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秋田市で開催

池坊全国大会


一般財団法人池坊華道会の２０２２年度池坊全国大会が６月５日、
秋田市のＣＮＡアリーナあきたで開かれた。池坊専永総裁、池坊専好
次期家元、池坊美佳青年部代表、池坊雅史事務総長をはじめ財団役員、

和と美
なおちか

川社中の方が作品をいけ

の先生方が、講堂には森

客殿には支部の引立教授

客殿と講堂で開かれた。

る。中部三県連合花展、 と言われた。その中で、

はいろいろな思い出があ ら伊勢支部単独でもする

いけていた▼森川先生と 受け、本部主催が無理な

上村さんも合同の大作を あり、森川先生はそれを

寿祝いの花展、小野妹子 務められたらという提案

伊勢支部の森川直周先 られていた▼講堂では、 伊勢支部の周年花展、米 事務総長が献華奉仕者を

生が今年３月に専永宗匠 一作一作、社中の方と話

祭でのご協力など枚挙に を受けた▼私もすべきと

それから当日までほぼ毎

ら１年も休むことなく続 日稽古した▼森川先生の

大の功績は、昭和 年か

年以上習われている方、 いとまがない▼しかし最 強く思ってお受けした。

か ら 家 元 華 﨟 職 准 華 老 したが、女学校時代から

を拝受された▼現在、全

らず、池坊では最高位の いる方、伊勢神宮で働い

けてきた４月４日の伊勢 その一言が無ければ、私

国で准華老は７名しかお 名古屋や熊野から通って

代の女性と様々

議員、理事、常務理事を 作品は全て森川先生所有

れ、また池坊華道会で評 が伝わってきた。講堂の

長い間、伊勢支部長をさ で、皆さん感無量の様子

り、指導は毎年のことで 願いはとてもできなかっ

との交渉、献華等の段取 況で高齢の大先生方にお

たことと思う▼伊勢神宮 なかった。また、あの状

神宮献華を支えてこられ がこの体験をすることも

一つである▼森川先生は ていた

歴任。多くの引立教授や のガラス花器が使われて

ある▼特に、令和２年の た▼再来年２０２４年は

花展と祝賀会が伊勢市で 時に補足説明されるのに

全国的に拡がり、緊急事 である。森川先生とその

その後、学校法人池坊

洋高等学校による“なま 道文化高揚祈念を行い、 あり大会の定数確認後、 らの事務局報告。

ニングは秋田県立男鹿海 の辞を述べた。全員で華 グループ代表紹介などが 坊総務所、日本華道社か

田支部）が全国大会開会

社中を育てられた▼先月 いた▼森川先生が車椅子

伊勢神宮献華はコロナが 第 回目の伊勢神宮献華

午前９時 分、オープ

「 本 年 度 は 議長に矢上哲己理事（東
はげ太鼓”
。 な ま は げ に 総 裁 が 登 壇。

日にその祝賀 でずっと会場を案内し、

和太鼓のパフォーマンス 顔ぶれが大きく変わりま 長に伊藤弘子評議員（仙 年理事長に就任された池

（池坊雅史）

態宣言が出される中で、 時にまた再会しましょう



行われた。中部三県の大 は、頭が下がる思いであ

れていた▼花展は祖霊社 若手特別会員の河野さん、 神宮からは実施の意向が

それいしゃ

、議事録署名人 坊 美 佳 青 年 部 代 表 よ り
が披露された。続いて来 した。長い間、大役をお 台 支 部 ）
賓の佐竹敬久秋田県知
事、
穂積志秋田市長から、 か ら 感 謝 を 申 し 上 げ ま

決算報告、
しています」
と挨拶の後、 年度事業報告、

清水富喜子評議員（秋 説示を述べられた。（別項） 監査報告、 年度事業計

いた。

など歓迎の挨拶をいただ を発揮されますよう期待 を基に議事が進行し、

された。
事務局からの報告では、

総裁説示（要旨）

池坊の歌が流され、秋

ものです。満開の桜の木 ひ発表の場を設けていた

いけばなは環境に応じ を背景にして、桜に負け だきたい。大きな規模で

環境との和合

けよ」ということです。 合することで生かされる を世に伝えるために、ぜ

最後に、
次期家元が
「コ 未来に想いを馳せること す時を迎えていると思い 了した。
きた文化になる、
良い例ではないで
しょうか。
ふうてい

て様々な様式を生み出し、 るまいと花をいけても勝 なくても、小さなお寺で
伝統の再認識

池坊には三つの花形と

室の助成事業や子供たち

伝統とは、古き良きも 二つの風体があります。 様々な表現が工夫されて てるものではありません。 の社中展、有志による花

立花は調和の美、生花は きました。近頃は屋外に そんな時は、背景の桜を 展など、生きた文化とし

され、厳しい状況の下で と考えています。古いだ

ある」という言葉を紹介 る面白さが人気なのでは

を失わざる民族は永遠で など今の感覚を融合させ

ーマ「総てが滅びても魂 る花形に花材・器・空間

に開催された池坊展のテ まっていますが、伝統あ

明され、また、戦後すぐ 近頃、立て花の人気が高

の上に存在するもので、 うも具合がよくないよう ではないでしょうか。

美の根源とする
「命の美」 ありますが、これは、ど 精神につながっているの なり、まだまだ多くの学

れぞれの美しさは池坊が に壁を作っていることが 美を生み出す、和と美の 様の精神性は年々豊かに

美しさを表現します。そ なることから作品の背後 す。和合を求めることで

びがあります。日々研鑽

の美と、草木のあらゆる いけばなが目立ちにくく の両方が生かされるので っています。

体は型の美、新風体は姿 然の風景が背景となり、 ることで、桜といけばな 出会うことを、心から願

われのない美。また正風 うです。屋外では街や自 桜を抱き込むようにいけ ください。そうした花に

両方が融合することで生

間は現代の感覚で花をい

いけばなは、環境と和

生かし生かされること 伝統を楽しんでください。

いけばなの道を学ぶ皆

も学び続けることの重要 けでは堅苦しく、現代の

を重ね、いけばなという
意義を伝えられた。

性や活動を続けることの 感覚だけでは重みがない。 まさに「現代に生きる人 に思えます。

いけばなを披露する

員制度の導入について説 ることに価値があります。 出生の美、自由花はとら 飾る機会が増えているよ 作品の一部とし、自然の て、いけばなを披露して

機会回復事業、海外の会 のが現代に生き続けてい

のための伝統文化の体験

文化庁の伝統文化親子教

からどうあるべきなのか、 りに向けた一歩を踏み出 長の閉会の辞で大会は終

池坊華道文化継承功労 出席の土屋氏より謝辞が が与えられました。これ そこから学び、未来づく 田支部の石和田あや支部

い」
と抱負が述べられた。 氏（両備支部）に贈られ、 これまでを振り返る時間 とってコロナ禍を経験し、

田市での開催となること 生方には自信を持って力 理事会、評議員会の議題 るために頑張っていきた （京都支部）と井上経子 ロナ禍により立ち止まり、 にも繋がります。池坊に ます」と挨拶をされた。

コロナ禍を乗り越えて秋 す。新たに着任された先 を選出。前日に開かれた 役割を果たせる学園であ

間杉虹風由利本荘支部長 なく、未来にしっかりと

岐路に立たされた▼伊勢 と約束させていただいた。

８０

先生方が皆お祝いに来ら った▼神官であり支部の

２３

５０

務め頂いた先生方には心 に富樫晶萌能代支部長・ 「池坊の輝きを失うこと

２２

続いて池坊華道会、池

２３
５月 、

２０

各支部・支所長、大会役員、傍聴者を含めて約１５００人の会員が出
席した。 年および 年は新型コロナウイルス感染症の拡大により中
２１

止され、今年は３年ぶりの開催となった。

２０

６０

２０２２年度
、 副 議 学園からの報告では、今
扮した高校生の迫力ある 支部長改選ということで、 京 中 央 橘 会 支 部 ）

新支部長・新支所長・

高校生によるなまはげ太鼓
者表彰では、次期家元か 述べられた。

２１

画、収支予算が全て承認 ら 功 労 賞 が 土 屋 郁 剛 氏

２２

池坊雅史事務総長より、

全国大会会場の様子（説示を述べられる総裁）
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展︿東京花展﹀

介された。出瓶者
からは「久しぶり
なので気合が入っ

た」
「やっぱり花

岸田首相来訪の京都府庁に

いけばなを展示

［支部長交代］

▼帯広中央支部 山本

芳子（２０２２年６月

福宏教授（６月 、 日）

（米・イリノイ）＝中村

◇北米特別会員講習会

［海外講師派遣］

岸田文雄内閣総理大臣 庁旧本館の正面玄関に、 日付）

が、文化庁京都移転の準 今川清研究員が新緑のモ

展は楽しい」など

開催を喜ぶ声が聞

備状況の視察と京都を中 ミジやユリ、ギガンジュ

心に活躍する文化芸術分 ームなどを用いた自由花

かれた。
初日、若宗匠、

季節を表現した。

専 宗 様 出 席 の も 野の方々との意見交換会 をいけ、初夏の爽やかな
のために５月 日に京都
府庁を訪
問。おもて

◇ヨーロッパ特別会員

講習会（スイス・ベルン、

スペイン・バルセロナ）
、

スイス大使館イベント＝

佐藤嘉忠講師（６月 ～

池坊WEBサイト特別会員専用ページパスワード

ysdn8592 （期限：2023年 3 月末）

いけばなの根源
聖徳太子千四百年大遠忌記念﹃和と美﹄
▽…… い
 けばなの根源池坊展〈東京花展〉が５月 日から 日まで、……△
▽……東京
 ・日本橋三越本店で、池坊華道会の主催、朝日、毎日、読……△
▽……売、
 日本経済、産経各新聞社、東京新聞の後援を得て開催され……△
▽……た。
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、２度中止さ……△
由花を出瓶された。

ツケなど季節の草花の立

専宗様は、古い板を敷 ニ東京で懇親会が和やか

と、ホテルニューオータ

▽……れ、
 ３年ぶりの開催。昨年の旧七夕会池坊全国華道展から始ま……△
いた花席に、前期はシモ に開催された。

……△

」をテーマに、……△
▽……った「聖徳太子千四百年大遠忌記念『和と美』
▽……池坊
 専好若宗匠、池坊専宗様をはじめ関東・甲信越・静岡の会……△
▽……員ら
 が約４００瓶を３次に分け展示した。

の 池 坊 公 式 なしのいけ
Facebook
が担当した。

アカウントでは花展の動 ばなを池坊
画や作品写

重要文化

初日の開会前には若宗 務総長による巡視も行わ などをいけ、足元には世 て花を、後期はカキツバ
界初の青色遺伝子を持つ タの生花をいけられた。

真を公開し

日）

移動し『いけばなで

元気をもっと』を

テーマに全員で１つ

前日の６月５日に京 藤井氏はデモンスト 作。思い思いの場所

都市などに在住の小 レーションを行った。 にヒマワリやユリ、

学１年生から６年生 子どもたちは講師の アジサイなどを挿し、

までの 名が参加し、 アドバイスを受けな 最後に長谷川氏と藤

いけばな体験や、六 がらガーベラや姫ガ 井氏がナツハゼなど

角堂拝堂でいけばな マ、スプレーカーネ の大きな枝を加えて

高さ２㍍を超える

の大作を制作した。 ーションなどを使っ 大作を完成させた。

子どもたちは初め て、個性豊かな作品

大作が完成した後、

だった」
「アジサイ

をいけるのは初めて

のような大きい作品

子どもたちは「こ

手を合わせた。

い、六角堂ご本尊に

その後、六角堂に 皆で華道の上達を願

に、池坊ホールでそ を制作した。
れぞれにいけばなに
挑戦。講
師は池坊
京都支部
（城野眞
理子支部
長）の長

をいけるのが楽しか

った」など参加した

感想を話した。

大作いけばなは６

日まで六角堂拝堂で

展示奉納された。

１７

匠が出瓶者を前に挨拶さ れた。
会場には聖徳太子コー

若宗匠は、大型の水盤 青色の胡蝶蘭“ブルージ

京都府庁に飾られた花

「いけばなの日」 なについての説明、 の大作いけばなを制

六角堂に子どもたちの大作

財・京都府

れた。期間中は池坊美佳

年間
名 以 上、
「奨励賞」

谷川久美
子氏、藤
井寛貴氏
が担当し、

長谷川氏
はいけば

※パスワードの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。

①芦屋支部青年部（澤江青年部長）
・LINE
②東大阪支部青年部（村田青年部長）
・Instagram
③埼玉支部青年部（荒瀬青年部長）
・LINE

ーナー、青年部席「色を

で

は過去 年間で５名以上、

池坊専好次期家元から 労者表彰〉を設け、後継 別会員を輩出し、支部推

文化継承功労者表彰「功 受賞者に記念の楯が授与 者の育成、池坊華道の継 薦を受けた人から選出さ

稽古始めは ６ 歳の ６ 月 ６ 日が良いとされた故実にちな
み、制定された「いけばなの日」
。池坊ではこの日に合わ
せて六角堂で記念イベントを開催した。また、SNSで行わ
れた青年部の取り組みを紹介する。

１５

①

２７

事務総長のご巡視

＃６月６日 いけばなの日イベント開催

１８
１９

③

いける」などが設けられ
た。無料展覧スペースに
はチャレンジコーナーと

は、会期を通して１０９
名の小学生から大学生ま
でが出瓶した。１階入口
に石渡雅史准教授による
大作自由花が展示された。
天候にも恵まれ、多く
来場者があり、花展の様
子はテレビや新聞でも紹

名以

「特別功労賞」は平成

た。今年度の「功労賞」 会員を表彰している。
受賞者は土屋郁剛（京都）
、

井上経子（両備）両氏。 ６年以降の累計で

◇

表彰の予定。
◇

（一財）池坊華道会で 「功績賞」は過去５年間

◇

「功績賞」は今年秋頃、 「功労賞」は過去

はなかった。
「奨励賞」
、 特に顕著な貢献をした人。

「特別功労賞」の該当者 上の特別会員を輩出し、

２０

２０

２４

学生席を設置し、学生席

青年部代表のご巡視

坊全国大会で行われた。 は〈池坊華道文化継承功 で３名以上のそれぞれ特

日、秋田市で開かれた池

挨拶される若宗匠（右は専宗様）

労賞」の表彰式が６月５ され、大きな拍手を受け 承、普及に貢献した特別 れる。

大作の前で記念撮影

３０

ている。

功労賞 ２ 名を表彰

青年部代表、池坊雅史事 に若葉のついた白樺の枝 ーン”を配した大作の自 ナー、いけばな植物園コ

池坊華道文化継承
２０２２年度池坊華道

１０

１０

②

SNSで発信・交流

土屋氏

井上氏

２１

２５

（2）
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若宗匠の活動から

天 台 宗 総 本 山 比 叡 山 延 暦 を持ち、未来を担う方にお願
寺の浄土院で６月４日に営ま いしたい」との延暦寺の想い
れた法要「長講会（ぢょうご から若宗匠と武者小路千家の
うえ）
」 に お い て、 池 坊 専 好 千宗屋家元後嗣に勤仕の依頼
午前

時に法要が開始する

若宗匠が立て花を供えられた。 があった。
「長講会」は天台宗祖 伝教
若宗匠は浄土院の拝殿で、
大師最澄上人の命日に、伝教 と、
大師御廟所の浄土院において、 唐銅鯉耳下蕪（花入）に松、
天台座主をはじめ宗内の高僧 シャガ、孔雀草、ナツハゼ、
が出仕して行われる法要。若 ドクダミなどを用いて立て花

と述べられた。

若宗匠 に託していたことがわかる」
は５月
また、いけばなの特徴〈背

事務総長

講演

春日部共栄中学高等学校

る人材になって欲しい」と在

校生たちに語りかけられた。

講演ではいけばなのデモン

ストレーションとして、同校

池坊雅史事務総長は６月２ ることなどを紹介された。さ 茶華道部を指導する池坊埼玉

その後、継承の課題として

く会館３ しいとする〉について、その

６月に開催される文化祭「藤 「日本人としてのアイデンテ 付や体育館檀上には茶華道部

われた。講演は、同校で毎年 より大切に思えるようになる」 ンの一種生を披露。校舎の受

共栄中学高等学校で講演を行 を学ぶことで、家族や友人を の福地まゆみ中央委員がハラ

事務総長は『池坊華道の過

００名が聴講した。

型コロナウイルス感染症拡大 元後嗣はお茶を手に御廟に進 成８年に創設され、丹波地域 承者で継承者。暮らしの中で

去から未来へ』をテーマに、

供花を行う予定だったが、新 続いて若宗匠はいけばな、家 た。かめおか宗教懇話会は平 文化は、一人一人が文化の伝
のため中止となり、今回大遠 み、十二年籠山の修行をして の宗教者、教職者、文化人ら 語り実践することで周りの方

どを説明。また、池坊が世界

子が建立した六角堂の歴史な

池坊の哲学や精神性、聖徳太

こころの大切さ」などを発信 れる」と語られた。
する活動を展開。毎年総会に

中に広がり、現在、戦禍にあ

最後にタイトルの『一花一

併せて一般市民を対象に記念 情』について「花にも、草に

られた。

講演後、事務総長

は 別 室 で「 Ikenobo

花の甲子園」の昨年

出場メンバー、今年

の出場予定メンバー

一人一人と懇談し、

全国大会に向けて激

励された。

て、卒業後に稽古が継続され お受けしますので、所定の様

【お問い合わせ】

電話０

ず、活動が途絶えてしまうと 式でお申し込みください。

いうことがあげられます。ト

ライアルチケットは、
卒業後、 （一財）池坊華道会

学校華道教授者の教室への移 ７５（２３１）４９２２（代）

行や、進学や就職を機に地元 〈チケットの追加、配布につ

を離れる生徒に転居先で新た いて〉学校華道課

当者宛てに６月末に１校（１

すが、今年度から配布対象を

ルチケット」を配布していま

華道「いけばな教室トライア

の稽古継続を目的にした学校

ます。昨年度から学校卒業後

けて様々な施策を実施してい

２２年 度 伝 統 文 化 親 子 教 室

あり活動があった学校、２０

１年度実習校届出書の提出が

ットをお送りするのは２０２

お渡しください。なお、チケ

のうえ、該当の学生、生徒に

す。同封される概要をご確認

教室となります。追加希望も

（※文化庁・統括実施型）の

「伝統文化親子教室」にも拡
充します。

学校華道の長年の課題とし

なります。

１枚につき２名まで）に

レッスン無料（チケット

国の対応教室で初回体験

トを持参することで、全

ているチケット。チケッ

ていただくために配布し

徒らに、いけばなを続け

どでいけばなを学んだ生

動、伝統文化親子教室な

学校の授業やクラブ活

トライアルチケットとは

て〉教室サポート係

な教室に通うきっかけ作りと 〈 受 け 入 れ 対 応 教 室 に つ い

して企画したものです。

今年度分のトライアルチケ

ットは、学校華道実習校教授

池坊華道会では、全国のい

教室）あたり 枚お送りしま

者及び伝統文化親子教室の担

けばな教室への生徒増加に向

伝統文化親子教室にも拡充

るウクライナにも学ぶ方がい

家、東京芸術大学副学長）の曲

トライアルチケット」

も木にも命、思いが宿ってい

クライナの国旗の色をイメー

に乗せて松の大枝やシダレヤナ

「いけばな教室

講演会を開催している。

ジした祈りの花をいけられ、

ギ、ユリ、シャレボクなどで幅

学校華道

若宗匠は、いけばなは仏前 て、その思いを見出すのは人

供花から始まったが、その前 の心。私たちが何かを感じた
提に日本の豊かな四季や依代 ら、そこから次の一歩が始ま
参 加 者 か ら は「
〝文化の継

と結ばれた。
観があったことなどを説明。 り繋がっていく」
「いけばなに関する文言には

仏教だけでなく、神道や密教 承〟が、日常の中にあるとい
の言葉が見られ、宗教的な隔 う大切さを教えていただいた」
たりを超えて思いや願いを花 などの感想が聞かれた。
周年としてイトバショウ、オ

大作自由花は８本のステンレ
ラックリーフ、カラテアなどを
若宗匠は大作を含む５作品 入れられ、七夕の短冊を思わせ
を披露。初めにヒマワリやデ る細いアクリルミラーが施され

聖徳太子の軸の前に三具足の

約７㍍のダイナミックな大作立

ルフィニウムなどを用いてウ た。最後に、故 松下功氏（作曲

花として飾られた。アジサイ

花を完成させられた。

舞台上で記念撮影

御厨子の中に奉納された。

カ国以上に支部を持 トレーションを行われた。

で開かれ、若宗匠がデモンス

にホテルニューオータニ東京 方々が招かれて開かれた。

チョン（昼食会）が６月２日 久 子 妃 殿 下 を は じ め 来 賓 の ス製の花器に白樺、ドラセナブ

ショナル東京支部のガララン た。今回、名誉総裁の高円宮

（一社）いけばなインターナ により３年ぶりの開催となっ 体を披露された。

解や友好の輪を世界に広げる に行われてきたが、コロナ禍 ど沖縄の花材を用いた生花新風

ガラランチョンは毎年６月 キナワシャガ、ハイビスカスな

５０

監事のいけばなが飾

れた、か

校内の体育館で２回に分けて

桐祭」
の中で行われたもので、 ィティを持って世界で活躍す 員と同支部の坂田文子華道会

教 懇 話 会 記 念 講 演 会 で「 一 を作る方など、どれ一つが欠

めおか宗 「花農家の方、花鋏など道具

階で開か 精神性、哲学を述べられた。

部 み ろ る〉
（遠藤矢余子支部長）
〈 植 物 の 全 て の 状 態 を 美 日、埼玉県春日部市の春日部 らに「花の命と向き合う華道 中央支部

の大本本 〈大自然をミニマムな形にす

府亀岡市 後にあるものを想像させる〉

日、京都

２１

最澄一千二百年大遠忌法要で 家元後嗣がご献茶を行われた。 花一情」をテーマに講演され け て も 成 り 立 た な い 」「 生 活 実施され、在校生延べ約１８

宗匠は、昨年奉修の伝教大師 を立てられた。同時に千宗屋

かめおか宗教懇話会
記念講演会
『一花一情』

忌 で の 供 花 と な っ た。
「 僧 籍 いる侍真僧によってそれぞれ が集い
「平和と共生」「いのち・ が学び、文化の好循環が生ま

世界
５０

ち、いけばなを通じて相互理

講演される若宗匠（かめおか宗教懇話会）

講演の様子

１０

の生花正風体の後、沖縄復帰

１０

供花の奉納（延暦寺）
デモンストレーションの様子

比叡山延暦寺で供花
浄土院「長講会」
伝教大師最澄一千二百年大遠忌
いけばなインターナショナル
東京支部のイベントで
デモンストレーション
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各 地 の 花 展 か ら
いたように
思います。
花展会場は

の名前から一字とり、「ひ
たごころ」と書き留めて
いただいたものです。
祝賀会での若宗匠様の

お言葉でも
「ひたごころ」

の先生の姿をお話しいた

だき、
感銘を受けました。

乾杯は事務総長様のご発

声、池坊中部三県を纏め

様そして伊勢支部の特別

花展の様子を取り上げて

いただき、記事を見て来

援を得て開催された。

以下、
佐藤支部長から。

場された方も多くいらっ

しゃいました。

〈井口寒来特命教授の

ご指導を受け、テーマに

太子と池坊の関わりがわ

もあり、会場入り口には

子千四百年大遠忌の年で

りました。今年は聖徳太

１２０１名の来場者があ

に包まれました。また、

ど会場内が明るい雰囲気

出瓶者と言葉を交わすな

を丁寧にご覧いただき、

しくださいました。作品

ライベートで花展にお越

今回、池坊専宗様がプ

かるパネルを展示。そし

専宗様にテーマ『和と美

沿った作品 瓶を展示し、

池坊新潟中越支部創立 て、聖徳太子コーナーを

を未来へ』に対してのご

１日付で、家
生は今の時期、涼しげに した。

堂にいけました。森川先 張した面持ちをしていま が参加しました。

一支部長）が『和と美を 品も展示しました。

元華﨟職「准
皆様をお迎えしたいと、

雅史事務総長様にご臨席 え だ

山形支部創立
青年部創立
池坊山形支部創立 周

周年
周年
記念花展

長岡市の開館 周年を迎

日の

コロナ禍のため十分な

ました。

者数１２７名の作品を展
えがありました」などの 文美術館で開催された。 池坊の歴史のパネルを展
感想が寄せられました。 山形県、山形県教育委員 示。立花新風体・生花新

した〉
（写真・花展会場風

長崎中央支部

創立

池坊長崎中央支部創立

徳太子コーナーの作品は されている専宗様に感謝

周年花展

年間

また、花展会場である

長崎市立図書館に

会員が交代でお花をいけ

ていることに対しての

「感謝状」を長崎市より

いただき、同時に飾らせ

ていただきました。

新型コロナウイルスの

周年記念花展が開催さ まん延防止で会場が閉鎖

素晴らしい作品の

授ご指導のもと、

たが、中村福宏教

期になり大変でし

周年花展（福田佳子支 れました。当日は晴天に となり、花展が２カ月延

と自由花コーナー、
中作・ 込めて』をテーマに５月

〈このたび、支部創立

の報告。

以下、福田支部長から

瓶が展示された。

どの後援を得て、総数

育委員会、長崎新聞社な

で開催された。長崎市教

立図書館 多目的ホール

以下、中嶋支部長から 小品自由花（置き・掛け） ７、８日の両日、長崎市
〈このたび

周年、青年

感を感じることができま いた支部創立

て良かったと、皆が達成 延期となって

ので、思い切って開催し 昨年 月から

年延期しての開催でした 山形支部では

ていませんでしたが、１

感染者数は下がり切っ の報告。

て感じました。

を和ませる花の力を改め が展示された。

の来場者があり、人の心 援を得て、総数１２７瓶 体・生花正風体コーナー 部長）が『花一輪に心を

予想以上に４００名近く 会、山形市など多数の後 風体コーナー、立花正風

くの方から「癒されまし た〉

を記念した花展を開催し 約１４００名となり、多 れ し い 花 展 と な り ま し

２日間の総来場者数は 私たちにとっても大変う

った作品が並びました。 感想をいただきました。 た。

ーに分かれ、テーマに沿 る喜びが感じられた」と 事終えることができまし

「 作 品 か ら 花 を い け 恵まれ、盛況のうちに無
コーナー、青年部コーナ た 」

育長、牧野家第 代当主

常にお花と接していら ７、８日の両日、新潟県 井口特命教授、長岡市教 ただきました。特に、聖 道家・写真家として活躍

会場に造られた床の間 っしゃる 歳の先生は、

いただき、特別会員の会 並びました。森川先生の

開会式には長岡市長、 を一つ一つ丁寧に見てい ができました。現在、華

華老」が森川

（ 写 真・
社中にはくじ引きでガラ には准華老の称号授与証、 「ひたごころ」で今日も えたアオーレ長岡で長岡 牧野忠昌氏にも参加して 興味深く見ていただきま 申 し 上 げ ま す 〉

授され、先生

未来へ』をテーマに５月

直周先生に贈

スの花器を選ばせて準備 お家元からのお言葉、そ お稽古をされています〉 市、新潟日報社などの後 いただくとともに、作品 した。また地元新聞にも 多くの方が訪れた会場）

自身のお考えを伺うこと

周年記念花展（佐藤淳 設け、太子にまつわる作

７５

られました。

してご染筆頂いた掛物
直心（はなに

は帰路には花

場からご巡視が始まりま お花に向き合うひたむき

ひたごころ）
」が

日は専好若宗匠様、 「花に枝

展と祝賀会を

した。特別会員そろって な、一途な心を直周先生

から直々に拝

と決められて

年・青年部創立 周年記
「 久 し ぶ り に 外 出 し 念花展（中嶋ちゑ子支部
ーで開催された。
大村市、 と来場者がいらっしゃり、 す 」
「 大 作 か ら 子 ど も さ テーマに５月 、
瓶が ほぼありませんでした。 す 」

１７

伊勢支部
森川直周師准華老拝授祝賀花展
先生の住ま
池 坊 伊 勢 支 部 森 川 直 県伊勢市の祖霊社講堂、 いを兼ねる宗教法人祖霊
るお言葉を頂きました。

る先生のペースで準備を のご巡視は初めてで、一 祝賀会には池坊華道会役

周師准華老拝授祝賀花展 客殿で、伊勢市などの後 社で、車いすで生活され

（高屋充子支部長）が５ 援を得て開かれた。
いただき、平均年齢 歳

以下、
高屋支部長から。 行うことができました。 人一人にお言葉をかけて 員様、中部三県各支部長
支部の特別会員 名が

創立30周年記念花展
１０

「お花を見ると癒されま んの可愛い作品まで見応 両日、山形市の山形県芸 示しました。会場には、

１５

１４

40 75

９１

大村市教育委員会などの その後も途切れることは ました。来て良かったで 長）が『風にのって』を 感染対策に努め、総出瓶
後援を得て、総数
展示された。

１４

、 日の両日、三重
〈池坊専永

客殿、森川社中 名が講 の会員が平素見せない緊 会員、森川社中総勢 名

新潟中越支部

にかかりました。

９３
７５

２２

４日にお家元

宗匠から３月

２６

３１

３０

花展会場の様子
部創立 周年

40

４０

以下、井村支部長から
の報告。
〈笹山安文先生
（講師）
ご指導のもと、支部創立
周年記念花展を開催し

ました。４歳の幼児から
歳の大ベテランまで、
瓶の花が並びました。

支部長）が『花― 年の なので、感染者を出さな
日 い、いけ込みは３回、撤

あゆみを明日へ―』をテ いことに細心の注意を払
ーマに２月 日から

まで、長崎県大村市の大 花は２回に分けました。

景）

ました〉

ただくことができ

者の方々に見てい

じめ、多くの来場

坊関係の先生方は

した。県内外の池

数々に仕上がりま

花展会場風景

４０

４０

森川師を囲んで記念撮影
オープンを待って次々

テーマに沿った作品が並ぶ会場

４４

月

周

９０

年記念花展（井村美知子 会場が小さなギャラリー

池坊大村支部創立

２２

村まちかど市民ギャラリ

５８

創立90周年記念花展
９０

２７

１０

４０

７５

９０
４４ ９６

２３

大村支部
２５

７０
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浮羽支部花展
『 花・つなごう・未来へ』

出瓶数も アジサイなどが使われた
少なくなり お迎え花や学校華道のコ
心配しまし ーナーも設けました。来
たが、その 場者も密にならず、ゆっ

池坊浮羽支部花展（田 分各々の席幅を広く取っ くりと時間をかけて見て

けたようです。花展をし

っかり花に癒されました」

を 止 め て「 こ の 花 は な

に？」とご友人と話しな

ました。

また、伝統文化こども 「元気をいただきました」

がら花材が書かれたメモ

の先生方に
ご来場いた

教室の作品も、会期中に との皆様のお声を励みに、

をのぞき込まれる方もい

光支部花展
だきまし

作成し、皆様にも見てい これからも支部員一同精

『花キラッキラッ
た。コロナ

繋がる多くの出会い』

らっしゃいました。

て若い人に未来へつなげ した。当日は五月晴れの

葉の緑がき

る、青葉若

上も風薫

〈湖面の

けてきました。作品が花

ど、我慢しながら学び続

クを着用してのお稽古な

しながらの研究会、マス

ら、リモート花展、換気

ルス感染対策をとりなが

池坊近江湖陽会支所花 れいな季節、第７回目と

にご指導いただき、出瓶 になったことと思います。

いけ込みの日は朝から 席に並んだ時の達成感は、

ちが掲げた花展のテーマ

展（笹原徳光支所長）が なる近江湖陽会支所花展
、

世の中がどのように変

作品が会場を華やかに 化していくかわかりませ

名、お迎え花を含め

者

柿沢正一先生（研究員） 会員一同より大きなもの
を』をテーマに５月

日の両日、滋賀県長浜

ほんろう

て、花をいける場所があ 彩りました。２日間を通 んが、来年は今年より多

翻弄されてきた２年を経
開催され、長浜市などの

り、家族や友人が無事に して４８０名もの方にご くの方にお会いできるこ
後援を得て総数
示された。
以下、同支所研修部長
の竹田恵氏からの報告。

れています。

という言葉が聞こえ、足 真・花展会場の様子）

（写
「きれい」「素敵」 み た い と 思 い ま す 〉
するという意味が込めら 顔と共に

そこにいることに感謝を 来場いただきました。笑 とを楽しみに、稽古に励

瓶が展

市の長浜文化芸術会館で

には、コロナ感染対策に

『咲かそう 花を 人の和 が開催されました。私た

近江湖陽会支所花展
『咲かそう
花を 人の和を』

ここ数年、コロナウィ

ただくことができました。 進して歩んでまいりたい

日の両日、山口県 き、心に残る花展となり

以下、
森本支部長から。
〈柿沢正一研究員のご
指導のもと、光 支 部 花 展

るメッセージを送る事が 爽やかな晴天に恵まれ、

「久しぶりの花展で、す と思います〉

池坊光支部花展（森本 禍の中２年ぶりの花展開

、

コロナ禍の中、連休明 出会い』をテーマに５月 場 者 の 皆 様 を お 迎 え で

ッキラッ繋がる多くの をよそに４００名もの来

中和子支部長）が『花・ たので会場にゆったりと いただくことができまし 淑子支部長）が『花キラ 催となりましたが、心配
品が引き立ったように思

つなごう・未来へ』をテ いけられ、それぞれの作 た。
ーマに５月 、 日の両
日、福岡県久留米市の田 えました。竹、トクサ、 けの感染拡大が懸念され
ていましたが杞憂に終わ

などを忘れ、非日常に浸 数の後援を得て、総数

れる戦争の暗いニュース 会、光市文化協会など多

の光市文化センターで開

主丸校区コミュニティセ
り、毎日のように報道さ 催された。光市教育委員

き ゆ う

ンターで開催され、総数
瓶が展示された。

以下、田中支部長から
〈風薫る爽やかな季節
て良かったと思えた瞬間

れた時間を喜んでいただ 瓶が出瓶された。

に、天候にも恵まれ３年
でした。

の報告。

ぶりに支部花展を盛会裏
た。森部隆先生（特命教

光市長、教育長、文化協

これからも、花を通し を開催することができま

授）ご指導のもとに、支
できたら幸せです〉
（写

に終えることができまし

部員全員の協力で開催で

会会長をはじめ、各支部

７１

７０

池坊太宰府支部青年部（林ケイ子
支部長・山下寛子青年部長）が ５ 月
４ 、 ５ 日の両日、福岡県太宰府市の
太宰府天満宮で子どもいけばな体験
教室を開催し、 ２ 日間で延べ200名
が参加した。以下、山下青年部長か
らの報告。
〈風薫る爽やかな ５ 月。天満宮か
体験の様子
らの子供の日のプレゼントとして ２
日間にわたって「子どもいけばな教室」を開催しました。
今年は両日晴天にも恵まれ、 ３ 年ぶりに開催することができまし
た。当日は、支部の先生方が応援に駆けつけてくださり、準備万端
整えて実施することができました。
男の子も女の子もいけているときの花を見つめる目は真剣で「出
来上がりました見てください」と言って作品を見せてくれる輝い
た目はとても素敵でした。出来上がった自分の作品を手に、にこに
こして見つめながら親子で帰って行く後ろ姿を見て「開催してよか
ったなぁ」と感じ、充実した ２ 日間でした〉

３７

池坊金沢支部・小山陽子支部長の社中の一鉄瞳青年部長と横山実
希氏が ５ 月 １ 日に石川県金沢市の北國新聞赤羽ホールで開催された
音楽ステージでいけばな制作を行った。以下、一鉄青年部長から。
〈毎年『風と緑の楽都音楽祭』が金沢のゴールデンウイークを彩
ります。今年は「ロマンの調べ」をテーマに160公演が企画され、
その一つ「作曲家たちのひらめき大会」のステージで、いけばなを
制作しました。
池辺晋一郎、新実徳英、新垣隆、加羽沢美濃の ４ 名の人気作曲家
がいけばな制作の様子や花の名前からイメージして即興アレンジで
ピアノ演奏するという企画です。ロマンの調べをイメージしてサラ
サドウダンやバラ、プロテアなどを使い、
連瓶の自由花を制作しました。他に類を見
ない試みに困り顔の先生方でしたが、池辺
先生はグロリオサの花の名前から連想した
「グローリア」をアレンジして演奏。 ４ 名
それぞれの個性を感じる美しい旋律の競演
でした。
いけばなに大変興味を持っていただき、
いけ込みの様子
ステージ終了後も作品と一緒に写
真を撮ったり、親しくお話させて
いただきました。
観客の皆様にも、
音楽と共にいけばなの魅力が伝わ
っていれば幸いです。
この貴重な経験を今後につなげ
作曲家とのコラボ
ていきたいと思います〉

真・花展会場風景）

太宰府天満宮でいけばな体験 太宰府支部青年部

２２

きた花展でした。

音楽祭でいけばな制作 金沢支部青年部員

１４

２２

池坊下関橘会支部青年部花展（白石女乃美支部長・岩本卓也青年
部長）が『母の日花展 平和への願いと祈り』をテーマに ５ 月 ７ 、
８ 日の両日、山口県下関市のシーモール下関 ２ 階セントラルコート
で開催され、総数16瓶が出瓶された。以下、岩本青年部長から。
〈母の日に合わせて花展を開催しました。現在戦時下にあるウク
ライナの人々への想いを一輪の花に託しました。大作ならびに作品
は、ウクライナの国旗の青と黄色の花材を必ず使用することにいた
しました。
会場がショッピングモールでし
たので、多くの買い物客にご覧い
ただきました。青と黄色の花で、
ウクライナの一日も早い戦争終結
を願っての花展と理解してもら
い、支援のために置いた募金箱に
も多くの方に協力していただきま
大作いけばな
した。
花展の研究会で桑羽なゆこ先生（研究員）にご指導をお願いした
大作（黒白の自由花の花器にヒマワリ、ガーベラ、デルフィニウム）
はとても好評で、多くの方からお褒めの言葉と共に「ウクライナの
人に心が伝わるよ」と言っていただき、青年部一同うれしい ２ 日間
でした。今後も共に力を合わせて花一輪から平和へを合言葉に精進
してまいります〉

多くの人でにぎわう会場

２１

２１

下関橘会支部青年部花展『母の日花展』

７０

３６

青 年 部 の 活 動 か ら

１５
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各地の献華から
米沢支部
上杉神社献華祭

これも支部員の協力と努

２年前、コロナ禍の中 ありがたいお言葉でした。
いろいろ悩みましたが
「こんな時だからこそ実 力のたまものだと思いま
施することに意味がある」 す。

月認可︶

﹁総華督﹂取得者
︵

と考え中止することなく

峨あけみ▼千葉県千桜会

栗田光子、嵯

スの収束や
頑張った結果、宮司様よ 戻して来賓を含め会員一

髙橋華舟▼東京花光会

▼秋田

世界の平
り感謝のお言葉をいただ 同で献華祭を執り行いた

来年は、通常の規模に

和、また支

高澤美光▼岐阜 林幹枝

鹿神社例大

紀代子▼今治 芝田江風
（以上、８人）

▼松山中央 丸山康子

献花を奉仕
させていた



発送状況

免許状申請



祭において

▼和歌山葵会支所 宮本

きました。池坊人として いと思います〉

島

池坊米沢支部（大野洋 間の健康を、白い菊に願

子支部長）が４月 日、 いを込めて、奉仕者

山形県米沢市の上杉神社 貫昌子中央委員、猪俣洋

で第 回 献華祭を行った。 子中央委員の両名が神前
以下、大野支部長から に奉納しました。

豊橋支部
と が
砥鹿神社献花祭
およびミニ花展

部員の１年

５日には境内でミニ花展
を開催し、参道に支部会

池坊豊橋支部（白井ま だきました。コロナ禍の
さみ支部長）では、５月 中でしたが、ぜひとも献

の報告。
〈上杉謙信ゆかり

員の作品を

くの参拝者の方にも見て

瓶飾り、多

３日～５日まで愛知県豊 花奉仕をしてほしいと神
川市の砥鹿神社で行われ 社から強い要望があり、

いただきました。ご覧に 中旬の池坊総務所華務課

菖蒲の生花一対を神前に

お問い合わせは華道家

とする」
「 花 を い け て く です。

免許状、席札など５月

た例大祭に合わせて、３ 豊橋支部の橋本俊美先生

なった方から「心がほっ 受付分について、発送中

仕者を務めました。お二

日に献花祭、４、５日に と、藤原八千代先生が奉

の報告。

例大祭の期間中の４、

〈新緑の美しい五月晴 奉納しました。
れの日、三河國一之宮砥
「今回
〈教師をしていた関係 も お 庭 の お 花？」

三潴支部
江崎如風支部長は、社

で昨年ご縁があり、釧路 のお花きれいだね、初め
「お花を楽し
刑務支所で教育支援スタ て 見 た よ 」

８３８。

葉をいただきました〉（写 電話０７５（２２１）２
真・ミニ花展の様子）

発見
考えさせられる発見があ

・自分自身を見つめ、

さんに行ったりする時
も、常に花に結びつけて
いる自分がいます。

いけばなとは

・人と人との関係を作 り、成長につながる。
以下、
江崎支部長から。 ることが楽しい。

中にアンケートを行った。

など、
います。それを機に支所 の方がいますよ…」

・さまざまなものとの
・自分らしさを花で表 コミュニケーションがで

目標
〈コロナ禍で社中と会
える機会が減少する中、

動を与えることができる

・見ていただく人に感

現できるようになること。 きる、面白い手段。
せてもらおうと思い、数

花がいけられるようにな 力や思いなどを考えても

少しでも花に気持ちを寄
人の社中対象にいけばな

支所を利用する方も含

矯正を目的とする現場 め、少しでも伝統文化で

についてのアンケートを

・人との関わりの中

私自身も、社中の考え

けになったみたいです。

・誇りと自信を持つこ

にしてくれる。

した〉

ん、人生を充実したもの を知る良い機会になりま

で、日々の生活はもちろ

身を見つめる良いきっか

らったのですが、自分自

いけばなに対しての魅

◇

の方たちは、私たちが想 ある華道に関心を向けて

ること。

◇

像する以上にご苦労がお ほしい、お花を楽しむ世

試みました。以下、アン

◇

ありです。そんな職場の 界に興味を持っていただ

◇

うれしい。音楽を聞いた

で、視野が広がることが

・いけばなをすること

楽しいこと

◇

価値

釧路刑務支所 ました。
職員の方から

◇

ケートの抜粋です。
や安らぎなどを感じてい 動を続けています〉

入り口に少しでも季節感 けたらと密かに願って活

いただき１年が経ちます。

アでいけばなを飾らせて も上々です。

玄関横の棚にボランティ 楽しい会話も弾み、評判

ッフ非常勤講師を務めて みにしている出入り業者

されました」などのお言 元池坊総務所華務課まで。

以下、白井支部長から 人は烏帽子に白装束姿で、 れてありがとう。花に癒

ミニ花展を開催した。

献華の様子

で、毎年恒例の 回
目となる献華祭を実

施いたしました。今
年も混雑による感染
を避けるため、規模

を縮小して開催しま
した。
新型コロナウイル

広刑務所

にボランティアでいけば

「これはお店で買

聖徳太子が馬に乗って富士

山を飛び越えるという、超人

的な伝承が描かれています。

この年の四月、太子が臣下

に命じて良馬を求めたとこ

ろ、日本全国から多くの馬が

献じられ、甲斐（山梨県）の

黒 駒 が 選 ば れ ま し た（ ① ）
。

その名の通り、
黒毛の馬です。

甲斐は古くから名馬の産地と

し て 知 ら れ、
『日本書紀』で

は五世紀の雄略天皇のところ

にも出てきます。

と ね り

太子は、黒駒を舎人（皇族

に近侍する役人）の調子丸に

養育させ、九月には黒駒に乗

って東の方へ旅立ちました。

調子丸がただ一人随行したと

いいます。黒駒は雲の上

を進み、
富士山（山梨県・

静岡県）の上に達しまし

た（②）。調子丸は、黒駒

のしっぽをつかんでいる

ように描かれています。

太子一行はその後、白

山（石川県・岐阜県）を

めぐって、わずか三日で

帰還したといいます。富

士山と白山は、立山（富

山県）とともに日本三霊

山に数えられるので、太子の

巡行には宗教的な意味がある

のでしょう。

鎌倉時代には、調子丸の子

孫と称する法隆寺の僧侶が現

れ、太子信仰の高まりととも

に黒駒の伝承が盛んに語られ

るようになりました。また、

法隆寺の近くには、黒駒と調

子丸それぞれの墓とされる古

墳があります。
（画像・聖徳太

◇

◇

子絵伝（池坊総務所蔵）第四

幅の一部）

◇

※当連載の動画は、次のＱＲ

コードからご覧

いただけます。

飛鳥・富士山・白山の位置関係

２７
とができる。

①

の上杉神社拝殿内

支部長の活動をお知らせします。

宮川律子支部長は、帯 ただければと始め

釧路東北海支部

今年春に実施したアンケートから、

黒駒に乗り富士山に登る

二十七歳

３０

７０

なを飾っている。

り、絵を見たり、雑貨屋

②

７０

支部長の活動から
以下、宮川支部長から。 ったお花？それと

玄関に飾られた花

池坊中央研究所

絵で見る聖徳太子の一生⑮

（6）
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への功績が認められ、２
０２２年度青森県芸術文
年、池坊５５０

化振興功労章を受章。
平成

夢を語れ
若手特別会員インタビュー

東京千心会支部・木村尚未氏（ 歳）

私が理想と掲げていた大 けを仕事にするかどうか、 笑って指導をし、自分と

かを悩んだときです。何 場所をつくることが大切

家族のような光景が目の したくてもそれが叶うの 仲間たちの居心地のよい

前に叶いました。

判断できたのは、生徒さ

花は生活に必須ではあ

▼いけばなの存在とは

▼いけばなを続けてい とかやっていけそうだと だと思います。

て大変だったこと

結婚・出産・離婚とラ んたちの応援と「ママは

師匠
（東京千心会創設者・

東京千心会支部に所属

を務めた。支部や県連合

自身の技術向上のため中 した。唯一大変だったこ

人から「よろしくおねが 主人もとても感激してお

ださったそうです。ご主 になったと思います。ご

いうことをわかっ ださいました。サウジア

てもらえるよう指 ラビアの雰囲気が出てい

導したい」とのこ て彼女らしい作品に仕上
と。彼女のいけば がりました。大勢の方々
なへの想いを伝え が声を掛けてほめてくだ
たくてお電話をく さり、とても良い思い出

と友情を伝える架け橋に されました。マルゲリー 花を体験してもらいまし
に携わるプロデューサ

坊守さんも一緒に楽しく

なれるよう努力したい」 タさんはさまざまな企画 た。たくさん質問され、
などと挨拶した。

マルゲリータさんから

ー・クリエーターの方で、 お花をいけました。
寺院体験のため来日さ

れ、伝統文化であるいけ 「ゆっくりした時の流れ

せた。最初は枝を曲げた

ばな体験を希望されまし や自然を感じながら過ご
た。

まず池坊の起源や時代 り針金を巻いたりするこ

と共に変化するいけ方、 とに抵抗があったが、作

立花、生花、自由花の花 品に表現したいことを込

形などを河野直慈住職の めて作業しているうちに

リーキ、モンステラなど とわかった。帰国後もい

シャクヤクやタンチョウ のリスペクトにつながる

通訳により説明。続いて 花への愛情を感じ、花へ
池坊浜田支部（槇岡一

思いました」と話されま

ていて本当に良かったと

とができ、いけばなをし

なの美しさを共有するこ

と植物の生命力やいけば

木村さんは「外国の方

と感想をいただきました。

けばなをやってみたい」

恵支部長）から支部特別
６月末でお稽古が終了 会員の活動報告が届いた。

▼指導者として

広げるために教室を開講。 は、私にとっては当然で 子がいたからです。

拠り所になります。花が

心の交流が生じ、やがて

勧められ、自分の視野を でいけばなを続けること 自慢げに言ってくれた息 そこに人が関わることで

清浦慧美子前支部長）に イフスタイルが変わる中 お花の先生なんだ」と りませんが、いけばなは

ボランティア活動、指導 務める。池坊中央研修学

何回かお稽古に来られ、

いします」と丁寧なごあ られました。

以下、樋口登志子中央
◇

やりがいや楽しみの方 生きる励みになり、勇気

が優っていれば、多少の を与えます。私も多くの

は、幼稚園児から大人、

大使館でのいけばな講座

一生懸命いけばなを勉強

いさつをいただき、感激

とは出産後、いけばなだ
▼印象的な思い出

柴田英雄ゼミなど在学中。 研へ入学しました。
年。

▼いけばなを学ぶ

設献華を社中で担当した

日、日中間の相 いけばな指導歴

人全国社会福祉協議会会 にわたり華道文化の振興 互理解や友好親善に貢献

医師・弁護士の秘書と

苦難は乗り越えられます 局面で池坊いけばなの精

日本旅客鉄道株式会社仙
長から表彰を受ける。２ に貢献したことに対し、 したとして在中国日本大

２月に靖国神社での常

台支社長から感謝状を受

ことです。広々とした靖

賞。
Ｊ Ｒ 左 沢 線 寒 河 江 駅 ２月

成田昌子氏（元弘前支 与された。長年北京で池 欲しくていけばなを習い

孫弟子達までが集まり、

５月 日、一般社団法

されています。ある日、

展示し「花を通して、美 さんにいけばなの指導を 季節の花材を使い、自由

介護保険制度導入の折 部長、常任委員、総華督） 坊華道の普及発展に尽力、 始めました。

の改札口に十数年にわた 達式が行われた。
りいけばなをいけ、明る

く美しい駅づくりに尽力 には、町内にお花の講座

表彰式は大使公邸で垂

た芸術・伝統文化・青森 秀夫大使より受賞。高支

永井光見氏（本名・弥 県の芸術文化の普及向上 部長は公邸にいけばなを

を行っている。

池坊東京和心会支部

ご主人からお電話をいた

日本の池坊いけば も悲しんでおられました

（武井紀子支部長）の田

しました。何とかそうい し ま す が、 そ れ ま で に

う気持ちに協力できない 色々な事を覚えてほしい 委員の報告。
◇

かと思っているときに、 と思っております。帰国

◇

ラビアでは銀行で働いて

タイミング良く東京連合 したら、ぜひご家族の協

〈浜田支部の木村得子

いました。帰国したら当

をサウジアラビアで花咲 浜田市三隅町の浄土真宗
花展の直前にお父様、 かせていただきたいと願 西方寺で、イタリア人の

になりました。

以下、田村氏から。

家族で日本に来られたリ たところ「帰ったらお花

支部花展に出瓶すること 力のもと、池坊いけばな さんが５月 日、島根県

リーマさんはサウジア

中 の リ ー マ ア ル フ ァ ワ だきました。

ズさんを紹介するお便り

なが素晴らしいと が、がんばっていけてく

村民子中央委員から、社

月９日、社会福祉法

中央委員、総華督）

上田聖子氏（八代支部、 施設などでボランティア ら、永年いけばなを通し

などを開き、現在も介護 人青森県文化振興会議か に協力している。

１６

〈サウジアラビアから 然銀行に戻ると思ってい

が届いた。

浜田支部 木村氏

した。

歳の時に

日八代市役所で伝 た。

度目の受賞で、令和４年 芸術文化功労賞を受賞し 使館より「在外公館長表 して時間に追われる中、

５月

華督）

高艶萍氏
（北京支部長、 室ゼミなど修了。現在も

恵子、
石州支部副支部長、 者として活躍している。 院総合特別科、学術研究
中央委員、総華督）
令和４年５月 日、浜

50

の要職につき、いけばな し、今年度より支部長を

年祭記念花展実行委員長

！
国神社境内でのいけ込み

田市文化協会から、永年
２４

小山三枝子氏（山形橘

成田氏
彰」
（日本大使表彰）を授 自分自身に戻れる時間が

２４

支部長、総華督）

高氏

ーマさんは、３人の小さ の世界を自分の人生のい

した〉

将来は子供たちに囲ま

が、ギリギリの辛い状況 神に支えられてきました。

では花を楽しめなくなっ

てしまいます。池坊の良 れ、地元で愛されるお花

さを伝える教授者自身が のおばあちゃんになりた

花を思いっきり楽しみ、 いです。

今号から、
六角堂や境内、

池坊ビルにまつわるクイズ

を出題します。知っている

ようで知らないことが多い

のではないでしょうか。ぜ

ひチャレンジしてくださ

い（答えは８面）

【問】六角堂（正式名

は紫雲山頂法寺）はお

寺ですが、墓地はどこ

にありますか？

街中に建つ六角堂

Ｑ＆Ａ

池坊ビル

日、東

２４

第3０回

お寺でイタリア人に

マルゲリータ・バラティ

六角堂

いけばな指導
１４

よりみち六角堂

WEST18

令和３年 月

小山氏
門標・作品と共に

２６

２１

そして、 おじ様が亡くなられとて っています〉
いお子さんがいます。週 きがいにしたい。

いけばな体験の様子

１１

サウジアラビアに
池坊いけばなを
東京和心会支部
田村氏指導・リーマさん

作品と共に

１４

上田氏
永井氏

池坊門弟
各種受賞
１０

１４

第615号

ち
み
こ
花
2 0 2 2 年（令和 4 年）6 月 2 5 日（土曜日）
（7）

富山支部

みを感じ
させる力
作 も あ
り、各所
以下、
内山支部長から。 に新緑の

豪農の館「内山邸」を生ける
池坊富山支部（内山み
〈１８６８年に建てら 庭園とコ
れた内山邸の魅力を再発 ラボレー

、

ゆき支部長）が５月
日の両日、富山市の富

館「内山邸」で開催され 富 山 県 文 化 振 興 財 団 富

た作品が

山 県 民 会 館 分 館 豪 農 の 見してもらおうと
（公財） ションし

た同邸主催の『いけばな 山県民会館が昨年よりス 並びまし
の出会い展』
。今年は富
者の中に

ご来場

との出会い展』で展示を タートした『いけばなと た。

行った。
山支部から 名が
瓶を大広間、座 は座って

敷、書院など各所 お花を観

に展示しました。 賞される
当日は、コロナ 方もいらっしゃいました。

使われた供物台、円

が行われ、その際に

中で豊作を祈る祭り

正月の亥の日、宮

水面が美しく、この

います。薄端なので

の取り合わせでも合

絶妙で、どんな花材

三方
（まるさんぽう） 時季は特にかきつば

をかたどって作られ
です。

たの一種生がお薦め

投稿歓迎

社で取扱中。

※御玄猪は日本華道

たといいます。四十

一世池坊専明好みの

銅器で、銘と花押の

刻印が施されていま

す。この刻印は副方

に位置するよう用い

ます。
縦横のバランスが

従来の会場とは違う豪

予防対策にも気を まさに目で楽しみ、吹き 農の館ならではの『いけ

日に執り行われた。

大垣支

っかり支部を取りまとめ、 支部長を務め、支部運営

「支部長として４年間し

伊藤勇男氏
（常任委員、 などを行った。支部から

部、総

何事にも前向きに運営さ に尽力。地域では高校華

年池坊入門。副

華督）

れました」との報告。

道部などで指導に当たっ

昭和

５月８

西屋敷千卯氏（常任委 た。支部から「お茶、お

員、鹿 花共に造詣が深く、若い

央会グ しておられた姿が心に残

児島中 方や学生さんに優しく接

部役員として支部運営に

昭和 年池坊入門。支

日に執り行われた。

細川里つ子師（華道会 日逝去、 歳。告別式は
相談役、元諏訪支部長、
歳。告別式は 日に執

准華老補）
５月７日逝去、

日に執

副総華

支部、

女筑後

員、八

横溝久美香氏（中央委

ループ、 っています」との報告。

歳。告別式は

日逝去、

尽力した。地域では茶華

年間支部長を 文化こども教室を運営。

年池坊入門。同 道協会の役員になり伝統 総華督）５月

り行われた。
昭和

年から

年まで第五

年池坊入門。平

年から

昭和

務め、支部の発展に尽く 岐阜県伝統文化継承者で り行われた。

された。
華道会本部参事、 表彰を受けた。支部から

華道会評議員、理事を歴 「皆さんに愛され慕われ 成

日逝去、 歳。

神社などにいけばなをい れた。

日に執り行わ

風香、

六本木敦子氏（雅号・ めた。地域ではホテル、 告別式は

との報告。 代鹿児島中央支部長を務 督）５月
任。地域でも長野県華道 た先生でした」
教育会会長など各役職を
務め、高校で長年指導に

年池坊入門。副

け、支部から「いつも明

麗花、

たり池坊中央研修学院に

た。支部から「長年にわ 日逝去、

ていた。地域では小学校

所属するとともに、宗像

昭和

常任委
当たられた。
支部から
「戦

るく愉快な、支部員を楽 支部長を務め、支部運営

皆様からの投稿をお待

員、岩

しませてくださった先生 に尽力。八女文化連盟に

後早くから家元に通い、

手中央

日に執り行われた。

昭和 年池坊入門。支

部役員を務め、支部の発

常任委

通い、素敵な花をいけら

成にも貢献されました」

歳。告別式は との報告。

５月

華督） 部長を永く務め、若手育

部、総 に勤しまれました。青年

札幌支 やかな先生で、支部活動

支部から
「穏
中野隆子氏
（常任委員、 市でも活躍。

みました。
会場は、 れる音を耳で楽しみ、五 ったと思います。ご来場 ちしています。支部・青

緩めることなく臨 抜ける風、木々や葉の擦 ばなとの出会い展』にな

２０

の住職のお墓も別の場所にあります。

して人々の信仰を集めています。代々

幸せを願う、墓地を持たない祈願寺と

の冥福を祈る場所ではなく、現世での

様です。このことから、六角堂は故人

れ、人々の願いをかなえてくださる仏

べての者を救うという誓願を立てら

としています。観音菩薩はこの世のす

六角堂は、如意輪観世音菩薩を本尊

ではありません。

墓地は全てのお寺にあるというわけ

解説

【答】六角堂に墓地はありません

員、北

お花に生きた、
見支部、 れました。

年池坊入門。平

成 年から支部長を務め

昭和

り行われた。

歳。告別式は 日に執

日逝去、

５月

華督）

支部長、

福田涼子氏（帯広中央

先生でした」との報告。

日逝去、 一本筋の通った凛とした

年池坊入門。副
尽力。地域では高校など

支部長を務め支部運営に

昭和

り行われた。

歳。告別式は 日に執

総華督）４月

津田美智子氏（雅号・ 展、後進の育成に尽くし

との報告。

れた、
憧れの先生でした」

門弟、特別会員を育てら

い気持ちで接し、多くの 日逝去、 歳。告別式は

常に新しい花を皆に示さ

寄稿は約６００字で書
催後なるべく１カ月以内
こみち係」までお送りく
ださい。たくさんの寄稿
をお待ちしております。
〒６０４―８１３４
京都市中京区六角通東
（一財）池坊華道会 花
こみち係まで。
電話０７５（２３１）
４９２２。

hanakomichi@ikenobo.jp で指導。交通安全指導員、
日本赤十字社の活動で各

種受賞。支部から「池坊
いけばなが大好きで、多
くのお弟子さんから慕わ
れた明るい先生でした」

８４

な人物紹介など。

初夏の花々が鮮や 感をフルに使って楽しん いただいた方々と共に、 年部・学校華道・地域で

電話０
７５
（２２１）

務課

池坊中央研修学院 教

【お問い合わせ】

トからご確認ください。 洞院西入堂之前町２４８

詳細は池坊ＷＥＢサイ

巡回講座日程

katen@ikenobo.jp

４９２２（代） メール

で。電話０７５
（２３１） に、写真と共に左記「花

華道振興課 男花展係ま

問い合わせは池坊華道会 式は自由。行事などは開

花展でした〉

れました。生徒には温か 支部、副総華督）５月９ でした」との報告。

※「花展予報」は、（一財）

◇

展（７月９・ 日）岐阜 刷物申込書」を基に掲載
◇

◇男花展“夏の広島２

◇

県・高山市民文化会館３ しています。
講堂。
総数１５０瓶。
◇『未来へつないで』

日） ４５５０

２５

４７

石渡雅史准教授

【３】御玄猪（おげんちょ）

かに映え、松の枝 でいらっしゃる様子でし 爽やかな風が吹き抜けた の企画、活動、ユニーク

月９・ 日）大分県佐伯

坊佐伯支部青年部花展
（７

や流木で歴史の重 た。
階しんまち広場。総数

瓶。

◇『花のこころ世界に 池坊華道会に提出された

ー。総数

◇『花に心をよせて』 ホーツク文化交流センタ トでご確認ください。

３日）北海道網走市・オ ※詳細は池坊ＷＥＢサイ

池坊網走支部花展（７月 ー 佐伯店。総数 瓶。

◇『花にいやされ夏』 市・トキハインダストリ

瓶。

７９

４２

８７

クラブ活動ボランティア

よりみち六角堂Ｑ＆Ａ

池坊旭川大雪支部 周年
花展（７月２・３日）北
瓶。

海道旭川市・アッシュビ むけて』池坊斐太支部花 「花展開催通知および印
ル。総数
◇『感謝 時季を紡い

１３

１０

１６

２４ ２２

１４

２５
との報告。

１２

で未来へ』池坊吉備支部 階
周年記念花展（７

（７月 ・
月２・３日）岡山県新見 池坊北見支部創立 周年 ０２２”

記念花展（７月 日）北 広島市・基町クレド６階

※出瓶などに関してのお

２１

２７

１０

３８

◇『花♡ＬＯＶＥ』池

１５

創立

１４

９８

４９

１３

１９

２３

４２

７５

７３

９６

１０

２５
１２

３２

５２

３０
２０

６６

３０

１０

１７

２９

［支 部 花 展］

庭園とのコラボレーション
６６

８２

７月２日
 ～１７日
５０

米子しんまち天満屋 １

７５

２６

５０

市・新見文化交流館 小

２１

１５

海道・北見市民会館。総 翼の広場（パセーラ）
ホール。総数 瓶。
。
２０２３年度池坊全国大会日程
◇『花・願いをこめて』 数 瓶。
◇男花展“夏の京都２
日時：５月 日（日）午前 時～
池坊米子支部花展（７月
０２２”
（８月 ・ 日）
場所：別府国際コンベンションセンター
［青年部花展］
２・３日）鳥取県米子市・
京都市・池坊１階ロビー。
（ビーコンプラザ）／大分県別府市
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先 生 教えて
花 器のこと
器 のこと
１７

１４
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