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華道家元四十五世 池坊専永
いけばな人生における
三つの出会い

ところが、５月に入り、

０名ほどになっていた▼

に、参加希望者は１１０

者の方々、旅行代理店の な環境に置かれてもお稽

なく思っている。設営業 道の本質の１つは、どん

おかけし、本当に申し訳 申し訳なく思っている▼

定の先生方にはご迷惑を 海道の先生方には本当に

という時代の感性に満ち
感性で塗りつぶすことな

５月に入り、全国のコ 秋 田 県 で も 感 染 者 が 増

和と美

く伸ばし、また自らの感

ＪＴＢなど、さまざまな 古をはじめどうにか続け

ています。それを先生の

性を磨く糧となります。 ロナ感染が拡大し、緊急 え、秋田市は上から二つ

ほづみもとむ

そうすることで指導力を 事態宣言適用の都道府県 目の警戒レベルになった。 分野の方にもお詫びした ていくこと、ないしは続

指導力が増すという、相 には申し訳なく思ってい

子を育てることでさらに ていた関東地区の先生方

弟子が集まり、優秀な弟 止となった。準備を進め

導力を持つ人には多くの 店がクローズとなり、中

つながります。優れた指 展は会場の日本橋三越本

の人格も磨かれることに に予定していた東京本部

めて難しい。千人規模の お二方から逆に「私たち ンライン札幌花展は行い

気持ちなどを考えると極 日の夜に電話で謝罪した。 オンライン東京花展、オ

の下で秋田県民の懸念の 二方には中止が決定した 作品展示、言い換えれば

はあるが、この感染状況 富喜子華道会評議員のお を募ってオンラインでの

していただきたい気持ち 田あや秋田支部長、清水 たが、その２地域の有志

話 で お 話 し し た。「 開 催 していただいていた石和 幌の本部展は中止となっ

佐竹敬久秋田県知事と電 熱意を持って一緒に準備 と思う▼今回、東京と札

のりひさ

上げ、ここでもまた自身 が増えている▼今月中旬 最後、穂積志秋田市長、 い▼当初から全国大会に けようと努力することだ

乗効果が生まれるのです。 る▼今月 日に秋田市で

いけばなにおける「時と 務方レベルで協議を続け

識しています。つまり、 田市役所、秋田県庁と事

いう意味での「時」を意 できないかと模索し、秋

いう時代の感覚や感性と 旬までは、なんとか開催

時間というよりも、今と 況の下であるが、５月初

の出会い」
。 こ の 時 と は 中止した。このような状

そして三つ目は「時と 予定していた全国大会も

定し、全国の先生方にご ６月上旬の札幌本部展も の普及振興に努めてまい

宗匠と協議して中止を決 緊急事態宣言適用を受け、 り強く粘り強く池坊華道

▼是非もない。宗匠、若 します▼更に、北海道の りである▼これからも粘

とお二方からも言われた らもよろしくお願いいた してもらえれば嬉しい限

だきたいのが本音である」 秋田県の先生方、これか 品をご覧いただき、激励

ているが、中止していた 言われて、心救われた。 にネット上で先生方の作

イベントは自粛要請とし の方こそ申し訳ない」と たい。１人でも多くの方

のない行動の制限が求め は、日々の生活の中にも

連絡申し上げた▼参加予 中止することとした。北 りたい。 （
 池坊雅史）

ています。

どうか皆様、何事もま

昨年以来、 られており、本部花展や 訪れる出会いです。

池坊からも多 池坊中央研修学院も細心

くの映像が配 の注意を払った上で開催・ まならない状況ではあり

となりました。参加ご予 豊かにしていたのかを実 き方を変える力がありま

来たるべき「時」
だと考えます。過去の作 温かい血の通ったもので 画」が皆様と本部をつな たくても来られない方々 をいけ、

ているもので、それは、 ってしまいました。ただ、 を積極的に取り入れるこ 点は、花をいける技のほ

時代の美意識が反映され 社会全体の距離が遠くな なっては、こうした手段 ですが、いけばなの良い

▼呉港 河合章子

るように、いけばなには 来、人と人だけでなく、 対面がままならない今と じます。もどかしい限り たいと願います。

諸々のご負担をかけるこ しました。こうした出会 会いは、なんといっても

つねづね私が口にする

▼新居浜 井下ヒロ子

生きていることを再認識 もっとも大きな人との出

とになり、申し訳なく思 いについてあらためて考 師弟の出会いです。先生

「現代の人間は現代の花 は常にも増して出会いや

しかしながら、伝統文 の人生の在り方を学べる

インターネットを介し コロナ禍終息ののちは、 中、一輪の花から生き方

の時との出会いをただ待 た「リモート」と呼ばれ 自分の五感すべてを使っ を学ぶことは可能なので

つのではなく、自ら求め る通信手段の急速な普及 てものごとに向き合いた す。

見慣れた花が、無性に

［支 所 昇 格］

▼麻布橘会支所

森由香支所長

（令和３年５月１日付）

今という時が美しい出会 ※麻布橘会グループから

美しく目に映る時、花と

［支部長交代］

います。来年度は、同会 えてみると、私たちのい の導きによって技や知識

をいけなくてはならない」 絆を求めるものだという 化継承の本質は対面であ ところにあります。家で

かにも、花を通して一つ

場のＣＮＡアリーナあき けばな人生には、三つの が養われ、さらには自身

（令和３年４月１日付）

こうした状況において人 とも必要です。

たで６月５日（日）に開 出会いがあるように思い の人格も磨かれてゆきま

ということに結び付いて ことがよくわかりました。 ると考えていますので、 の過ごし方が見直される
い」
。 私 た ち に と っ て 花 華道と言われる理由の一

一つ目は「花との出会 して、生き方を学ぶのが

催予定です。皆様方と笑 ます。
顔でお会いできることと
信じております。

本年も昨年同様、全国 との出会いは、単に「き つです。

◇

修練によって作り出すと は、つながりを持ち続け いという気持ちは強く持
◇

この一年あまり、経験 いをした瞬間です。それ 昇格。

◇

大会で皆様にお話したか れいだな」という感想で

いの表れであろうと考え

いう一面があり、これが たい、あるいは、何かと っています。
るわけです。

ったことを『花こみち』 終わるだけではなく、何 も弟子との出会いによっ
か、美の正体を探りたい す。若い方の感性は、今

いけばなの面白さでもあ 出会いたいという強い思
と思います。

の紙面よりお伝えしたい をどう美しいと感じたの て得られる学びがありま

その一方で、教える側

います。いけばなは、こ

す。これがいけばなを通

宿 泊 の キ ャ ン セ ル 等、

品が、昔の作品だとわか す。しかしながら、昨年 ぐ役割を果たしました。 も多くおられることと存 に向けて力を蓄えて頂き

今までになく
「動 開講しておりますが、来 ますが、こんな時こそ花
基本的に出会いとは、 信され、

ものごとに向き合いたい

五感を使って

の出会い」とは、今の感 ていた。ありがたいこと
性や美感と出会うことだ

化するものです。
それは、

一方で、時代とともに変

いけばなは伝統を守る

ナ警戒レベルが４への引 事態宣言の発出以降、人 このような美の洞察が、

二つ目は「人との出会

２９

定の皆様方には、交通や 感し、人は出会いの中で す。いけばな人生の中で

鑑み、やむをえない措置 いかに私たちの暮らしを い 」
。 人 と の 出 会 い は 生 感性が生き物であるから

今般の感染拡大の状況に 日常の何気ない出会いが

秋田市長とも協議の上で 限される状況のなかで、 ます。

ントの自粛要請等を受け、 ざまな出会いが極度に制 原動力になるのだと思い

と私は考えています。

昨年の第一回目の緊急 という思いが働きます。

アトリエで制作中の宗匠（ ５ 月１９日）

き上げによる大規模イベ と人ばかりでなく、さま やがていけばなの表現の

地であった秋田市のコロ

宣言の延長と、開催予定

いたしました。緊急事態

坊全国大会の中止を決定

昨年に続き、本年も池

総裁説示にかえて

学校華道課から

ンバサダー２組と共に池 令和３年度
坊代表として池坊雅史事 文化庁
務総長が参加。事務総長 「伝統文化
親子教室事業」
より任命状が贈られた。

文化庁委託事業となる

会場は名誉教授、
教授、

初日、開場前に宗匠、 になれば」と話された。
若宗匠があいさつを述べ
られた後、二手に分かれ 講師、研究員・特別嘱託
て巡視された。池坊美佳 講師、華道会役員の各席、

青年部代表は 次展、池 花形別の花席を設置。ま
を届けます』、学生席、華

坊雅史事務総長は３次展 た青年部コーナー『元気

を巡視された。

宗匠は松、キンバコデ 掌までのチャレンジコー

マリなどで大作の立花新 ナー、インターネット教

風 体 を 出 瓶、
「 前 方 に 枯 室紹介やビギナーズレッ

家元華﨟職

飯塚栄子師﹁准華老補﹂昇補

東京連合支部長も務め

られた。華道会の評議

員、監事、理事を歴任。

地域では八王子華道

道会理事
（八王子支部） 連盟池坊代表に就任。

術振興推進評議会評議

に家元華﨟職「准華老 また、八王子市文化芸

補」を贈られた。

員として多年にわたり

年、池坊 文化振興の進展に貢献

飯塚師（昭和 年生

まれ）は同

華道家元四十五世池坊

年まで支部長として支 年式典で表彰を受けら

し、市制施行１００周

れた松の枝を用いること スンでお稽古を始めた方

専永宗匠は、令和３年５

年から

で、後方の緑の松を引き を作品と共に紹介するコ

部の運営発展に尽力、 れた。
今回は、作品や動画を

年

月１日付で、飯塚栄子華

若宗匠の作品はピンク・

白の藤、アスパラガスを 紹介するオンライン会場

用いた自由花。作品の中 を設け、多くの視聴があ
に『愛』
『優』
『萌』など った。また池坊ＷＥＢサ
の言葉が配され、あいさ イトに教室を登録してい
つでは「見てくださった る出瓶者の花席には、同
方の心の中に希望や喜び 教室ページのＱＲコード
が生み出されるきっかけ が掲示された。
める関係上、提出先や締 ウイルスの感染拡大によ
切日が教室実施型とは異 って体験機会が失われた、

自然災害義援金へのご協力

誠にありがとうございました

昨年は、７月３日からの大雨により熊本県人吉

市を中心に大きな被害をもたらしました。幸いに

名の門弟が被災されました。被災され

も門弟の人的被害はありませんでしたが、家屋被
害により

た皆様に対し、心からお見舞い申し上げます。

者のお手元に贈呈し終え、

皆様方から感謝と、今後

一層池坊いけばなに精進

を重ねる旨のお礼の言葉

が届いています。

改めてご協力いただい

た方々に感謝の意を込め、

連合支部、支部、支所、

グループ、団体について

次の通り順不同で掲載さ

都連合▼三重県連合▼山

▼北海道連合会▼東京

室事業ホームページにも けて各地の支部の協力を と水俣支部および水俣心 員全員が前に向いた。花

北見▼帯広▼岩手▼仙台

た様子を紹介、出場者と について、令和３年度第

花展での実施も含め、全 壊、３名が大規模半壊、 い」と述べられました。

▼水府葵▼栃木▼宇都宮

口県連合▼長崎県連合▼

またコロナ禍により遅

カ所で予定してい ６名が半壊、１名が一部

成、支部の活性化の狙い 受け、その他の支部の門 年の自然災害による被災

る。また若手教授者の育 損壊という甚大な被害を れていましたが、令和元

広島▼北備▼石見▼小野

本▼豊橋▼豊田▼大垣▼

山中央▼金城▼金沢▼松

▼銚子▼新潟▼富山▼富

国約

２年度旧七夕会会期中、

から、若手会員を講師や 弟３名も一部損壊を受け 者へ義援金を贈呈。令和
アシスタントとして運営 ました。

渡しいただきました。

中一同（敬称略）

佐賀求道会支部島洋美社

▼東京暁靖会グループ▼

▼熊本東▼大分▼鹿児島

田▼宇部▼山口▼下関橘

（一財）池坊華道会

葉と共に、被災者 名に

月４日、５日にか

就任することになった。 ート形式で実施。全国の し、全ての教室が合格、

４９２２

school@ikenobo.jp

人吉支部（佐無田啓子支 てお送りし、全ての被災

その他の被災者へは順
電話０７５（２３１） 一人一人に直接手渡され
ました。
受贈者を代表し、 次支部会の機会や郵送に
メール

学校華道課
問い合わせ先

義援金は昨年 月 日、 また
は、子供たちに華道文化

会▼岩国▼小城▼唐津▼

第２次審査の申請書は華 供たちのための伝統文化

託事業として実施する。

する。
アンバサダー２組には、 地区代表チームによる全 条件付き合格となった。

各地の開催情報は池坊 水俣支部主管巡回講座の けて宮城県・福島県・栃
日（日）

を体感してもらう『池坊
月

各教室には審査結果の

さまざまなところで大会 国大会は

佐賀求道会▼佐賀一誠社

フェスティバル 2021

池坊いけばな体験

文化庁委託事業

仰ぎ、本部展や地区連合 和会支所の門弟６名が全 に元気をもらい頑張りた

６月から来年２月にか 被害が大きく、人吉支部 催することによって支部

【寄付者一覧】

令和２年７月豪雨では、 部長）の小川典子氏が感 せていただきます。

験・修得の機会を回復す 特に球磨川の決壊により 謝の言葉と共に「復興半

なるのでご注意いただき 次代を担う子供たちの体

２６

業や、第２次審査用の申 ることを目的としている。 人吉市を中心とした浸水 ばでしたが支部花展を開

た い。 第１次審査合格事

令和

立たせた」
と述べられた。 ーナーもあった。

入門。平成

１１

掲載されている。

ビ番組で池坊とコラボし 「伝統文化親子教室事業」 請書類は伝統文化親子教

ミキの２人は昨年、テレ

１８ ２９

ＷＥＢサイトで順次公開。 機会に池坊雅史事務総長 木県・千葉県・東京都の
日（金）必着。

切りで郵送いただく。

道会まで、５月 日締め の体験機会回復事業」委

伝統文化〝華道〟を全国 エントリー締め切りは７ た申請書一式を送付済み。 バル 2021
』を文化庁「子
各地へ発信していただく。 月

のＰＲや出場者の応援、 に池坊会館で開催する。 通知と第２次審査に向け

１４

１２

ここ な

2

１９

同世代の梅山さんからア １次審査合格事業が４月
日に発表された。今年
度より（一財）池坊華道
今年の地区大会は、昨 会が統括団体となる「統

迎えた「 Ikenobo
花の甲 ダーに吉本興業所属の人 みが語られた。

子園」初の大会アンバサ ンバサダー就任の意気込

ミキ＆梅山恋和（ＮＭＢ ）
「 Ikenobo
花の甲子園 2021
」
大会アンバサダーに就任

飯塚師

₂

いけばな体験フェスティ

ＭＢ の梅山恋和さんが 作品写真で審査するリモ ８８カ 所 の 教 室 を 申 請

人と高校生アイドル・Ｎ 年同様、いけ込み動画と 括実施型」では、全国１

気兄弟漫才師・ミキの２

宗匠、若宗匠、青年部代表、事務総長のご巡視
池坊華道会で取りまと この事業は、新型コロナ

１６

１１
就任にあたり５月 日、 ※会見の様

３０

池坊東京会館でオンライ 子はこちら

１４

ン記者会見を実施し、ア から

３１

今年で 回目の開催を

４８

▼佐賀春陽社▼佐賀橘会

２２

４８

からお見舞いと激励の言 被災者へ事務総長よりお

１１

いけばなの根源池坊展〈大阪花展〉が ４ 月１４日から１９日まで、
大阪市の大阪髙島屋 ７ 階グランドホールで大阪府、大阪市、新
聞 ５ 社の後援を得て開かれた。
隔年開催の同展は、
『花をいけよう』をテーマに開かれる
今年初の本部展。池坊専永宗匠、池坊専好若宗匠をはじめ、近
畿地区の池坊会員が計２７４瓶のいけばなを展示した。コロナ禍
の中、さまざまな感染症対策を講じ、オンラインで花展を楽し
む企画なども好評だった。
オンライン記者会見で

３０

３０

オンライン会場も好評
花をいけよう

展〈大阪花展
いけばなの根源
１３
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花

こ

4 月10日 関西テレビ
「フットマップ」出演

河出 空（大垣支部）
３ 月２５日 九州放送（テレＱ）
「未来の主役～地球の子どもたち～」出演
世界各国の子どもたちを紹
介する番組に出演し、いけ
ばなについての思いや、将
来の夢について語った。

フットボールアワーが
ＭＣをつとめる番組に
ＯＢの柿沢正一氏とと
もに出演した。

田中伸明（豊橋支部）

細川

さとる

了（福岡支部）

５ 月 ２ 日 こざかい葵風館
オープニングイベントで作品展示

４ 月１８日 テレビ西日本
「ミライへの１minute」出演

愛知県豊川市にオープ
ンした施設のオープニ
ングイベントで、施設
内に作品を展示した。

若き九州のアーティスト
が１分間のパフォーマン
スを行う番組に出演し、
大作自由花を披露した。

たける

５月７日 IKENOBOYS×京都カルテット
「いけばなと音楽のコラボレーションライブ」

IKENOBOYSの
活動から
全国各地で絶賛活躍中の
IKENOBOYSの活動の様子
を紹介する。

公式WEBサイト
告知など、最新情報はこ
ちらからご覧ください。
https://
ikenoboys.com/
イ ン ス タ グ ラ ム

公式 Instagram
紙面では紹介しきれない
活動も紹介中
https://www.
instagram.com/
ikenoboys/

松川隆乗（臼杵支部）
４ 月２１日 OBS大分放送
「旬感 ! 3ch」出演

フェイスブック

←Facebook
ライブの様子は
こちらから
https://fb.watch/5kENas5oYw/

いけばなパフォーマンス
や番組アナウンサー ２ 人
のプレバト方式のいけば
な対決の査定を行った。

インターネット活用方法について

『 Q R コードを読み取る・作成する』編
ＱＲコードをご存じですか？街中のさまざまな場所で見かけるよう
になり、活用されているＱＲコード。花こみちにも毎号何かのＱＲコ
ードが掲載されていますが、「これは何？」となったままの方もいる
かもしれません。今回は、ＱＲコードについて解説します。

ステップ①

第602号

たかのり

小杉秀樹・馬場 健

（京都支部）（延岡支部）

ち

かわ で

田中伸明・小杉秀樹

（豊橋支部）
（京都支部）

み

ＱＲコードを読み取ってみよう。
まずは、お手持ちのスマートフォンのカメラを起
動して、このＱＲコードにかざしてみましょう。現
在、ほとんどのスマートフォンで標準のカメラにＱ
Ｒコードを読み取る機能が組み込まれています。
ＱＲコードが正しく読み取れると、左のように
画面上に文字（機種により、文字の位置は多少違
います）が出るので、タップします。このＱＲコ
ユ ー チ ュ ー ブ
ードから何が見られましたか？YouTube動画「聖
徳太子の一生」が見られれば、成功です
ＱＲコードを読み取ることができれば、ユーチュ
ーブ動画やWEBサイト、インスタグラムのアカウ
ントなど、さまざまな情報に簡単にアクセスするこ
とができます。このページの上部、IKENOBOYSの
WEBサイトやインスタグラムのアカウントにも、
ぜひアクセスしてみてください。

池坊WEBサイト 特別会員専用ページパスワード
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
掲載します。また、教室紹介ページ更新方法の解説動画も掲載中で
す。ページを開くにはパスワードが必要です。
パスワード：awgh8252（期限：2022年 3 月末予定）
※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
※会員・特別会員専用ページは、日本在住の会員のみの
サービスです
https://www.ikenobo.jp

ステップ②

プロモーションビデオ
新生 IKENOBOYS の紹
介動画です。ぜひ、ご覧
ください。
https://www.
youtube.com/
watch?v=PHzZ
HC9m210&t=1s

ＱＲコードを作成してみよう。

ご自身のいけばな教室のページのＱＲコードを作成してみましょ
う。名刺やチラシなどにＱＲコードを載せることにより、手に取っ
た方が簡単に教室のページにアクセスできるようになり、教室のＰ
Ｒができます。詳しいＱＲコードの作成方法は、特別会員専用ペー
ジ内の解説動画「ＱＲコードの作成方法」をご覧ください。
解説動画では、無料でＱＲコードが作成できるサイト『クルクル
Manager』を使った手順を紹介しています。他のサイトからも作成
可能です。
マ ネ ー ジ ャ ー

①ご自身の教室紹介ページのアド
レスを入力します。
②「作成」ボタンを押します。
③ＱＲコードが作成されるので、
「ダウンロード」ボタンを押し、
パソコンに保存します。
ＱＲコードが作成できないという方も心配ありません。ＱＲコ
ードを作成し、画像データをお送りさせていただきます。

「パソコンもスマートフォンも苦手できない」という方
華道振興課がサポートします。教室紹介ページの登録、変更や、
講師コラムの投稿方法など、必要な情報を紙に記入して送ってい
ただければ、登録させていただきます。もちろん、パソコンの得
意なご家族や社中さんに登録してもらっても大丈夫
昨今では、情報収集を行うときには、若い方をはじめ多くの方
がインターネットを利用しています。池坊WEBサイトの教室紹
介ページを見ていけばな教室に入会された方も、多くいらっしゃ
います。教室紹介ページの情報を充実させて、いけばなを始めた
いと考えている皆さんに門戸を開いてみませんか？
その他、小さなことでも、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・お申し込み
【送付先】〒604-8134 堂之前町248 ※短縮住所で届きます。
池坊華道会 池坊ＷＥＢサイト教室紹介係
電話 0 7 5 （ 2 3 1 ） 4 9 2 2
【メール】nyumon@ikenobo.jp

各支部の活動から

回池坊山口県連合 場へとご案内しました。

『繋ぎ・かがやく未来へ』

山口県連合支部花展

第

ていただき池坊のいけば
なを発表できたこと、門
弟一同感謝しております。
今回はコロナに惑わさ
数も半数としました。衆 れた花展でしたが、ご来
議院議員の河村建夫様は 場者からの励ましのお声
じめ、ご来賓の皆さまか や「こんな時期だからこ
らご祝辞を賜り、続いて そお花に癒されました」
テープカットと華やかに とのお声を聞くと、感慨

今回は密を避けるため、 オープンしました。地元 深く熱いものを感じまし
のテレビや新聞掲載を見 た。本当に花展を開催し

支部花展（渡辺美代子連

合支部長・宇部支部長） 集合写真撮影・祝賀会・
た多くの皆さまに来場し て良かったです〉

、

以下、大場美恵子副支

くの来場者は期待できな
いと思っていましたが、

池坊釧路支部創立

〈支部記念式典を池坊

長年ご尽力いただきま

ることができ、支部員一

謝状と記念品をお渡しす

専永宗匠のご祝辞をいた した９名の大先生方に感

だき、終了しました。

当支部は昭和 年に高

畠一枝先生により創立さ 同ホッとしたものです。

れ、以後高畠康造先生、 最高職の免状授与２名、

高畠純子先生、片山リヱ 門標授与者のお披露目、

先生と継承され現在に至 新規引立の紹介も行い、

っています。昨年３月に 充実した会となりました。

予定していた花展と祝賀 たくさんの方々に支えら

会はコロナ禍の中、延期 れてここまで来ることが

せざるを得ませんでした。 でき、これからも華道の

会員のみ（出席者 名）

継ぐ記念

館。雲南市

教育委員会

日に島根県雲南 様から機会をいただき、

竣工式でいけばな展示

４月

世へと語り

めて確認し合いました〉

えてゆくことが大切と改

周 道釧路市の釧路プリンス 本年も花展は困難となり、 精神「和」を次世代に伝

息に至ら

ず、残念な

がら見送る

ことにしま

雲南支部
雲南市永井隆記念館

以下、
佐藤支部長から。 で式典を行いました。

２年ぶりに地域で初めて 年記念式典（佐藤露子支 ホテルで行われた。

イドラインを参考に、展 も勇気が湧きました」な

日の両日、茨城県水戸 してくださっていた皆さ で開催された雲南市永井 花を中心に会場ロビーな

しかし、毎年楽しみに 市の三刀屋交流センター 華やかで彩りのある自由

池坊水府葵支部（稲葉 した。

六地蔵寺でいけばな展示

水府葵支部

花展開催ということもあ 部長）が４月４日、北海
ってか、４００名を超え
る来場者がありました。
開催中は、益田市長様
や他流派の先生方も来場

〈新型コロナウイルス いただき「久しぶりにお

日の 感染症が治まりを見せな 花を観賞させていただき

根県芸術文化センター

両日、島根県益田市の島 い中で、イベント開催ガ 感 激 し ま し た 」
「 私 た ち 知子支部長）が３月 、

テーマに３月

をこめて未来への花』を

本建二支部長）が『祈り 部長からの報告。

池坊石見支部花展（石

『祈りをこめて未来への花』

石見支部花展

が『繋ぎ・かがやく未来 お茶席を中止とし、出瓶

へ』をテーマに３月 、
日の両日、山口県の萩

市民体育館で山口県、山
口県教育委員会、山口放
送などの後援を得て開催
された。
以下、岡清子萩支部長
からの報告。
〈清水新一教授ご指導

のもと、大作自由花に加

雲南市議会議員様から

は「竣工式の会場に華や

回永井隆平和賞発表式

以下、
稲葉支部長から。 を祈って、寺の入り口に 典会場で、池坊雲南支部
〈水戸徳川家ゆかりの

かさを添えてもらいまし

コロナの一日も早い終息

グラントワで開催された。 示数を減らし、観覧経路 どのお言葉を頂きました。 市の六地蔵寺でいけばな まに私たちの感謝を込め、 隆記念館竣工式および第 どに 作を展示しました。

た。こうした状況下で多 報道されました〉

基の手作り花灯篭（ペ （安部治美支部長）の支

益田市、益田市教育委員 を設けるなど感染症対策 花展の様子は、地元新聞 展示を行った。
瓶が展示された。

会などの後援を得て、総 に十分配慮し開催しまし やケーブルテレビなどで
数

花、および青年部合作自

由花を展示しました。

小さな展示ではありま

したが、大勢の皆さまに

喜んでいただき、大変う

れしく思いました。最後

に、ご住職から頂いた
「来

年こそ本堂でやれるとい

いですね」とのお言葉に

勇気をもらいました〉

４月 日には博士が幼

礼状を頂きました。

育委員会教育長様よりお

た。また後日、雲南市教

た」などの声を頂きまし

以下、
安部支部長から。 らしい作品に感動しまし

初めて見ました」
「素晴

た」
「池坊のいけばなを

古寺、六地蔵寺様の本堂 ットボトルとランチョン 部員

された。長浜市、長浜市 の時にも一つ一つを丁寧 れにご好評をいただきま まで何でもあり。立花も 桜が満開の時期に支部展 けて、ご参拝の皆さまを

長浜文化芸術会館で開催 褒めいただいた上、巡視 に見ていただき、それぞ 生から、三種生・新風体 をお借りして、毎年枝垂 マットで作る）に花をい 示を行った。

格記念花展（笹原徳光支

〈白血病と戦いながら

砂物の大作までさまざま。 昨年はコロナ禍により中 た。また、本堂の濡れ縁 平和を願い続けた永井隆

前日のいけ込 土屋郁剛講師のご指導を 止。今年こそはと意気込 には、新風体砂物、トリ 博士の功績をたたえ、後

大感激です。

した。
会員一同、 正風体に新風体、そして を開催していましたが、 お迎えすることにしまし

教育委員会、中日新聞社
の後援を得て、 瓶が展
示された。

１３

え１５０瓶の作品を展示

式典の様子

名がいけばなの展

３０

しました。コロナ感染対

策として、入り口には氏

釧路支部
創立70周年記念式典

みは、記念花展 受け、初夏の爽やかな風 んでいましたが、まだ終 カルネットを使った自由
コロナ禍の中で、窓や

ということで皆 薫る花々となりました。
が大張り切り。

花のやり取りも 扉を全開にし、一部では
しながら和気あ 扇風機も使いながら、お
いあいと進みま 茶の接待も無しにしての
した。自由花は 花展でしたが、２日間で
自由に伸び伸び 合計４６３名の方に入場
と。生花は尺八 していただき、無事に花
の一種生・二種 展を終えることができま
生・鶴亀の蓬莱 した〉

境内に展示されたいけばな

以下、同支所事業部長
〈長浜市長様と事務総

の松村良樹氏からの報告。
長の池坊雅史様を来賓と
して迎え、テープカット
杯の

に続いて、お二方には会
員が心を込めた

日 ご祝辞の中で、周りに見

２５

４６

花展会場の様子

所長）が『湖陽に花きら

、

１８

１１

１６

名住所の記入・体温セン

テープカットの様子
花々を見ていただきまし

をテーマに４月

テープカットの様子

７４

７４

め く 今、 新 た な 歩 み 』 た。特に事務総長様には

近江湖陽会支所
昇格記念花展

の両日、滋賀県長浜市の える花々を眺めながらお

２５

ていきたいと思います〉

へ池坊いけばなを発信し

な展示会を通して、地域

な支部ですが、このよう

なを展示しました。小さ

念式典会場にも、いけば

へいわの里」オープン記

で 開 催 さ れ た「 い い し

少期を過ごした飯石地区

２５

サー・消毒を用意し、会

２８

７０

２７

２７

２７

『湖陽に花きらめく
今、新たな歩み』
２４

作品と共に記念撮影

５２

２８
池坊近江湖陽会支所昇

２８

３７
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子社中展▼木村三枝子社

巡回講座
日 程

（岡谷市文化会館〈カ
（岡山市・宗忠神社）▼ 支部
）▼宮崎中
北備支部（三次市・みよ ノ ラ ホ ー ル 〉
◇７月 日（土）▼東

〈熊本市民会館〉
）

ンセ）▼大分支部（大分

日（土）▼福

◇７月 日（土）▼名 市・コンパルホール）

◇７月

館 サイエンスホール）

月

日

日

日（日）

《 諫 早 支 部 》６月

（日）→

月

日（日）

《 広 島 支 部 》６月

（日）→

鈴木レイ子▼富山中



見尾美恵

中村千里▼福

渡辺徳子▼佐賀

山田昌子

（以上、９名）

発送状況

免許状申請

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４月



豫

実施。花展と体験は台湾 潟

人々が花から癒しをもら 岡中央

コロナの中でも多くの 子▼八幡

られ、
好評を博しました。 風靜江▼倉敷

常盤美峰▼愛知

宮川幸子▼新

安孫子久枝▼

︵ 月認可︶

取得者

ました。台湾各支部の支 をより理解し勉強できる、 ﹁総華督﹂

部長も久しぶりに一堂に また困難を乗り越える力

▼札幌

日

日（土）

《 福 山 支 部 》６月

◇７月 日（日）▼帯 ※▼主管支部
（開催会場） （日）→ 月

業労働センター〉
）

インクあいち〈愛知県産 岡中央支部（福岡市科学

（宮崎市民プラザ） 古屋支部（名古屋市・ウ
しまちづくりセンター） 央支部
▼広島中央支部（広島市

東区民文化センター）▼ 京清和会支部（池坊東京
◇７月４日（日）▼陸 石州支部（浜田市・石央 会館）▼東海支部（安城

広支部（帯広市・とかち ※ 最 新 情 報 に つ い て

前号８面の巡回講座

１９

のメディアにも取り上げ 央

た。いけばな体験も２回 札幌中央

願っています〉

の「台電人 集まり、花展を楽しんで をもらう機会となればと

日の両日、台

幸梅支部の洪淑娟氏が

洪社中展

日本警官宿舎で

文藝廊」で いました。
花展を開催
した。台湾

た。以下、同支部から。

〈難しいコロナの時期 ３月 、

た」との感想を頂きまし

癒しのひとときを味わえ

が空間とうまく融合し、

来場され「池坊いけばな

示。２日間で３２０名が

立花、生花、自由花を展

宿舎庭園の草木を用いて

日本の伝統的な空間で、

〈台北市の旧跡である

以下、洪氏から。

ばな体験を行った。

野仁特命教授の古典立花 名もの方々が来場し、い 宿舎」で花展およびいけ えるように願っています〉
は素晴らしいと、なかな
か地元では見ることので
きない大きな作品に皆さ
ん感動されたようでした。
コロナの閉塞感に少々
疲れ気味の皆さんに、開
放感の中で季節の花々を
適材適所に使った立花、
下にはツツジの花という 部の先生方をはじめ、一 しばし心を和ませたので
お花見日和。招待した市 般参拝者やお花見の皆さ はないでしょうか〉

１３

２０

中展▼大津征子社中展▼
阿南美恵子社中展▼佐藤

支部内では充実した活

人、足立智 動ができたと思っていま 前高田支部（陸前高田市 文化ホール）▼小野田支 市 民 会 館 サ ル ビ ア ホ ー

▼野中英

展・日付順） 社中展

（実施花 かよ子社中展▼釘宮敏江

大分支部の活動から
コロナ禍の中
ミニ社中展推進

プ ラ ザ レ イ ン ボ ー ホ ー は、池坊ＷＥＢサイト

日（日）▼静 ル）▼弘前支部（弘前市 でご確認ください。

館）▼佐賀橘会支部（佐 部（伊那市・いなっせ） 坊 総 務 所 教 務 課

〈お問い合わせ〉池

話０７５（２２１）４

岡支部（静岡市民文化会 民文化交流館）▼伊那支

◇７月

（山陽小野田市民会館） ル）
子合同社中展▼大塚タカ す。今年度は研究会、支 コミュニティホール）▼ 部
子社中展▼佐藤美彌子社 部花展も会場を工夫して 富山支部（富山市・富山 ▼今治支部（今治市大西

池坊大分支部の大塚タ
カ子支部長から、昨年か
中展▼神志那弘枝、横田 何とか実施したいと思い 県民会館）
▼愛知支部
（一

宮市民会館）▼尾張支部 岡市健康づくりサポート

賀市・アバンセ）▼沖縄 ▼長野支部（長野市・若

５５０

沖縄県男女共同参画セン 歌山県支部（和歌山市・

電

）
（名古屋市・イーブルな センター〈あいれふ〉

中央橘会支部（那覇市・ 里市民文化ホール）▼和

支部（名古屋市・ウイン 潟上越支部（上越市・リ

日程に変更がありまし

◇７月

ホール大分１階エントラ

和歌山県ＪＡビル）▼山

た。

ターてぃるる）

日（金・祝） 口支部（山口市・山口県

《玉名支部》６月６日

◇７月

▼熊本橘支部（市民会館 健康づくりセンター）▼

新潟下越支部（新潟市民

（彦根市・ひこね市文化 プラザ）▼石川支部（金

働センター〉
）
▼湖東支部

クあいち〈愛知県産業労 ージョンプラザ上越）▼

瓶を展示した。

以下、後藤祥代青年部

名が

ンスホールで開催され、

大 分 市 の J:COM
ホ ル ト ごや）▼名古屋中央橘会

日（日）▼新

公民館）▼博多支部（福

ら今年にかけての支部の
愛子合同社中展▼吉村悦 ます〉

青年部花展

取り組みについて報告が
届いた。以下の通り。
〈コロナ禍の中、支部
花展は中止となり、その
代わりミニ花展ならでき
るのではと、例会で皆さ
池坊大分支部青年部花

し、勢いのあるよい花展

北部研修会花展

台湾・幸梅支部からの報告

（日）→７月 日（日）

こそ、草木の持つ癒しや

であったとご来場の方々

シアーズホーム夢ホール 小城支部（佐賀市・アバ

部花展を実施しました。
人を力づけ慰める力を多

からも賛辞を頂戴いたし

プラザ）▼岡山中央支部 沢市文化ホール）▼諏訪

感染症対策をとりなが
くの人に感じていただき

ました。特に部員３名に

〈コロナ禍の今だから

７日の両日、 長から。
月末から今年３月末 展が３月６、

まに呼びかけました。昨
年

までに ミニ花展、青年

らの緊張した花展でした
た い と『 と ど け た い 花

よる合作「祈りの花」は

この花展が、いけばな

が、それぞれに工夫した
のちから』をテーマに青

けばなを楽しく観覧され

社中らしさが表れた会場

テーマに沿って若い清々
しさと前に進もうとする

年部花展を開催。
時節を考え例年より小

づくりや作品に感動しま

した。地元で開催する花

さな花展になりましたが、 伸びやかさが表現できて

梅支部の引立教授と社中

台湾・池坊幸梅支部
（施 北部でいけばなを学ぶ幸

展が一番大切、うれしい

部員それぞれが創意と意

１１

２０

５ 月 ３ 日、今年度初の巡回講座
（東広島市の東広島芸術文化ホールくらら・主管は東広島橘支部）

１２

１０

３１

２４

いただきました。特に秋 でしたが、期間中８６０ 北淡水にある「日本警官 い、辛い時を共に乗り越 春陽社

んなど多くの方々に見て

日まで、台北市 が総数１０７瓶を展示し

いると大変好評でした〉 能衡支部長）では３月

ことに許状申請する人

欲にあふれた作品を出瓶 （写真・花展会場の様子） 日から
の両日、熊本県八代市の と思い、八代宮様にも快
瓶が た。いつもと違う少し大

八代城跡内にある八代宮 く承諾していただきまし
境内で開催され、

掛かりな会場の作りに天

員の協力もあり、無事に

避けられるのではないか

日本的な空間での展示

出瓶された。

以下、
中島支部長から。 気などを含め色々な心配
納花展を行っていました

花展の日を迎えることが

〈毎年八代宮境内で奉 事もありましたが、支部
が、昨年はコロナのため

できました。
天に恵まれ、城跡地にあ

幸いにも２日間とも好

中止していました。
常々、支部花展などを

１１

３１

１８

７月
花展会場風景

１２

１７

１８

２５

２１

１５

（中島陽子支部長）が
『花 れたお家元の発信を受け、 る桜の花も満開を迎え、 文化協会関係者や県内支 生花、自由花はきっと、
日

に祈りを 希望の明日へ』 野外で行うことで感染を

をテーマに３月 、

３１

２０

１３

や、入門者も出ました。

『花に祈りを

２６

１０

八代支部奉納花展

池坊八代支部奉納花展 行うことの大切さを説か

希望の明日へ』
３０

花展を楽しむ来場者たち

４０

３１

１０

２３
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学業、
文化、
「先生方のサポートもあ

ヒントを頂きました。

六本木高校華道部
スポーツ、

り、楽しく華道を学べま

活を通じて

高校生新聞社賞受賞
生徒会、ボ

した。全国規模の表彰、
それもコロナの中での華

受賞した生徒からは

ランティアといった活動

（清浦慧美子支部長）の にひときわ努力を重ね、

道部が評価されて大変う

池坊東京千心会支部

村氏から。
木村尚未中央委員から、 大きく成長した生徒を卒

れしかったです」
「花の

以下、元
〈伝統文

甲子園出場、文化祭での
礼式生、リモート部活な

校１年生） 間として受け入れてもら
からの報告 える満足感。中央研修学
院では池坊人の一人とし

けた子どもたちの頑張る

今年はますます上達した から、お孫さんの永俊さ

会は中止になりましたが、 子支部長）の平井匡世氏

を頂きました。永俊は、 験の中で花をいけること

が井上経子先生より門標 だけました。こうした経

古に通う姿を見ていた教 ました。

けばなを頑張ることなど 歩を踏み出そうとしてい

川畑さんといけば

まだまだ年齢的には門 しい道のりですが、誇り
標は早すぎるのかもしれ や心を育んでいただいた
大好きの気持ちは誰にも 残ると信じています〉
負けていませ

今回の活動が、いけば

磨支部長）の樋口富子常 校生活を楽しんでいます。 面に進む先輩に花を添え 励みにもなったようです。 ませんが、やる気とお花 事実は、本人の糧として
任委員から、社中の川畑

なを知らない高校生にも

ん。
なを通して、

池坊いけば

いけばなを知ってもらう
機会にもつながりました。
昨年はコロナで開催中止
仙台花展に出瓶すること

生
（茂原先生）

先生）
、若先

になってしまいましたが、 大先生（井上
を次の目標に、日々お稽

をはじめとし

この絵伝では敏達天皇元年

聖徳太子が生まれたのは、

えない太子の姿も確認するこ

下）
。誕生の場面ではよく見

様 子 も 描 か れ て い ま す（ 左

び だつ

（５７２）正月一日とされて

とができ、産湯を使っている

められたと記されており、そ

には、この時三人の乳母が決

め の と

んでいるところです。色紙型

天皇や大臣が太子の誕生を喜

す
（上）。
絵解き台本によれば、

に人々が集まっている場面で

それに続くのが、広い部屋

のがわかります。

います。太子の父は、敏達の

次に皇位に就いた用明天皇で

す。

はしひとのひめみこ

母の間人皇女が、厩の前で

産気づいて出産したという話

はよく知られています。太子

にはいくつもの呼び名があり

うまやとのみこ

ますが、厩戸皇子というのは

みなさんもお聞きになったこ

とがあるでしょう。
絵伝にも、

馬の姿（右）と、その近くで

出産する場面（中央）が描か

れています。

建物の中に移動した母子の

厩前にて誕生

子どもたちの活動を
ご紹介します
親子教室

免状取得が地元紙に掲載
新型コロナウィルスの

指導する港区の東京都立 業時にたたえる賞です。
業した華道部の３年生が 影響で満足な活動ができ

ど木村先生の工夫を凝ら

六本木高等学校の今春卒

化親子いけ
池坊八代支部（中島陽 ばな教室スイートピー会

子支部長）の元村のり子 は、平成 年４月に学校
３月 日に「高校生新聞 ない状況でしたが、彼女

社賞」を受賞した報告が たちの花に心を寄せる気 ちを笑顔にさせました。 した華道の授業が楽しみ

氏から、指導する伝統文 華道から始まりました。

化親子いけばな教室の子 その時からの子どもたち

「これからも華
今の時代に応じた活動 で し た 」

届いた。

持ちは変わりませんでし

どもたち５人が免許状を ５名が「入門・初伝」の

た。残り花材で校内に常 を考え、まずは試してみ 道を習っていきたいです。

〈この度、
華道部が
「高 に花をいけ、役割からで ることがとても大切だと 花展も見に行きます」

以下、木村氏から。

学 校 を 卒 業。
「中学生に

取得し、地元紙に掲載さ 免許状を取得し、今春小

れた報告が届いた。

校生新聞社賞」を受賞し はなく好きで楽しくいけ 思います。活動は池坊ユ などの感想が聞けました〉

俊さん（高 い声がけ、小さくても仲

んの兄の優 た支部の方々からの優し

なっても、いけばなのお

も明るい気持ちになって

年生

ました。この賞は高校生 続けた作品は、見る人た ーチューブなどで多くの （写真・晴れの日に受賞）

子どもたちのその気持ち
いただけたらと思い、地

門標を頂く

でお知らせする。

お花大好き中学

稽古を続けます」と話し

を喪失させないよう、創
元の情報誌に掲載してい

てくれました。
教室では、

意工夫をする責務を感じ

池坊両備支部（茂原浩

姿は、大人たちにも元気

子どもたちのいけばなを、 ん（中学２年生）が、門

昨年はコロナ禍で発表

ただきました。

を与えてくれます。子ど

皆さまにご覧いただける 標を頂いた報告が届いた。 お許しを先生より直接頂 だけでなく、誇りや心も

〈３月吉日、平井永俊 て、指導、対応していた

もたちのこれからの励み

今日の日を本人が強く

くのでとてもうれしかっ 育てていただきました。

ことを願っています〉

たこと、緊張したこと、
学園高等学

諭から声をかけていただ

語ってくれました。

これからも兄と一緒にい 望み、池坊人としての一

校に通い、

き、「３年生を送る会」
で、 控室と３カ所に飾ったい

受付、ステージ、来賓

ソフトボー

校内にいけばなを展示す けばなは、出席者からも

ます。これからが長く厳

ル部と趣味

以下、平井氏と永俊さ

となり、皆さまに少しで

約３年間のお稽古を続

ています。

2

池坊宮城支部（成澤志 のいけばなの二刀流で高 ることに。卒業後、各方 好評で、川畑さん自身の

二刀流の高校生

ソフトボールといけばな

免許状と共に

広島

古を頑張っています〉

井上先生と永俊さん

美空さん（高校２年生） なの出会いは、故佐
主催していた『伝統

を紹介するお便りが届い 藤光子先生が地域で
た。

コロナ禍で学校生

教室』
が始まりです。

以下、樋口氏からの報 文化こどもいけばな
告。
〈川畑美空さんは、ソ

フトボールの強豪校であ 活が制限される中、

いけ込み中の川畑さん

す。

話も出てきま

てこない資料や

く、紙面には出

式でわかりやす

ださい。対話形

ードからご覧く

は、次のＱＲコ

※当連載の動画

◇ ◇ ◇

一幅の一部）

坊総務所蔵）第

徳太子絵伝（池

ます。
（写真・聖

など、諸説あり

上之宮遺跡付近

や、同桜井市の

ては、奈良県明日香村の橘寺

なお、太子誕生の地につい

という伝承もあります。

屋の娘、小野妹子の娘だった

れぞれ蘇我馬子の娘、物部守

一歳

太子の誕生を喜ぶ場
面（太子を抱いてい
るのは敏達天皇）

３０

る宮城県仙台市の常盤木 部活動終了後、お稽

産湯の場面（建物の
中に移動した母子の
様子）

宮城

池坊中央研究所

絵で見る聖徳太子の一生②

東京
２２

熊本

（6）
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上 自衛隊幹部候補生学校 情操教育も兼ね教育の場 催してほしい」などの意

術科学校長、八木浩二海 し、
愛着を持ってほしい。 えるきっかけの花展を開
いただき、うれしく思い

やかになった」と喜んで

し、中央に桜

を青竹で表

コンコース

を利用する人の目を楽し

駅のいけばな展示も、駅

お水には胡蝶

蘭、椿、桜の

花びらを浮か

おり、地元では「しらや べて、華やかさを加えま

まさん」と親しまれてい した。さらにスチールグ

今 年 も２日 間、
『コロナ

想的な雰囲気が出され、

夜はライトアップで幻

れを表現しました。

ます。例年、４月 日に ラスを飛ばして、水の流

はなしずめのまつり

収束と医療従事者への感

参拝者から「お花に恋し

「鎮花祭」が斎行され、

神 社 で 花 謝の意』をテーマとして

た」
「感動した」
「癒され

ちょうず

手水を演出 実施されました。この祭

祭事に花をいけさせてい

手水舎は「花手水」と ただいたことに、心より

出を依頼されました。

の声が聞かれ、こうした

た」などたくさんの喜び

した。

ちょうずや

りで、境内のライトアッ

はな

雅」をいけ、

「プリンセス

てくれました。

とても楽しかったと話し

ました。
参加した役員も、

ホテル「ご安航」は、

で花遊びやいけばな体験 見も出ました。

名が参加し竣 学 習 を し て ほ し い 」
「旧

長、吉野伸康江田島市議
会議長ら
海軍兵学校の伝統を受け 島の活性化の願いをつな

また、 年間毎週続け

とみどりの

ませてくれているようで

ていけている鹿児島中央

窓口前の２

す。これからも、続けて

年以
はＪＡ福井県全戸に

になり、活動の様子

の感想を頂きました。

思わなかった」など

上も続けられるとは

ャクヤク、ユリなど

クラブの活動は、月
～

１回

参 加 者 方 か ら は 目。楽しく語らいな

ら、文部科学省から を始めました。何事

の松原良子支部長か 昨年８月からお稽古

組で官僚時代のお話

務総長様がラジオ番

折しも池坊雅史事

でいただきました。

市長様にも大変喜ん

接室がぱっと華やぎ、

いけたお花で市長応

ました。心を込めて

いただくことになり

長応接室に飾らせて

を、来訪者の多い市

白山市三宮町に鎮座して 仕上げました。清々しさ 華やかな手水鉢）
ときです」
「

配布される冊子にも

もうひとつの町内

年

掲載されました。４

での婦人部いけばな

ですが、ご縁は

日は花菖蒲、シ

名の方が

池坊美祢長門支部

を使って生花、自由

月

以下、小 プに合わせて手水舎の演

〈全国白山神社の総本

石氏からの報告。

金城支部・小石氏

神社で花手水を演出

いきたいと思います〉

カ所にいけ

髙木支所長が江田島市 継ぐ建物内で、平和を考 ぐきっかけとなりました〉

司参議院議 田島の花を使って髙木支

ン。宮本周 出身という縁もあり、江

がオープ

智剛社長） 工式が行われました。

各地でいけばな展示
ホテル竣工式を
いけばなで演出
広島曙支所
明岳周作江田島市長、 所長と小森伸子副支所長
池坊広島曙支所（髙木 員、

鹿児島中央駅に
記念いけばな展示
鹿児島支部
池坊鹿児島支部（中森 ました。例年この時期は
にぎわっていますが、今

周年」を記念して合作 いです。
少しでも明るくなるよ

池坊金城支部（浅村治

め

（写真・
、 日の両日、 宮「白山比咩神社」は、 してお花で癒しの空間に 感謝しています〉

キヤナギ、レンギョウな 美支部長）の小石好子氏

以下、
中森支部長から。 うに春をイメージしてユ
〈
「九州新幹線 全線開

なを通じて江田島市の子 業 周年」
の記念の花を、 どを使って自由花をいけ が、４月

参加者からは「いけば

ろうと誓い合いました。

町の活性化に向けて頑張 いけばなを展示した。

に、参加者はこれからの

で表現したいけばな作品 「 九 州 新 幹 線 全 線 開 業 も少なく、駅構内は寂し

勢いのあるストレリチア 日、ＪＲ鹿児島中央駅に 年はコロナのため観光客

今にも飛び立とうとする スミヱ支部長）が３月

り華やかに演出しました。

屋に花を飾り、会場をよ

佳子支所長）が３月６日 岩崎英俊海上自衛隊第一 が、当日フロントや各部
に行われた広島県江
田島市のホテル「ご
安航」の竣工式で花
をいけた。
以下、小林茂生氏
からの報告。
〈広島湾に浮かぶ
花栽培で知られる江

田島市に島の活性化
を願った官民協力の

会場には募金箱を設置

で心が沈みがちな中、何 ができました。準備から と喜んでいただきました。
かできることはないかと とても楽しく、その空気

考える機会が増えました。 感が伝わったのか、和気 し、集まった募金と会期
そのような中、事務総長 あいあいとした楽しい雰 中に頂いたご芳志を『福
と青年部長とのオンライ 囲気の花展だったと多く 岡県新型コロナウイルス
ン懇親会が開催され、「感 の方々のお声を頂き、ホ 医療従事者応援金』に寄
染対策をしっかり行ない テルの方にも、久しぶり 付しました。

年

がらのクラブは、長

をされているのを聞

活動しており、
会話から調和が生まれ輪 多 恵 子 常 任 委 員 か 「仲間と美しいお花

き、八木下さんはよ

以下、
前田氏から。

薄になりがちな近頃

この歳まで続けて

以下、松原支部長 き上達され、さすが

門した報告が届いた。 も、心技共にめきめ

を抱いたようです。

り一層池坊に親近感

導いただいた先生方、 科学省から市教育委 経験に何か役に立つ

があってこそ。ご指

員会の事務局長とし ことはないだろうか

てもらいたいと期待

の教育施策に生かし

び、これからの日本

通して伝統文化を学

にと驚かされました。 これからもお稽古を

そして支部の先生方

て着任された八木下 と考え、篠田洋司市

しています〉
（写真・

から。

に日々感謝の思いで

理香子さん。仕事の 長様にお話しし、八

八木下さんと市長様）

美祢市での彼女の

過ごしています〉（写

関係でご縁があり、 木下さんの稽古の花

〈昨年４月に文部

真・お稽古の様子）

いけばなとの出会い

こられたのも、池坊

なりました。

美祢市教育委員会へ にも積極的で探求心

メンバーからはとても楽

〈東郷中島町に住

らと思います〉

の活動に生かしていけた 人とのつながりが希

れぞれがこの経験を今後 行っています。人と

との感想が寄せられ、そ 月いけばなの稽古を

り、得るものが多かった むメンバー 名で毎

しく、色々と気付きもあ

の思いから名付けました。 報告が届いた。

と楽しいものとなればと 南部エリアの活動の

りまく環境がもっともっ 井県女性部福井支部

の出向者が池坊に入 旺盛。華道について

池坊福井支部（堀 花をいけました。

１２

い長いお付き合いと

“ WA-KAI
（
「わ」会）
”

１５

３０

どもたちに花にもっと接 支部の役員７名で新幹線 ました。
駅長様からも
「華 石川県白山市の白山比咩

しらやま ひ

１７

３０
が広がり、それぞれを取 ら、指導するＪＡ福 に囲まれ楽しいひと

は和、輪、話、環といろ

ＪＡ女性部で指導

作品の前で記念撮影

文部科学省からの出向者
池坊に入門
美祢長門支部・
松原氏指導

１２

１７

１６

１０

んな「わ」を当てはめて、 啓子支部長）の前田

３０

３８

１３

フロントに飾られたいけばな
ながら学び、歩みは止め ににぎわいが感じられた
ず」とのお言葉を
頂き、今自分たち
にできることをと
今回企画しました。

方々のおかげで無

敏子支部長）の小林理佐 た だ き、 多 く の
青年部長からの報告。

２４

ホテル「ご安航」
（越

福岡県北九州市のリー

ガロイヤルホテル小倉

コロナ禍の中、

福岡県内の支部や

２階ロビーで４月 、

日の両日、福岡県下の池

青年部という組織

いけばな展が開 を超えての開催で
WA-KAI

瓶を展示した。

の支部の先生方に

催され、 名が合作含む したが、それぞれ

坊門弟有志が参加した

１８

福井支部・前田氏
１１

WA-KAIいけばな展
１７

〈新型コロナウイルス 事に開催すること

みんなで記念撮影

福岡県下の門弟有志
２６

以下、小倉支部（香月 温かく見守ってい

２７

１０
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市の西新潟市民会館で開
に、池坊関係者のみなら

初の試みの合同社中展
ず、家族、一般市民と幅

瓶を

催され、 名が計
展示した。
以下、熊谷社中の渡辺 広い来場者（１３８名）
〈お二人の先生は共に ことに一同安堵いたしま

京子中央委員からの報告。 をお迎えし、無事終えた
池坊新潟支部（小野蒼
長年新潟支部を支え、尽 した。同時にコロナが収

新潟支部
原嶋・熊谷
合同社中展

峰支部長）の原嶋アサノ
力してこられ、このたび 束し穏やかに花と向き合

昨年は新型コロナウイ

です。

も中止が相次ぐ中、下向 ることを願う気持ちが一 高く、風格のある建築物

はコロナ禍で行事も花展 える日が一日も早く訪れ

日の両日、新潟

華道会参与と熊谷耀子常
、
多くの学びの機会を与

きになりがちな顔と心を 層強くなりました。
上げて日頃のお稽古の成

資料館ミニギャラリー
ても久々の花展で、春の

した。お客様たちにとっ
草木に囲まれた会場をご

覧になり、気持ちが明る
くなったとおっしゃって

瓶を展示した。

以下、矢吹氏から。

喜んでくださいました。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴
い、左記の花展・行事を【中止】とさ
せていただきます。
▼いけばなの根源池坊展 東京花展
日本橋三越本店（５月 ～ 日）
▼いけばなの根源池坊展 札幌花展
丸井今井札幌本店（６月２～７日）
▼池坊全国大会
ＣＮＡアリーナあきた
・秋田市立体育館（５月 日）

※２０２２年度の全国大会は、同会
場で、６月５日（日）に開催します。

［支 部 花 展］

第

期 池坊中央研修学院

手洗い・手 ◆教授団・研究員のＰＣ

学院では、教授・講師

指消毒、換 Ｒ検査定期受検について

気などを徹

受講生から「授業を通 受検の上、授業を担当し

底している。 は定期的にＰＣＲ検査を

池坊中央研修学院 第

して自分を見つめる時間 ています。特命教授、研

５月から開講

期の授業が、５月 日

「 来 る ま 究員も同様に受検の上、
から家元（京都）で始ま と な っ て い る 」

った。開講に伴い、新型 では不安だったが、コロ 巡回講座や研究会などの

コロナウイルス感染症対 ナ対策も徹底されており、 指導にあたっています。

策のガイドラインに基づ 受講して良かった」など ※検査結果は陰性証明書

日）滋

池坊米子支部花展（７月

として尽力し、華道会の

◇
『楽しい花の広場へ』 から平成７年まで支部長

き、検温、マスクの着用、 の声が寄せられている。 にて確認しています。

花展（６月 ・

賀県・東近江市立 八日市

◇『花―はずむ詩―』 米子しんまち天満屋。総

瓶。

［青年部花展］

宇部市政１００周年記念 数

日）山口県・宇部

池坊宇部支部花展（６月
・

◇『物語によせて』池

山下禮子氏
（常任委員、

生でした」との報告。

の思いやりを忘れない先

の中に、いつも支部員へ

部から「毅然とした態度

◇『 花 お も い と ど け 文化芸術会館。総数 瓶。 ３・４日）鳥取県米子市・ 評議員、参与を歴任。支
よう』池坊米沢支部創立
周年花展（６月 ・

瓶。

日）山形県・よねざわ市
民ギャラリー。
総数

瓶。

歳。告

華督）

部、総

長崎正

・

◇『花とともに夏』池 坊 帯 広 支 部 青 年 部 花 展

（６月

風会支

坊網走支部花展（６月

瓶。

日）北海道網走市・オホ 帯広市・帯広図書館。総

瓶。

別式は８日に執り行われ

年池坊入門。

鳥取県立鳥取産業体育館。 長年副支部長を務め支部

中野チヨ氏（雅号・花

周年記念花展（７月３・

※最新情報については、

歳。告別式は

日に執り行われた。昭

日逝去、

島支部、総華督）４月

問、福

名誉顧

国大会

心、全

の運営発展に尽くした。

蘭プリンスホテル。総数
瓶。

認ください。

池坊ＷＥＢサイトでご確

４日）北海道室蘭市・室

連合花展（６月 ・ 日） た。昭和

【中止】池坊中国五県

ーツク・文化交流センタ 数
ー。総数

◇『花にいやされ 明日

４月６日逝去、

日）北海道

◇
『花に祈りをこめて』 市文化会館。総数

ー』池坊四日市支部花展

◇『夏いろのハーモニ

愛知県豊田市・松坂屋豊 館。総数１０３瓶。

日） ら市・金津創作の森美術

日）福井県あわ

◇『花にいやされて』 池坊九頭竜支部花展（６

今年は門標披露コーナ 池坊豊田支部創立 周年 月 ・

〈会場は、旧札幌控訴

人が

ばな教室花展を開催。

３・４で第８回矢吹いけ

め、２年ぶりの社中展で

心より感謝申し上げます〉 急事態宣言が出されたた

果を発表する場を設けて えてくださった両先生に ルス感染症流行により緊
くださいました。

帯広支部
矢 吹いけばな
教室花展
池坊帯広支部（對馬多

喜子支部長）の矢吹信子 院として大正 年に札幌

示し、好評でした〉

中央委員が４月３、４日 軟石を使って建築された、 ーを設け、作品と共に展 記念花展
（６月 ～
の両日、北海道の札幌市 国の重要文化財。天井が

田店８階催事場。総数１
その日の市長のフェイス ３１瓶。

４５

◇
『花に願いをこめて』 （６月 ・ 日）三重県・ へ』池坊室蘭支部創立

と共に』池坊湖翠会支部

◇『新しい時代へ、花

日）新潟県佐渡市・金 １５０瓶。

午後はＩＫＥＮＯＢＯ 池坊佐渡支部花展（６月 四日市市文化会館。総数

髙垣広徳東広島市長と ブックに掲載されました。

するという思いから『人 大作を披露しました。
とのつながり』をテーマ

に、他分野とのコラボを 佑子夫人にご高覧いただ

き、市長には２回ともご ＹＳで一緒だった吉備支

瓶。

瓶に加え、地元のキルト 祝辞を頂戴しました。「い 部の江木淳人氏の友情出 井コミュニティセンター。

行いました。いけばな

６４

任委員の合同社中展が４

月

呉橘会支部
柿沢社中ら
ミニ花展

しい掛け合いをしながら、

こんなに合うんだね」
と、 は柿沢が務め、二人で楽

池坊呉橘会支部（澤原 作家日浦南海子氏の作品 けばなとジャズの演奏が 演でいけばなデモ。ＭＣ 総数
オープニングセレ

静子支部長）の柿沢正一 ８点を展示しました。
常任委員社中、有志 名

江木氏は自宅の雲龍柳や
ダリアを使った大作の自
由花と立花新風体を披露

２３

による第２回ミニいけば モニーでは湯浅幸司
氏によるサックスの

山田信子氏（雅号・照

月、華道会参与、元長野

支部長、総華督）４月

年

９６

な展が４月 日、広島県

東広島市の安芸津生涯学 生演奏と柿沢による

しました。
来場者数は４２１人で
インスタグラムでのライ
ブ配信も行いました。
これからも「花の力」

歳。告別式は

年池坊入門。同

日に執り行われた。昭

和

和 年池坊入門。長年支

３０

導した。支部から「社中

地域では婦人会などで指

部役員、
副支部長を務め、

２１

習センターの万葉ホール いけばなパフォーマ
で東広島市教育委員会、 ンスを実施。入場者
東広島市文化連盟安芸津 数を制限したためす
支部などの後援を得て開 ぐに満席となり、２
かれた。以下柿沢氏から。 回開催に。兄弟弟子

４９

日逝去、

います」との報告。

後を継いで役員を務めて

から２名引立教授となり、

２４

５０

を信じ、出瓶者一同、い

１２
１３

９４

２７

２７

３１

〈人との繫がりから私 の桑羽なゆこ研究員

１０

２７

８０

２６
７５

花展会場の様子
けばな文化の普及に努め
てまいります〉

２７

１７

２９

２２

たちの心が豊かになり、 にアシスタントをお

１２

２７

７９

２７

８０

花展（連合花展、支部花展、青年部
花展、ミニ花展・社中展）の案内用に
無料配布しているハガキのデザインが
新しくなりました。カラフルなお花が
散りばめられ、季節を問わずお配りい
ただける、『花をいけよう』のデザイ
ンです。 ５ 月発送分より新デザインを
お送りしています。ぜひお申し込みく
ださい。
なお、同じく無料配布しているＡ ４
チラシにつきましては、現行の『マー
ガレット』
がなくなり
次第、新デ
ザインに変
更となりま
す。

１１

地域や社会をより豊かに 願いして古典立花の

３６

２６

９６

８０

１０

45

１４

１８

２６

２３
いけばなデモンストレーションの様子

２６

６ 月１８日
 ～７月３日
２１ ２５

２３

２６

【申し込み・問い合わせ】
（一財）池坊華道会 華道振興課
電話 0 7 5 （ 2 3 1 ） 4 9 2 2

２０

２６
２７

１５

花展会場風景
１１

１４

２７

２３

１１

８３

２０

花展案内用ハガキ
デザイン変更のお知らせ
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