

巡回講座
日 程
◇３月

日（土）▼旭

川中央支部（旭川市民文

ォローの手が出る。簡単

ここという時にパッとフ

気のようにそばにいて、

ではないでしょうか。空

見方や扱い方にお手伝

永宗匠の独特な花材の

している時でした。専

が発表され全国に普及

た。当時は立花新風体

池坊華道会

品すべてについて、花材 なようでこの「呼吸を合

「事業部通信」⑥
今月は制作室をご紹介

の手配や花器道具の準

わせる」ところが難しい。 いをしていて驚きの連

します。
の通り、宗匠や若宗匠

く技術力、一つ先を読ん

収などを担当する部署で ストに瞬時に反応してい

示中のメンテナンス、撤 で曲げて」というリクエ

に対する姿勢に感動し

角度までこだわる作品

います。小さな枝先の

「 こ こ 続 だ っ たことを覚えて
備、実際の制作補助、展 「 針 金 を 巻 い て 」

の作品制作を補助する

す。

「制作室」はその名

部署です。作品制作と

講師の横に立ちアシスタ 枝物の場合、葉の場合、

ち会える喜びは制作室

生み出される瞬間に立

皆様も巡回講座などで だ準備力も求められます。 ました。美しいものが
月刊誌に掲載されるア

ントをした経験がおあり 茎が短い植物に足をつけ

職員にとって最高のご

いっても様々あります。
トリエ作品、本部花展

る等、花材によっ

褒美かもしれません。
広島広陽支部（広島市・

流 館 ホ ー ル〈４階 〉
）▼

前支部（弘前市民文化交

社仏閣への献華など。

レーションの作品、寺

ーマンス、デモンスト

いける超大作やパフォ

外部団体からの要請で

で披露するような大作、

て様々な針金の当

アステールプラザ）※延

もちろん国内だけでな

子、常

新潟支

任委員、

お 詫 び し ま す。
《清水支

月 日逝去、

部、総
岡市東部勤労者福祉セン 華督）

していて、多くの

から制作室を兼務

私も２００１年

ざいます。引き続き宜

き本当にありがとうご

先生方にお手伝いを頂

展示の際には、多くの

りますから。

作品制作をお手伝

部の会計を務め、支部の

しくお願い致します。

に執り

運営発展に尽くした。支

いさせて頂きまし

行われ

部から「明朗な性格で、

とのこと。

和ませてくださいました」

た。

年

昭和

年池坊入門。平成

石川千惠子氏（常任委

員、豊

年まで副支部長と

して支部発展に努めた。

田支部、

尽力。支部から「身軽に 方をまとめてくださいま 日逝去、

部役員を務め支部運営に 役員会では相談役の先生

月

総華督）

支部から「いつもほがら

から

本部花展や各地での

〈最後に制作室より〉

期により日程、
会場変更。

く海外へ赴いていける

ご確認ください。

〈お問い合わせ〉

甲斐桃陽氏（本名・愛

て方や曲げ方があ

◇４月４日（日）▼石

花もあります。その作
前号８面の巡回講座日

見支部（益田市・島根県
ントワ〉
）

日（日）▼伊
勢支部（伊勢市ハートプ

※▼主管支部
（開催会場）

◇３月

化会館）

ラザみその）▼日田支部

芸術文化センター〈グラ

※「花展予報」は、（一 掲載しています。

ネス八日市。総数 瓶。 認ください。
◇池坊長崎中央支部青

◇『祈りの早春、一輪

岡県・柳川市民文化会館 の花に願いを込めて』池
年部花展（２月 ・ 日）

花展（２月６・７日）福

ギャラリー。総数 瓶。 坊 湖 東 支 部 花 展（２月
長崎市・
（株）石丸文行堂

・

日）滋賀県・ひこ

◇『花の歩み・季（と
き）を伝え』池坊東海支 ね市文化プラザ。総数
～ 日）愛知

部創立１００周年記念花 瓶。

展（２月
日）福岡県大牟田

瓶。

市・大牟田文化会館。総

・

県・刈谷市産業振興セン 大 牟 田 支 部 花 展（２月
タ ー あ い お い ホ ー ル。

日）広島市・福

［青年部花展］

◇『明日に向かって 花 数

総数３３５瓶。
とともに』池坊広島支部・
～

青年部合同特別花展（２

月
屋八丁堀本店 ８階催場。

テーマは
『花をいけよう』 ピック、そして池坊の数

池坊総務所 教務課

ター〉→（正）静岡市民 歳。告別式は 日に執り

です。新たな様式の下で 多くの催し物が楽しく開

も彩り鮮やかな花のある 催され、師弟との関係も 電話０７５（２２１）４

行われた。

年池坊入門。支 かで楽しさ満杯の先生。
に、写真と共に左記まで

活動。ここ５、６年、花 した」との報告。

昭和
お送りください。たくさ

昭和

歳。告別式は

年池坊入門。自

日に執り行われた。

んの寄稿をお待ちしてお

展の大作自由花をお願い

月

生を指導した。支部から

華督） 室で多数の中学生、高校

部、准 室を開催。特に子ども教

南越支 宅や地区公民館などで教

野村範子氏
（中央委員、

ります。

中ホール

文化会館

です。豊かで実りある一

皆様からの投稿をお待

投稿歓迎

生活が生まれますよう、 従来通り「和の精神」で ５５０
日々の暮しに「花をいけ 繋がってゆくことを望み

した。
池坊の行事も中止、 機に考えましょう。

花に向う心は無心の心 年であってと願います。
最後に「花こみち」の

すると毎回
『今回が最後』

と言いながらいけてくだ

さいました」との報告。

京都市中京区六角通東
を歩む私共は何に心を寄 した。時代に応じた新た なるようご協力をお願い の企画、活動、ユニーク 洞院西入堂之前町２４８

桂寿、常任委員、札幌支 日逝去、

小崎エイ子氏（雅号・
寄稿は約６００字で書

辛丑、令和３年の新年 せ、心の支えとしていっ な創意工夫をしてゆくこ します。平穏な日々の訪 な人物紹介など。
れが来ますよう念じて、

こみち係。
電話０７５
（２

（一財）池坊華道会 花

「花の道」 知恵と工夫された展示で でより充実した機関紙に 年部・学校華道・地域で
あけましておめでとう そのような中で

一年であったと思います。 とは違った様式で行われ、 紙面を全国の皆様の投稿 ちしています。支部・青 〒６０４―８１３４

大きく変わった、大変な です。旧七夕会も今まで

延期となり皆様の生活も

部》
（誤）清水テルサ〈静

※諸般の事情により花 （日田市・パトリア日田） ※最新情報については、 程において、会場に誤り
◇『
Spring
Spring
◇３月 日（日）▼弘 池坊公式ホームページで がありました。訂正して
』 池 坊 湖 翠 会 支 展の開催が急遽中止とな
Spring

『 花をいけよう 』

新年のあいさつ

２０

「実」
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