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華道家元池坊
全国支部長・支所長
▽… 任期満了に伴う支部長改選で、令和４年度からの華道家元池坊…△
…△

高岡支部がそれぞれ一作 ルはないが、開催するか

し、盛り上げようという

根岸ひろ子▼東

心が伝わってくる懇親会

研究会

ずつ大作をいけられてい どうか議論する価値はあ

正木博▼東京

であった。改めて、富山

京成佑会

た。春を感じさせる堂々 るのではないか▼懇親会

県連合、
主管の富山支部、

和と美

とした大作であった▼さ も１５０名程参集して行

大会長の宇津井慶子先生、

笠井美佐子▼

東京すみれ会 佐々木静

まざまな作品があり、ど われ、入賞した方々とそ

富山県華道連合会長の酒

かなめ会
子▼東京千心会 木村尚

れもがこの花展を迎える、 の支部長先生とお話が出

富山県民会館で、北陸三 春を迎える喜びに溢れた 来た。久しぶりに挨拶し

の花展を実施されるのに

し上げたい▼県を越えて

井和佳子先生方に感謝申

日まで

クールは 名の方が立花・ ゃった。お元気な様子を

県連合花展が開催された 作品が並んでいた▼コン た先生が何人もいらっし

日から

華▼東京武相会支所 飯

▼昭和 年代に福井県で

４月

泉紀子▼横浜橘会 伊藤

未▼麻布橘会支所 森由

孝子▼横浜中央 上野薫
▼横須賀

板倉元枝▼川 川県、富山県で持ちまわ 新風体が多かった。どの た。リアルの世界の良さ

池田成子▼横 初めて開かれ、以後、石 生花・自由花で参加され、 拝見し、本当に嬉しかっ

ご努力があったに違いな

は、いろいろなご苦労、

…△
兒井ちず子▼東京研 浜靄生会

いが、皆様笑顔で応対さ

北日本新聞社長と、いろ れていた▼また、花展会

か ま ち

塚本みつえ▼横浜さ る。当初は毎年開催され 備されてきたことを感じ

工東陽子▼横浜碧洋 りで、今回が 回目とな

作品もお稽古を重ね、準 である▼テーブルで蒲地

荒川俊子▼東京中 崎

央研究会 内藤みどり▼ 会

究会

会

▽…全国支部（支所）長が決まり、池坊総務所から４月１日付で辞令…△

▽…が送付された。任期は４月１日から４年間。

村上信子▼ 郡山やゑ子▼福島 岡部

佐々木耶須花 宮城 成澤志磨▼仙台

▽… ４月１日現在、支部・支所長は以下の通り。
▼札幌
▼札幌中央
舛川久美子▼網走 敬子▼郡山 大内久恵▼

いろと話をした。北日本 場、式典、懇親会、撮影

東京紫雲会 内田阿紀子 がみ

貝瀬三起子▼厚木 ていたが、途中から隔年 させるものであった▼コ

郡山中央 横山早苗▼平

新聞社主催の高岡と魚津 な ど の 係 を さ れ て い た

近藤保子▼根室 大口和

野田佳子▼京浜 となったとのこと。今日 ンクールは、登竜門とし

▼東京松桜会 大野孝子 華道会

のカルチャースクールで 方々にも、感謝申し上げ

橋本博子▼会津若松

ても、花展に緊張と刺激

山口雪江▼日立 成毛朱

東京華道会 川井弘子▼ 納富正子▼新潟 清野真

ことに感謝し、敬意を表 を与えるという意味でも

ていると聞いた。普段か いた皆さんは陰の立役者

池坊の先生が入って教え たい。裏方で頑張られて

末吉加代子▼山梨県 まで 回続けてこられた

広

したい▼会場の正面入口 いいものだと思った▼現

たちなか 髙橋京子▼つ

▼東都橘会 野中喜久子 ▼佐渡

湯浅美智子▼平塚 治美▼小松

小山陽子▼九頭 知

伊藤桃代美▼名城

子▼福知山

余田順代▼

美子▼西大寺 大野光二

広島中央

佐藤美

松浦由紀▼

蔵楽龍妙▼東

福瀧典江▼岡山 広島橘 井田たえ子▼広

新堀邦子▼広

島睦月会

松尾悦子▼岡山 佐

橘

島相生 杉本佳弘▼広島

吉見光枝▼岡 曙支所 髙木佳子▼備後

亀山京子▼

鳥取 永井栄子▼倉吉

行藤晶子▼吉備 一和会支所

髙柴廣子▼浅口 大島美

清

松井

熊坂かつ枝▼米子

水稔子▼松江

田中久美▼水島 美枝子▼鳥取おおち

安宅万里子▼玉野中央

▼石州 小松原

子▼安

石飛有美

林紀子▼呉中央 下向井

来

丸子ふみ

槇岡

安部治

恵▼三原

美▼石見 佐々木喜代美

柿原顕乗▼両備

塩田容子▼大 一恵▼小野田

國澤和子▼萩

岡

岡田康子▼三原御豊 え▼下松 小濱千津恵▼

香▼府中

林典子▼浜田

森田操▼尾道 田中幸夫▼雲南

織田冨起子▼

山陽

▼津和野 長嶺恵子▼石

太田由美子▼出雲

理世美▼竹原 加藤加奈

▼津山

代子▼井笠 高木富起子

山中央

子▼倉敷

藤喜和子▼児島 星島昌

▼備南

（池坊雅史）

係を感じた▼皆でお祝い

中田佳子▼福山

田市

市橋昶▼東京花心 ▼金沢



富山中央支部、 九州地区等ではコンクー
村田喜之▼新潟 富山支部、

代子▼因島

には、
主催県の魚津支部、 在、関東地区、中部地区、 らの先生方の広い人間関 だとつくづく思う。

張

▼東京和心会 武井紀子 下越

美千代▼芦屋 諏訪賴子

幸内裕美▼魚津

くば紫峰会 塚田真弓▼

▼結あしや支所 土肥富

藤木

宇都宮 中村まり子▼小

厚木

西木ますみ▼京都

加

向井和

六雄祐子▼和

松本葊子▼

森本逸子▼和歌

花木教子▼ 中央橘会

岩﨑美紀▼大

吉津慧津子▼広島広陽

東

久野美穂子▼大阪

山葵会支所

柴田理恵▼東 歌山県
中嶋よ志江▼岐阜
髙野博子▼諏 ミコ▼斐太

引原愛

豊田利香▼利根 星

濃

水谷安江▼ 美▼飛鳥

白井清子▼名古 世三枝子▼大和

齊藤幸枝▼尾張 大脇妙 舞鶴
古田一娘▼南 ▼豊田

山田美惠子▼奥越

白井まさみ▼愛 笹原徳光▼綾部

藤田蓮香▼旭川中央 末
山

会

山尾恵美子 ▼豊橋

永美穂▼帯広中央 福田

野壽子▼吾妻 関口あつ

さき会 荒川久子▼東京 石倉由紀子▼福井 堀啓 子▼知多橘会 荒川裕子 城野眞理子▼奈良県

竹内雅代▼東京むら 竜

涼子▼函館橘支所 蛇沼

子▼群馬 國定かよ子▼

千祥会 佐藤順子▼東京 子▼若狭
萠成会 石本弘子▼東京 越

張摩喜久恵▼ 前橋 滝沢春代▼上毛
佐々木小夜子▼埼玉 大

彩翔会 中村正和▼東京 里定榮▼福井中央 吉田 三河華楽

紀子▼拓修会 田中みつ 春▼長野

岡野敏子▼東京楓 小幡 漆崎康子▼伊那 春宮千 小島三保▼大垣 鎌田ス 河内

井上美恵子▼東京松 幸美▼福井朱杉会支所

安達武子▼敦賀 甫 屋中央橘会

弘前

久保ひとみ▼埼玉中央

竹

佐藤幸惠▼八戸

越田雅子▼十和田 松田

遠藤矢余子▼むさし 福
村井順子▼陸 島愛恵子▼千葉市 赤星

大森信子▼能代 佳世子▼銚子 川相眞美

江▼東京山手会 富田君 訪

渡邊睦子▼西

乃美範子▼広島 吉原良

小野美智子▼浪速

坂佳子▼岐阜中央 大阪橘会

▼千葉葛城 斎藤繁▼千

江▼東京麗光会 片桐眞 熊谷典子▼東信 赤池千 大島綾子▼伊勢 高屋充 阪専修会
福井まいみ▼松 大阪

速

崎

防府

（２面に続く）

木山元子▼呉 清子▼宇部 浜崎三枝

熊本克恵▼尾道 髙山智

子▼北備

木原三枝子▼丹波

路

関藤芳子▼生口

橘会

澤本友子▼姫

前田美恵

植田千佳子▼東大阪

伊谷園枝▼浜松 阪

山岸千恵子▼湖東
武田陽子▼ 小野谷敏子▼東京中央橘 河津敦子▼東京青葉華道 喜代子▼静岡 粟野恵子 溝口淳子▼甲賀 島田ひ

小寺登代子▼神戸 加藤

中尾孝子▼湖 子▼赤穂

増井邦子▼四日市

ずえ▼東京緑泉会 二ノ ▼掛川

杢谷多美江▼伊 平松千鶴▼桑名 足立富 水義子▼揖保

細川留美子 子▼津

長良

富樫宏子▼由利本荘 間

葉楽王会 屋並紀史子▼

弓▼東京清祥会 風間こ 恵子▼松本

小松サナ江▼飯田
杉多子▼秋田 石和田あ

千葉県華秀会 川島弥生
遠田和子▼山 ▼木更津一洋会支所 鈴

宮知子▼東京花光会 川 華進社
合志津枝▼東京あかね会 豆

小山三枝子▼山形 木亨子▼南総支所 吉羽
紀久子▼東京弥生会 板

大木基子▼東京みどり会 丸啓子▼浜松遠陽 小栗 南

勝又富子▼清水 田 子▼湖西
中嶋ちゑ子▼米沢 大野

谷恵子▼東京千代田会
子▼仙台橘

洋子▼天童会 安食とも

形橘

美▼酒田

や▼能代華秋会 銭谷智

前高田

子▼岩手

ツヤ▼岩手中央 及川圭

子▼青森

京子▼旭川支所 吉川瀞

宮田喜久和 千代乃▼近江湖陽会支所

本谷久枝▼石川 富田朋子▼名古屋 瀧内 大西一子▼湖翠会

草野豊▼華佑会

深尾喜陸▼

肥田朋子▼富士 ろ子▼東近江

子▼千葉東総 加藤彬子 ▼富山中央

内山みゆき 鈴木ひさ子▼静岡桂香会 ▼滋賀中央

▼東京生成会 望月文子 福澤貞子▼高岡 中川喜 ▼南豆

くばね 細田雅子▼つく

▼千葉中央 信田正子▼ ▼珠洲

横須賀幸恵▼霞帆つ ▼東京洗和会 四辻多鶴 代美▼富山

米山良子▼ 日立睦 梅原雅子▼水府

越野恵美子▼函館中央

ばね花扇会支所 島田喜

沼﨑田鶴子▼函館 葵

川瀬佳代

千葉県千桜会 吉住香子 子▼新潟中越 佐藤淳一

東京文和会 荒みち子▼ 理子▼新潟上越 碓井和

上川直子▼夕 つくば 金子智恵子▼ひ

美▼水戸 安達みつ子▼

濱田聖子▼帯 佐々木千枝子▼茨城県南 ▼東京橘会 井上太市▼ 会

子▼釧路東北海 宮川律

北見

６１

泉信子▼美唄 進藤淳子

子▼釧路

１８

４５

池ヶ谷愛美▼尾西 滋賀北

冨田ヒサ子▼旭川大雪

八王子 小野澤恭子▼成 荒木満由美▼金城 浅村 立子▼東海

田中芙美子 支所

山岸裕美子▼札幌和伸会 美枝▼栃木 後藤敏子▼

岩内

ネ子▼小樽

福川矩子▼室蘭 田中ミ

菅原裕子▼苫小牧

▼岩見沢

對馬多喜子▼滝川

１５

３０

４５

下キヨコ▼沖縄 具志堅 千鶴子▼鹿児島中央会

子▼佐賀春陽社 原恭子

子▼佐賀一誠社 内野秋
支所

島アツ子▼沖縄ゆうな会
◇

◇

◇
▼徳山新南陽支部（徳

女支部と筑後支部が合併）
余湖禎子▼胆振 が沖縄支部に合併）▼萩

▼道東会 林一枝▼十 ▼沖縄支部（琉櫻会支所
勝橘会
江畑幸子▼北見 支部（萩橘支部が萩支部
佐藤真貴子▼富良
［グループへ組織変更］
▼留萌きたひろ会グル

大和田文子▼とち ープ（留萌支所から）▼
大平京子▼高 東京清和会グループ（東

増田公子▼千葉県 京清和会支部から）▼呉

水俣 広田治子▼熊本東
暁靖会

四つ葉会

齋藤和子▼東 ループ（鹿児島中央支部

３月

日、京都・池坊で

事業中間報告、同収支決
算見込報告に続いて、令
和４年度事業計画、同収
支予算について提示され、

初日は、宗匠、学院長、池坊

美佳青年部代表、池坊雅史事務

総長が各フロアに分かれて全作

品を巡視された。また、後期展

初日にも学院長、
青年部代表、
事

務総長によるご巡視が行われた。

【家元道場１・２階】

家元花席の掛軸は、表千家十

四代家元 而妙斎千宗旦氏の書

「満目春風」に宗匠が桜の画を

描かれた合作。その前に宗匠が

ン（カランセ）などを用いて砂

専宗様が３月上旬に立て花のイ

自由花を出瓶。作品には、池坊

ークなど、季節の花々を用いた

ギョウ、モクレン、スノーフレ

学院長はシダレヤナギ、レン

いた立花新風体を出瓶された。

自由花ばかりの楽しく華やかな

それぞれ大作自由花を出瓶し、

教授・研究員・特別嘱託講師も

作品が集結。また、講師・客員

究室、特修クラス自由花専攻の

立花の大作。７階は、自由花研

野、森部両特命教授による古典

８階日本華道社入り口に、秋

【池坊本館】

前期はスノーフレーク、
シャガ、 物を出瓶された。

エリカなど、
後期はユキヤナギ、

石と、宗匠からいただいた

花展会場となった。７階には特

また、作品の周りに散る桜

の花びらが、日を追うごと

立花研究室、古典立花研究室、

６、５、４階に生花研究室、

めて出瓶する特別科卒業生の作

に増えていく趣向を凝らさ

その他、名誉教授席、学

品は４階に展示され、宗匠、学

特修クラス生花専攻。同展に初

術研究室ゼミの席などが設

院長のご巡視では丁寧な講評に

熱心に耳を傾けていた。

仏太子像）や聖徳太子画像

て、聖徳太子二歳像（南無

水各立花研究室、西田、豊田両

入り口横などに、中村、小林、清

山門前、羅漢像池、池坊ビル

【六角堂境内・烏丸ステージ】

三幅など、太子ゆかりの資

古典立花研究室による大作５作

来場者、花見客が見入っていた。

１階 に 池

院長がユキヤナギ、聖徳太

作品を出瓶した。

坊短期大学生、池坊保育園児が

ま た、 Ｗ Ｅ Ｓ Ｔ

子の逸話に登場する松、ラ

られた畳のスペースに、学

池坊専威宗匠筆「和」が飾

よ び 六 臣 像（ 室 町 時 代 ）、 品の野外展示が行われ、大勢の

料を紹介した。聖徳太子お

期間中の特別展示とし

【いけばな資料館】

けられた。

れた。

専攻の花席も。

三世代の思いを込められた。 修クラス生花、立花、古典立花

花びら形のお菓子を配し、

ンスタレーションで用いられた

ブラックリーフ、アジサイを用

展覧風景（家元道場 １ 階）

（１面から続く）▼徳山 梶原孝子▼唐津 納冨五
仙谷美津代▼山口 米原
▼佐賀橘会 正寳郁子▼
また、４月１日現在の 山支部と新南陽支部が合

美江▼沖縄中央橘会 松 奥山睦子

桂子▼下関橘会 白石女
佐世保橘会 横田ミチ子
グループ代表は以下の通 併）▼八女筑後支部（八

戸倉昭子▼周南 鈴▼佐賀求道会 西村律

乃美▼岩国 藏重伸▼光
▼佐世保華道会 中嶋志
り。

新南陽

森本淑子▼山口西京 熊
奈子▼島原 﨑田修子▼

［支部合併］

野己佐枝▼美祢長門 松
諌早 森下一枝▼長崎正

比嘉キクエ

原良子▼丸亀 長谷川貴
原田美知子▼讃 風会 川端照代▼長崎

美代▼善通寺 真鍋容子

▼三豊
片山由紀子▼佐世保親和 中央会
央会
松浦正子▼留萌き

池内弘子▼高松 高

岐
中川佐和子▼松 村美知子▼長崎中央 福
野会

柳睦子▼釧路中 に合併）

田佳子▼長崎南山 金谷
たひろ会

中央会

会

山
玲子▼山鹿 角田陽子▼
葉会

倉本惇子▼大村 井

木幸子▼徳島 谷本幸子

新恵主子▼今治 大谷圭
八代 中島陽子▼熊本
ぎ杉晃会

▼阿波

重▼新居浜 井下ヒロ子
香川さとみ▼人吉 多田
崎会

陳内千恵子▼熊本橘 園
すばる会

中村彊子▼宇和島

▼松山中央 丸山康子▼
典子▼玉名 澤田幸子▼

上野温港▼青

今治中央支所 榊原佳代

▼新居浜橘支所 青木ヒ
木三池子▼熊本銀杏

前野恵▼東京 港会グループ（呉港支部

ロ子▼東予支所 石丸サ
佐々木美奈子▼水俣心和 京清泉会

上村千鶴▼東 （以上、令和４年４月１

関真理子▼東京 から）▼鹿児島中央会グ

カヱ▼西条支所 池本久
宮田尚美▼東 から）

京千雅会

城戸多喜子▼国東半 京翠生会

石川博子▼宗 会支所 濱田登志子▼中

美▼高知第一 山﨑容子

京たてはな乃会 森田榮

▼高知橘
津
小出博美▼別府 安

▼豊浦支部▼大牟田中

［支部解散］

國貞隆子▼東 日付）

像
島

山崎教美▼三潴 江

崎知惠子▼門司 大山眸

▼東京後楽会 陸丹▼東
冨永美恵子▼

川崎中央会 松川婦美▼ 央支部（令和４年３月

京清和会

部純江▼宇佐 甲斐明智
千原文子▼大分東 工藤

窪山美彌▼小倉 ▼臼杵 森﨑悦子▼日田

▼三井筑紫 伊藤桂子▼
飯塚橘

小林理佐▼八幡 中村千

一般財団法人池坊華道

理事会
開催
評議員会 

川崎義方会 松原清太郎 日付）
▼湘南早雲会 千原由紀

暁美▼佐伯 飯田保津美

峯五十鈴▼田川東 ▼大分 大津征子▼別府

▼湘南橘会 鰍澤由美子

代子▼福岡 野上久喜▼
中央 袋井義範▼別府和

筑豊
臂節子▼戸畑 松村美由

▼神奈川彩の会 舘﨑康

み

恒松恵典▼日田橘

紀▼福岡橘会 篠田保子

静岡西橘会 小池佐加栄

子▼佐渡橘会 土屋隆▼
▼和歌山さくらの会 濵

浦孝子▼八女 中山キミ子▼都城市 久
子▼宮崎橘会 宮路三千

田由紀子▼安芸悠遊会

田佳代子▼奥出雲会 恩 会の理事会・評議員会が

金丸智美▼大牟田 保田京子▼延岡 松﨑和

▼久留米
筑後

田中和子▼田 代▼日向橘会 齋藤クニ

麓フサ子▼柳川 境富美

３１
会議では、令和３年度

植田和稔▼尾道藹あい会 開催された。
村上壌子▼呉港会

児島シヅ子▼鹿児島 橋本民惠▼尾道向島華翠

飛松美智子▼甘木 日南 門川訓子▼都城中

髙瀨須賀子▼福岡 子▼宮崎中央 濱田茂▼

子▼浮羽
川西
中央

央

会

藪本眞弓▼太宰 濵屋祐子▼出水 田頭房 河合章子▼福岡和の会

浅尾新一▼行 棚橋涼子▼薩摩川内市

井上律子▼博多 古田優
子▼京築

１８

原案通り議決された。

１８

橋中央

林ケイ子▼福岡東会 子▼高千穂 安村幾子▼ 佐藤和枝▼遠賀会 市川
野下朝子▼福岡み 大隅 中山キミ子▼奄美 薫▼ひぜん四季の会 米

府

支所

髙尾祝子▼小城

池畑相子▼南鹿児島 竹 井さゆり▼対馬会 浦瀬
やこ

宗匠、学院長、青年部代表、事務総長のご巡視

（2）
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春のいけばな展 池坊中央研修学院祭
『春雷』をテーマに開催

2022年春のいけばな展（池坊中央研修学院祭）が ３ 月25日から28
日まで、京都・池坊で京都府、京都市、新聞 ６ 社の後援を得て開か
れた。
テーマは『春雷』
。冬眠しているものたちが雷鳴に驚いて目覚め
る、春の訪れを伝える季語で、斬新さや驚き、意外性を感じてもら
えるような花展を目指した。期間中、池坊専永宗匠、池坊専好学院
長をはじめ、学院の教授陣、第45期総合特別科修了生・同特別科卒
業生、学術研究室ゼミ修了選抜者らが前・後期に分けて約600瓶を
展示した。
六角堂境内の桜も見頃を迎えた中、期間中は聖徳太子千四百年大
遠忌慶讃法要「花供養会」
、いけばな資料館 聖徳太子千四百年大遠
忌記念 特別展示、教学研修会など関連イベントが行われた。特別
科コーナーでは中研祭大賞が選ばれ、
Facebookライブ配信もあった。
（花供養会、教学研修会については次号に掲載）

第

回東京連合支部花展
瓶展示

務総長が来館 構成になっていることや、 しい中でのご高覧、あり

回」を迎えますので、

来年は記念すべき「第

され、美術館 三具足席・立て花コーナ がとうございました。
のギャラリー ーをご視察くださいまし
を４つのコー た。会場での見せ場であ

〈コロナ禍で２度目の ナーに分け、特別席（立 る、三具足席の前で手を より素晴らしい花展を開

東京都美術館で
第 回池坊東京連合支

・ 自 由 花 コ ー 合わせておられるお姿に 催できるように、東京連
部花展（窪田幸裕連合支 開催となりましたが、「ま 花・ 生 花 ）

期間中連日予想を上回る

埼玉県連合支部花展

池坊水戸支部青年部

連合支部会議 ３月６日、茨城県水戸市

の発令により ときめいて』をテーマに

緊急事態宣言 司菊代青年部長）が『花・

続きました。 （安達みつ子支部長・郡

解除されたこともあり、 し、それぞれ特徴のある ました。このたび、お忙 てまいります〉

部長、東京むらさき会支 ん延防止等重点措置」が ナー・一般席コーナーと 私たち一同、胸を打たれ 合支部会員一同、精進し
部長・当時）が３月 日
から 日まで台東区上野
の東京都美術館で、台東 お客様にご高覧いただく
初日には次期家元池坊

区の後援を得て開催され ことができました。
た。期間中、前・中・後

『彩―明日につなげて』

池坊埼玉県連合支部花 館で開催された。３支部 への出席が容易ではなく のザ・ヒロサワ・シティ
周年記念講演会

１７７人の一人一人にお 埼玉支部長・当時）が『彩 た。以下、櫛引氏から。 話し合いの時間を大切に およびミニ花展を開催し、

（櫛引秀子連合支部長、 が総数１４９瓶を出瓶し なりましたが、数少ない 会館で
出瓶者及び前期展出瓶者 展

ご巡視をいただき、１次

期、また１次から５次に 専好様に、開場と同時に
分けて 支部が総数８５
７瓶を展示した。
以下、窪田氏から。

張の面持ち

ました。緊

言葉を賜り

日、さいたま市の埼玉会 ウイルスの拡大で延期さ っていきました。私たち くも力強い作品が並びま

ーマに３月５、６日の両 降り注ぐ中、新型コロナ 花展への熱い想いは高ま 学生席も設け、可愛らし

―明日につなげて』をテ

れていた第２回の埼 は一丸となり、連合支部 した。雅史様は子供たち

〈春の柔らかな陽光が し、協力してゆく中で、

でお迎えし

玉県連合支部花展が 花展という大船を出航さ にも一人一人声を掛け、

総数 瓶を展示した。

以下、
安達支部長から。

演会を企画いたしました。 た。事務総長の講話に感

講演後は事務総長に花

「伝統文化華道―池坊 謝申し上げます。

「次世代
〈青年部活動人数も少 の 魅 力 と 価 値 」

なく、花展だけでの集客 へ繋ぐ心構え」などにつ 展の巡視もしていただき、

は難しいと判断し、この いて講演いただき、華道 青年部員は感激の面持ち

今回は会場設営、案内

機会に池坊雅史事務総長 会会員の方々に新たな気 でお話をしておりました。

のお話が伺えればと、講 概を持っていただけるよ

う考えました。一般の方 状作成、各役割分担、パ

には華道の持つ魅力に触 フ ォ ー マ ン ス の 準 備 設

れていただきました。参 営、全て自分たちの力で

加者からは「巡回講座で 作り上げ、表現する喜び

は聞けない池坊の哲学と を体感できたことでしょ

「自分達が次世代を
池坊華道を次世代へ繋い う。

でいこうという熱い思い 担うんだ」と楽しんで前

を感じ、感動しました」 へ進んでいってもらえた

に田園の中にぽつんと荒

妹子廟は、１９２２年

を願います。

ともに益々の華道の発展

とのお声をいただきまし ら、幸いです〉

６月 日（木）執行

小野妹子墓前祭


子により持佛である六角 四十三世専啓宗匠が妹子

道祖小野妹子墓前祭を して知られています。太 廃した塚があったものを

花展では、事務総長池 さいました。子供たちは ６月 日（木）
、大阪府南

巡視をいただき、温かい うれしい笑顔が咲き誇っ 廟で執り行います。

た妹子は出家して名を専 修築され、桜を植樹して

妹子の命日となる６月 渡って１４００年を記念

妹子が遣隋使として隋に

また、２００７年には、

池坊の道祖である小野 務と称し、日々佛前に花 現在の姿になりました。

これからも、努力を重 妹子は、６０７年に聖徳 を供え、華道の根源が胚

振り返りますと、 励ましのお言葉を頂戴し ていました。

の喜びでした。

とは、会員一同格別 坊雅史様より一人一人ご 少し緊張気味でしたが、 河内郡太子町の小野妹子 堂本尊の供養を命じられ 塚の周りの田地を含めて

の日を迎えられたこ

開催されました。こ せる決断をいたしました。 優しい笑顔で接してくだ

た出瓶者か

らは、マス

ク越しに笑

顔が見られ

大変微笑ま

しい光景で

花展を開催するか否 ました。とても貴重で、

また、初の試みとして てまいりたいと思います〉 節として遣った遣隋使と

６８６

総務課

電話０７５（２２１）２

池坊総務所

【お問い合わせ】

２３

した。

１９

か会員一人一人が考 幸せな時間となりました。 ね、未来に向けて前進し 太子が日本最初の外交使 胎しました。
え、思い悩む日々が

日には毎年全国から大 して、門弟４６０名の手

勢の池坊関係者が参列し によってアジサイの植樹

て道祖小野妹子墓前祭が が行われ、妹子祭の時期

催され、道祖へこれまで に咲き誇り参拝者の目を

参加希望の方は支部に

のいけばな創作活動の報 引いています。

お申し出ください。職位

を問わず、華道会員であ

ればどなたでもご参加い

５月 日（月）
。

ただけます。締め切りは

献華の様子

日には

３０

３０

告と今後の精進を誓うと

道会役員が参列した。

池坊雅史事

４ 月 ４ 日、快晴の中、三重県伊勢市の伊
勢神宮内宮・参集殿の能舞台で長谷川桂子
前東濃支部長、福井まいみ津支部長により

若宗匠のご巡視

講演される事務総長

９０

第78回伊勢神宮献華祭

２４

事務総長のご巡視

２０

池坊専永宗
匠が東京・日
本橋髙島屋 １
階正面玄関
ホールのステ
ージに ３ 月23
日から29日ま
で、
枝垂れ桜、
制作中の宗匠
本桜、レンギ
ョウ、松を用いた大作いけばなを出瓶され
た。宗匠は、お堀や石垣を背景に咲く桜を
イメージして制作され、作品の足元に花び
らが散っている様子も表された。展示期間
中に桜の蕾が徐々に開花し、花の色が白か
らピンクへ変化していく様子が見どころと
なった。
（写真下・大作いけばな）

３０

紅梅と白梅の生花がいけられた。続いて献
華奉仕者らは神楽殿まで参進し、いけばな
奉納。その後御正殿御垣内での正式参拝を
行った。先導役は下仲幸子華道会理事（斐
太支部）が務めた。新型コロナウイルス感
染症対策のため、参進・直会の儀、奉賛花
展は中止となり、中部三県下の支部長、華

８５７

89
春のいけばな展示

水戸支部青年部
30周年記念講演会
およびミニ花展
献華風景

８９

３０

３３

日本橋髙島屋
宗匠

３０
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愛知 ２月 ～ 日

れた花展、式典の様子を
ご紹介します。

愛知支部
創立 周年記念花展
『 花・百年の想いをこめて』

まで、全国各地で開催さ

念花展。支部員一同、い

「やっぱりお花はいい

かったと思いました。

子どもたちがワクワクし

福岡 ２月５・６日
し、来場者
色にし、スペースも広く

会場は、衝立を明るい

きな励みになりました。

に配布もで
取り、作品が映えるよう

み」を作成

きました。
に工夫しました。また、

福岡 ３月５・６日

福岡橘会支部花展
と わ

『花のこころ・永遠に』
展を開催。

が、支部花

はあります

コロナ禍で

導のもと、

がとうございました」と

お帰りのときには「あり

感想をいただきました。

みます」などのうれしい

「春ですね」
「心が弾

が、今回は、会場が閉館 し上げる時には『和』の

だき、こちらもお礼を申

福岡市・アクロス福岡 ２年前に予定していた花 丁寧にごあいさつをいた
瓶。

旧七夕会池坊全国 ２階交流ギャラリー、総 展 は 中 止 と な り ま し た

会 場 の 片 隅 に、
「 令 和３
年度

池坊いけ

が少しでも元気になれる
支部選出コンク 数
三浦大生研究員のご指 にならない限りは開催す こころを感じました。

華道展
ール団体３位の賞状」を
ると決めていましたの

こそ花…～未来へ～』と
飾り、披露できました。

のもと、創立 周年記念
花展を開催することがで しました。会員一人一人
中村教授による家元代

覧になっていました。

広島 ２月 ～ 日

影）

広島支部・青年部合同
いけばな池坊特別展
んでいただ
きました。
また、新
しい取り組
分

昨年同様、新型コロナ 間実施。研究員の柿沢正

瓶一瓶が本 支援事業として、広島市 して花展の見どころや作

に設営。「一 ウイルス影響事業者緊急 一先生にナビゲーターと

ワンフロア

広々とした 店 催場、総数１３４瓶。 配信を前期・後期と

広島市・福屋八丁堀本 みとして、オンライン生

『 未来へ届けよう花の力 』

い春を楽し

し、来場者もゆっくりご （写真・みんなで記念撮

制作のときも安心でした 脇千惠子支部長・当時）

との間を広くしたので、 い と 思 っ て い ま す。（ 綱

来場者は３４７名。作品 で花の道を歩いていきた

のですが、おかげさまで こころ・永遠に』みんな

『花の
した。ご案内も少しした だ っ た よ う で す。

で、迷わずに準備できま 張と感動で心がいっぱい

初めて出瓶の人は、緊

きました。コロナ禍のた は心を込めて作品に挑み
瓶、一般社中
瓶も展示

『花とともに～輝こう』

岐阜中央支部花展

岐阜 ２月 ・ 日

部長）

す。
（髙瀨須賀子支

伝えていく所存で

しさを未来に大きく

坊いけばなの素晴ら

と研さんに励み、池

一同、さらなる努力

これからも支部員

できました。

瓶、青年部

「 癒 さ れ ま て教授者
施できませんでしたが、 動 し ま し た 」
両日とも好天に恵まれ、 した」などの言葉を掛け

そろい、入

まで幅広く

いミニ作品

作から可愛

作品は大

約３００人の方々にご来 られ、支部員にとって大
場いただきました。
また、支部に永年貢献
された教授者（上半美智
子、香田絢子、城戸綾子）

に、支部からの感謝状授

与式を行うことができま

した。支部の歴史をめぐ

る「支部創立 年のあゆ

愛知 ２月 ～ 日

名古屋支部花展
『花・笑顔いっぱい』

生対象のいけばな体験会 はさみを入れる姿がとて 屋 店 南 館８階 マ ツ ザ カ 年部の六角堂をイメージ

ャラリー、
総数１０５瓶。 場全体が明るく、心安ら 作４瓶に古典的な立花・ を解説してもらいました。

「 会 の支援を受け、開催。大 品紹介、作者の思いなど
岐阜市民会館 展示ギ 当に美しく見える」

品に託し、多くの方にご
も見られぬ中、不安ばか さんいただきました。

コロナ禍が収まる気配 ぎます」との言葉をたく 生花から現代的な立花・ 視聴した全国の方々より、

ルミシートモビールがキ
りでしたが、出瓶者一同

（ 伊 藤 ヤホール、
の会場を設けたところ、 も 印 象 的 で し た。
総数３０２瓶。 した２００以上の六角ア
ラキラと回転し、来場者

「立て花」 も教室などを展示しまし がでました」とお声を掛
の花とともに輝こう、池 込めた祈りの花

申請される方が増えるな いけられる喜び、そして

鹿児島市・山形屋文化 ただき、無事終了いたし をされる方、次の職位を 花展となりました。花を

場ご高覧い 瓶へ向けて熱心にお稽古 皆の笑顔に満ちあふれた

す。また、愛知県知事大

糸口になったかと思いま

とっていけばなを楽しむ

ばな体験は、若者たちに

０瓶。

鷲見礼子副支部長）

コロナ終息への願いを 学校華道、伝統文化こど き、 あ り が と う 」
「元気
瓶をまとめて飾ったと た。初日に岸田総理大臣 けてもらい、コロナ禍で

で、
花展を開催しました。 り時間をかけて見てくだ 田春男様にご高覧いただ てつながっている幸せを

防止等重点

が、まん延

コロナ終息や世界平和の

として、シダレヤナギに

生かした参加型の祈り花

室蘭支部

０周年に向けて歩みを進

広島支部は、創立１０

会場は、感染対策を十 さいました。心の中で手 き、２２４４名もの多く 感じました。

措置の延長

短冊を結びつけてもらい、

創立

に晴れやかな気持ちにな

めていきたいと思ってい
ます。
（伊東勝美支部長・
当時）
※支部のホームページか
らアーカイブ
配信をご覧い
ただけます。
な行事が中
止を余儀な
周年

くされまし
た。

記念花展を
室蘭市・室蘭プリンス 行いたかったのですが、

周年記念式典

北海道 １月８日

を合わせておられるよう のご来場者に、ひと足早
でした。中には「立て花

を見に来ました」と両日

来場してくださった方も

あり、驚きと感謝でいっ

ぱいになりました。
多くの人々に支えられ

ての花展の開催でした。

に伴い、会

世の中の平穏を祈りまし

（大島綾子支部長）

場の使用が

綾部支部花展
『未来につなげよう
花のこころ』

た。来場者からは「春ら

京都 ３月５・６日

生花・掛け花・自由花、 「花の力を届けていただ

ました。無事開催できる
を明るく迎え入れてくれ
坊の花の素晴らしさを皆

２年越しの開催となり

び花展を開 方、これからの池坊の未 ことに支部員一同の喜び
ました。今回初めての取

あんど

催でき、た 来を託したい若い方々に と安堵の気持ちが自然に

さまに伝えたいとの思い ころ、多くの方がじっく 夫人様、前市議会議長山 あってもいけばなを通じ

先輩の先生方、
支部員、 ど、思わぬ効果が出、世 作品を楽しまれる来場者
村様、名古屋市長河村様

方々にご来 けました。その結果、出 ぱい』
のテーマのごとく、 生によるバーチャルいけ

くさんの

り組みで名古屋大学の学

来場いただきました。会

鹿児島 ２月４～７日

鹿児島支部
創立 周年記念花展

学校華道、 界も厳しい状況に向かっ の姿は、私たちにコロナ
コロナ禍の中、開催を 一般華道会員、
ご両名にもご来場いただ

ホール２号館。総数１３ ました。

心配しましたが、このた 伝統文化こども教室の生 ているような中、多くの 禍を忘れさせてくれるひ

ろ子支部長・当時、報告・

上 が り ま し た。
（太田ひ

き、会場はより一層盛り

ました。

徒たち、出瓶者一人一人 方々のご協力、ご支援で とときをもたらしてくれ
また、伝統文化こども

が「いけばな」を通じて 無事終了できました。
草木の美しさ、四季折々
名和小学校の校長先生

の移ろいを感じながら心 教室参加校の鹿児島市立

を込めていけました。
今回の花展は、池坊の が、学校新聞に、花展の

伝統的な花（立花・生花） 様子を掲載してください

（中森スミヱ支
の展示と共に、今まで長 ま し た。

年池坊の花を学びながら 部長・当時、報告・棚橋
も出瓶の機会がなかった 凉子支部長）

綾部市・グンゼ博物苑 できなくなってしまいま

れ ま し た 」「 い け ば な に 染拡大に伴い、さまざま るために、

花展の様子は地元の新

２月に青年部講習会を

周年の記念

新型コロナウイルス感 ここで一度区切りをつけ

二度中止になってしまい、

なか思い切れずにいまし の皆さんの協力、また今

コロナの影響で何度も 開催したいとの気持ちが

癒されました」とうれし

同このうえない喜びでし
た。
名が中作 瓶、小品
２瓶の合計 瓶を展示。

しい雰囲気で、久しぶり ホテル。

が開催さ
た。式典も祝賀会もでき 日まで温かく見守ってい

花 展 が 中 止 と な り、
「 今 支部員にも強くあり、会

い言葉をいただけました。

長い歴史を繋いでくださ

聞やローカルラジオ番組

大作は蔵の柱の空間を た。（引原愛子支部長）

た落ち着いた会場でした。 一同心から喜び合いまし

建物で、蔵の造りを残し ってよかった」と支部員

を展示館として改造した 中での開催でしたが、「や

業に使用されていた繭蔵 コロナ感染の心配がある

に当時盛んであった製糸 で紹介してもらいました。

物 苑 集 蔵 は、 大 正 時 代 の「まちかどニュース」

会場となったグンゼ博

きました。

した。会場を替えてでも

れ、十二単
ませんでしたが、花展を た だ い た県連各支部の皆

度こそは」との意気込み 場を変更して予定通りの

花展。支部員の絆も強く

なり、開催できて本当に

良かったと思います。こ

れからも支部員一同、心

を繋いで、輝く未来を目

指して進んでいきます。
（師岡道子支部長・当時）

禍の中で開催できたこと

まだ終息を見ないコロナ

集蔵、総数 瓶。

衣や衣冠束

で準備を進めていました 日程で開催することがで

と心を一つに取り組んだ

支部員や会員の皆さん

いっぱいです。

開催でき、支部員や会員 様方に、感謝の気持ちで

人の

帯を身につ
けた

のご指導のもとで青年部
設立準備委員会が立ち上

す。今日まで 年という

いるとお聞きしておりま

年部として引き継がれて

げられ、今の三原支部青

静岡市役所 静岡市民

は、関係者、青年部員一

ご来場の方々からは、「春

式典では、活動が

年

式典を行ないました。
を超える６名に永年功労
者の表彰を行いました。
また、３名に最高職授与
を行いました。
式典の後半には、室蘭
観光協会の野村滋会長に
よる講演『やさしい日本
語』
も行われました。
（加
藤祐子支部長・当時）
送っていただき、編集の
得意な役員が皆の作品を
一つにする方法で、講習
会を開催いたしました。
それぞれの担当するお
ひな様、お内裏様、三人
官女、五人囃子をイメー
ジし、各家庭で楽しんで
いけることができました。

り、このたびも賛助会員

予定していましたが、ま

完成したデジタルひな

ギャラリー、総数 瓶。

ん延防止等重点措置が県

壇飾りの画像を見て、参

らしいね」という声が多

内で適用され、集まるこ

加者から「素敵皆と一

風を感じる作品が出瓶で

る全ての方々へ感謝の思

自宅でお花をいけ、 との声が寄せられました。
となりました。花に関わ い感想をいただきました。 たが、

れの個性を表現しました。 した。次回の開催に向け

皆で参加できる講

や メ ー ル で 画 像 を コロナ禍でもこのように
LINE
いを込め、出瓶者一人一 花展ということもあり、
（陳内千恵子支部長、報

地域の新聞に掲載され て、これからも稽古に励

早く）春を感じた」
「心が 恵青年部長）

る方々もあり、
「
（ひと足 長・当時、報告・鈴木和

（鈴木明美支部
た記事を見て来てくださ み ま す。

告・山本ゆかり青年部長）

がら精進してまいります。 人が春をテーマにそれぞ 充実した２日間となりま

青年部員も久しぶりの

きて良かったと思いまし

コロナ禍により中止とな

令和２年２月に花展を

とができなくなってしま

緒にいけたようで、一つ

ただいた青年部ＯＢの特 地下２階連絡通路、総数 く聞かれ、中には涙を浮

いました。中止は残念な

熊 本 市・ 鶴 屋 百 貨 店

８０

３０
り、今回は青年部員の熱

予定しておりましたが、
瓶。

当日は晴天に恵まれ、 ゃいました。

８０

福岡 ３月５・６日

太宰府支部
創立 周年記念花展
『心繋いで、輝く未来へ』
行列があり、とても華や

太宰府市・太宰府天満 歌詠み人とその従者達の
宮回廊、総数 瓶。
梅の花も満開で好天に いだ雰囲気の中、お客様

年が過ぎ、今年こそ

支部の認可をいただい

いました。

恵まれた中、花展を開催 も多く花展会場もにぎわ
しました。

オンライン配信の様子

講演を聞く参加者

の作品になってうれしい」

かべていた方もいらっし

別会員の先生方に感謝し
ております。花展の様子

テーマにそった春らし

長野 ２ 月１１～１３日
た。今後も皆で協力しな

くことができました。い く、花それぞれの個性、

は、地元新聞にも掲載さ 多くの方々に見ていただ
れました。
私たちを取り巻く環境

たいと思います。
そして、
部員一同精進いたします。

みんなで記念撮影

大作２、中作 、小品

２５

い想いにより開催の運び 癒される」など、うれし ので、初めての試みでし

として花展に出瓶してい

青年部花展

宮では２年ぶりに春を告 記念花展をと思いながら、
げる伝統行事「曲水の宴」 コロナ禍の現状に、なか

ご来場の方々から、「コ

本使って、
３・ が癒されるね」とお声を

第 ４ 回静岡支部

を展示。ちょうど天満 て

80

広々とした花展会場

『春～花日和～』

４８

青年部の活動から

三原市・サン・シープ

ラザ １階、総数 瓶。

が、心に寄り添った花を

寒い日ではありました ロナ禍で準備も大変な中、 は日々変化していきます

が、会場中央に竹を 本、 開催してくれてありがと

それぞれ

周年記念花展に向けて、
１９９３年に青年部発

（生田智子支部長・当時、

６㍍の大作をいけ、春ら 掛けていただきました。

しさを表現いたしました。

会式が執り行われ、その

報告・毛利真子青年部長）

４０

伊那支部青年部
『お花で寿ぐ 雛祭り』
各家庭でいけて
講習会

花展会場風景

２９

２０

２２

１２

１年前、故 沼隈真澄先生

井上美弥青年部長）

春支部長、報告・

ま し た。
（春宮千

活動の自信になり

は、支部の今後の

習会ができたこと

デジタルひな壇飾り

花展会場の様子

２０

１０

知事によるＶＲ体験

熊本東支部
青年部花展
『春・花・風
～心、豊かに～』

花展会場の様子

「 き れ い な お 花 は 心 これからもいけてまいり
雪柳とオンシディウムを う 」

２０

その周りには、 瓶の作

品を展示しました。

２６

２２

１０

広島 ２ 月１２・１３日

境内で記念撮影

熊本 ３ 月 ５ ・ ６ 日

花展会場の様子

２７

３０

10

６３

５１

三原支部青年部
創立30周年記念花展
『Just Smile
～花に向かって～』

３０

静岡 ２ 月２６・２７日

80

『 花一輪 あなたの笑顔と明るい未来へ』

も積極的に参加を呼びか あ ふ れ、
『 花・ 笑 顔 い っ

こちらもたいへん好評で 桃代美支部長）

り口正面には青年部・壮

１６

場には歴史を振り返る大

名古屋市・松坂屋名古

分考慮し、

華や支部員の合作、引立

中村福宏教授のご指導 ようにと、テーマを『今

ター展示室、総数 瓶。

田川市・田川文化セン ばなの花の力で来場の方

70

め記念式典や祝賀会は実 ました。多くの方に「感

５１

田川西支部
創立 周年記念花展
『 今こそ花…～未来へ～』

た支部創立１００周年記 躊躇しながらもやって良 した。
保護者が見守る中、

ちゅうちょ

重みを感じながら開催し ができ、時節柄、開催を

百年という長い歴史の ね」という声を聞くこと

総数１４２瓶。

宮店 ６階イベント広場、 をしました。

一宮市・名鉄百貨店一 ていただけるように工夫

に足を止め

き、来場者

ネル〉を置

のあゆみパ

きな〈百年

岐阜
京都
広島

また、同時に小・中学 た表情、真剣な眼差しで

３０

各支部の花展・イベントから

けばなへの熱い思いを作

２０

１２

１９
２０

１７

３３
支部員による合作

愛知
福岡

６３

１４

１ 月 ８ 日から ３ 月 ６ 日
２１

７０

７０

１１

100

鹿児島
いけばな体験会の様子

北海道
１８

（4）
第613号

ち
み
こ
花
2 0 2 2 年（令和 4 年）4 月 2 5 日（月曜日）
（5）

大学・高校・中学校の活動から

このプロ

◇

講し、池坊 して、令和３年

月に東

のリモート 京後楽会グループを立ち

◇

阿寒中学校で出前授業

ばなの体験
会をさせて
いただきま
した。お花

釧路支部

陸氏は「中国などの社

池坊釧路支部（佐藤露 をいけるのは初めてとい
「部屋に
日、北海道の釧路市立 さ ん「 楽 し い 」

すい環境を作り、中国な 子支部長・当時）が３月 う方ばかりでしたが、皆

中がいけばなを勉強しや

稽古に参加 上げた。
したいとい
◇

陸氏は東京を中心とし どでいけばなを発展させ

年度 た中国などの会員が集う るためにグループを立ち 阿寒中学校の２年生の出 飾りたい」と言ってくだ

グラムが、
平成

展開力強化事業～ロシア、

香蘭女学校華道部
以下、市

介する。

マグカップなどを花器
にした個人作品の他に、

〈釧路市小中学校芸術 合作を２作品完成させま

以下、佐藤氏から。

の指導を行った。

文部科学省「大学の世界 グローバルなグループと 上げました」と語った。 前授業で、いけばな体験 さり、大喜びでした。

東京後楽会Ｇ・陸氏

ラム」
です。 う学生もいました〉

池坊東京後楽会グルー

プの陸丹代表が千葉大学
形成支援～」
に採択され、
２年生

います。葵・大地に、華
期待は膨らむばかりで、 道・池坊人としての幸あ

と一緒に来ていましたが、
満４歳になり、きちんと
お稽古を始めました。家

ている。

◇

◇

験に参加した報告も届い

中国・タイの留学生が体

な体験を行い、インド・

ティバルで花展といけば

回釧路市生涯学習フェス

センターで行われた第

月７日に釧路市生涯学習

釧路支部では、昨年

◇

紙にも掲載されました〉

した。体験の様子は地元

され、華やかさを添えま

名を対象にいけ 業式会場の入り口に展示

野氏から。 文化活動支援事業として、 した。作品は、翌日の卒
〈昨年
日に文化祭が行

れた事業「極東ロシアの の中でいけばな文化を紹 香蘭女学校華道部（中等 部員たちはドレスや振袖

員全員で伝えました〉

なの持つ力と楽しさを部

験していただき、いけば

生、ご家族の方たちに体

験教室も開催。生徒、先

文化祭ではいけばな体

けました。

好きな色を花に託してい

未来農業に貢献できる領 介する講義「日本文化と 科・高等科）の活動を紹 をテーマに、それぞれの
域横断型人材育成プログ してのいけばな」を担当
しました。
コロナの影響で、予定

していたいけばな体験が

できず、池坊の歴史、美

意識、花型などについて

リモート講義をしました。

今では、
すが、私 から始めました。

がありま 達の名前で覚え、ハラン に終わっています。

いう言葉 副ちゃん、体ちゃんと友 稽古は毎回礼に始まり礼 高の人生を歩みたいと思

学生たちは興味津々で受

ご紹介します。
小さな華道人

札幌中央支部・
竹島氏指導

池坊札幌中央支部の竹 が近いため、コロナで社 花材をきれいに並べます。
ほ

も、せっせと通って、昨 い」と頼まれますが、

島優翠支部長（当時）か 中の生徒さんがお休みで 太い枝は「切ってくださ
か

ら、社中の佐藤和帆ちゃ

サ サ っ と い け 上 げ、
「お
ほとんどありません。こ
きちんとごあいさつし れからがとても楽しみな

お免状が届きました。

。手直しも
請し、満５歳の誕生日に 願 い し ま す 」

ん（５歳・初伝）を紹介 年 月に入門・初伝を申
するお便りが届いた。
以下、竹島氏から。
〈和帆ちゃんは、３歳

さっと花包みを広げ、 生徒さんです〉
のときから時々お母さん て、

思議な木は、土佐（高知県）

木が描かれています。この不

光を放ちながら海を漂う巨

って現在に至っています。

興され、曹洞宗の世尊寺とな

土しています。江戸時代に復

また、霊木が漂着したと伝

着した香木を切ろうとしたと

おり、ご神体は香木です。漂

（兵庫県淡路市）が鎮座して

か れ き

の南を経て、淡路島に流れ着

えられる場所には、枯木神社

せんだんぼく

いたといい、栴檀木だったと

されます。

びゃくだん

栴檀木は白檀とも呼ばれ、

インド・東南アジア産の香木

です。仏像を彫るのに用いら

れることが多く、線香の材料

にもなります。

『日本書紀』によれば、島

の人々がその木を薪といっし

ょにかまどで焼いたところ、

遠くまでよい香りが漂ったの

で特別な木だと気づき、朝廷

に献上したといいます。

聖徳太子の伝記では、その

続きがあります。太子は霊木

の漂着を大いに喜び、その木

で観音像を彫らせ、大和の比

曽寺（奈良県大淀町）に安置

しました。比曽寺は太子の創

建と伝え、飛鳥時代の瓦も出

神社はその象徴的存在となっ

の特産地となっており、この

ります。淡路島は現在、線香

として祀ったという伝承もあ

ころ災いが起こったので、神

霊木漂着

の一部）

◇

出てきます。

◇

面には出てこない資料や話も

対話形式でわかりやすく、紙

コードからご覧いただけます。

※当連載の動画は、次のＱＲ

◇

絵伝（池坊総務所蔵）第三幅

て い ま す。
（ 画 像・ 聖 徳 太 子

二十四歳

１２

は親なら 長さも自分で決められる 二人と一緒に頑張って最 れと祈ります〉
ぬババばかなのです。ま ようになり、子供は早い
改めて驚いています。
た、華道の親、師弟関係 と、
でもあります。２人は共

初伝）、大地さん（７歳・ 教わることもたくさんあ

さんの馬渕葵さん（ 歳・ 子供の自由花の発想には、

央委員から、社中でお孫 社中展にも出瓶しました。

夫支部長）の三原洋子中 め、文化祭、美術館での

池坊出雲支部（田中幸 に３歳からいけばなを始

出雲支部・
三原氏指導

２４

で 行 わ れ た FARM
プ ロ インド等との大学間交流

川崎中央会Ｇ・市野氏
、

１１

グラムのオンライン講義

でいけばな講義を行った。 スタートしました。プロ
以下、陸氏からの報告。 グラムは令和３年度で終
川崎中央会グループの 月
２１

日まで行われた 市野里江代表（当時）が われ、華道部はテーマを

〈 FARM
とは、千葉大 了しますが、 月 日か
２０

「日本の園芸」 指導する東京都品川区の 『 Fashion show
学センターを中心に行わ 最後の科目
』
とし、

学環境健康フィールド科 ら１月

１３

らは生花を始めました。

１１

１２

池坊に入門し、１月か

入門）を紹介するお便り ります。
が届いた。

みんなで記念撮影

２７

池坊中央研究所

絵で見る聖徳太子の一生⑬

１４
１２

担当教員（左から２人目が陸氏）
真副体を真ちゃん、
〈世間では、親ばかと まず、

以下、三原氏から。

体験の様子
作品と共に

３０
免許状と共に

２９

千葉大学でいけばな講義

（6）

１０

←光を放ちながら
海を漂う巨木
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海外・国内各地の活動から

中、約 瓶を展示した。 ＱＲコードから視聴でき

スタディグループ

ハノイいけばな展

期に、人々に喜び、楽し
さと希望を与えたいと願
っています。
池坊専永宗匠の言葉
「花は太陽や雨、雪、台
風など、どんな環境でも
与えられた場所で一生懸
命に咲きます」に感銘を
受け、この困難な時期こ

忘年会に指導
札幌・塩野氏

文化や精神、優雅さや繊
目的でした。

細さを学ぶことが依頼の

ディグループの第５回ハ 植物から学び、充実した 耶須花支部長）の特別会

か、キーウと日本の門弟

ている。ポーランドのほ

坊いけばなを学ぶ Joanna
氏らが企画。ウクラ
Haba

ポーランド・クラクフ

も作品を投稿し、国境を

ラムにも作品が掲載され

とインスタグ
Facebook

また博物館の公式

示した。

メージしたいけばなを展

イナ国旗の青と黄色をイ

にある日本美術技術博物

いけばな」

名は皆いけ 館 マンガ館で３月下旬、 超えていけばなで平和を

会場内は春夏秋冬の季 るようになっており、故

ポーランドで

ハノイのハノイいけばな

が届いた。以下の通り。

塩野文子氏から活動報告

坊の歴史と「数少なしは けばな」のイベントが開

ばな初体験でしたが、池 「ウクライナへ捧げるい

している。以

祈り、ウクライナを応援

期間中、入り口の迎え

下からご覧い

（公財）日中友好会館、 わせた立花・生花・自由

心深し」を念頭にいける かれた。同館の職員で池
忘年会のアトラクション

くことができました。

とときを過ごしていただ

いけばなを通して日本の

日本や日本人を理解し、

です。中国人社員がより

る機会があるということ

しており、日本人と接す

の旭化成の現地代理店も

ました。この企業は日本

いけばな指導を依頼され

力したいと決意しました〉

指導者になれるように努

彼らの必要に応えられる

認識しました。今後も、

感し、いけばなの力を再

役割を果たせることを実

地で社員教育にも大きな

池坊いけばなが中国の

様は「これまで企画して

した。

かった」と言ってくれま の方々にご案内できるこ 瓶。湖北地域では大雪の

典孝▼イリノイプレイリ

▼台湾中央

楊惠

王惠美▼瑞

ー
JEANNE E.HOLY
月認可︶ ▼台湾 林湘淇、方宜立

橋田麗巧▼日

︵

▼山形

王慈惠▼幸梅

▼ブルターニュフランス

劉品麗、張妙芬、林玉麗

清、吳秀真▼台湾華心

飯泉華香、
石井清紘、 和

小國紋月、谷口美月

安藤岳陽▼東京橘

引き続き、研究会を通 成毛美月▼木更津一洋会

いけばなと地域のもの てのいろいろな可能性を くい状況もありましたが、 い、人との交流を深めて 会
を結び付けたり、行政の 感じました〉

１日という限られた時

カ月に１回、立花新風体

と話されていたのが印象

味わっていただきたい」

小川幸枝

吉田幸美▼

新川愛子、久田

藤田真琴▼

免許状申請
発送状況



免許状、席札など３月

いて、発送中です。

お問い合わせは華道家

角有子、松井美枝 元池坊総務所華務課まで。

８３８。

柳井佳子▼ニ 電話０７５（２２１）２

ューヨークシティ 野田

子▼門司

米子

花風▼両備

岡はつき▼岡山橘 松尾

治代▼京都 兼頭千代美、 中旬の華務課受付分につ

名古屋

▼福井中央

峰▼新潟中越

子▼横浜靄生会 坪田翠

▼東京みどり会 佐藤淑

花展出瓶ということで力 いきたいと会員一同願っ ▼東京華道会 中川保子 スタディグループ
IVY
▼東京千祥会 真壁啓子
ています〉
が入りました。
LE
MAGUER
（以上、 人）

員有志の研究会
「季和会」

間でしたが、天候にも恵

合って良かったという思

方が「池坊いけばなに出

ただきました。他支部の

まれ 余名の方に来てい

では２月 日、神照まち
づくりセンターで第２回
ミニ花展を開催、 瓶を

ただける。

〈中国で旧暦の年末に

の一つとして、社員への

ように説明し、楽しいひ

ハウスで国際交流基金の

〈ハノイにいけばなの

他、いけばな体験や来場 美しさを広めるための、

者が一輪ずつ花をいけ、 毎年恒例の花展です。新

一つの大作を作り上げる 型コロナウイルス感染状

イベントも催され、多く 況は厳しいですが、いけ

の日本人、また在日中国 ばなの生命力によって、
春が近づいてきたこの時

﹁総華督﹂取得者

花が飾られた。いけばな 花をＩＫＥＮＯＢＯＹＳ

日にＩＫＥＮＯＢＯＹＳ

によるデモンストレーシ
ョンが披露された。その

以下、 Nguyen Thanh
代表からの報告。
Tu

常化 周年記念展 Part I どのテーマカラー、また 当。また、初日と４月３ を展示した。

「～四季礼賛（しき

らいさん）～故宮＋
日

」 が、３
IKEBANA

月１日から４月

まで、東京都文京区
の日中友好会館美術
館で開催された。
世界最大の宮殿
人の方が来館した。

〈長登銅山は、奈良の

きた中で、過去最高の来

して良かった。池坊で良 力を借りたりすると多く う１作、１人２作品を出 が大事だと思いました。 立

大仏創建時にも銅を生産

場者数で大成功でした」

とを実感し、今後に向け 影響で花材が手に入りに じて花木の生命と向き合 支所

したという長い歴史があ

と話され、社中も「出瓶

文化交流館の館長様の依
頼を受け、企画展の取り
まとめを行いました。美
祢市文化協会会長を務め
ている関係で他流にも声

展示した。以下、宮川太
一中央委員から。

九体を中心に研究会を重

に残り、そのためには地

いを一人でも多くの方に

ね、今回はその中から会

〈一昨年の 月から２

展示の様子

１７

ります。今回、長登銅山

以下、
松原支部長から。 花を展示しました。館長

会員で記念撮影
池坊近江湖陽会支所

３４

「故宮」の四季折々

山口県美祢市の長登

（ながのぼり）銅山文化 をかけ、また、池坊中央

２０

６０

２６

道な取り組み、創意工夫

ミニ花展

員に割り振った作品とも

季和会

Facebook から

故宮博物院、
（一財）池坊

日から 日まで首都・ 思います〉

指導中の塩野氏

あたる１月 日、企業の

１５

協力を得て開かれ、 瓶

れ、それぞれの写真に合 介された。

参加した

池坊札幌支部（佐々木

上海で企業の

ノイいけばな展が、２月 生活を送る必要があると 員で、中国・上海在住の

池坊ベトナム中央スタ そ、花をいける人として

ベトナム中央
２８

近江湖陽会支所

（笹原徳光支所長）の会

１０

交流館の企画展「銅花器 研究所に資料の提供をい

に生ける生花展」が３月 ただきました。
御玄猪、専好立華瓶、

名が出瓶した。 風体、砂物、生花、自由

良子支部長社中・池坊華 の銅器に立て花、立花正

良会の

会場風景

１７

日から 日まで開かれ、
２１

１０

花展会場風景

展覧会の様子

５０

銅花器に生ける
生花展
美祢長門支部・
松原社中

池坊美祢長門支部の松原 竹節、四海波、砂鉢など

１５

５０

２６

「ウクライナへ捧げる

銅器、
竹器、
陶器と花器
の材質を替
え、来館す

池坊雅史事務総長のビ

週間につき約 瓶、期間 デオレターが会場入口の

京連合支部が担当し、１

ン展覧会。いけばなは東 だける内容となった。

けばなのコラボレーショ 会”として楽しんでいた

の写真パネル約 点とい るたびに“変化する展覧
８０

１５

節に分けて写真が展示さ 宮博物院のＳＮＳでも紹

９０

は週ごとに赤、黄、白な の関東圏のメンバーが担

日中国交正常化
50周年記念展
～四季礼賛～
故宮+IKEBANA
華道会主催の日中国交正
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湯浅美智子氏（成田市

議より青少年育成者等功
労表彰を受賞した。
社中の日野猛氏から

「大坪先生は、 年間に

わたり小学生のいけばな
教室を開催したことによ

り受賞されました。これ

からも華道の楽しさを子

ＮＨＫ ―ＢＳ時代劇

した主人公・雲霧仁左衛

あると認められ、令和３ の劇中に古典立花が登場 貴一氏演じる華道家に扮
回山形市民文 した。

年

竹を切っただけの

「髄胴（ずいどう）
」

つやが出て、強度も

抜き」をすることで

す。
火であぶって
「油

配りでお稽古され

る方を正面にします。

節の線が下がってい

います。使うときは

シ ン プ ル な 花 器 で が語源ともいわれて

上がるといいます。

る際におすすめした

センチ）
。 い花器の一つです。

真の花器で、高さは
一尺（約

ではなぜ「寸」筒
なのか。輪切りのこ
とを「寸胴切（ずん
どぎり）
」というほ

和

行われ

に執り

月３日

した」との報告。

てもらえる頼もしい方で

ら「いろいろ相談に乗っ

紹介も奨励し、支部員か

川田達代氏（雅号・草

た。昭

年池坊入門。平成

安来支

任委員、

風、常

長を務めた。小学校や社

部、総

年まで留萌支部

会教育などで華道指導。

年から

支部から「弟子への指導

に優れ、いけばなが大好 華督）３月 日逝去、

日に執り

行われた。昭和

きで常に前向きに学ばれ 歳。告別式は

ました」との報告。

年池坊

星クニ子氏（雅号・菊 入門。副支部長などを務

香、全 め、長年支部発展、後進

国大会 の育成に尽力。支部から

名誉顧 「いけばなを一生の励み

問、八 とされ、熱心にお稽古を

戸支部、総華督）３月６ 続けられました」との報

今井智映子氏（雅号・

日逝去、１０１歳。告別 告。

式は９日に執り行われた。

春智、

常任委

員、岐

阜支部、

日逝去、

日に執

り行われた。昭和 年池

歳。告別式は

総華督）３月

年池坊入門。副支

昭和

吾郷好充師（雅号・松 部長を務めた。小学校や

で取り扱っています。

か、「寸」
は当て字で、 ※寸筒は日本華道社
胴の中心を意味する

究員が担当した。
中井氏は映画
「花戦さ」
に織田信長役で出演、撮
影現場では「花戦さでは

花を見るだけだったが、 風、華道会相談役、元出 会社などで多数指導し、

年、八戸市文化協

日逝去、 歳。告別 会から芸術文化褒賞を受

今回は指導者役です」と 雲支部長、准華老補）３ 平成
笑顔で話されていた。（写 月

真・制作中の今川研究員） 式は 日に執り行われた。 賞。支部から「支部発展

年間支部長 成され、いつも温かく指

年池坊入門。平 に尽力、多くの後進を育
年から

昭和
成

を務め、支部の運営発展 導してくださいました」

坊入門。
支部役員を務め、

支部運営に尽力。
下呂市、

県立高校で学校華道を担

支部長

元徳山

を受けた。

平成 年敬老、知事表彰

山本宣幸氏
（常任委員、 当し、
琴の指導も行った。

に尽力。総務所賛事、華 との報告。

地域では小学校などで指

道会評議員、
理事を歴任。
名が全米いけ

導、雲州平田文化協会理

〈現徳

山新南

歳。告別式は

部から「池坊華道一筋。 陽支部〉、総華督）３月９

の普及に貢献された。支

ばな特派講師
◇

事・副会長を務め、華道
◇

に決まった。
◇

佐藤明中央委員（東京

研修学院祭）
」
会期中の３ 会グループ）

日に執り行われた。昭

育成され、皆に尊敬され 和

年まで支部長を

年池坊入門。平成

る先生でした」
との報告。 年から

池坊学園からの
お知らせ

桶谷守氏
池坊短大学長

このたび、高杉巴彦氏

が任期満了のため池坊短

◇

祐川淳子氏（雅号・淳 務めた。県いけばな作家
◇

期大学学長を退任され、

月 日に「池坊全米いけ

風、留萌きたひろ会グル 協会、周南華道連盟の理

桶谷守氏が４月１日付で

なお、令和６年に派遣
ばな特派講師応募者によ

ープ、総華督）１月 日 事としても活躍。こども
後日お知らせする。 逝去、
を非公開で行い、次の３ ては、

歳。告別式は２ 教室や海外へのいけばな

学長に就任された。

る２次審査（模擬授業）
」 となる講師の募集につい

◇

のいけばな展（池坊中央 陸丹中央委員（東京後楽

、 しい指導で多くの門弟を
師として、２０２２年春 中 央 委 員（ 京 都 支 部 ）

、 正 村 曉 子 時にはやさしく時には厳 日逝去、
池坊全米いけばな特派講 千 祥 会 支 部 ）

令和５年に派遣される

全米 いけ特派講師
ば
な
決まる

令和

第６話「罠と若年寄」 門が指導するシーン。松
の回に、大奥で花を立て
部青年部ミニ花展（５月
日）
神奈川県海老名市・
海源寺。総数

ださい。

授祝賀花展』池坊伊勢支 ＷＥＢサイトでご確認く
部花展（５月 ・ 日）
三重県伊勢市・祖霊
瓶。
◇『筥崎宮五月大

日）福岡市・筥崎
宮回廊。総数 瓶。

９４

供たちに伝えていかれる
ことでしょう」
との報告。
枝松喜恵子氏（山形支

部顧問、常任委員、総華
山形県華道文化協会常

日、千葉県成田 今後も、成田市の教育・ 督）

支部長、総華督）
月

市教育委員会から成田市 文化の発展に一層貢献で

の教育進展に寄与した功 きるよう努力していきた 任理事を務め、長年にわ

古典立花が登場

けんらん

人気のＮＨＫ―ＢＳ時 る大奥総取締・滝山（と を真にした江戸時代の豪

先 生 教えて
花 器のこと
器 のこと

に尽力した功績が顕著で 代劇「雲霧仁左衛門５」 もさかりえ氏）に、中井 華絢爛な立花を今川清研

大坪昌三氏
（出雲支部、 承を継承し、後進の育成

との報告。 たり華道に精励、その伝
績が顕著であることによ いと思います」
り、功績賞を受賞した。
月 日、多年にわた

湯浅氏から「市内の複 常任委員、総華督）

数の小学校の入学・卒業
第

進に寄与したことに対し、 化賞を受賞。２月５日に

式に檀上花を飾り式典に り青少年の健全育成の推 年度
尽力。長い学校では 数

センター。総数 瓶。
◇『花・つなごう・未

日）福岡県 瓶。
◇ ◇
止、延期となる場合があ

花展の開催が急きょ中

◇

来へ』池坊浮羽支部花展 長高山
（５月 ・

久留米市・田主丸校区コ
瓶。

◇『今・わたしと花』

日）

ysdn8592

◇『森川直周准華老拝 ります。最新情報は池坊

数

ミュニティセンター。総

日）福

岡県宮若市・若宮コミュ

坊展（５月 ・

池坊筑豊支部いけばな池

芸術会館。総数 瓶。

滋賀県長浜市・長浜文化

支所花展（５月 ・ 日）

の和を』池坊近江湖陽会

年にわたっております。 出雲市青少年育成市民会 授賞式が行われた。

［連 合 花 展］
◇『華の道 煌めいて』

池坊佐賀県連合支部花展
フル）多目的ホール。総

（５月 ・ 日）佐賀県・ ニティセンター（ハート
小城市まちなか市民交流

部花展（５月 ・

つむいで』池坊山形橘支

◇『 花 と と も に 時 を 社講堂、客殿。総数

プ ラ ザ ゆ め ぷ ら っ と 小 数 瓶。
城。総数２４３瓶。

［支 部 花 展］

山形県・寒河江市美術館 祭献花展』池坊福岡

◇『花キラッキラッ！

［青年部花展］

２４

１４

◇『風にのって』池坊

周年記念花展 階）
。総数 瓶。

山形支部創立 周年・青 （ フ ロ ー ラ・ SAGAE
３ 支部花展（５月 ・
年部創立

（５月 ・ 日）山形市・

坊光支部花展（５月 ・

８０

２２

湯浅氏

山形県芸文美術館。総数 繋がる多くの出会い』池

１４０瓶。

４７

２２

３７

１６

１３

◇池坊平塚厚木支

１７

２０

１９

３０

２５

１３

中村福宏教授

【１】寸筒（ずんどう）

２７

１１

２８

１８

（期限：2023年 3 月末）
※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
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２１

日）山口県・光市文化

８１

８６

１２

２５

１５

５２

２３

２７
６０

３９

５ 月１４日

～２７日
◇『 咲 か そ う 花 を 人

３１

４２

６０

２０

９０

２１

１０

２１

１４

７５

１５
２２

２１

２８

２２

２２

１４

５８

２５

３０

４２

１１
２２

２８

７５

４５

２２

池坊WEBサイト
特別会員専用パスワード
開催日程・詳細は池坊ＷＥＢサ
イト（右のＱＲコード）
からご確認ください。
【お問い合わせ】
池坊中央研修学院 教務課
電話 075（221）4550

１８
２１

１５ ４０

１４

１５

「巡回講座-Ikenobo2022-」

１１

大坪氏
枝松氏
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