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令和

年度

二太子町長、勝良憲治太子町教育長、高杉巴彦池坊短期大学学長ら来賓、

野妹子廟で行われた。池坊専好若宗匠、池坊雅史事務総長をはじめ田中祐

令和３年度道祖小野妹子墓前祭が６月 日、大阪府南河内郡太子町の小
３０

分、小

和と美

日朝、池坊旗の旗手を ３日に亡くなられた。何

くば支部を立ち上げられ 頼があったと拝察する▼ たらしい。そして、翌日

初代支部長になられてい

先頭に名古屋中央橘会支 ということだろう。一緒

日早朝より、茨 席していただいた。寺務 専永宗匠の華供養碑があ も大御堂に立花をいけら

大御堂の手前に、 ▼池坊が大好きで、いつ
永宗匠との座談会にも出 りした。

部ビルが完成した時の専 部の方々とお寺までお練 に観ていただきたかった

る。 年以上前、池坊本

１８

展でお会いしたが、温厚 菊を供華された。心がこ 量になった。その文章を

央橘会支部の脇田節子池 た▼私も東京で何度か花 田正子先生が白と黄色の にある文章を読んで感無

鈴木妙春先生と名古屋中 親交は続いていたと聞い り、水谷安江支部長と柴 た▼帰り、華供養碑の裏

た▼代表住職であられた 部の石渡正子先生方との 輝いていた▼大御堂に入 ると言われた。嬉しかっ

り、出席させていただい 脇田先生、東京清祥会支 一文字が朝日に照らされ 方、今も池坊を続けてい

「花」の いた。お寺の女性がお一
大御堂にて花供養会があ の第一線は退かれたが、 粋な碑であった。

城県筑波山にある中禅寺 が多忙になられ池坊華道 り、花盛り盆を供えた。 れていたとお寺の方に聞

７月

４０

年

池坊お茶の水学

今年の奉仕者は池坊河 一対がいけられ、墓前に 特に十七条憲法の第一条 えるお付き合いと聞いて で笑顔が可愛らしく優し もっていた▼その後、熊 最後に掲載したい▼「昭

る中、黄菊、白菊の生花 のもとに開催されます。 坊華道会理事が 年を超

近畿地区を中心に 支部からの会員、池坊短期大学生の１２０名が参列、
道祖をしのび、華道の精進を誓った。

時

３０

３９

梅雨の晴れ間に恵まれ 台に着席した。
た当日午前
３０

野妹子廟に隣接する科長 内支部（久野美穂子支部 奉納された。祝詞奏上に は池坊の和と美の哲学に いた。お二方は故中村宗 いお人柄を感じていた。 谷御住職方による護摩法 和

１１

それぞれ

素だと思います。このよ 雄先生がリーダーのアル 嬢様は若くして亡くなら ナで今年の６月になり、 の花の美しき命の継承と

才」

妙

平成

その後、
太子町長が
「今 うなことをふまえ、良い ゼンチン・ブラジルの池 れ、お１人でお寺を守っ 緊急宣言などもあり７月 その構造の尊さを知り



（池坊雅史）

は水戸支部に所属されて おそらくその落慶祝いも と電話で話された時は、 春 入門昭和 年

沙門

。修祓
（しゅばつ） 日は洗練された所作に、 内容の発信が全国、全世 坊ツアーにも来られてい てこられた。そして昨年 に再度延期された▼妙春 華供養を決意する
美しく咲き誇る石段を登 （後見）
入っておりました。聖徳 式を終えた。

と話され、 た▼そもそも、妙春先生 新しく大御堂が完成し、 先生は７月２日脇田先生 ８年４月８日
り、墓前に特設された舞 に続いて雅楽が演奏され 時間のたつのも忘れて見 界にできれば」

奉仕者の松本宣子氏は いたが、事情もあり、つ 兼ねて、脇田先生にご依 いつものお元気な声だっ

１５

結願法要

太子没後１４００年に当

開白法要

たり、今年秋には太子の 「 何 とか役目を果たせま

大遠忌期間
令和 3 年11月10日から令和 4 年10月31日まで

後見を務めた松本千恵

いろいろな催しがにぎわ

今年は六角堂を創建された聖徳太子がご薨去されてから
1400年目を迎えます。六角堂頂法寺では、これを記念して
令和 3 年11月10日（水）から令和 4 年10月31日（月）までを
「聖徳太子千四百年大遠忌」としてさまざまな記念行事を
計画しております。大遠忌期間中に六角堂と池坊の聖徳太
子との関わりなどを世間に周知を図ってまいります。
また、六角堂では聖徳太子の念持仏である如意輪観世音
菩薩が本尊であることから、池坊門弟の皆様や信者様と六
角堂御本尊を五色の綱「結縁綱（けちえんづな）」でおつ
なぎする行事を大遠忌期間中行います。この記念すべき期
間中に是非ご縁を結んでください。

モ ニ ュメントを作成予定 した。母が後見を務めて

中田氏は「普段は着物を れ、無事に終えられホッ

、 子氏は「お天気にも恵ま
です。来年見ていただけ くれたので心強かった」
れば」とあいさつ。

最後に事務総長が「池 着る機会もなく、日本の と し て い ま す 」、門 井 氏
坊初代の供養をし、それ 文化に触れられた貴重な は「昨年より参列者も増
ぞれが師匠、祖先の方々 機会でした。今後も精進 え、コロナを乗り越えて
に感謝し、今こうして元 していきたいです」

うといいなと思います」

画でご覧い

当日の祭祀の様子を動

気な顔であいさ
日は元

ただけま
す。

［支所長交代］
▼下野燦邑会支所 関
根久美子
（令和３年４月１日付）

「聖徳太子千四百年大遠忌」について

１３

来賓の一行はアジサイが 氏 と 門 井 節 子 中 央 委 員

事務総長、献華奉仕者、 起子支部長）の中田佳奈 串をささげた。

晴科長神社宮司、
若宗匠、 阪中央橘会支部（織田冨 役員らが次々と墓前に玉 法、まさに道の本質の要 とのこと。そういえば宗 れた。二代続いたが、お ６月に行う予定が、コロ の講義を聞き

、池坊大 来賓、教学委員、華道会 は仏前供花、第四条の礼 されて親交を深められた 山中禅寺の大僧正であら りとなった▼当初は昨年 えられた牧野冨太郎先生
から先導に続き、南條光 千恵子氏（後見）

神社（しながじんじゃ） 長）の松本宣子氏と松本 続き、若宗匠、事務総長、 つながり、第二条の仏法 雄先生の研究室でご一緒 妙春先生のお父様も筑波 要があり、直会にて終わ 院で世界の植物学者と称

３８

・令和 3 年11月10日（水）11時より

聖徳太子千四百年大遠忌
・令和 ４ 年11月旧七夕会期間中

聖徳太子千四百年大遠忌
・聖徳太子御遺跡霊場 記念朱印押印
・記念グッズ販売

〒604-8134 京都市中京区六角通
東洞院西入堂之前町248番地

宗匠、若宗匠メッセージ映像�（ ２ 面 ）

１８

と語った。
の６月

気である限り来
る所存です」
「聖徳太子千
四百年大遠忌と
いうことで、今
年の旧七夕会全
国華道展から来
年の本部展はテ
ーマ『和と美』

墓前へ参進

３０

つができる。こ

墓前での献華風景

TEL（075）2 3 1 － 4 9 2 2

テーマ決まる���（ ２ 面 ）
旧七夕会
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一般財団法人 池坊華道会

新 役 員
名が選出された。

令和３年度、任期満了に伴う一般財団法人池坊華道会の役員改選があり、
常務理事３名、理事 名、監事３名、相談役 名、参与
２３

また、評議員の任期は、令和３年６月 日から令和７年開催の定時評議員

任期は令和３年５月 日から令和５年開催の定時評議員会終結の時まで。

２５

市川定子 西場小杜子（上毛）飯塚

令和 3 年度 旧七夕会池坊全国華道展
テーマ決まる

テーマ解説

潟）酒井和佳子（富山） 橘会）松井宣澄（熊本東）

令和 3 年度旧七夕会池坊全国華道展のテーマは、本年が
いけばな発祥の地 六角堂を創建された聖徳太子の千四百
年遠忌の年にあたることから、「和と美」に決まりました。
このテーマのもと、旧七夕会より 1 年間、本部花展を展開
します。この他、大遠忌期間中には、法要や関連行事を行
います。
大友萬亀子

（11月10日～15日 池坊）

▼参与

「和を以て貴しとなす」
紫雲山頂法寺 六角堂。聖徳太子が創建したこの寺では、
代々の住職は朝夕仏前に花を手向け、それが時代を経てい
けばなとなりました。
六角堂は古来、多くの人々の信仰を集め、京都の真ん中
に位置するだけでなく、人々の心の中心にありました。日々
の暮らしの中で目にしたであろう六角堂のいけばなは、太
子が説いた我が国の礎ともいえる「和の精神」を内包し、
特に戦乱の世にあっては人々の心の支えとなったことでし
ょう。

この「和の精神」は「他を生かしてともに生きる」とい
う、多様性を尊ぶ池坊華道のあり方を形作り、ひいては池
坊人の生き方に繋がります。一瓶の中に、長短・高低・大
小さまざまな草木が色とりどりに調和するさまは、まさに
太子の教えである和が、美として結実したものと言えます。

木憲乗（福井）下仲幸子 田）伊藤弘子（仙台）遠

幸子（小倉）大塚タカ子 上仁陽（長崎）後藤みさ 京生成会）岡本道子（東 （西大阪）井田忠（広島） （鹿児島）桜井順三（東

山雅子（福岡中央）香川 幡）宮副富江（諌早）村 京研究会）松橋由枝（東 子（大阪橘会）小野緑峯 那弘枝（大分）福﨑靖子

が難しい中、ＷＥＢサイ ンライン花展（支部展、

新型コロナウイルスの影響で、例年実施される全国大会も
取りやめとなりました。宗匠、若宗匠の今のお気持ちや最近
の活動について、インタビューを交えて収録した貴重な映像
をYouTubeで限定公開しています。
※映像は、池坊WEBサイト会員専用ページから
ご覧ください。

池坊ＷＥＢサイトにオ

（斐太）中路喜久子（京 藤信月（郡山）赤坂ひろ

（大分）中森スミヱ（鹿 ゑ（熊本銀杏）飯塚栄子 京麗光会）正木修代（東 小林明（尾道）太田瑛子 京竹）前田清遊（児島）

トやＳＮＳで開催できる 社中展など）の掲載を希

「池坊を学ぶ皆様へのメッセージ」
宗匠、若宗匠の映像をご覧いただけます

コロナ禍で花展の開催

都）西原芙美香（広島） 子（東京弥生会）原道子

久保田晴峰
（横 （鳥取おおち）渡部花風 迫和子（下松）
児島）小黒美智子（沖縄 （八王子）西澤佐代（高 京成佑会）

を利用した自主学習型の も受講が可能で、公式Ｗ １）４５５０まで。

など、さまざまな規模で 会員が開催し

や海外支部、社中や教室 ※池坊華道会

の本部だけでなく、国内 らお申し込みください。

講習として 月より実施 ＥＢサイトから専用のパ ■『生花入門カリキュラ 花器を用い、生花を習い

行われています。こちら たオンライン

花展に限ります。

始めた方、基礎を身につ
スワードで視聴が可能と ム』について

①七種伝を学ぶ「蓮」 東勝行特命教授

予定。

からご覧ください。

③立花のデモ（初心者向け）

生花正風体は教える機 けたい方がポイントを押

定で以下の講座を開講します。

この講習会は、２００ なる。また、支部のご要

◇

8 月24日（火）～31日（火） ８ 日間限

７年から特別会員の指導 望を受け、各支部に１枚 会が多く、バリエーショ さえながら順序立てて学
◇

技術の向上と指導法の伝 のＤＶＤも配布し、支部 ンも多彩で指導の幅が広 習できる。
◇

※講習会では『生花入

教務課

達を目的に開催されてい の集まりなどでの視聴も いことから、本カリキュ

すくするための学習方法 （指導者マニュアル）を

の一つであり、カリキュ 用いる。新規受講者の教

さい

月頃に案内す 性を示す。生花を学びや 門カリキュラム』の教材
◇

詳しくはこちらをご覧くだ

る。今年度は２０１９年 可能とする。詳細はＤＶ ラムで一定の学びの方向

◇

古川幸司講師



野田学教授

②花伝書に学ぶ自由花

度に実施された『生花入 Ｄと共に
門カリキュラム』ステッ る。
◇

受講に関するお問い合 ラムの活用によって、先 材の注文方法について支

による、華道会特別会員 講義とデモンストレーシ わせは池坊華道会管理課 人の教えである守るべき 部宛にＤＶＤと共に案内

※教材の購入および使

を対象にした指導者向け ョンで構成される。録画 電話０７５（２３１）４ 花形への理解を早めるこ する。
講習会
「特別会員講習会」 映像での受講となるため ９２２、テキストや指定 とが狙い。

カリキュラムは３部構 用には、特別会員講習会

電話０７５（２２ 成で、段階に応じて目標 を受講する必要がある。

花器などは池坊総務所教
特別会員であれば誰で 務課

が、今年度はインターネ 実技は行われない。
ットの動画配信サービス

池坊夏季研修講座
オンライン開講のお知らせ

１０

（一財）池坊華道会主催 プ３の内容とし、講師の

１０

最近の活動状況をアトリエから発信
頂法寺六角堂を背景にして

が設定されている。指定

小夏一耕（熊本）
〈新任〉 （東京中央研究会）近藤

10月より配信開始

華道家元池坊総務所、 プ１・２の復習とステッ

 特別会員講習会

オンライン花展が、池坊 望される方は、こちらか

https://www.
ikenobo.jp/
event/19212/

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年に続き今
回も規模を縮小して開催します。詳細は次号以降でお知ら
せします。

池坊総務所

2021年度

原嶋アサノ
（新 （高松）伊東哲郎（佐賀
中央橘会）
〈 新 任 〉 森 由 知橘）中山濱子（飯塚橘） 浜靄生会）

オンライン花展の
ご紹介

六角堂の地において連綿と受け継がれ、磨き上げられて
きた和と美のこころ。伝承者である我々現代の池坊人は、
それを未来へと継承・発展させる責任があります。1400年
という節目にあたり、改めてそのことを胸に旧七夕会を開
催します。

華（麻布橘会支所）宮田
喜久和（東海）佐藤喜和
子（岡山）渡辺美代子（宇
部）中村彊子（松山）江
崎知惠子（三潴）坂口和
代（佐賀一誠社）
▼相談役 高橋ミチル
（岩手中央）
菊田圓順
（山
形）宮城昌子（水戸）小
野澤冨美子（八王子）石
渡正子（東京清祥会）細

大島利郎（浜松華進社） （伊勢）天野則子（京都）

（金沢）轟玉江（長野） 本和子（大垣）森川直周

文子（東京花心会）小野 知（名古屋）田中道彦（東

〈新任〉坂田

子（名古屋中央橘会）

（千葉県千桜会）髙鍋和 洋子（東京生成会）太田

津）
▼監事
岩田淑子（豊橋）太田有 野村華峯（西大阪）名倉

▼理事
（札幌中央）小野沢淑子 文子（埼玉中央）遊木龍

大阪）宮内真由美（徳島） 岡田銀二郎（宇部）菅谷

阪中央橘会）
山田誠華
（西 （芦屋）吾郷好充（出雲）

香（豊田）優谷省子（大 正之（姫路）川上斗曜子

中央橘会）戸内敏（東京 宰府）
▼評議員

佐々木耶須

（八戸）矢上哲己（東京 治（出雲）篠原静子（太

平田草奈世

蒼峰（新潟）前田由美子 海）髙田静萠（豊田）杉

嘉斉（東京文和会）蜂谷 川里つ子（諏訪）田中佐

会終結の時まで。評議員（ 名）を含め、選出された役員は次の通り。

２９

宜（福岡）多久島良子（唐 ひろ子（名古屋）脇田節

▼常務理事

３０

松）中川雅風（高岡）佐々 花（札幌）清水富喜子（秋 田中順子（三井筑紫）北 瀧子（三潴）永野仁（八 （室蘭）木下千江子（東 中村みつる（長野）峠紀 亀甲時子（熊本橘）神志

紫雲会）中野幽山（東京

聖徳太子千四百年大遠忌記念「和と美」
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次期家元 講義・デモ
京都芸術大学公開連続講座

まったこと

し、型が決
る部分が出てきた現状に

い新風体もパターン化す

◇

も触れられた。
◇

その後若宗匠はアジサ

◇

により教え
やすく学び

京都芸術大学（京都市 道」の回で、一般受講者 やすくなった、一方、高
日、

事務総長

講演

郁文館夢学園 中・高校生

していくと
季節の感覚
に気づき、
しなやかな

池坊雅史事務総長は６ 心を持てるようになる。
日、東京都文京区の ストレス社会を乗り越え

「 型 レウカ、カラーなどを用 郁文館夢学園で、中学１ るためにも華道は欠かせ
００人がオンラインで受 こ と な ど を 指 摘 し、

左京区）内の京都芸術劇 １５０人が会場、学生５ 弟同士で争いも起こった イ、カキツバタ、オクロ 月
場 春 秋 座 で６月

ふなっしーが

いけばな体験

大人気のご当地キャラ

の全生徒約千名を対象に、 ら国際社会で活躍してい 坊東京会館でいけばな体

講座では歌舞伎、 をどう解釈し、いけるの いた立花新風体を披露さ 年生から高校２年生まで ない日本の文化」「これか クター・ふなっしーが池
池坊専好若宗匠が『いけ 講した。
ばなにおける型の概念と 能など毎回各界の第一線 か、一人一人の作風が違 れた。

ャ ル サ イ ト 274ch.
」（ 以 などいけばなの基本の指
） で は 織 部 流 導を受けた後、自由花に
274ch

下、

決めたテーマ
「木漏れ日」

で茶道体験する様子など 挑戦した。花材は自分で

を紹介してきた。

花材を選び、
ふなっしーは、これま に合わせて、

でも自宅で花のサブスク ドウダンツツジの枝の間

リプション（定額宅配） からヒマワリ１輪をのぞ

サービスを利用し花をい かせ、足元にギボウシを

で
274ch

５月 日から全８回にわ

体験の様子は

けて楽しんではいたが、 配した作品を完成させた。

今回改めていけばなにつ

そして「正風体はたく 対面（体育館）とオンラ くためにも、ぜひ華道を 験をした。ふなっしーは

その変遷』をテーマに講 で活躍する方々を講師に、 う。伝統という枠には収

いて学ぼうと華道家元池

たり動画配信され、ふな

義・デモンストレーショ 実演なども交えて講義が まりきらない側面がある」 さんの枝を使うが、新風 イン（各教室）で講義を 含め日本の文化にふれて 以前から刀剣が趣味で日

坊を訪れた。担当はビギ

体は少ない本数でいける 行われた。

欲しい」
などと話された。 本の伝統文化に興味を持

と語られた。

っしーの核心を突くコメ

行われている。

ナーズレッスン東京の担

ンを行われた。

同校では今年度から華 ち、会員制動画チャンネ

型ができ
発表されたことについて に負担なくいけられる花

９９９年、立花新風体を 材料も少なくなり、環境

めに、池坊専永宗匠が１ はシンプルな花、また、

『池坊華道を学ぶ価値

ントとスタッフとの掛け

あがって

述べられた。そして新風 も求められている。いけ

「正風体が
続いて、それまでの立 こ と も 可 能 」

当講師でもあるつくばね

合いがいけばなの魅力を

いくまで

体は型の否定ではなく、 ばなは、いける時代に合

若宗匠は、スクリーン

日本芸能史「型と創造」 に画像や資料を映しなが 花正風体の型では表現し できた頃、豪華で重厚な と学生生活』をテーマに 道部が発足し、講義の中 ル「ふなっしーオフィシ

花扇会支所（大嶋幸子支

分かりやすく伝え、動画

を時代を

二代専好の理論、精神性 わせて変化する」と結ば

一種生のデモンスト
レーションが行われ
た。
生徒からは「夢の
達成ために華道を学
んで心を鍛えたいと

始まった。自由花の講義 があいさつを行った。

方や表現、道具の使い方

賞しながらいけばなの見

がいけた立花と生花を鑑

東京会館の和室で戸祭氏

大きかった。

投稿がされるなど反響は

ことにしました」などの

近くの池坊の教室に通う

アンバサダーとして

いけばなの良さをも

っと広められるよう

頑張りたい」とアピ

ール。作品は、ＷＥ

ＳＴ ビル１Ｆで３

日間公開され、たく

』
2021

さんの人の目を楽し

て、 月

日に全国の地

はリモート地区大会を経

『花の甲子園

た体験では、柿沢正一研 ませた。

究員の指導のもと、ヒマ

日、人気兄弟漫 ワリやギガンジウムなど

時に六角堂の鐘をつ 京都・池坊＝家元でしか 才コンビ・ミキと共に、 で自由花に挑戦。レモン

なり、いけばな発祥の地

いけばな体験中

同大学の公開連続講座

（全 回）の第４回「華 ら、いけばなの源流から きれない美をあらわすた ものが好まれたが、現代 事務総長は「華道を継続 では、指導に当たる池坊

所長）の戸祭瑞香子中央

追って説
がヒントになったこと、 れた。

由佳氏によるハラン

麻布橘会支所の鶴田

明。そし
発表されて 年以上たつ

思いました」などの
感想が聞かれた。

ト花展で「文部科学大臣

発表を行い、池坊１階ロ を代表して、昨年のネッ
ビーに展示した。

２日目は、六角堂へ仏 賞」を受賞した宮原のん
技では、３、

とデモンストレーション

（池坊短期大学既卒）
前供花と参拝から研修が さん
４名ずつのグ

の後、各自修了花展の作 に“花修行”の二日間と

続いての実

ループとな

品をいけ込んだ。

参加者にとって、まさ
り、花材や花

ふなっしーは始めに、 「ふなっしーのおかげで、

の視聴者からＳＮＳで

て、二代

と、良いとされた作品を り、多くの質問が寄せら

最後に質疑応答があ

池坊専好

により立

まねるなど、型を持たな れた。
による講義とデモンスト 受け、初心者はリアトリ

花が大成

を受けた７名の計 名が

参加。北は岩手県、南は レーションを受講。まず ス、経験者はハランの一

◇

講演の様子
を制作した。

合わせ、作品

工素材を取り

異質素材や加

をテーマに、

若宗匠が参加者全員に修 子もうかがえ、無事、二

った。
続いて修了式では、 うという意欲が増した様 験を行った。

弾み、有意義な時間とな さらにお稽古に取り組も 自身初となるいけばな体 さしく１００点をあげた

次の目標が見え、 和さんが、池坊を訪れ、 「初めてなので自分にや
学校生活についても話が 通して、

いけばなへの取り組みや 子だった。また、研修を ドル・ＮＭＢ の梅山恋

作品についてだけでなく、 充実した研修になった様 に任命された高校生アイ い作品に仕上げた。

の甲子園ＳＮＳで公開予

応援メッセージなどは花

さんの池坊訪問の様子や

定。大会詳

イトから。

「 出 場 す る 皆 さ 細は公式サ
決勝の舞台である池坊 し ま す 」

い、次は１２０点を目指

が行われる。今回の梅山

完成後は、グ

了証を手渡され、参加者 日間の研修を終了した。 会館２階ホールで行われ んも頑張っているので、

出来上がった作品に

ループごとに

で相談しなが き、午後には池坊専好若 できない経験、家元なら 『
「花の力」
花 の 甲 子 園 イエローのヒマワリが際 区代表校による
Ikenobo
ら、
「夏休み」 宗匠の作品巡視があり、 ではの貴重な体験ができ、
』 の ア ン バ サ ダ ー 立つすがすがしく夏らし をテーマにした全国大会
2021

器をメンバー

体験の様子

２０

佐賀県まで、小学校６年 は、生花正風体の講義を 種生に挑戦した。
生から新卒社会人が、い
◇

けばなの研さんに励んだ。
◇

初日は、家元道場で開
講式が行われ、池坊雅史
事務総長が出席された。
まずは、六角堂・いけば

回池坊学校華道 な資料館を見学し、続い

４日の両日、京都・池坊 池坊」をテーマに講義が

１８

１４

２３

１９

その後、池坊中央研修

で開催された。同研修に 実施された。

は、昨年度開催された第

１２

若宗匠のデモンストレーション

「聖徳太子と六角堂・
家元研修講座」が７月３、 て、

「第

家元研修講座

名と、支部長推薦 淳人氏（吉備支部所属）

１１

甲子園アンバサダー
ここ な
梅山恋和さん
池坊でいけばな体験

４８

池坊学校華道
回学校華道インターネ 学院・柿沢正一研究員と

選者

若宗匠を囲んで記念撮影

１４

１５

１２

ット花展の入賞および入 ＩＫＥＮＯＢＯＹＳ江木

２３

６月

委員が当たった。

２１

２８

１６
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周年記念花展

各 地 の 花 展 か ら
飛鳥支部

飯塚橘支部花展

するなど、あらゆる感染
対策を行いました。
新聞掲載や、ＮＨＫの
福岡県下のニュースでの
〈佐々木康人准教授ご 紹介もあり、入場者は支

『たちばなの花舞い上がる美しい地球 』
池坊飯塚橘支部花展

豊田支部創立

周年記念花展

コロナ禍の

中、花を見

て和んだ気

持ちになっ

てほしいという思いを込めまし

『花にいやされて』

池坊豊田支部創立 周年記念

指導のもと、自由花だけ 部員の予想をはるかに上 花展（近藤隆治支部長）が『花 た。また、コロナ対策として、

箸をモチーフにし、カスミソ
が
『た
ウやダリアを用いたとても楽 （窪山美彌支部長）
の画期的な試みで 名が

展示ホールで開催された。橿
大変なときに素敵な作品を見

来場者からは「コロナ禍で

日まで、福

た。

つりの大作自由花は上・中・

日から 日まで、愛知県豊田 連絡先の記入などを行いました。

１年間延期になっていま 一瓶を身を乗り出すよう 総数１５１瓶が展示された。

以下、近藤支部長から。

ばなの他、青年部合作のハート

をイメージした枠に薄いピンク

た大作もあり、見応えのある花

〈松坂屋豊田店が今年９月末 色のカスミソウなどをあしらっ

来場者に書いていただ に閉店ということもあり、 年

日の両

花展開催にあたり、総作

大きく取りました。
また、

多くの方にご来場い

ただき、４日間の花展

を成功裏に終えること

ができました。 日に

はＩＫＥＮＯＢＯＹＳ

の田中伸明氏にも来

場 し て い た だ き、

でも花展の
Instagram

イ ン ス タ グ ラ ム

紹介をしていただきま

した〉
（ 写 真・ 花 展 会

場風景）

レビＣＴＹや中日新聞、

伊勢新聞などにも掲載さ

れ、多くの方々にお花を

楽しんでいただきました。

また、
今回は幼稚園児、

小学生、中学生を対象に

したいけばな体験を行い

ました。２日間で合計

名の参加があり、楽しく

お花に触れ、いけていま

した。将来この子たちが

大きくなったとき、普段

やかな作品が並び、とて 溢れていると良いなと思

た作品をいけました。華 の生活の中がお花で満ち

花に癒され楽しい時間を て大作・中作・

小品合わせて

今回のテー

した。

が変わり、親しみやすく 手伝いをしま

ーマに６月 、

いろのハーモニー』をテ 度に減らし、スペースを

（小森章生支部長）
が
『夏 品数を従来の３分の２程

池坊四日市支部花展

『夏いろのハーモニー』

四日市支部花展

。
限や会場内を一方通行に 季節感を表現した作品） や さ れ て 』

（写真・ マは『花にい
にならないように入場制 かれていました〉

毒はもちろんのこと、密 しくなるメッセージが書

来場者の検温・手指消 なりました」な ど、 う れ

きました。

「 華 道 の イ メ ー ジ ーレを飾るお
定通り開催することがで し た 」

中を押していただき、予 違った素晴らしい花展で 品で、フィナ

ができる花展を」と背 た 」「 今 ま で の 花 展 と は １５１瓶の作

そ、ぜひ心和ませること 過 ご す こ と が で き ま し

のようなときだからこ

地元新聞社の方から「こ トには「コロナ禍の中、 た感謝を込め

ていただけたこと、また いた１４９枚のアンケー 間花展会場を提供してくださっ 展になりました。

ましたが、会場を使わせ

緊急事態宣言下ではあり た。

以下、
窪山支部長から。 した。今回も福岡県では に見ていらっしゃいまし

コロナウイルス感染拡大 取材を受け、その日の夕 の爽やかさを表現。また 展でした〉

作展示。伝統的ないけ

していましたが、新型コ 市役所の用事の後ご覧に 豊田市、豊田市教育委員会、中 下段と３つの空間に分けて、前・

の花展は昨年５月に予定 からお見えになった方や、 市の松坂屋豊田店で開催された。

瓶を展示しました。こ 人。ニュースを見て市外

回り３日間で合計８６５ にいやされて』をテーマに６月 入り口で検温・アルコール消毒・

しい作品でした。また、亡く ちばなの花舞い上がる美
日から

なられた先生たちとの思い出 しい地球』をテーマに５
心をこめて”支部員一同頑張 コーナーを作り、昔の全国大 月

『この一輪に心をこめて』
池坊飛鳥支部 周年記念花

２５

多目的ホールで開催され ロナウイルスの影響で約 なった方、どなたも一瓶 日新聞社など多数の後援を得て、 後期計

会、支部初生けなど古いアル 岡 県 の 飯 塚 市 役 所１階
バムをパネルにして展示した

原市教育委員会、大和高田市
せてもらい、心が洗われまし

んでいただきました。

奈良県の吉野杉でできた利久 ところ、とても好評で懐かし

青年部のお迎え花は、地元

展（池田マサ子支部長）が『こ りました。
、 日の両日、橿

の一輪に心をこめて』をテー

マに４月

25

１９

原市の奈良県橿原文化会館

教育委員会、中和新聞社の後

中央研修学院祭、
支部花展、

た。

気持ちでいっぱいになりまし

人々が来てくださり、感謝の

期 で し た が、５００名 余 の

ただきました。このような時

た。ありがとう」との声をい

１作を含む総数 瓶を展示し

た。
以下、池田支部長からの報
告。
〈春らんまんの季節、コロ
ナ禍真っ最中ではありました

大阪花展と続き、携わってく
れた支部員にも感謝しかあり

周年花展を、コロ

ナ対策を取りながら開催する

ません〉
（ 写 真・ 花 展 会 場 の

が、支部

ことができました。先人の教
様子）

され、一作一作時間をか すばらしい花展で心が癒

えを守りながら“この一輪に

策を行いました。

初日の開場と同時に他 けて作品をご覧になりま されました」とうれしい

により中止になる中で、 刊に花展会場の様子がカ カキツバタの最盛

１９

援を得て、 名が青年部合作

周年記念

部市制１００周年記念池

宇部支部員一同、せめて ラー写真で掲載されたお 期で、いろいろな

化会館展示棟２階で開催 などすべてにおいて密を

避けるために２部制とし、

作品、青年部６作 マスクの着用、消毒、検

され、支部員 作品、正
会員

品の総数１０２瓶が展示 温を徹底しました。

テーマは『夏いろのハ

涼しげな作品が並ぶ会場

『 花―はずむ詩― 』宇部市制

お言葉をいただきました。
合作の大作自由花は青 支部員も頑張って開催し

支部の先生方をはじめ、 した。

２１

〈コロナ禍においての が思い思いに夏を表現し

ました。地元ケーブルテ 験の様子を見ていました〉

。 会 員 の 方 々 も明るい花展会場となり いながら、いけばなの体
以下、
小森支部長から。 ー モ ニ ー』

された。

２６

たくさんの来場者があり

１８

日、三重県の四日市市文 いけこみ、手直し、撤花

２７

宇部支部花展

５１

『花―はずむ詩―』宇 の市の記念諸行事が新型 ました。また地方新聞の 楓を使って梅雨の晴れ間 て良かったと心に残る花

、

１２

２５

坊宇部支部花展（渡辺美
代子支部長）が６月

日の両日、山口県の宇 いけばなで１００周年を かげで、翌日には新聞を いけ方もあり、青
ーなど、季節の花
参議院議員、
県会議員、 で会場が華やぎま
みは密を避け、検温、消 篠㟢圭二宇部市長もご多 した。

らし、会場設営・いけ込

催しました。出瓶数を減 を見に来られました。

部市文化会館で開かれた。 盛り上げたいと花展を開 見られた方々が多数花展 年部のタペストリ
人

宇部市、宇部市教育委員
会などの後援を得て
が展示を行った。

たくさんの方が
来場者のマスクにシール ００周年を盛り立ててい 来 場 し て く だ さ

以下、渡辺支部長から 毒、名前の記入が済んだ 忙の中来場され「市制１

の報告。

２６

１１

８２

「久しぶりに、
〈宇部市制１００周年 を貼るなどの感染防止対 ただき感謝します」と話 り、

花展会場の様子

２６
８９

２８

２７

５１

６８

100

１０
８０

４５

２３

45
４５

（4）
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子どもたちの活動を
ご紹介します
を 使 用 し て い かく切って捨てるなど） トより富士スカウト章を
iPad

アイパッド

属する嶌田 の富士スカウト章を受章

で毎週の授業としていけ

スカウト日本連盟から心 生です。おばあ様、お母 というものがあります。

が、公益財団法人ボーイ なを熱心に学んでいる学 能章を

部長から。

以下、藏重支

個の技能章の中で
取得する際には藏重伸先

でいただき、子どもたち

きました〉

ての心を学ばせていただ

て忘れがちな日本人とし

くの知識、技術と合わせ

生から、華道について多

〈岩国支部の

をして館内を飾りました。 域の方にもたいへん喜ん
親子連れや公民館の関

品協賛しました。
戦災で荒廃した町の復

Ｑ５．ビギナーズレッスン導入のメリット
指導歴の浅い先生も対応しやすいシステムだと思います。自分なり
に指導マニュアルを作り、それに沿ってレッスンしていけば、大きな
失敗はしないし、先生としての経験を積んでいけます。また、８回の
レッスンの間にコミュニケーションが取れるので、次につなげやすい
と思います。

にテーマを決める。授業 さみの置き方、ごみを細 このたび、ボーイスカウ
では

観の変化のある中で、伝

コロナ禍で何かと価値

２回目の授業からは、 授与されました。
るので、作品の写真を撮 も、
り、次回の授業でデッサ 全員が進んで行うように
ン、テーマに沿った作品 なりました。

と、将来へ になっているか、意見を

さに驚き

いけばな授業本格的に始動
の期待を感 出し合い、反省点を考え 生徒たちがいけばなを通 できるいけばなの文化を

この後一人でも多くの 統文化であり心象の表現

東海大学付属浦安高校
じました。 る。とても深い内容にな じ、日本の伝統文化を習 大切に継続していってほ

池坊東京中央橘会支部 柔道部や野球部など、今 っています。次回はどう 得し、豊かな心を持つ人 しいものだと思い、応援
嶌田さんから。

（宮下葊子支部長）の森 までいけばなとは縁遠く いう構想で、どこに気を に成長していくことを楽 しております〉
田圭子氏が、千葉県浦安 思いがちな生徒たちの参 付けて制作するかも発表 しみに、いけばなの指導

〈私は小学２年生から
年目になりまし

ボーイスカウトを始め、
今年で

富士スカウト章受章

さんは、毎 させていただきました。
富士スカウト章を取得

ボーイスカウトの高校生

青年部に所 た。先日、２０２０年度

準備、
片付け、
作法（は （写真・授業の様子）

市の東海大学付属浦安高 加もあり、毎回楽しく真 するようにしています。 にまい進してまいります〉

しい感性を持っていて、

生徒それぞれが素晴ら

等学校でいけばなの授業 剣に時が過ぎていきます。
を開始した。
以下、森田氏から。
ても多いです。生徒から

〈今年度より、高等部 作品から教わることがと
１、３年生各 名に池坊

日自宅のあ

る山口県岩国市から広島 する条件の中に、分野ご

いけばなの授業を開始し のアイデアを生かし、毎
池坊岩国支部の藏重伸

ました。中等部では年に 回の自由花を制作する前

市の広島女学院高等学校 との専門的な技能を身に

ばなを取り入れるのは初

技体すべてにおいて最高 さまと三代で、それぞれ 私は

お

支部長から、社中の嶌田

めてのこと。伝統文化へ

レベルのスカウトに与え が池坊を学んでいます。 華道章を取得しました。

ま

２度の華道特別授業を行

の関心や華道部の日頃の
られる富士スカ

個以上取得する

真音さん（高校３年生） に通学しながら、いけば つけたことを証明する技

活動が評価され、土曜日
ウト章を受章し

原支部長か

興への願いから、バラの 係者の方などが多く訪れ、 にも励みになりました〉
植樹が盛んになった福山 とても興味深

お問い合わせ・お申し込みは メール nyumon@ikenobo.jp まで
（一財）池坊華道会 事業部華道振興課 教室サポート係
電話 ０ ７ ５ （ ２ ３ １ ） ４ ９ ２ ２

Ｑ４．生徒さんはビギナーズレッスン修了後、普通のお稽古に続けて
来てくれていますか
８回のレッスンが終わった段階で、「どうですか？楽しいですか？」
と打診してみます。特別な事情がない限りは、ほぼ皆さん普通のお稽
古に移行してくださいます。転勤、結婚などで初めから８回しか来ら
れない、とわかっている方のビギナーズレッスン入会もあります。

ビギナーズレッスンの制度概要は、特別会員専用ページの各種
お手続きからご覧いただけます。
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

Ｑ３．ビギナーズレッスンと普通のお稽古をどのように線引きされて
いますか
最初の８回は、ビギナーズレッスンも普通のお稽古も、お稽古内容
はほとんど変わりません。お花も、ビギナーズレッスンだからといっ
て区別していません。同じ時間帯でそれぞれの生徒が好きなこと（生
花、立花、自由花）をやっています。

っていましたが、高等部

の選択授業として行うこ

た報告が届いた。

なに興味を持つ生徒の多

なかなかの人気でいけば

各 名の枠への応募は、

とになりました。

以下、茂

てしろばら祭に出品

らの報告。
〈
「てしろ

伝統文化親子教室生

模を縮小して開催されま 中で、少しでも皆さまの いました。緊

池坊両備支部の茂原浩 ばら祭り」が例年より規 市。今回長引くコロナの く見てくださ

子支部長から、５月 日

日まで、広島県福 した。いつも手城公民館 心が癒されますように、 急事態宣言が

しろばら祭」が開催され、 化手城いけばな親子教室 に咲いているバラをいけ したが、「とて
た。いけた作品を持ちよ とのお声も頂

館内を彩った展示

池坊WEBサイト 特別会員専用ページパスワード

Ｑ２．ビギナーズレッスンを導入して良かったこと・困ったこと
良かったことはGoogle検索でいけばな教室を検索すると、地図と
ともに上位にあがってくること。困ったことは、ビギナーズレッスン
に通う生徒さんの進捗状況の管理が必要になったこと。個人のフォー
マットを作って管理するようになりました。

１１

１５

１５
作品と嶌田さん

るなど、密を避ける工夫 きました。地

Ｑ１．ビギナーズレッスンを導入した
きっかけ
ビギナーズレッスンのシステムがで
きたので。生徒さんを増やすためには
全てのことをやろうと思いました。

山口

伝統文化手城いけばな親 の保育園児から高校生ま よう』をテーマにしまし も癒される」
名、計 名の皆さんが出

子教室の生徒たちが作品 での生徒 名と保護者１

を展示した。

１１

１２

約５年

１４

『 身 近 出ている中で
山市の手城公民館で「て でお稽古している伝統文 と の 思 い を 込 め、

から

１０

Ｑ６．ビギナーズレッスンに通っている・通っていた生徒さんの感想
・８回受講するだけで華道の楽しさを知り、基礎的なことを学べ、と
ても良かったです。ビギナーズレッスンがあったので、華道の世界
に足を踏み入れることができました。
・自由花からのスタートは、敷居が低い感じで堅苦しさを感じません
でした。
・WEBサイトから教室やお稽古の様
子を写真で見られたので、安心して
申し込めました。
・同じ時間にビギナーズレッスン以外
の生徒さんもいるので、初心者だけ
のレッスンではないことは、視覚・
好奇心に良い刺激になりました。

片岡清美氏（甘木支部）
ビギナーズレッスン導入歴

千葉
１４

広島
１５

ビギナーズレッスンは「習ってみたい
人」、「ちょっとやってみたい人」の声に応
えた、自由花入門カリキュラムを使用する
初心者向けの回数制レッスンです。
今回は、実際にビギナーズレッスンを導
入されている先生にインタビューを行って
みました。

教室運営Q＆A
ビギナーズ
レッスンとは？
Part.2
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各 地 の 活 動 か ら
西光寺本尊開扉法要の
お迎え花をいける
岡山中央支部・赤木氏
池坊岡山中央支部（田 特使をはじめ、ご僧侶や

お祝いの花。
内玄関の古備
前の大壺にお
迎え花。その
他、屋内７カ所に社中が

は、
外国人３名が参加し、
日本文化を楽しく学びま
した。体験後、参加者か
らは「引き続き勉強した

薫さんは、長年にわたり い」との要望もあり、花

六ヶ所村在住の外国人に
いけばな指導
青森支部・中村氏
六ヶ所村国際教育研修

った、いけばなと書道の

当日の様子は地元の新
されました〉
（写真・みん

講師を担当、指導しまし 聞デーリー東北にも掲載
た。

物珍しそうに鑑賞してい

た花を愛でるには程遠く、

じた。無粋な私は、いけ

花も『華やいだ春』を感

季節にふさわしく、どの

「出展された作品は、

第１回のいけばな教室 なで記念撮影）

親子で花展鑑賞
東京弥生会支部・

安藤氏社中の
竹本氏
池坊東京弥生会支部

（赤坂ひろ子支部長）の たが、ふと気が付いた。
安藤良子常任委員から、 いけた人の表題がどの作
社中の竹本弓子氏が、お 品も付けられていなかっ
父様と一緒に花展を鑑賞 た。書道も絵画も写真展
し、お父様が千葉の公民 も必ず表題が付けてある。
館のブログに感想を投稿 いや待てよいけばなの
が付けるのかと娘に聞く

したことを紹介するお便 場合、表題は観ている人
りが届いた。

「そこで私は娘と二人

以下、安藤氏からの報 と、あやふやな生返事」
告。

これが結構面白く、感動
◇

◇

◇
竹 本 さ ん は、
「親子で

ました〉

ではどちらを好むかと尋ねら

ちの用明天皇）から、桃と松

た三歳の聖徳太子は、父（の

両親たちと庭を散策してい

花の真の枝には松が多く用い

の認識を受け継いでおり、立

べられています。まさに太子

変の真理を表している」と述

を変えない松や檜は、永遠不

◇

一幅の一部）

◇

てきます。

には出てこない資料や話も出

話形式でわかりやすく、紙面

コードからご覧ください。対

※当連載の動画は、次のＱＲ

◇

太子絵伝（池坊総務所蔵）第

い い で し ょ う。（ 写 真・聖 徳

表として出ていると言っても

子の伝記には、季節の花の代

専応口伝』に登場します。太

の花として、こちらも『池坊

せん。三月の「上巳の節句」

た桃も、決して悪ではありま

一方、太子に選ばれなかっ

られるようになりました。

れ、松を好むと答えました。

ふつうの子どもならば、花

が美しい桃を選びそうに思わ

れます。太子が松を選んだ理

由 は、「 桃 は 一 旦 の 栄 物、 松

は萬年の貞木」というもので

した。すなわち、桃がきれい

に咲く期間は短いのに対し、

常緑樹である松の緑は絶える

ことがない、
ということです。

三歳にして松の永遠性を見抜

いた太子に、両親もさぞ驚い

たことでしょう。

この逸話は、幼少時から太

子はただ者ではなかったこと

を示すだけではなく、いけば

なと関連付けて考えることも

できます。太子の時代から約

九百年後の室町時代に書かれ

た『池坊専応口伝』では、「色

桃花より青松を賞す

手分けして、
立花新風体、 センター
（青森県上北郡） 海外の日本人学校での勤 器と剣山の注文依頼も受
ヶ所村国際教育研修セン 日に行われる巡回講座も

務経験があり、現在は六 けました。また、６月

ターに勤務しています。 受講したいと、大変興味

立て花、生花、自由花な が本年度から村内在住の
外国人向けに書道といけ

どをいけました。
先生がこの日のために ばなの教室をスタートし

本年度より、村内在住の を持っていただいたそう

が、帰国後も私のもとで いと思っています」とメ

外国人向けに希望の多か です。

日に第１回の

中一江支部長）の赤木満 檀家の皆さまなど、大勢 準備されたお姿に、私た た。５月

支部長）の中村薫氏が、

陰の努力の大切さを学ば 池坊青森支部（松井妙子

大作は３点。門坂に青 せていただきました。
以下、松井支部長から

参加者をはじめ、僧侶 指導にあたった。

坊の５５０年を超えるお

私たちにとって、間近

に大作を制作する貴重な

経験となりました。今後

も、社中皆で声を掛け合
い、さらに精進していき

人で、お花

リモート稽古を続けたい ッセージを頂きました。

たいと思っています〉

に対しても

先日、一回目のリモー
と、依頼されました。

〈社中の竹本さんが、 で鑑賞した作品に表題を
お父様と一緒に花展を鑑 付けながら観て回った。

ブイさんからは「先生 ト稽古も、無事に開催で

賞しました。以下は、お いけばなにはいけた人の

◇

る人はその心を感じ取る。

池坊東京竹支部（井上 １年８カ月の間、毎週お の教室に通って、いけば きました。彼女は、ゆく

◇

………中略………

みると桜は満開でした」 れしかった」と喜んでい

で、上野公園まで行って 楽しみ、親孝行できてう

った。場所は上野美術館

けばな展の招待状をもら

「つい先日、娘からい した作品も多かった」

◇

ものの抜粋です。

父様がブログに投稿した 心があるのだな、と。観

ム人のブイ・タン・フォ をＬＩＮＥ（ライン）で だと知りました。私も見 です〉
残る作品を
彼女は日本のわびさび いけられる

も熱心。

ンさんを紹介するお便り 送ってくれるなど、とて る人の心に
が届いた。
以下、吉田氏から。

〈仕事で来日したブイ・ にとても敏感に反応し、 よう、技術
タン・フォンさん。人柄 感動する方でした。残念 だけでなく

が良く、頭の回転が早く、 ながら５月に母国ベトナ 人間力を高

教室でのブイさん
（右）

池坊中央研究所

絵で見る聖徳太子の一生④

２０

美恵子支部長）の吉田素 稽古に来られ、稽古後も なは技術だけでなくいけ ゆくはベトナムでいけば

的でした。

とても意欲

〈青森支部役員の中村

自由花。石庭の白壁の前 いけてあって、心遣いに の報告。

〈いけこみの日
花の持つ力の素晴らしさ

れに、紅白を基調にした ださったとお聞きし、池

の強風がうそのよ
にも、改めて気づかされ

年に一度

日は、お花仲間の
お寺の
のご開帳の日で

す。コロナ禍で１

年延期となったお
寺の大事な行事。

延暦寺からの本山

ました。

うな五月晴れ。今

氏、河内晶子氏から。

以下、社中の高橋雅子 に丸い青竹を組んだ花入 溢れている」と喜んでく

なを奉納した。

けご開帳の盛儀にいけば 花菖蒲を中心に四方向の の方々も「所々にお花が

様である社中の依頼を受 い割竹で設けた花入れに

光寺で、お寺の住職の奥

岡山県赤磐市の菖蒲山西 えしました。

梨枝中央委員が５月３日、 の方々をいけばながお迎 ちはお花に対する情熱と いけばな教室が開かれ、

２６

子中央委員から、ベトナ 自宅でいけた作品の写真 る人の心も表すものなの なの先生になりたいそう

ベトナム人の社中との
素敵な師弟関係
東京竹支部・吉田氏指導

お祝いの花

細やかな気遣いができる ムに帰ってしまいました めていきた

『池坊専応口伝』
色かへぬ松や檜
原ハおのつから真如
不変をあらハせり

（6）

３３

三歳

2 0 2 1 年（令和 3 年）7 月 2 5 日（日曜日）

ち
み
こ
花
第604号

小板橋美智子氏（元利
根支部長・元群馬県連合
支部長・常任委員・総華

数

安藤氏から「思いがけな
い受賞でした。ここ

年にわたり、茅ヶ崎市役

所ロビーの一隅にお花を

絶やすことなく飾りまし
た。市民の安らぎのコー

ナーとなっていたようで

す」との報告。

なコーナーを設けており、 進していきましょう」と

線コンコース内にいけば 生を尊敬しています。「精

央 駅 新 幹 姿と心をお持ちの早田先

Ｒ鹿児島中

支部ではＪ

〈鹿児島
ばなに対しての凛とした

す。私たち門弟は、いけ

指導してくださっていま

たいと思います〉
（写真・

らより多くのことを学び

ります。そして、先生か

ることを楽しみにしてお

緒にいけばなを続けられ

これからも、先生と一

せていただいております。

﹁総華督﹂取得者

︵ 月認可︶

▼水戸 多田光月▼東

京千代田会 清水雅悠▼

東京松 寺久保紫仙▼東

京みどり会 有金淑豊▼

新潟中越 大野滝華▼小

松 梶川美智子、山尾恵

名）

長野千茶子▼沖縄 国吉

▼長崎中央 城谷華幸、

でなく、お友達や檀家の

日々のお稽古でいけた

花は、
玄関や広間に飾り、 澄翠  （以上、

本格的に花ばさみを手 おもてなしの花としてお

ようになりました。

ちに、自然と花をいける

ころから花遊びをするう さいました。

美子▼名古屋 伊藤冨子

１週間交代で支部員が当 口々に話しながら、師と

ご紹介します。
歳の先生

鹿児島支部・
安楽氏から

コーナーに花を飾ること

東京清祥会支部・
佐野氏指導
池坊東京清祥会支部

みましょうとのことで、 （石井美香支部長）の佐 にしてお稽古をするよう 寺を訪れるお客様方に好

免許状申請
発送状況

皆様からの投稿をお待

投稿歓迎

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



６歳６月に入門。 評です。一瓶一瓶、真剣
若々しい花をいけてくだ 野智恵中央委員から、社 になり、

免許状、席札など６月

先生のお力添えもあり、 わいい結子ちゃんは、小
以下、石井氏から。

支部記念花展に自由花を さな池坊人として日々花
葉を話されたので、ぜひ

池坊横浜中央支部（坂 た上で、花と花器のどこ

ね」と話し

品になるよ

て楽しい作

ば、見てい

〈結子ちゃんは神奈川 出瓶しました。家族だけ の輪を広げています〉

この春小学３年生になり

「宝積寺」の娘さんで、

ほうしゃくじ

色紙にして花の席に置か 県茅ケ崎市にある曹洞宗
せていただきました。
早田先生は、今でも

名ほどの社中を精力的に ました。母の寿子さんが

年には西

小学生のお稽古に
入門カリキュラム活用
横浜中央支部・上野氏

一緒に飾りましょうと、

十の坂も超ゆ”という言 便りが届いた。

“この道がありてこそ九 学３年生）を紹介するお 最高顧問である石渡正子 いけあげた後の笑顔がか

さいました。そのときに 中の赤星結子ちゃん（小 １年生の秋には、支部の なまなざしで花に向かい、

今回は自由花をいけて

お稽古をする傍らで幼い 方々も花を見に来てくだ

作品の前で）

ます。私たちの師、早田

子常任委員から、師の早

に積極的に参加してくだ

以下、安楽氏から。

さっています。

日に行われた２ 田千寿子常任委員を紹介

ペーパー賞を受賞。陸氏

小さな池坊人

番となりお花を飾ってい 弟子の絆を温かく続けさ

池坊鹿児島支部（中森
千寿子先生も、いけばな

陸丹氏（東京清祥会支
部、中央委員、正教授一 スミヱ支部長）の安楽敏

級）
５月

会全国大会で発表した論

割を果たし、いけばなの ０２１年 度 日 本 造 園 学 するお便りが届いた。
普及啓発に努め、地域の
文「池坊の立花に使用し

督）
芸術文化の発展に寄与し
た植物にみる風景表現の

日、群

馬県から県の文化の発展
ていらっしゃいます」と

令和２年 月
に多大な貢献をしたこと
の報告。
安藤良子氏（東京弥生
は「ご指導・ご協力をい

督）
ただいたすべての方々へ

会支部、常任委員、総華

変遷」が全国大会ベスト

により、群馬県文化奨励
賞を受賞した。社中の松

井由紀子氏から「昭和
年からいけばな教室を主
化団体協議会の発展に
に池坊いけばなを他業界

感謝するとともに、これ

後進の育成に尽力。また
年以上の永きにわたり貢
へ紹介していきたいと思

日、茅ヶ崎市文

利根沼田華道協会、群馬
献をしたことに対して、

１月

県華道協会の役員として
同協会から表彰を受ける。 います」と話した。

男先生の「玄関に今日来
亀澤先生からは稽古や 長に就任、同時に青年部

平成６年松山中央支部

門の先輩白石秀

作品に向き合う姿勢も教 を発足し、池坊美佳様を

とは忘れられません。

子先生に連れら

わりました。昭和 年、 お招きし、花展を開きま

る客の好きな花」の句は 井匠子支部長）の上野薫 が同じなのか、作品写真

れ家元道場に参り、藤井

九州での池坊専永展で朝 した。支部長として平成

その間には同

を励みに、今後も積極的

長年にわたり中心的な役

私のいけばな人生

和先生、上野秀員先生の

８時先生にお会いし、「手

平成８年、

年部・学校華道・地域で

以下、上野氏から。

池坊いけばなの素晴らし 用した報告が届いた。

いたことを書いてくれま

真を注意深く見て、気づ

式は自由。行事などは開

子どもは素直です。写 の企画、活動、ユニーク
さに浸りながら、後進の

〈小学生の社中に「花 した。また、１作品だけ

催後なるべく１カ月以内

寄稿は約６００字で書

な人物紹介など。
育成のお手伝いがしたい

に、写真と共に左記まで

◇

器との調和」を教える際 でなく２作品書いてもら
◇

お送りください。

特別会員を育成され、地 に、
“ 自 分 で 考 え た こ と せば、自信にも意欲にも

洞院西入堂之前町２４８

京都市中京区六角通東

〒６０４―８１３４
開催した社中展には亀澤 ターネットの時代になり

域では愛媛県いけばな芸 を書いてみよう”という つながると思います。課

（一財）池坊華道会 花

自分で考えて答えを出

年の歳月が流れまし 言でした。師の作道雪花 が教授をお招きして研究

先生、山本友秋先生、伊 ホームページの立ち上げ

術協会副会長、愛媛経済 アプローチが効果がある 題をいろいろ設定すれば

理解を促進させるため

矢能師は昭和 年生ま ラム」を活用しました。 くるのがわかります。

◇

に「自由花入門カリキュ うと、観察力が上がって

重ねました。これからも 入門カリキュラム」を活

私もいつの間にか年を 社中のお稽古で「自由花 出してもらいました。

私の大切な座右の銘です。 中央委員から、小学生の の隣に貼った付箋に書き ちしています。支部・青

作品に感動して、先生方

直しですか」とお尋ねす 展、愛媛県連合花展の主

夜明けかと衝撃を受けた

年までに全四国連合花
のご指導をいただいた思

ると「今終わって帰ると 管支部として奔走したこ

と思う日々です〉

い出も蘇ります。

ころです」と話され、徹 とも楽しい思い出です。
年、亀澤香

弟子と立花の勉強をし
たいと昭和

こともありました。昭和 日本いけばな芸術協会の

れの 歳。多数の会員、
先生は大変研究熱心な方 会をするなどもってのほ

藤雅夫先生にお越しいた などにも奮闘しました。

年のいよてつ髙島屋で 開催地として尽力。イン

た。常に花と歩んできた

かの時代でしたが、光宗

「何か一つ、技能を身に 雨先生に松山にお越しい

真剣な表情の結子ちゃん

で、先生の勧めで昭和

その間松山中央支部発足

お花を始めた契機は

３０

宰し、いけばなの普及、

94

１０

つけなさい」との母の遺 ただきました。若僧の私

１１

小板橋氏
安藤氏
陸氏

にも携わり、新支部と共

〈入門して 有余年、

矢能華奈師

出会いによって人生が開

ると共に、多くの方との

に挨拶してくださったこ

専修講座を経て中央研修 ざ会場に来られて、先生

年、
華道専門学院に入学、 唯一松山支部長がわざわ

のお言葉を頂きました。 本川柳協会会長の仲川幸

んばってくれて嬉しい」 ださった国会議員で全日

だき、作道先生から「が

松山中央支部に尽力く

知事賞を受賞された。

歴任。平成 年、愛媛県 生と４年生の社中に「お ム」は使い道がたくさん

研究会会員などで要職を のではと考え、小学３年 「自由花入門カリキュラ

５３）１５３０。

こみち係。
電話０７５（２

hanakomichi@ikenobo.jp

学院に進みました。

花と花器とが仲良くなれ ありそうだと感じました〉
けたと思っております。

に

１０

１６

２２

１０

３８

ことに改めて喜びを感じ

８５

４２

５２

１０

６０

１０

常任委員
松山中央支部
准華老補

４０

４０

５３

１１

２３
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２４

宮城支部有志
リレーミニ花展

も心のこもった、充実し
たミニ花展を開催するこ
とができました。
大型催事「第 回春の
院展」との同時開催とな

変わったね」とお声を掛 興課の協力で、宮城県産

巡回講座
日 程

化会館
日（日）▼夕

大ホール）

◇９月

日（日）▼岩

島市中央公民館）
◇９月

ホ

張支部（夕張市拠点複合 見沢支部（岩見沢市・北

施設「りすた」
）▼東京文 海道グリーンランド

（池坊東京会館） テルサンプラザ）▼呉橘
◇９月５日（日）▼札 和会支部
けんみんホ ンター４階

集会室）▼

幌中央支部（札幌市・共 ▼芦屋支部（神戸市・兵 会支部（呉市生涯学習セ

済ホール）▼浜松華進社 庫県民会館

◇９月

日（月・祝）

▼京都支部（池
東京会館）
▼小倉支部
（北 民ホール）

２階ホール）▼

備南支部（倉敷市・ライ

九州市・小倉南生涯学習 坊会館

センター）

◇９月 日（土）▼東 フパーク倉敷）▼両備支

交流センター）▼高知橘

京研究会支部（池坊東京 部（福山市しんいち市民

会館）

◇９月 日（日）▼苫 支部（高知市・高知県立

グリー

（開催会場）
プラザ〉
） ▼ 函 館 中 央 支 ※▼主管支部

交流センター
〈アイビー・ ンホール）

支部（浜松市・グランド ール）▼出雲支部（出雲 別府支部（別府市公会堂） 小牧支部（苫小牧市文化 県民文化ホール

ホテル浜松）▼斐太支部 市・大社文化プレイス

▼宇部支部
（宇 ▼佐渡支部（佐渡市・金
（高山市民文化会館）▼ うらら館）

舞鶴支部（舞鶴市中公民 部市文化会館）▼周南支 井コミュニティセンター） 部（函館市亀田交流プラ ※最新情報については、

ベイシア文化ホール）▼ 認ください。

ザ）▼前橋支部（前橋市・ 池坊ＷＥＢサイトでご確

〈お問い合わせ〉

中ホール）

▼岩国支部
（岩 根県民会館
池坊筑豊支部花展（９月 市・宗忠神社）▼鹿児島 ズホテル）

四日市支部（四日市市文

◇『つなぐ・つながる・
日） 花っていいな ！』池坊大

周年～花への想

芳、常任委員、元三豊支

昭和

８日に執り行われた。

昭和 年池坊入門。平

成元年から 年まで支部

華督）

報告。

に尽力されました」との

化親子教室では教授者全

員を動かし指導。引立教

授も排出した。支部から

「いつも素敵な笑顔で人

静潮、

常任委

員、東

海支部、

日逝去、

日に執

年池坊入門。長

所観音寺支所、市公民館

学校、阪大微生物病研究

翠風、

山本美智子氏（雅号・

盛大に開催した。

会長時代には知多花展を

授者を育成した。地区の

くの社中、２名の引立教

歳。告別式は

日に執

日逝去、

幡支部、

常任委

などで指導。観音寺市文

化協会理事に就任。支部

から「花に向かう姿勢を

教えてくれるような凛と 総華督）６月

した先生でした。お稽古



池坊総務所、池坊華道

年池坊入門。支 会、池坊華道会東京事務

は熱心に、時には厳しく り行われた。

昭和

日（月）

中央委員、酒田支部、総 先生で、支部の運営発展 まで夏季休業となります。

加藤節氏（雅号・晃雅、 務められ、とても優しい 日（金）から

されました」との報告。 部から「副支部長などを 所、日本華道社は８月

最後まで一人一人を指導

夏季休業日の
お知らせ

員、八

との報告。 文化団体などで指導。多
は長年香川県立笠田高等 お人柄でした」

務め、地域の専門学校や

年支部役員、副支部長を

昭和

り行われた。

歳。告別式は

総華督）６月

中川ゆりこ氏（雅号・

６月７

日逝去、

歳。

日に執り行わ

年池坊入門。支

告別式は

くちやま４階 福知山市 ５５０

福知山支部（ハピネスふ 電話０７５（２２１）４

４・５日）福岡県宮若市・ 中央支部（鹿児島市中央 国市民文化会館）▼宇佐 ▼善通寺支部（三豊市文

◇『今・わたしと花』 館）▼岡山橘支部（岡山 部（柳井市・柳井クルー ▼米子支部（松江市・島

［支部花展］

▼いけばなの根源池坊展 名古屋花展
９月 日（水）～ 日（月・祝）
名古屋市・松坂屋名古屋店

池坊宮城支部（成澤志 り、院展来場者の中から いだ今回のミニ花展は、

磨支部長）の有志会員に のリピーターも多かった 花形をすべて自由花と決
日から 日まで（１

「３回 お 花 が めました。宮城県園芸振
よるリレーミニ花展が５ よ う で す。

月

次展から３次展まで２日 けてくれたお客様もいら 花材ガーベラ、カーネー
ション、バラのＰＲも兼

支部会員有志とその社 ね、
『みやぎの花で宮城

ごとのリレー方式で）仙 っしゃいました。

台市の仙台三越本館７階
大型作品をはじめ、 名

特設会場で開催された。 中が、リレー形式でつな を元気に』がテーマの
以下、３次展を担当し

日（土）▼平 福祉センター さんさん

～

放生会献華展』池坊福岡
支部花展
（９月

福岡市・筥崎宮。総数１ 隅支部花展（９月 ・

日）鹿児島市勤労者交流
秋風にの センター７階。
総数 瓶。
◇『

日）岩 い』池坊仙台中央会グル

せて』池坊陸前高田支部
・

台分院。総数 瓶。

ル（陸前高田市民文化会 宮城県仙台市・成田山仙
館）
。総数 瓶。

日逝去、 歳。告別式は

手県・奇跡の一本松ホー ープ花展（９月 ・ 日） 部長、准華老補）６月６ 部活動に協力的で伝統文

花展（９月

山田艶子氏（雅号・翠 れた。

塚厚木支部（海老名市文 館）▼鹿児島支部（鹿児 ▼東京紫雲会支部（池坊

日（木・祝）

池坊総務所 教務課

若宮コミュニティセンタ 公民館）

日）福井県大野

◇９月

化会館 第２ホール）▼

が７瓶を出瓶。お稽古を
ー「ハートフル」多目的

支部（宇佐市勤労者総合 化会館マリンウェーブ）

始めたばかりの方からベ
ホール。総数 瓶。
◇『花…と・き・め・
・

き』
池坊奥越支部花展
（９
月

◇９月

テランまで、和気あいあ

いと楽しみました。
出瓶者からは「最後の

片付けまで楽しかった」

◇『初秋の近江路』池

瓶。

◇『花の心

大野有終会館）
。
総数 瓶。 ５０瓶。

「素敵な思い出になった」 市・結とぴあ（多田記念

などの声が聞かれ、和や

委員）
、 西 原 里 香（ 新 支 く思いました。他の分野 ター。総数

支部の松隈留美子（中央 たすことができ、うれし 能登川コミュニティセン

日）滋賀県東近江市・

了することができました〉 坊東近江支部花展（９月

かな雰囲気の中、無事終

１９

２０

２３

た小野寺由美子中央委員
からの報告。
〈多くの行事が中止に
なり、ミニ花展の開催直

前まで「まん延防止法重
点措置」が発令されてい
ました。開催にあたり、

さまざまな不安があった
中、参加者ひとりひとり

２０

◇『第１１２回筥崎宮

２０

長を務められた。地域で との繋がりを大切にする

２４

の協力で、小さいながら

作陶展で添花

していくことの素晴らし

の良さを認め合い、向上

部員）との３人で掛け・ の人たちと共に、お互い
置きの作品約 瓶を展示
しました。

２時間の限られた時間 さ、外にも目を向けてよ

２６

７３

１９
４５

１９
２０

２７

９５

１７

１８

三潴支部・
江崎支部長ら
陶芸家 谷本洋氏の作

陶展―破調と幽玄の美― 内での制作、花材は持ち り多くの人たちに知って
が５月 日から 日まで 込み、花器は展示中のも もらうことの大切さを感
充実した日々でした。
福 岡 市 の 福 岡 三 越９階 のでと指定があり、瞬時 じ、
色々なことを感じ、
岩田屋三越美術画廊で行 の判断とひらめきが必要 また、

9月
１８

全 7 回の連続講座では、日本の伝統を継承す
るとともに、新しい次代を切り拓く彬子女王殿
下をはじめとした京都の女性が講師を務めま
す。12月17日（金）には、池坊専好若宗匠が講師
として登壇します。
日時： 9 月24日（金）、10月 8 日（金）
・22日（金）、
11月 5 日（金）
・19日（金）、12月 4 日（土）
・
17日（金）の全 ７ 回
各回 18：00～19：30
※12月 4 日（土）のみ14：00～15：30
場所：池坊短期大学 こころホール
料金：各回 3,000円、全 7 回セット 15,000円
※池坊短期大学卒業生は各回 2,000円、
全 7 回セット 10,000円
お申し込み：
参加申し込みサイト（下記QRコード）
または メール renkei@ikenobo-c.ac.jp
FAX 075 （ 3 51 ） 8 6 0 6
※各回先着100名様限定
お問い合わせ：
池坊短期大学 教育文化事業部
TEL 075 （ 3 51 ） 8 6 8 0

８７

１２

１１

１５

時間との戦いでした。 教えられた日でもありま
われ、池坊三潴支部の江 で、
日まで添花を よう、器の持ち味
を生かすように心

２５

２６

１２

１０

花展会場風景

崎知惠子支部長ら３名が 全体の雰囲気を壊さない した〉
日から

行った。

谷本先生にも池

以下、江崎支部長から。 を配りました。
〈伊賀焼陶芸作家の谷

９月４日

～１９日
６１

１２
２０

４５

２６

１９
３４

１１

陶芸家とコラボ

２７

１６

本洋氏の作陶展が開催さ 坊の花の素晴らし

れ、池坊の花で協力する さを気に入ってい

２３

２４

２０

３６

２２

３１

１２

「京都の美－新たにつむぐ女性の感性－」

１７

ことになりました。三潴 ただき、責任を果

１３

９１

２６

２９

１１

池坊短期大学開学70周年
プレ企画 連続公開講座

１２

２６

１２

７６
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