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池坊中央研修学院
第 期生修了

（愛知）楢崎順子（大阪
橘会）江川成美（京都）

おり た

作から始まり、
引立教授、 きる限りの対策を講じな 義を拝見したいと思った

ゆうたに

壮年部、青年部、一般の がら巡回講座と記念花展 ためである▼織田冨喜子

会員の方々の作品が並び、 をされた東海支部に深い 支部長や優谷省子前支部

壮観であった▼このとこ 感謝と敬意を表したい▼ 長方にお礼申し上げた。

和と美

田中伸明（豊橋）村松由

ろ、多くの支部の花展が 昼 に 東 海 支 部 の 役 員 の 午前と午後の２部制であ

鈴木佐知子（岐阜中央）
紀子（浜松華進社）
日コース〉
駒林由紀世
（石

刈谷市で行われた▼私は

０周年記念花展が愛知県

日間、東海支部創立１０

のか私は少し心配してい い学びを継続していくと を惹きつける力があった

周年念記念花展をされる 境下でも最善の努力を払 デモは、分かりやすく人

東海支部が本当に１００ たが懇談した。厳しい環 った▼森部教授の講義と

延期・中止されている中、 方々と、短い時間であっ った。若い受講生も多か

川）立間真由美（三井筑

日から 日の４

▽…２月 日で、今年度は東京校を含め総数９８６名が修了（卒業）す…△
紫）濵口悠（伊勢）川口

後期展初日の 日に伺い、 た。しかし、全くの杞憂 いう道の本質を、支部か ▼２０１１年秋に、仙台

２月

▽…る。新型コロナウイルス感染症拡大のため、今年は海外支部の学院…△
正子（東京中央橘会）小

多くの作品を拝見した▼ であった▼１月 日には、 ら学ばせていただいた▼ で大震災からの復興支援

【教養科Ｂ】
〈２年制土

多くの学院生が補講を残しての仮修了となった。
▽…生の来日は叶わず、
…△
島真由美（小倉）田丸絵

天井が極めて高く、空調 小林義子客員教授による ２月

期の最終期が１月 日から始まった。最終日は…△

▽… 修了式（卒業式）は感染防止のため入学式に続いて中止となり、…△

里加（大阪中央橘会）常

日、２月５、

の言葉を述べられ、生徒 「実技・講義は中央研修 北）
【専門科Ａ】
〈２年制土

相談役でもある田中道彦 ろな想いが駆け巡られた を伝えたく、また現役の 力」を強調していらっし

田喜久和支部長、華道会 田中道彦先生が、いろい 支部や関係の方々に感謝 を続ける価値、池坊の魅

合わせて約３５０瓶、宮 行われていた▼花展当日、 央橘会支部をはじめ他の ▼何度も「花の力、稽古

わりではなく、学びは続 内容で、また地元で見か 日コース〉居戸晶子（湖

会）
藤井寛貴
（京

小田和代（湖翠

（池坊雅史）

胸が熱くなった。
支部最高顧問、
三浦友馨、 のだろう、涙ぐまれてい 教学委員として最後の巡 ゃった。

【専門科Ｂ】
〈２年制土

都）
藤木香奈
（湖



きます。これからも頑張 けない花材を買うことが 翠会）加納昭美（豊田）

日コース〉真壁弘典（東

佳代子（東京紫雲会）

小林義子両教学委員の大 た▼このような中で、で 回となる森部隆教授の講

れた。

特別科までの学院生で 京千祥会）加藤秀美（名

たちばな賞

ってください」と激励さ でき、思う存分学べた」 堤志津子（東近江）水野

の皆さんには「これで終 学院でしか受けられない

日、大阪７支部と 講座をしていただいた時

▽…各教室においてクラス単位で担当講師から修了・卒業証書が手渡し…△

管理と換気が徹底された 巡回講座も、あらゆるコ １支所合同の巡回講座に の、壇上でのさっそうと

▽…された。
池坊専永宗匠は２月５、
、

日、池坊専好学院長は

１月
日に巡視された。それ

ぞれデッサンをご覧にな
りながら作品の良いとこ
修了・卒業生から以下
の感想が聞かれた。
「どの先生の講義も熱

１年制〉岩瀬か

く、引き込まれ、細やか 入学時に正教授一級まで 古屋）中野敦子（四日市） 翠会）
〈東京校・
に指導・手直しをしてく の職位を持つ成績優秀者 野口裕子（名城）畑中智

会）久保田舞春

ださった」
「 コ ロ ナ 禍 で に学院長から「たちばな 恵子（松本）山神和基（尾 おる（東京千心
道山陽）大石頼子（浜松

（川崎義方会グ
ループ）
〈２年
早田明美（三井

【特別科】
〈１年 制 〉 制平日コース〉

屋）

２月５日までの受賞者 華進社）早川壽美（名古

カリキュラムが凝縮され 賞」が授与された。
た内容になっていたが、

【教養科Ａ】
〈２年制土

感染予防策がしっかり取 は以下の通り。
られ安心して受講できた」

「５日間家を離れ、お 日コース〉蔡圻

子
（大和）
〈２年
制土日コース〉
上山由美子（岡
山）服部小百合
（名古屋）藤井
達夫（今治）宮
﨑直子
（名古屋）
上杉佳子
（京都）
齋藤厚子
（東海）
野田陽子（福岡

池坊全国大会では事業報告に加え、華道家元四十五世 池坊専永宗匠よ
り一年の活動指針が発表されます。また次期家元 池坊専好若宗匠、池坊
雅史事務総長の講話があり、池坊華道の今とこれからを知っていただくこ
とができる貴重な機会です。
池坊華道会の会員であればどなたでも無料で参加でき、参加記念品をお
渡しいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用、間を
空けての着席などの感染対策を行っての開催となりますのでご協力くださ
いますようお願いします。詳細のご案内は各役員へ個別に 3 月10日ごろに
お届けする予定です。
【日時】2021年 5 月29日（土）10：00～13：00（ 9 ：00開場）
【会場】CNAアリーナ あきた（市立体育館）
〒010-0973 秋田市八橋本町六丁目12-20
TEL 018-866-2600
【会議出席資格者】
支部長、支所長、全国大会名誉顧問、常任委員、中央委員、池坊華道会財
団役員、教学委員、名誉教授、池坊華道会員
※池坊華道会員は傍聴者としてどなたでも出席できます。教授者または支
部を通じてお申し込み下さい。社中同伴での参加も歓迎します。
【池坊全国大会に関するお問い合わせ】
池坊華道会 管理課
TEL 075-231-4922 FAX 075-255-3568 メール zenkoku@ikenobo.jp
【宿泊や交通に関するお問い合わせ】
株式会社ＪＴＢ 京都中央支店
TEL 075-284-0173 FAX 075-284-0153

ろ、気をつける点を丁寧
に講評され、生徒たちは
ひと言も聞きのがさない
ように耳を傾けていた。
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中央）福原恭子
（岡山橘）

『2021年度池坊全国大会』

2021年5月29日（土）秋田県秋田市で開催

最終期の期間中、学院
長、池坊雅史事務総長が
今年度で最後となる秋野
仁教授の古典立花、森部
隆教授の立花、井口寒来
教授の立花／生花の４研
究室を訪れ、あいさつを

…△

本恵子（高岡）森田友梨

１６

会場であった▼前期後期 ロナ対策を講じて無事に 参加した。主管の大阪中 したお姿がよみがえった

▽… 池坊中央学院第
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最終日が試作展となり、 でのご指導に対して感謝 生に繰り返し学べて幸せ」 （京都）山本浩文（滋賀

１３

筑紫）安浪布佐

秋野研究室でごあいさつされる学院長、
事務総長

〒604-8134 京都市中京区六角通
東洞院西入堂之前町248番地

東海支部１００周年記念花展 ���（ ２ 面 ）

４４
花だけに集中し、同じ先 （京都）鈴木彩乃
同上・学院長
（ ２ 月 ５ 日・特別科）
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された。先生方にこれま

試作展で講評される宗匠（ 2 月 ５ 日・研究科）
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持つ本質も現れたのでは

願いを託す、いけばなの

化の表現に変えて自分の

短期大学２年

受賞した池坊

坊最優秀賞を

いけばな池

学校華道インターネット花展
ないかと思います。その
の諸星晴花さ

◇

◇

◇

個人賞・団体賞決まる

回学校華道インタ 集計中に土屋講師がいけ 課課長のあいさつで閉会 年齢、その時期でなけれ
んは「高校の


ば表現できないような世
部活動で学ん

日、池坊で開催され、 ョンを行った。結果が発

ーネット花展審査会が１ ばなのデモンストレーシ した。

月
若宗匠は総評で「コロ 増えていくことを期待し

等学校１年）▼中日新聞 ３年）柿崎海結（秋田県

屋市立駒方中学校２年） （長野県伊那弥生ヶ丘高 （秋田県立平成高等学校

▼京都市教育長賞 川井

（光ヶ丘女子高等学校２ 平ちゆき（熊本県立南稜

木菜子（札幌国際大学３ 社賞（東海） 吉家琴和 立平成高等学校１年）片

年）▼読売新聞社賞 野

多田七海（池坊短期大学 岡県立京都高等学校３年）

南杏奈（福
中菜遠（活水女子大学４ 年）▼京都新聞賞（近畿） 高等学校３年）

年）▼朝日新聞社賞 橋

国・四国） 矢部紗也奈 Ｃ学園屋久島おおぞら高

▼中国新聞社賞（中 青木園果（学校法人ＫＴ
詰千都（高山西高等学校 １年）

３年）▼毎日新聞社賞

賞の取り組みに

話し、作品について「２ な池坊最優秀賞 諸星晴

れられない時間です」と

都で過ごした２年間は忘

学生会会長をしながら京

大学は夢のような場所で、

高松あのん（島根県立松 （赤磐市立桜が丘中学校 等学校３年）▼中学校の

も感謝します。

年間の集大成として生花 花（池坊短期大学２年） 道新聞社賞（北海道）

けばなを学べる池坊短期

これからも、イ

新風体を制作。ヤツデは

評を述べられ、審査員を ナ禍の中、生徒・学生が ます」

ンターネットな

支えてくれた家族や友人 大臣賞

長、副委員長の土屋郁剛
講師をはじめ、京都府、

東） 鈴木美咲（神奈川

（九州・沖縄） 百武歩 東城中学校２年）伊部成

校１年）

年）▼小学校の部

池ノ

村上麻亜子（筑波 学校５年）廣居絵名（杉

〈入選〉▼大学・短大 上愛莉（金沢市立扇台小

の部

山田茜音（北

【団体賞】

▼日本教育新聞社賞

福山

気の作品を仕上げた。
また、

青年部長の松本明美氏は

実施したも く華やかな作品を制作した。

依頼を受け ユリなど洋花を用い、明る

たいという ニュウム・オンシディウム・

勇気を届け 奥にグロリオサ・デルフィ

望、元気や 左右の手水鉢には、水口の

に夢や希

ら、参拝者 などを使用して、和の雰囲

神田明神か 竹・梅・椿・柳・菊・千両

等学校２年）貴俵芙弥佳 京都市立西京高等学校

吉元未来（広島市立基町 月刊誌「華道」賞

校２年）▼高等学校の部 大阪成蹊女子高等学校▼

小杉秀樹（池坊 璃（秋田県立平成高等学 海道芸術デザイン専門学

学校の部

宮原のん（池坊 専門学校１年）▼河北新 治学院大学３年）▼専門

〈優秀賞〉▼文部科学 橋向花奈（旭川厚生看護 大学３年）青柳汐織（明 並区立井荻小学校５年）

〈ブロック賞〉▼北海

〈最優秀賞〉▼いけば 年）

（氷見市立西條中学校３ 美（佐賀歯科衛生専門学 美（福井市藤島中学校３

産経新聞社賞 山田捺樹

松浦亜真（庄原市立

ど、現代の機器

たちの温かい手を、沖縄 短期大学２年）▼京都府 報社賞（東北） 小川明

名が参加した。

京都市、後援の各報道機

関から
審査会は事務総長が開
会のあいさつを述べら

隈部有理（名古 陸・甲信越） 入谷奏音

など思い出の出来事をパネル

なお言葉を頂き、全員が感激 堂（専永宗匠命名）落慶法要
に浸りました。

会場内には琴の演奏に交え で紹介しました。
暗いニュースの昨今、池坊

ので、新型

コロナウイ 「新型コロナウイルスの影

ルス感染症 響で青年部の活動ができて

の早期終息 いなかった中、このお話を

を願い、献 いただき、皆で取り組めた

花「龍昇華 ことは良かった。井桁を組

区）の手水舎に２月１日か なを制作した。

たが、勉強になった」と話

神田明神（東京都千代田 清」として手水舎にいけば むなど、初めての試みだっ
飛躍を支部員の皆様と

中央の手水鉢には、鉢の した。作品は期間中、一般

中に竹の井桁を組み、水口 にも公開され、最終日には

東京連合支部青年部が、 の龍神様を囲むように松・ 祈祷が行われた。

花、奉納された。

ら４日まで、祈りの花が献
ることができました〉

展を盛況のうちに終え

共に誓い、４日間の花

ることなく、さらなる

先輩の努力を無駄にす

周年を節目として、諸

でした。今回の１００

き、疲れがとれる思い

ちにお褒めの言葉を頂

情況の中、一時の安らぎを味 の花展に来てよかったと口ぐ

礼式生けを披露し、不自由な

江商業高等学校２年）▼ ２年）▼西日本新聞社賞 部

を活用して、さ

シャガは私の成長を表し 知事賞

者

まざまなバリア

た。結果は２月８日、池 文化スポーツ部文化芸術 品もあり、社会状況を文 進められない中で、学校

名と団体賞３校が決定し 代表して山口正樹京都府 感じたことを反映した作

を超えた文化発

ています。トルコギキョ 短期大学２年）▼京都府 校３年）
▼東京新聞賞
（関

賞

坊ＷＥＢサイトで発表さ

信、いけばなの

ウの開花は未来の私を、 教育委員会教育長賞 福

受

れた。当日は審査委員長

魅力を伝えてい

今度は私が支えていきた 永一葉（北海道帯広南商 県立相模原総合高等学校 高等学校２年）佐々木彩 市立樹徳小学校▼月刊誌

【個人賞】

の池坊専好若宗匠、審査

ければと思いま

い人を莟に託しました」 業高等学校２年）▼京都 ３年）
▼北國新聞社賞
（北 来（秋田市立秋田商業高 「ざ・いけのぼう」賞

委員の池坊雅史事務総

す」などと述べ

れ、審査委員は事前にノ
ミネートされた作品を一

市長賞

続いて後期展には事務総長 １００周年にあたり、享保期

また、
涙の出る思いでした。 わっていただきました。
ンターで開催された。
期間中、 に開催することができ、さら 感無量、

午後の式典には愛知県知

神田明神の皆さまと記念撮影

刈谷市、同教育委員会などの に宗匠より創立からの努力と

（とき）を伝え』をテーマ

事様、刈谷市長様など多く

展全作品をご巡視賜りご丁寧 た人脈の流れから華明院六角

後援を得て大作、
中作、
小品な 今後の励ましを頂き会員一同 池坊雅史様をお迎えし、後期 （１７３０年頃）より活躍し
ど総数３３５瓶を展示した。
以下、宮田支部長から。
〈コロナ禍の中、検温な
ど万全の体制で取り組みま
した。初日は春の日差しの
中、池坊専永宗匠のご臨席
を賜り開場式を華々しく行
い、引き続き宗匠のご巡視
も支部功労者席から順次賜
り一人ひとり温かいおねぎ

周年記念花展（宮田喜久和 坊」を永続した報いをしみ
支部長）が『花の歩み・季 じみ味わいました。
日から 日まで、

に２月

神田明神に祈りの花を献花

審査風景

愛知県の刈谷市産業振興セ の要職者をお迎えして盛大

事務総長のご巡視

作一作丁寧に審査。審査

『花の歩み・季
（とき）
を伝え』

「いけばな池
池坊東海支部創立１００ ら い を 頂 き、

創立100周年記念花展
１６

講評を述べられる若宗匠
宗匠をお迎えしてテープカット

１９

池坊東海支部
１３

「今年は通常の授業が

最優秀賞作品

とコメントした。

募作品の中から個人賞

１１７０校５８５４の応 表された後、若宗匠が総

２０

られた。

３２

だ茶道と、い

界観が反映された作品が

第2３回
２３
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池坊WEBサイト（会員専用ページ・特別会員専用ページ）活用術
https://www.ikenobo.jp/

・免許状について

特別会員専用ページパスワード

・会報「花のあらかると」バックナンバー

など

awgh8252 （会員専用ページも開くことができます）

・教室紹介ページ更新方法/動画解説 ・YouTube「六角堂の建築豆知識」
・会誌「花こみち」バックナンバー ・公式教室看板の申し込み
・池坊ロゴ入り名刺データ ・花伝書改編版 ご注文フォーム
・パンフレット、リーフレットお申込みフォーム
・免許状申請、華道会費のお手続きマニュアル、様式 ・ビギナーズレッスン実施概要
・各種花展の申し込み ・研究会の申し込み など

いけばな教室検索ページについて①

『管理者画面にログインする、教室写真を掲載する』

②会員専用ページへ

・会費について

kuex3408 （社中の皆さまにお知らせください）

②特別会員専用ページへ

会員専用ページパスワード

①会員の方へ→会員のみなさまへ

2020年12月、池坊WEBサイトが新しくなりました。池坊の情報がより見やすく、わか
りやすく、スマートフォンからも快適にご利用いただけます。
今回ご紹介する会員専用ページと特別会員専用ページは、それぞれ会員の方が利用できる
特典のご紹介や、各種お手続きフォームを掲載しています。ぜひご活用ください。

スマートフォントップ画面

ステップ②
教室写真を変更してみよう
教室写真を変更すると、教室の様
子が伝わりやすく、印象が良くなり
ます。
・教室内でのお稽古の様子
・教室に訪れる方の目印になる外観
・作品の写真
などがおすすめです。
横向きの写真を推奨。 4 枚まで掲
載できます。

いけばな教室検索ページは、いけばな教室を探している方に教室
の基本情報を提供する情報サイトで、特別会員の方は無料でご利用
いただけます。教室ごとに 1 ページが表示され、基本情報の他、教
室の写真や地図、講師のコラムが掲載できるようになりました。
昨今、若い人の多くはインターネットを使って近くの教室を探す
方が増えています。インターネット上に情報を掲載することによっ
て、若い人たちに門を開いてみませんか？未掲載の方もぜひお申し
込みください。
今号から 3 回にわたり、いけばな教室検索ページを解説します。

特別会員専用ページの動画「教室
写真の登録方法」を参考に、写真を
変更してみましょう。

特別会員専用ページでは

「教室紹介ページ更新方法」の解説動画を掲載中
池坊ＷＥＢサイトのトップページ→「池坊会員のみなさまへ」
→特別会員専用ページ

教室写真の例

スマートフォン画面

教室紹介ページにご登録されている先生方にお送りした資料や、
特別会員専用ページの動画「WordPressログイン方法」を参考に、
パソコンから管理者画面にログインしてみましょう。（スマートフ
ォンでの更新は推奨しません。）

ログイン画面になったら、お送
りした「ユーザー名／パスワー
ド通知書」に記載されているご
自分のユーザー名とパスワード
を入力します。

講師の指導風景

教室内の様子

作品の写真

パソコン画面

ステップ①
管理者画面（教室情報の変更ができるページ）に

ログインしてみよう

お使いのブラウザのア
ドレスバーに
URL（https://lesson.
ikenobo.jp/wpadmin/）を入力します。

教室の外観

Ｑ＆Ａ

Ｑ．申し込み方法は？
Ａ．郵送、または、池坊ＷＥＢサイトの特別会員ページからも申し
込みができます。お問い合わせは下記まで。
Ｑ．個人情報やプライバシーが公開されるのは怖いのですが？
Ａ．名前・住所・教室の場所・電話番号などの個人情報を非公開に
して教室紹介することができます。市区郡までは掲載します。
Ｑ．直接、問い合わせを受けないといけませんか？随時、受付をす
るのは難しいです。
Ａ．池坊事務局で問い合わせを受け、先生へご連絡することもでき
ます。
ご自身での掲載が難しい場合は、メールまたは郵送していただき
ましたら、事務局で掲載します。写真は返却できません。写真はＬ
版、横長、 4 枚まで。
【送付先】〒604-8686 日本郵便(株) 中京郵便局私書箱31号

（一財）池坊華道会 華道振興課 池坊ＷＥＢサイト教室紹介係
TEL 0 7 5 （ 2 3 1 ） 4 9 2 2
【メール】nyumon@ikenobo.jp

っていましたが、中でも 鑑賞を終えお辞儀。次の
池坊佐伯支部花展（飯
、

以下、
飯田支部長から。 品の間隔を空けました。

市長さんも忙しい中、

〈毎年恒例となってい それにより、来場者の方 一作一作丁寧に見ていた

しましたので、例年に比

無理のない出瓶をお願い

をインスタグラムで配信

付けてくれ、花展の様子

第一に考え、支部員には を聞くことができました。 ＹＳの松川隆乗氏も駆け

り、コロナ感染症対策を して見やすい」との感想 支部からＩＫＥＮＯＢＯ

日の両日、大分県 る花展を開催するに当た から「会場がすっきりと だきました。また、臼杵

年配の男性が、１瓶１瓶 作品に移り同様の動きで 田保津美支部長）が１月
写真を撮り、花材もメモ 鑑賞。会場全体の鑑賞が
していたのが印象的でし 終わると受付当番席に戻
ら多くのお客様に来場い た。新聞の今日の催し欄 り「ありがとうございま
両親と来ていた小学３ し、退室しました。会場

ね、作年末 ただきました。クラスタ を見て来ましたとのこと。 した」と深々とお辞儀を

何度も重

各支部の活動から
佐賀市連合会
最後の協議 ー対策に３２０畳の外御

してもらえました。ご来

の花展で元気が出ました」

「楽しくて癒されました」

などのお言葉を頂きまし

た。自粛生活を強いられ

ているこの状況下での花

日を命

展は、意義深いものがあ

ると感じました〉

以下、宮 ら続けられ毎月

年に池坊専永宗匠

田支部長か 日としてお参りしており、

昭和

〈新型コ より「華明院六角堂」の

ら。

日に愛知県安城市の華 いて恒例の初生け、初観 いう専永宗匠の教えを心

「花の道は人の道」と

池坊東海支部（宮田喜 ロナで緊迫する中、本年 号を受け今に至ります。

初生け、
初観音、
花供養

東海支部

ようにシンプルにし、作

合同新聞社など多数の後 は順路が複雑にならない
援を得て開催された。
ーナーに 名の会員の作
品を並べていただいたこ
とで、活気ある雰囲気に
なりました。
支部員一同、花展の開

場の方からは「久しぶり

べて少ない 瓶の出瓶と
なりました。

会場作りは本部からの

ガイドラインや花展を開

佐伯市の三余館で佐伯市、 の体験を参考にさせてい

催された他支部の先生方

マで「コロ

佐伯市教育委員会、大分 ただきました。席づくり

む』のテー
ナ禍の今、
１作品でも

池坊別府支部花展（安 いけてみませんか？」と

『花を楽しむ』

別府支部花展

皆さん熱心にご覧にな 前でお辞儀、作品の全体 りに包まれました〉

り廊下の障子も全て開放。 心が和みました。作品の 了され、寒空の中、温も

で開催を決 書院の障子やふすま、渡 年生くらいの男の子にも、 にいた他のお客さまも魅

手指消毒を実施。万が一

ご来場者様には検温、

定。

お城で初生け会
池坊佐賀市連合会（福

富久千代会長）は１月 、
日の両日、佐賀市の佐

賀 城 本 丸 歴 史 館 外 御 書 クラスターが発生した時

院で初生け会を行った。 のための連絡先記入も、
た。県内外、特に福岡か

佐賀県立佐賀城本丸歴史 快く応じていただきまし

館の後援を得て総数 瓶
を展示した。
コロナ禍の中で不安も

部純江支部長）が『花を 提案しました。
楽しむ』をテーマに１月

とができました。会場で

の力で花展を開催するこ

日、大分県の別府市公 ありましたが、会員全員

会堂で開催され、総数

ちになりましたので、会

西大寺支部花展

ほしい」「や

した。

歳

「このような時こそ鎮守 加する会員は、年間延べ

にお参りを」という会員 三百余名あります。

会場では、コロナ感染 の強い願いで三密に配慮 を超える方をはじめ、一

防 止対策としてマスク着 の上、粛々と執り行いま 般会員の方も先生と共に

める選択よ
りも、今で

花をいけてお非時を頂き、

用・入口出口のアルコー

この観音様の法要は、 和やかな一日を過ごす憩

した。
きることを

考えたい」という吉野支 ル消毒・体温チェック・

『花に願いをこめて』
池坊西大寺支部花展

１日だけの展示でした

が、大盛況で１５０人以

上の来場者があり「本当

に見に来て良かった」と

温かい言葉を掛けていた
だきました。

支部員一同『花の力』

というエネルギーを頂き、

皆さん笑顔で散会しまし
た〉

ていましたが、予想に反

活動も下火になると思っ

により、こうした支部の

コロナ禍の昨今の情勢

（吉野和江支部長）
が
『花 部長の掛け声に、支部員 室内換気などを徹底して、 支部創立（大正９年）か いの場になっています。

見ることで笑顔になって

の１日展示開催となりま

に願いをこめて』をテー 全員が賛同。今回初めて 出瓶数も考慮しました。
マに１月 日、岡山市の
西大寺緑花公園・百花プ
ラザで開催され、大作２
瓶を含めた 瓶が展示さ
れた。
以下、金光弘恵中央委
〈
「コロナ禍の影響で

ックセンターで霧島市、 るのを避けるなどの対策 気持ちになりますね」と 展が続けられるように、 員から。
か「元気が出ますね」と 一日も早くコロナウイル

本来なら自粛のところ、 のために毎月欠かさず参

花供養を行いました。 に刻み、自分自身の成長
久しぶりの花展に出瓶 した」などの声が聞かれ らの別府支部の活動の励 明院六角堂で、初生け行 音、

「 笑 顔 に な れ ま 皆さんの結集力がこれか
中止や縮小で心が沈みが 意しながら行いました。 き ま す 」

〈この１年間、行事の り、感染症対策に十分留 けることで力や勇気が涌 催を喜ぶとともに、会員 久和支部長）では、１月 も守り本尊の観音様にお

「花をい
以下、
安部支部長から。 は、花席の間隔を広く取 花 が 好 き で す 」

瓶を展示した。

２３

員の皆さんに『花を楽し した皆さんから「池坊の ました。また、青年部コ みになると思いました〉 事などを開催した。
前日のいけ込みの日は平

１７

３４

２４

佐伯支部花展
『新しい年
花でエールを』
１２

以下、弥永孝子常任委
員からの報告。
〈佐賀市連合会発足以
来、初生け会は 回目を
迎えました。全国で新型

コロナウイルスが日ごと

をテーマに総数 瓶が展

野部でも積雪があり、遠

以下、
南園支部長から。 くからの人たちは慣れな
〈今年の花展は、心を い雪に苦労しながら会場
「明
込めていけたお花を皆さ に 駆 け 付 け ま し た。
んに見ていただいて、明 日はお客様は来られるか
と心配しましたが、
るい明日への希望の光を しら」
届けたいという願いを込 当日は透き通るような青
めて開催しました。会場 空の天気でうれしい限り
寒い中来場してくださ

では、いけ込みや開催時 でした。
のマスク着用や消毒、体

温測定などを実施し、作 った多くの皆さんに「お

４９

花展会場の様子

鹿児島ではめったに雪 言っていただいて、開催 スが収束することを願っ 暗い話題が多いが、花を

霧島市教育委員会の後援 をしました。

を 得 て 開 催 さ れ た。
『希

１７

感染者を増す中、恒例の
初生け会を開催すること

への不安を抱えながら役

員幹事一同で話し合いを
池坊高千穂支部花展
、 日の両日、鹿

（南園美惠子支部長）が 示された。
１月

４１

が降ることはないのに、 できて本当に良かったと ています〉

９０

開放的な大広間

３７

児島県霧島市の国分シビ

４５

品の間隔を空けて密にな 花を見ると明るく楽しい 思います。これからも花

花展会場の様子

１５

広々とした会場

どうぞお寄りください〉

近くにお越しの折には、

ます。

場として定着してきてい

願そして私どもの修行の

した。家内安全、健康祈

して参加者が増えてきま

花供養の様子

１１

望の光 明日に向って』

花展会場の様子

３１

２４

１０

高千穂支部花展
『希望の花
明日に向って』

３１

１２

１１
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岐阜支部社中・支部有志

リレー方式で新春花展

セージから

総長のメッ
ありましたが、コロナ終

この度、新年早々では
ナ禍で集まりが少ない中、 楽しさを痛感致しました〉 新春にふさわしい空気が

スタートでしたが、コロ わせて作品を作る大切さ、 り響き、少し張り詰めた

私たちも不安の中での おもてなしの心で力を合 にはさみの音が静かに鳴

流れる中、一連の献華の

山形支部青年部

新春初生け花展

会を開催しました。

初代青年部長である伊

らの報告。

〈青年部

藤華梢山形支部顧問のお

孫さん、伊藤眞由さんが

年

は昭和

に発足。年

始に初生け会を開き、中 出瓶し、バラや紫色のデ

丑年の今年の献華者は、 （金田美智子支部長・澁 央研修学院の先生をお招 ルフィニュウム、南天の

池坊山形支部青年部

名を立て、

前支部長の川野美代子常 谷明美青年部長）が１月 きして講演会、デモンス 実などを組み合わせた中

儀式が執り行われます。

支部長はじ

トレーションをしていた 作自由花作品に「外は大

任委員の社中の緒方説子、

日から 日まで、山形

め引立教授

献華者２

息を願って４日から 日
まで５組に分かれて３日

八代支部

始まり、池
坊専永宗匠

会のライブ配信の高校生 ぞれがテーマを掲げて、

２階特設会場 華や、花の甲子園全国大 展を開催しました。それ

岐阜市の岐阜シティ・ の六角堂での祈りの花献 間ずつ、社中展・ミニ花
タワー
で岐阜シティ・タワー

八代宮で献華奉納

一般会員が見守る中、 上田聖子中央委員の社中 市の山形グランドホテル だき、山形支部の先生方 雪だけど、一足早い春を
池坊八代支部（中島陽 者、

昭和、平
熊本県八代市の八代城跡 らいをいただき、厳かに 年を無事に迎えられた感 開催し、 瓶を出瓶した。 だき、華やかな新年の幕 を浮かべました。

では水引や金色の柳、水

び、立花、生花、自由花
〈八代支部は、昭和

以下、
中島支部長から。

て正月らしい花が多く並 奉納を行った。

仙、松、千両、梅などを 年の創立以来、八代市の

いけました。久しぶりの 中央に位置する八代城跡

花展で、新聞にも掲載さ の中にある八代宮で、年

れ、
大勢のお客様が訪れ、 に３回（１月、４月、８

お正月らしい花に皆さん 月）献華奉納を行ってい

無事に成功することを参

に予定している支部展が

猪にいけます。静寂の中 の支部の発展、また３月

新春のいけばな展とし の中にある八代宮で献華 若松と小菊の生花を御玄 謝、コロナの終息、今年

ール消毒も徹底。

い、マスク着用、アルコ 子支部長）が１月３日に 八代宮宮司の祝詞とおは の田中比呂子の２名。新 で「新春初生け花展」を も来賓としてご出席いた 表現できたかな」と笑顔

いけ込みは時間差で行

主催の新春いけばな展が の一生懸命な姿に勇気づ 総勢 名が参加しました。
な心を保ち、支えられま

リレー方式で開催され、 けられました。折れそう
１月４日から 日まで池
坊岐阜支部（近藤幸子支 したことに池坊の伝統の
部長）の社中・支部有志 重さを感じました。
名が参加した。

以下、近藤支部長から。
〈昨年はコロナ感染症
により行事の中止、延期
が余儀なくされました。
国内だけでなく、世界中

の感染拡大に驚きと戸惑
いを感じつつ、伊勢神宮
ます。

加者全員で祈りました。
この長く続く伝統をこ
れからも守り続け、次世
代にバトンタッチできる
ように続けていきたいと
思います〉

以下、澁谷青年部長か 開けを楽しみにしていま 成、令和と次世代に続く

す。日頃のお稽古の成果 希望の姿に、部員一同温

伊藤先生を始め、歴代

を発表する貴重な機会で かい気持ちになりました。

もあり、一年の目標とし

て稽古に励んできました。 の青年部員でもある先生

今年は新型コロナウイ 方の背中から多くを学び、

ルスの感染防止のため、 どんな状況でも前を向い

講師、来賓をお招きする て今後につなげていきた

ことは中止。新しい生活 いと強く感じました〉（写

様式に基づいて、初生け 真・みんなで記念撮影）

昼食抜きで午後１時

「 現 代 の 感 覚 で 花 を トにたくさん意見を頂き な花に癒された時間を過 を持ち寄りました。
催支部とし のテーマ通り、花の力を ただいた皆様に感謝する た。

策。例年共 『花が教えてくれること』 の中で開催までご尽力い イデアにあふれていまし なった」など、アンケー すが、参加者全員、素敵 きず支部員で身近な花材

感染防止対 もてなしの心が伝わり、 したが、このような困難 さいたりと素晴らしいア 的なことが改めて勉強に でストレスが多い時代で 花屋さんだけでは調達で

喜んでいました。

いけばな池坊巡回講座2020

ごすことができました。

花には癒しの効果があ ＡＩには決してできない 分までの時間短縮でした

「 華 とともに、いけばなを伝 いけるということは、昔 ました。
て受講する 体 感 い た し ま し た。

にお迎え花や立花正風体
を完成させ、受講者を迎
時間は短くなりました

３０

の献華式の池坊雅史事務

５８

「床の間やハランの陰
忘れてしまっている基礎

元教授の講義・実演に身

上となり、電車、バスな ンストレーションで、家

どの交通機関が不通で

前々日からホテル泊で対 近に接し、参加者は緊張

年末年始休暇もあって みに触れることができま

応した人もありました。 の中にもいけばなの楽し

開催４日前に時間短縮で した。一番前に座ってい

の開催が決まり、講師の た高校生たちは内容を熱

厳しい状況下で入場者

先生にもご協力いただき 心にメモしていました。

スケジュール変更で臨み

は１００名足らずでした

コロナ対策を徹底し、 が、講師の先生、会場ス

江崎如風支部長から。 ました。

近隣市町では センチ以

いても年明けと重なり、 終了しました〉

は５、６センチの積雪、 いました。花材調達につ 協力で好評のうちに無事

して開催しました。当日 開講式も立ったままで行 タッフの方々、支部員の

〈森部隆教授をお招き

明るく熱心な講義とデモ

ということです」と 教 え れたそうです。コロナ禍 ルを頂いた一日でした〉 りました。会場は先生の

をたずねて新しきを知る ることが科学的に証明さ 命の表現を勉強し、エー が、中身の濃い内容とな

だけでした 道は人の道を教える」と えることの大切さと喜び があって今がある、古き

策を施し、時間も 時

ロナウイルス感染防止対 陽など知っているようで

た。できる限りの新型コ

んが楽しく受講されまし の技術と心を学びました。

１５０名もの会員の皆さ てくださり、まさに現代

ので、慣れないことばか 講義の中でお話がありま を教えられました〉
りでしたが、主管支部さ
んのご苦労も体験でき、
初めてづくしの一日とな

〈ＮＨＫの朝ドラ「エ

ール」のロケ地となった が、講義は丁寧で、実技
豊橋市公会堂で行われま はダイナミックと細やか
した。今年は小林春荘先 さが同居し、ブドウを花

（ １ 月１０日、福岡県・久留米市
シティプラザ久留米座）

﹃花が教えてくれること﹄

献華奉納の様子

２０

「講師、会場スタッフ、
支部員の協力で無事終了」

全国１５８カ所開催の巡回講座２０２０は２月
日現在１５１カ所が終了し、残すところ７カ所

となった。以下、３カ所からの報告。

部は毎年埼玉県で受講し りました。
何より次々といけられ

（１１月２９日、愛知県・
豊橋市公会堂）

白井まさみ支部長から。 えられました。

豊橋支部

生（教授）をお迎えし、 留めにしたり、ハランを

実技の様子

１２

分から 時 分と短縮に。
３０

ておりましたが、関東地

１６

そのため、先生は午前中

１５

区は県をまたいでの受講 る作品から祈りの心、お
を控える方針のもと、今
できること、今年だから
できること、小さな支部
だからできることを検討
し、研究会で巡回講座を
開催しました。
講師は支部員の豊田光

ました。栃木県の小山支 年部によるアシスタント、

となり、９月に開催され の手配、会場の設営、青

。花材
〈コロナ禍の中で延期 政 先 生（ 准 教 授 ）

木本正子支部長から。

（10月17日、栃木県・小山市立
文化センター 小ホール）

１２

三潴支部

２０

「エールを
頂いた一日」

１８

小山支部

１０

１８

次々といけられる作品

３０

花展会場の様子

９０
２１

「研究会で
巡回講座を開催」

９０

４３

４３

第599号

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

地域の施設に花贈呈

児童館いけばな教室

金沢支部・矢地氏指導

ます。それ

（線香立て）
いわれます。強い構造に るのは京都御所などと同 石製の常香炉

た。振り返れば、文化庁

閉講することになりまし

込めて、自分たちで作っ

民館など カ所に感謝を

派出所、病院、学校、公

お届けした皆さんにも
大変喜んでいただき、子
どもたちの自信に満ちた
うれしそうな表情を見て、

屋根とは別に、本柱と控

また、明治

年（１９

山門を入って右手にあ に作られたものです。

柱をつなぐ小さな屋根が るのがお茶所で、納経所

、京都私立子守学
二つ付属しています。こ を兼ねています。内部に ０７）

うすることによって、本 は三十三所観音像が安置 校の教場の一つが、お茶

時は、弟や妹の世話で忙

柱と控柱を覆うように屋 されており、その前には 所に開設されました。当

根をかけるより

しい子どもが多く、就学

率が低かったため、解決

も、死角が小さく

性が向上します。

入部。そんな彼の特技は 葛飾北斎の赤富士を表現

チョコレートによる花の しました。チョコレート

キロの３Ｄ化です。

この１年、部活動も思

策として有志が子守学校

◇

◇

を設立したのです。

◇

※当連載の動画は、次の

ＱＲコードからご覧くだ

さい。

﹁総華督﹂取得者

小原華芳

︵ 月認可︶

▼岩手中央

重ね、静岡伊勢丹のバレ

うに任せない状況下、ひ ▼由利本荘 間杉虹風▼

制作。コロナ禍、研究を
いけばなを習っているこ

ンタインフェアに作品展

京都市中京区六角通東

初出瓶の姉弟

池坊西大寺支部（吉野

中央委員から、支部花展

央研究会

髙

春山美玉、儘

木村一三▼東京中

えました。来場者にも大 嶋槙華、長谷川白扇▼む

開きました〉

田静樹▼東京山手会

三浦八

本美月▼東京みどり会

河津敦子▼清水

中里とも子▼台

重子▼浪速 植田千佳子

 （以上、 名）

洪婉芳、張善娟、陳

▼筑豊

湾

正珠

ように全集中で、指導者

中伝）姉弟を紹介するお は、将来はＩＫＥＮＯＢ

も、笑顔が絶えない若い

支部の先輩や先生たち

の松本千景先生の稽古を

ＯＹＳになって蓮の一色

２人のパワーに刺激され

した松尾彩乃さん
（小６・ に西大寺支部花展に初参

立花をいけたいと、日々

ています〉

楽しみにしています。

以下、金光氏から。

「鬼滅の刃」の炭治郎の

便りが届いた。

〈松尾姉弟は１月 日

中伝）
、
倫太郎さん
（小３・ 加しました。倫太郎さん

（４面に掲載）に初出瓶

稲垣希依子、小

たむきな姿勢に感動を覚 日立睦

岡市の静岡県立大学華道
部の部員を紹介するお便
以下、田丸氏から。
〈３年生の関根遼平さ

西大寺支部花展に

中央委員から指導する静 はありませんでしたが、

つ子支部長）の田丸啓子 士 山 」。 得 意 な「 花 」 で 好評で、活動の成果が花 さし

テーマは静岡の美「富

示を依頼されました。

っていることを感じ、誇
らしく思いました〉

ちしています。

皆様からの投稿をお待 りが届いた。

投稿歓迎

池坊清水支部（釼持い

とが大きな自信につなが チョコアートを展示

静岡県立大学華道部員

の明治２年（１８６９）

するため、本柱に加えて じで、格の高さを表して があります。本堂再建前

ががないよ
への支援申請が毎年認可 美子支部長）の矢地幸子
たアレンジメントフラワ

控柱があり、本柱の上の います。

は、日頃お
世話になっ
ている地域

うに見守っ
を受け、大勢の子どもた 中央委員が指導する石川

の消防署、

ていまし
ちと共に歩んできました。 県の金沢市立扇台児童館

池坊金沢支部（前田由

た。現在は
ーをお届けする活動です。

六角堂の山門は、境内 なります。また、

贈ることにしました。葉 の南側にあります。平安 開いた扉を小さな

月 日は、リースを

以下、矢地氏から。

いけばなの表現の仕方が 多かったようです。

山門両脇には筋
随所に生かされており、

門の形式は、高麗門と

されることも度々でした。 でいます。その活動の一

います。南天は、
音が
「難 小菊を敷き詰めました。

ご紹介します。

ンのリースになりました。 城郭建築に起源をもつと 線が五本入ってい

どこにもないオンリーワ 呼ばれ、安土桃山時代の 塀が続きます。白

った山崎前館長に閉講の
あいさつを頂きました。

父兄からは閉講を惜しむ

声を多く聞きましたが、

改めて教室を続けて良か

ったと実感しました。
９年間、感動をありが

とう。最後にクラブ全員

気を出して

転」と同じことから、古

で記念写真を撮りました〉

ほしい、楽

くから「災い転じて福と 人々が手を取り合って協

４０

学校華道の活動報告から
伝統文化こどもいけばな教室

閉講式
小・中・高

毎年誰かがノミネート賞

ながら、迷うことなく作 のにならい、京内の寺院 ことができ、雨に

や花の配色・配置を考え 京が南を正面としていた 屋根の下に収める

いけばなを通して子ど な教室は、小学校１年生

来年度からは出雲郷公 を受賞しました。

子中央委員が島根県の松 た。

江市立出雲郷公民館で指

年７月より開

以下、小村氏からの報
告。
〈平成
講した伝統文化こどもい
けばな教室は、小学生
最初は手探りで小さな

名でスタートしました。
花器にオアシスを入れ、

いけばなを指導し、いけ

ばなが終わると遊び場に
早変わりし、私たちはけ

しい気持ち

なす」と言われ、お正月 力して困難を乗り越えよ

水 引 の 大 き な 輪 は、

になっても

の花に使われています。 うという気持ちを込めま

寄稿は約６００字。行

学校の玄関に飾らせても

洞院西入堂之前町２４８

〒６０４―８１３４
らい、学校を訪れた人や

（一財）池坊華道会 花

hanakomichi@ikenobo.jp

が一日も早く終息するこ ３１）４９２２。

もらいました。今の状況 こみち係。
電話０７５
（２

生徒・先生にも楽しんで

出来上がった作品は、

でお送りください。

事などは開催後１カ月以 んは、花と向き合い微細

の作品を制作しました。
テーマは『新しい春の
訪れ』です。丸い黄色い

ージでいけました。

堂朝子支部長が指導する クリスマス前に新年の花 かな緑色、優しい紅色、 い川のように流れ、明る

動報告が届いた。
以下、岩堂支部長から
の報告。

〈茶華道部は週に２回、 菊（ポンポンマム）は、
３名で活動しています。 大変なこの状況でも明る

コロナ禍で大変な今、明 い灯のように温かく世の

とを願っています〉

３１

業高等学校茶華道部の活 たちも楽しみながら、こ

内に、写真と共に左記ま なその表情を捉えたいと 和江支部長）の金光弘恵

広島相生支部・岩堂氏指導

らえたらい

その他、長寿の松、穏や した。新しい年が清々し

広島工業高等学校
茶華道部

閉講式では、お世話にな つに「友愛訪問」があり

日に閉講式を行った。 るため、いけばな教室は ない発想力に触れ、触発 月２回いけばなを楽しん

もいけばな教室が、１月 「子どもの居場所」にな もたちと触れ合い、限り から６年生までの児童が、 り上げた作品は、日頃の も南を正面とすることが 濡れないので耐久

導してきた伝統文化こど 民館が「児童クラブ」と

山門とお茶所

〈扇台児童館のいけば

美子支部長）の小村かず ８名が免許を取得しまし ネット花展に挑戦し続け、 告が届いた。

池坊安来支部（岩田富 校生が在籍し、その中で その間、池坊のインター のいけばな教室の活動報

安来支部・小村氏指導

石 川

広島県の広島市立広島工 をいけました。いけた私 純粋な白色などの様々な い一年になるというイメ

１２

山門（右）とお茶所

１０

２０

池坊中央研究所

フェアに展示された作品

１６

１５

池坊広島相生支部の岩 いなと思い、昨年 月の

リース作りの様子

２３

るい花を見て少しでも元 中を照らす様子を表して

『新しい春のおとずれ』

彩乃さん

倫太郎さん

みんなで記念撮影

１６

広 島

３.４

１２

島 根
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うにとの思いをストレリ
チアに託し、良い一年に
なるようにと願いを込め
ました。
そこはフォトスポット

夢を語れ
歳）

若手特別会員インタビュー
リクタン

東京清祥会支部・陸丹氏（

華させていただいたこと

です。いけばなを始めて

間もない時で、華道活動

を始めたきっかけにもな

り ま し た。 た く さ ん の

数年前、難病にかか 方々に支えていただき、

界を広めたいです。

照らす光のような神聖な

いけばなの学習ととも

▼池坊の魅力

▼特別会員になった理 存在です。

由と教室運営の工夫

地元でいけばな教室を

開き、生徒が 人くらい に自分の生き方、そして

集まったとき、特別会員 人との接し方も勉強でき

になりました。自分の作 るところだと思います。

池坊東京清祥会支部

品や主催する華道活動を それぞれの植物にそれぞ

番勉強しま 質物を真ん中の瓶の花の になっていて、花の前で

活の中で一 き、キラキラ光る丸い異

各 地 の 活 動 か ら
正月花をいけて

した。器に 中に入れました。高さを 写真を撮る皆さんを見て （石井美香支部長）に所 ってしまい、在宅療養中 無事に献華できました。

インターネットで発信し れの美があるように、人

両脇の花器の登ってい ことがある幸せを感じ、 森林風致計画学研究室で 物の生命力に感動し、習

▼印象的な思い出
２０１４年の旧七夕会
して六角堂のご本尊に献

▼いけばなとの出合い 花行列で「旧七夕姫」と

在籍中。

告でお知ら 総合特別科と各ゼミにも
せする。
〈毎月お

稽古をして から中研へのきっかけ

を否定すると、自分の世

説明では、通じないとき

けばなは、暗闇を と思います。

で、私にとってい 界を広げていく第一歩だ

る力を得られたの 入れることは、自分の世

いけばなから生き 自らと異なるものを受け

療養中、池坊の という和の精神のもとで

▼いけばなの存在 界も狭くなります。共存

た。

て生徒を集めまし 間もさまざまです。他人

の歳で一生懸命になれる に師事。
東京大学大学院・ いけばなに表現される植 して、いけばなの和の世

そんな中、自分の花を

親鸞聖人報恩講法要花展

水戸支部・河野社中
池坊水戸支部（安達み いる真宗大谷派の報佛寺

た。

以下、名畑 にはお互いに携帯電話で

マイケルさんはお稽古

調べたりしています。

さんは８月にいけばな体 でいけた作品を携帯電話

〈マイケル

氏から。

池坊釧路中央会グルー

験に来て、翌月からお稽 で撮影し、学校の生徒や

アメリカ人の青年
釧路中央会・名畑氏指導

プ（佐藤真貴子代表）の

小・中学校で英語を教え

の弟子屈町から車で１時 られて、町の公民館に展

りました。摩周湖の近く うそうです。今では勧め

名畑美智子常任委員から、 古に通ってくるようにな 教師の方たちに見てもら

ているアメリカ人の青年

マイケルさんに池坊い

間半かけて来ています。 示をしはじめました。

彼は明るく温厚な人柄

マイケル・アーサーさん

を紹介するお便りが届い

で、時間をかけて熱心に けばなの素晴らしさを少

お稽古時間の生徒さんと 日本でのこの時間を十分

品を掲載することができ 花と向き合います。同じ しでも伝えたい、そして
今回はただＳＮＳにア ました。

８３８。

電話０７５（２２１）２

元池坊総務所華務課まで。

お問い合わせは華道家

いて、発送中です。

中旬の華務課受付分につ

免許状、席札など１月



免許状申請
発送状況

と思っています〉

作品にタイトルやコメ も、すぐに仲良くなりま に楽しんでいただきたい

出。万が一にも集まって やコメントの検討をお弟 と考えています〉

https://ikebana.tokyo/
newyear_online/

お祝いができなかったこ 子さんにお任せしました。 オンライン花展会場：
名の作

社中への声がけもギリ
ばな教授門標を頂くこと インターネット花展を企 ギリでしたが約

〈この度、社中でいけ とを考え、社中単独での

以下、佐藤氏から。

届いた。

に贈られる。陳内千恵子 犯罪や事故に巻き込まれ、 ーネット花展」の報告が 矢先、緊急事態宣言が発 する作品選び、タイトル も定期的に開催できたら
支部長から「支部創設時 思 い 悩 ま れ 来 庁 さ れ た
より支部の発展、後輩の 方々の心を和ませ、話し

式で顕彰される。県内で 育成・指導に尽くしてこ やすい環境作りに寄与し

彼は日本語で簡単な日

くの人に見てもらう機会 常会話ができるので助か

た。基本的にお稽古で制 を持っていただき、お弟 っています。いけばなの

社中だけでも集まって 作した作品は全て写真撮 子さんにとっても貴重な

ってしまいました。

の門標授与式は中止とな め て 作 品 を 掲 載 し ま し

中、残念ながら支部主催 専用のページを作りまと かしない作業なので、多

コロナ禍の 教室のホームページ上に ントを付けるのはなかな した。

た。
しかし、 ップするだけではなく、

がいまし

ができた方 画しました。

せていただきました〉

つ子支部長）の河野ゆき で、年に一度の親鸞聖人 自由花は、本堂に通じる つよう、社中一同合掌さ
今年はコロナ禍の影響

ゑ中央委員と社中３名が 報恩講法要が行われまし 廊下に展示しました。
社中一同１年の締めく で例年の約半数の 名ほ

月７、８日の両日、茨 た。

城県水戸市の法喜山泉渓

院報佛寺で行われた親鸞 くりでもあることから、 どの観覧でしたが「きれ

「元気がでま
聖人報恩講法要花展に出 皆同じ花材でいけたいと い で す ね 」

池坊東京千祥会支部

日から公開している

ご紹介します。

はどれくら 出すため、庭の梅の木を うれしく思いました。こ 属し、石渡雅史教学委員 に池坊と出合いました。 自分も他人を支える側と

正月花展示を行った。
いけようと、自分で作っ

〈イオンモール盛岡南 た金色の花器を両脇に置
から依頼され、正月花を
展示しました。当初、い

つもお稽古でいけている
ような正月花と思い軽く
引き受けたのですが、間

口２メートル センチと
知りびっくりしました。
約１カ月間、いろいろ

展し、４瓶を展示した。 いう希望もあり、カスミ した」というお声をいた

（中村久子支部長）の佐
受付カウンターに毎週ボ

会場の様子

「第１回新年初生インタ お祝いをしようと思った 影をしているので、投稿 経験となりました。今後

２２

きにわたり川西警察署の 藤明中央委員から、１月

２０

なデッサンをし、悩み考

以下、河野氏からの報 ソウ、アレカヤシ、グロ だき、大変嬉しく思って
リオサなどを使って楽し います。日々、コロナ感
や伝統文化親子教室の講 みながらいけ上げました。 染者が増えている折、一

新年初生ネット花展

師を務めるなど、地域社 それぞれの個性が表れた 日も早く終息の目途が立

会の文化高揚に貢献され
ています」との報告。
村上園子氏
（京都支部、
華督）
警察署長から「のじぎく

東京千祥会支部・佐藤社中

賞」を受賞。約 年の長

１月 日、兵庫県川西
１５

え、今までのいけばな生

若林千鶴子氏（前熊本

展示された作品
若林氏

村上氏

東支部長、常任委員、総 顕著な功績を残した個人 ランティアで花をいけ、

華督）
第 回熊本県芸術功労

５０

１２

以下、山下氏から。

京のいけばな教室で指導 強を深めたいと、中研に

か、その間口には何点い くような模様の勢いと極 いけばなをやってきて良 研究する傍ら、北京や東 い始めました。さらに勉

子支部長）の山下恵子中 下 が り や す い 花 は ど れ

池坊岩手支部（村井順 いの花が入るのか、水が 白く塗り使いました。

岩手支部・山下氏

１０

月４日まで岩手県盛岡市 ければよいかなど、初め 楽鳥が羽ばたいていくよ かったと思いました〉

月 日から１

３７

２０

者として９月 日の顕彰

３０

！

にあたる。中央研修学院 入学しました。

央委員が

第２５回

のイオンモール盛岡南で てのことばかりでした。

１２

長く芸術活動に携わり、 られました。また公民館 た。

お稽古の方々と名畑氏

３０

７０

１６

４８

作品と共に

第599号

ち
み
こ
花
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岡山
佐藤社中展

『 初春 花の心を今
―祈り を込めて― 』

期だからこそいける意味
一心に花と向き合ってい

の灯りが残る薄暗い中で 皆さん笑顔で大作はじめ

感無量の一瞬でした。

［支 部 花 展］
◇『輝け花 心をひとつ

佐藤先生の言葉に導か に』
池坊東濃支部花展
（３
ばなの発信力の大きさを 見市・多治見美濃焼卸セ

える嬉しささえ心に湧き、 れ、心を豊かにするいけ 月６・７日）岐阜県多治

じなくなり、花と向き合

ると、寒さも不思議と感 ださりました。

以上もの作品を見てく

があります」というお考
えのもと、社中 名が取
り組みました。
９日、社中一同は宮司
より厳粛に祈願をしてい
け祈願中でもあり、多く して参加者が花展を通し

開催両日は神社の厄除 感じた２日間でした。そ ンター。総数１０１瓶。
の参拝者の方々に見てい 一体感を味わったのも大 池坊広島睦月会支部花展

いけ込みを開始。
池坊岡山支部・佐藤秀 ただき、

月支部長の社中展が『初 拝殿には祈りの献花を、

日）福岡県

▼第 回三十三間堂春桃会 献華式
（若宗匠献華）

３月 日（木）午前 時
※日程変更
三十三間堂 中尊前（京都市東山区）

▼華のおもてなし（宗匠作品展示）
３月 日（水）～３月 日（火）
東京・日本橋髙島屋

場、ＪＲ常磐線荒川沖駅、

土浦乙戸郵便局でいけば

な奉仕を行った。

別式は

日に

家族葬

年池

にて執

り行われた。昭和

坊入門。平成 年から

年まで支部長を務め、支

部運営に貢献。地域では

齋藤友鶴師（本名・菊 福山大学等多数の団体で

江、常任委員、元厚木華 指導。支部から「博学で

館９階パステルホール。 松阪支部花展（３月 ・

・

瓶。

日）益田

明日へ』池坊八代支部奉
執り行われた。

納花展（３月
総数

瓶。

［青年部花展］
◇『とどけたい、花の

瓶。

善通寺市美術館。総数
瓶。

前鶴温好氏（本名・チ

ヱ、華道会参与、元つく

頑張っておられました。 １月９日逝去、 歳。告

とを楽しみにリハビリに ば紫峰会支部長、
総華督）

◇
『笑顔

日逝去、

歳。告 生徒を育てられました」

日に執り行われた。昭

歳。告別式は

１月

華督）

部、総

大分支

野中英人氏（常任委員、

日に執り行われ との報告。

年池坊入門。平

やこ支

福岡み

任委員、

仙、常

去、

歳。告別式は 日

年池坊入門。平成

年まで副支部長

心誠意支部を支えていた

日逝去、

歳。告別式は

１月

総華督）

部、副

金城支

槻橋久子氏（中央委員、

今井節子氏（雅号・華 だきました」との報告。

思い出が寄せられた。

生から学びました」との から「温厚な人柄で、誠

生き甲斐を持つことを先 道協会会長に就任。支部

事や仕事、子育て以外の 保健所等で指導、大分華

支部から「女性として家 を務めた。地域では大分

市華道協会会長等も歴任。 年から

川県華道連盟顧問、厚木 和

施設、企業で指導。神奈

立厚木高校はじめ多数の 日逝去、

られた。地域では長年県

年まで支部長を務め

成５年の支部立ち上げか

昭和

た。

別式は

１月

道会支部長、准華老補） 皆の信頼も厚く、多くの

（３月６・７日）広島市・

◇
『春．花．ひとの輪』

春 花 の 心 を 今 ― 祈 り を 竹林には備前焼の花器を
ただくことができました。 きな成果でした〉

日の両日、岡山 置には青竹による吊り花
都美術館。
総数８６２瓶。

東京都台東区・上野東京

込めて―』をテーマに１ 用いて、参道に面した位

月 、
日の静まりかえった

市の大神神社で開催され をいけました。

た。
◇『花・人・未来へ』
～

池坊福岡県連合支部花展
（３月

ら

池坊福井県連合支部花展
総数１６９瓶。

・ 日） 池坊善通寺支部青年部花

広島三越 ７階催物会場。 ▼第 回伊勢神宮献華祭
４月４日（日）
総数 瓶。
伊勢市・神宮神宮内宮
◇『祈りの花』池坊伊
献華奉仕者
勢支部花展（３月 ・
西田永 教学委員（京都支部）
日）三重県伊勢市・祖霊
土屋郁剛 教学委員（京都支部）
社 客殿。総数 瓶。
※
新型コロナウイルス感染防止のため、
奉賛いけばな展と直会の儀は中止。

◇『はな・春の輝き』 北九州市・小倉井筒屋 新 ◇『ときめいて春』池坊

［連 合 花 展］

２９

年池坊

２月１日に家族葬で執り

年につくば紫峰会支 年池坊入門。
支部から
「支 行われた。昭和

昭和 年池坊入門。平 に執り行われた。昭和

司先生の弟子の加藤一鳳 た。
から特命教授として昨年 先生に師事、加藤先生に

学院講師、教授、同 年

成９年から池坊中央研修 先生は『梅』で有名な赤 別式は 日に執り行われ 部、総華督）１月９日逝

昭和 年池坊入門。平

』
with Flower

◇『花に祈りを 希望の ホール大分。総数

大 分 市・ J:COM
ホルト

年部花展（３月６・７日）

市・島根県芸術文化セン ちから』池坊大分支部青

展（３月

への花』池坊石見支部花

◇『祈りをこめて未来

ラリー。総数

◇『生ける喜び 花とと 化 財 セ ン タ ー 第１ギ ャ 熊本県八代市・八代宮。 展（３月７日）香川県・

日）三重県・松阪市文

（３月４～７日）福井県

敦賀市・プラザ萬象。総

日）

もに』池坊滋賀県連合支
部花展（３月 ・

日） 滋賀県長浜市・浅井体育

回池坊東京連合

数２６０瓶。
◇第

支部花展
（３月 ～

館。総数１５１瓶。
◇『繋ぎ・かがやく未
来へ』第 回池坊山口県

公民館を会場として、自 んの表情はいつも以上に
治会長様と副会長様をお 真剣な面持ちで、真剣に

連合支部花展（３月 ・ 瓶。
日）山口県・萩市民体
育館。総数１４０瓶。

１３

３８

た。また全米いけばな特 謡曲、仕舞等幅広く学ぶ 部を創設、 年まで支部 部花展など遠くから参加 入門。地域では保育所園

ゼミを修了、旧七夕会や

垣内敏江氏
（常任委員、 地域の花展に参加される

「 支 部 では土浦情報経理専門学 た」と報告があった。
貢献され、久留米芸術奨 て お ら れ ま し た 」

花展の折に先生を偲びた 校の講師等を務め、多く

成した。つくば国際会議 １月

日逝去、

歳。告 との報告。

支部から「最後まで教 いと思っております」と の門弟、引立教授者を育 前福山支部長、総華督） 姿が素晴らしかったです」

された。享年 歳。 日、 励賞を受けられた。

支部）が２月 日に逝去

松永滋特命教授（久留米 は久留米市の文化活動に 何を尋ねても即座に答え 議員、参与を歴任。地域 たりと、優しい先生でし き合いながら学術研究室

池坊華道会教学委員・ 道の普及に尽力。地域で 勉強されました。先生に に尽くした。華道会の評 皆へ差し入れをくださっ も膜下出血の後遺症と向

松永滋特命教授
逝去

ター グラントワ。総数

招きしました。自治会長 花材と向き合い、作品を
新型コロナウイルスの

様は「今後も公民館を活 仕上げました。
用していただき、日本伝

２５

俳句、 成
まで指導に当たられてい 花だけでなく書道、

８９

以下、社中の國友松芳 早朝の手直しでは、拝殿

氏からの報告。
〈千年以上の歴史をも
つ神社での社中展。コロ
ナ禍、そして今冬一番の

冷え込み、また広い神社
境内という難条件の下
で、佐藤先生の「神社（境

内）は最高の舞台です。
寒い時期、花の少ない時

仙台橘
武田社中
初生け式

池坊仙台橘支部・武田 統文化の発信と地域の活 感染が世界的に拡大して
とごあいさつされ、お２ 持つ『生命力』とその美

華陽支部長社中の令和３ 性化に役立ててほしい」 いる中ですが、花一輪の
年 度 初 生 け 式 が１月

の注意を払い、お稽古に

日、宮城県黒川郡大郷町 人には自由花も体験して しさに触れながら、細心
いただきました。

また当日は、社中３名 精進いたします〉

１２

４６

の公民館で開かれた。
以下、同支部特別会員

ました門標の授与も

１７

派講師はじめ国内外で華 ことを勧められ、熱心に 長として支部の運営発展 していただいたり、会員 児に指導。支部から「く

２１

の佐藤千恵、鈴木久美子 にお家元より拝受し
両氏からの報告。

今年はコロナ禍の

〈成人式の日に社中一 行われました。
門、うち 名がボケと白

のフリージアを花材にお 中で新年会は中止と

５８

お嬢様らご家族で葬儀が 室の皆様にお会いするこ の言葉が寄せられた。

奥様の晴美氏を喪主に、

１２

『三密』に
正月らしい紅白の二種生 した上で、
注意して初生け式を

１３

１１

９３

７９

に取り組みました。

２３

１２

２８

１０

１３

１８

１６

１１

先生が日頃より教室と 執り行いました。マ

して利用している地域の スク姿から覗く皆さ

１０

１１

３０

２１

６０

２６

７３

５５

５１

２８

２２

８８

２９

１０

２２

４５

９０

２７

２８

２７

１３

３１

２６
３７

４１

２８

７7

３０

６０
２８

１０

１７

３０

２０

２７
２５

３０

２７
７６ １０

１１

１７

神社でいけばな展示

３月４日
 ～３０日
初生け式の様子

３８

２１

８８

１１
２２

４０

（8）
2 0 2 1 年（令和 3 年）2 月 2 5 日（木曜日）
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