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年度

２０２２年度道祖小野妹子墓前祭が、小野妹子の命日である６月 日、
大阪府南河内郡太子町の小野妹子廟において厳かに執り行われた。墓前祭
は、池坊専好若宗匠、池坊雅史事務総長、池坊明日香様をはじめ、田中祐
二太子町長、勝良憲治太子町教育長、池坊短期大学の桶谷守学長、岡山栄

和と美

周年を飾るに相応しい 来て、感じてほしい」と

秋田経済の復活の第一歩 命教授監修の大砂物は、 多くの同世代の方が観に

と喜んでいただいた▼ひ

とえに、秋田支部の石和 堂々とした大作で、石和 言われていた▼昼には次

田あや支部長、清水富喜 田支部長、清水評議員の 世代の核となる、藤田佳

先月６月は２回、秋田 子前支部長（華道会評議 大作立花をはじめ、支部 智子青年部長や伊藤綾子

に入った。人生初めてで 員）方のぶれない前向き 員の作品はそれぞれレベ さんら７名の若手会員と

日の秋田

りゅうまなみ

出川悦子先生の花器を使 卒業して中国の方と結婚

一人の先生が「師匠の故 懇談した。英国の大学を

ある▼まず、６月５日の な御姿勢の賜物である▼ ルが高かった▼会場で、 今後の池坊の発展も含め

全国大会。昨年秋田での 次に６月 、

開催が予定されていたが、 支部創立 周年記念花展

参りし、心を整えていた

れぞれが思いを持ってお

今後も墓前祭当日は、そ

の友が参集した。専永宗

る。約１５００名の池坊 長年支部に貢献された約 出川先生のお通夜に参列 いと熱く語ってくれた▼

と言われた。 年前、 中国で池坊華道を広めた
３年ぶりの全国大会であ 典祝賀会から参加した。 た」

コロナ禍で中止となった。 である。私は 日夜の式

ってこの作品をいけまし された劉愛さんはいずれ

だければと思います」と
◇

◇

◇

申し上げたい、支部が一

。 年は北は北関東から南は 「伝統ある行事で献華者
野妹子廟に隣接する科長 と六雄祐華支部長（後見）

拶された。お二人ともコ た」という言葉に胸を打 の花展が大きく取り上げ の力を発揮することがで

積志秋田市長も冒頭ご挨 も稽古を休みませんでし 日の秋田魁新報朝刊でこ 丸となった時、どれほど

阪専修会支部（渡邊睦子 事務総長、明日香様、来

修築されました。当初は 重な経験をさせていただ

廟の周りの田園も含めて とても緊張しました。貴

渡邊支部長は「先達から次
世代へと途切れることなく受

日（月）池坊

世界的なパンデミッ は、常に変遷する生

池坊のいけばな

のテーマのもと、旧七

クという想像もし得な きた文化であり、無

か っ た 出 来 事 に 直 面 限の可能性を秘めて

し、いけばなを取り巻 います。

との向き合い方にも変 とらわれず、過去や

説

解

く状況や、花そして人

達たちが脈々と紡いで

化があったのではない 既成概念から抜け出

し、一人一人の個性

の感覚を大切にしなが

するのではなく、現代

ぎながらも、ただ墨守

いのは、伝統を受け継

の人を魅了して止まな

る強い原動力となるで 詳細は次号以降でお

表現のいけばなが現れ 小して開催します。

れまでとは違った趣や め、今回も規模を縮

時代にふさわしい、こ ス感染拡大防止のた

うというよりも、今の ※新型コロナウイル

きっと元の世界へ戻ろ める展覧会です。

この厳しい経験は、 溢れる新たな美を求

でしょうか。

ら日々“今の花”をい

知らせします。

▼カリフォルニアパシフィ
ック支部

日付）

しょう。

今日に至るまで多く

しています。

きた美意識に深く根差

昨日までの自分に

池坊いけばなは、先

花展を展開します。

夕会より１年間、本部

「とらわれのない美」 ません。

テーマ決まる「とらわれのない美」

月９日（水）～

令和４年度 旧七夕会池坊全国華道展

（池坊雅史）

四国まで、多くの方が来 の大役を務めさせていた

賓、教学

池坊家と有志の先生方が きました」

け継がれる池坊の歴史の重み



神社からアジサイが美し 大勢の参列者が見守るな

、 六 雄 氏 は「 た く さ
られ、
墓前に奉納された。 年前の１９２２年当時、 す 」

ロナ以降、このような規 たれた▼翌朝、巡視させ られていた。２人の若い きるかを教えてくれた。

で参進した。

委員、華

お墓参りを静かにされて

を感じ、後進へつなげ広める

若宗匠、 四十三世専啓宗匠が妹子 んの方の前だったので、
今年の奉仕者は池坊大 祝詞奏上に続き、

道会役員

いたが、戦後、墓前祭を 「献華の後見を務めさせ

ことに尽力したいとの思いを

１４

ります」

らが次々

６月 日と決め、次第に ていただいたことを光栄

、 六 雄 支 部 新たにしました」と語った。
参加する人が増えていき に 思 い ま す 」

後見を務めた小泉氏は
と墓前に
玉串をさ

うまくいくか心配でした

１１

果たすことができ、喜んでお

てくださり、感謝申し上 だき、光栄でした。今後

佐竹敬久秋田県知事、穂 「私はコロナ禍でも一回 生に感謝申し上げた▼

なく議事を進行できた▼ 歳になる先生が話された によみがえった。その先 改めて、皆様に深く感謝

匠の説示に始まり、滞り れた。同じテーブルの

懇談した思い出が鮮やか しひしと伝わってきた。

名の大先生方が表彰さ し、残った社中の方々と 皆さんの情熱、愛情がひ

１３

雄理事ら来賓のほか、名誉教授、近畿地区を中心に全国各地の 支部・支

禍の２年間は淡々と墓前

つ、事務総長が「コロナ 話され、式を終えた。

所・グループから１７４名の会員が参列し、道祖小野妹子の墓前で偉業を

、池
分、 小泉美智恵氏（後見）

８０

く咲き誇る石段を登り、 か、白菊と黄菊の一対の

献華奉仕者の美藤氏は

９０

偲ぶとともに華道のさらなる発展を祈念した。

時

梅雨が明け好天に恵ま 支部長）の美藤文恵氏と
れた当日午前

２６

２５

模の集会は初めてであり、 ていただいた。森部隆特 支部の女性が「一人でも

祭を行っていました。今

８０ ２５

け続けたからに他なり

同日、京都の家元道場でも
法要が営まれた。

ポーラ・タム（２

［支部長交代］

ました。昭和 年代くら 長は「リハーサルの時は
その後、 いから今の形式になり、

太子町長 それ以降は一回も欠かす が、思いのほか順調に進

参進の様子
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参加者が墓前を参拝
一対の菊の生花が奉納された墓前

０２２年７月
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３０

げます」
「 今 か ら１００ も稽古に励み、精進しま

献華奉仕者らの一行は小 坊飛鳥支部の六雄慶子氏

３０

墓前に特設された舞台ま 生花が青竹の寸胴にいけ

２５

１１

２０

６４

さげた。

３０

があいさ ことなく続いています。 みました。無事に大役を

献華の様子
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若宗匠の活動から
池坊専好若宗匠は６月 映画「花
日、アメリカのニュー 戦さ」の

ヨーク・ジャズ・アット・ 音楽に合
リンカーン・センターの わせ、ヒ
劇場でデモンストレーシ マワリ、
ョンを行われた。アメリ デルフィ
カン・エキスプレスブラ ニウムな
を込めて

ックカード会員向けイベ どで祈り
ントで、会員
名が参加し、い 立て花を
けばな体験も行 立てられ、三具足として
われた。池坊ニ 飾られた。

にいけら

が寄せられた。参加者は い」などと話し、楽しく の花器にナツハゼやヒマ

雰囲気の中、多くの質問 て 」「 い け ば な を 習 い た 青色の水が入ったガラス

質疑応答では和やかな んな作品を見たのは初め 奏曲第５番』
に合わせて、

れた。途

「若宗匠のデモの作品は 有意義な一日を過ごした ワリ、
カスミソウをいけ、

ラス花器

中、日本
とても迫力があった。こ 様子だった。

花を披露。作品は戦禍に

夏を感じさせる大作自由

の七夕に

ついて紹

あるウクライナの国

『花と名曲』いのち奏

旗をイメージしたも

介。参加

者が願い

事を書い

た短冊を

自由花に

かけて作

品が完成

した。
最後は日本の伝統的な

音楽を背景に松、苔木、 でるコンサート２０２２

２作目は大作自由花。 竹、ヤシ、シャクナゲを ５周年・特別企画「国際

Dayミ モ ザ に 想 い
日、

ので、若宗匠はパフ

ォーマンス後にウク

ライナにも池坊の門

弟がいることなどを

紹介され、いのちに

ついて考える機会と
なった。

その後、ピアソラ

の『リベルタンゴ』

など全６曲が演奏さ

りの花として松、ササユ れた。会場には１００名

リ、リアトリス、センジ を超える来場があり、文

を寄せて」が５月

昼休憩の後、野田支部 東京都の築地本願寺・蓮

ュガンピ、ギボウシなど 化や芸術を通じて多様性

力し、デモの助 想させる８つの金属の細

手などを務めた。 長い花器に、ロシアンオ 長が講義を行い、体験の 華殿で開催され、池坊専

で立て花を立てられ、作 やいのちの尊厳について

益金はいのちの電話と京

品は蓮華殿の仏前に供え 考える時間となった。収

その後講師がナツハゼ、 と、体験作品の見本とな
る自由花をデモンストレ
ーションし、体験に入っ
た。それぞれヒマワリ、

へ寄付される。

続 い て、 J. S.
バ ッ ハ 都市と姉妹都市のキーウ

られた。

リーブ、ハラン、ブラッ 花材で見本の花を制作。 好若宗匠がいけばなパフ

若宗匠は冒頭

いて英語で説明 入れられた。助手たちも と助手は会場を回って、

の違いも指摘しながら考

察した。そして「日々の カキツバタの生花正風体
生活の中で命や自然
を感じながら花をい

う」と語られた。
質疑応答にうつり

生かし、
共に生きる精神” てきた。

日現在で
っ た。
“ い け ば な の 他 を １０３名の講師を派遣し

の話が大変わかりやすか 指名し、７月

からは「事務総長や講師 米いけばな特派講師」を

◇

◇

若干名

池坊ＷＥＢサイト
特別会員専用ページパスワード

※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。

以上③池坊中央研修学院

（応募時）②正教授三級

〒６０４―８６８６

応募・問い合わせ先

私書箱

号

池坊華道会   

総合特別科修了④長期の 日 本 郵 便 ㈱ 中 京 郵 便 局

出張に耐えうる体力とご

電話０７５（２

◇２０２２年第１期全

［海外講師派遣］

スタッフのサポートがな ０７５
（２５５）
３５６８

続きや空港、ホテル間の

移動、ホテルのチェック

インなど一人でできる方

２０２４年１期（２～ ⑥応募時満 歳までの方 米特派講師＝野田典孝ニ

派遣期間

募集人数

◇

募集要項は次の通り。 いため、飛行機の搭乗手
にいけていった。参加者 ６８年から毎年「池坊全 い。

ジサイを用いて思い思い 普及・振興のため、１９ ぜ ひ ご 応 募 い た だ き た

トクサ、スターチス、ア ナダでの池坊いけばなの アップをお考えの方は、 力は問いませんが、現地 ３１）４９２２・ＦＡＸ

池坊ではアメリカ、カ する。さらなるステップ 家族共々健康な方⑤語学 海外課

募集

池坊全米いけばな特派講師

ーションに入ら ラスを着用。切り落とし った。若宗匠も参加者と 奏する J. S.
バッハの
『ア の『ブランデンブルク協

しデモンストレ 雰囲気に合わせてサング アドバイスや手直しを行 ＊ Hana
ソロイスツの演

若宗匠は初めに、東京

でいけばなにつ クリーフ、グロリオサを 体験が始まると、支部長 ォーマンスを行われた。

孝支部長らが協 ハッタンの高層ビルを連 完成した。

ィ支部の野田典 ジャズの流れる中、マン 用いて迫力のある砂物が 女 性

ューヨークシテ

若宗匠、現地会員らで記念撮影

れた。１作目は た葉蘭も即興で三つのガ 交流しアドバイスされた。 リオーソ』に合わせ、祈

池坊でいけばな体験
関西生産性本部 経営幹部交流セミナー

の意味、聖徳太子と池坊 け、生活を高めてい

期 経 営 幹 の関わり、専応口伝など く、それが華道の本

公益財団法人 関西生
産性本部 第

一行はＷＥＳＴ ビル

名が池坊でいけば の７階教室に移動し、事

日、セミナーの参

部交流セミナーの一環で について説明を受けた。 質の一つであると思
６月
加者

なを体験した。池坊雅史 務総長のあいさつを受け 「池坊が危機を乗り
事務総長が池坊いけばな た。事務総長は島津講師 越えてきた一番の礎

日）

応募方法 後記の海外 ューヨークシティ支部長

月

アメリカ、カナダでのワ

月各予定）
、 課へ連絡の上、所定の応 （７月５日～

今年も２０２４年（令 ４月）２期（５～７月）
年）１・２・３期に ３期（９～

月

日（月）必着

トレーション。

応募期限 ２０２２年 ークショップ・デモンス

募用紙で。

３１

などを事前に学んだこと
で、実習にすんなり入っ 和

①池坊華道会特別会員

応募資格

ていけた」
「 仕 事 か ら 離 派遣となる講師を、一般 各１名
別会員の中から広く募集

れ、無心になれた」など 財団法人池坊華道会の特
の感想が聞かれた。

１０

「組織の適正な
について述べ、島津範好 による立花正風体や資料 は 」
講師が指導に当たった。 を示しながら〈池坊の哲 規模についてどう考

電話 0 7 5（ 2 2 1 ）2 8 3 8
メール kamuka@ikenobo.jp

華務課

池坊総務所

１０

５８

はじめに参加者は六角 学・人財・財務〉につい えられるか」など活

３６

音楽といけばなのコラボ風景

１１

堂、いけばな資料館を見 て「命を生かす」をキー 発な質問が寄せられ

（期限：2023年 3 月末）

６５

デモンストレーションの様子

『花と名曲』
いのち奏でる
コンサートに出演
東京・築地本願寺
２９

入門申請時に下附される「入門證」の氏名は近年印
字での表記でしたが、池坊に入門することの重要性を
鑑み、令和 4 年 8 月 1 日家元受付分の申請書から毛筆
による手書きに変更します。
ただし、団体申請の免許状と、席札（初伝から正教
授一級）は従来通り印字とします。
各教室におきましては、新たに習いに来られた方に
は折を見て正式に池坊の門弟となる入門申請をお勧め
くださいますようよろしくお願いします。

ysdn8592

１４

２５

１８

普通申請『入門證』の氏名を手書きに変更します

１１

6

２０ ２１

学。六角堂の歴史や六角 ワードに企業との考え方 た。

いけばなについて述べる事務総長

ニューヨークで
いけばな披露
４３

（2）
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京都市教育委員会
伝統文化体験授業

の体験授業が終
了した。２時限
分１コマの授業
時間では、今回

京都市では、京都なら けばな協会と連携し担当流 の取り組み用にまとめたレ
ではの学校教育として、 派を決定、また京都生花株 ジュメを使用した講義、見
伝統文化体験授業を推進 式会社が花材手配や花器・ 本花のデモンストレーショ

かった、
またやってみたい」

体験後、生徒から「楽し

っている。

している。今年度中に予 剣山・花鋏などの道具管理 ン、実習の流れで授業を行
市立中学校 校のうち今

定される文化庁の京都移 をおこなっている。
転を契機に、全ての市立
小学校で茶道、市立中学 年度池坊では 校を担当す
校で華道の体験授業を年 る。京都支部より講師とア 「華道部があれば続けたい」

共に体験を通して子ども
たちの伝統や文化を受け

継ぐ意欲と態度を育て、
生活文化としての定着と
その振興・継承を図り、

次代の担い手を育む機会
を創出することを目的と

人気兄弟コンビ・ミ について質問すると、
キ（吉本興業所属）と 専宗様はご自身でいけ

日、池坊 をつくることが大事」

やさしさ』とし
「いけばなはル

ールがあって難

しいと思ってい

たが、自分のイ

メージを形にし

ていく楽しさを
感じた」と話し
た。専宗様は作
品について「ア
ジサイの葉をた

くさん使ったり、自然調
のいい花が入ったと思う」

ー就任と今回の体験を機

◇

◇

校生であれば誰でも参加

『 Ikenobo
花の甲子園
』 は、 実 習 校 の 高
2022

◇

稽古を継続される。

『間
（ま）
』 に、免状取得を目指し、
・塩月希依音 が通るような

日本文化に親しむと同 アンバサダーを務める 植物一本一本の間に風

時に、華道体験を通じ ＮＭＢ

て、花の命を大切にす さんが６月

る優しい心を育んでほ を訪れ、いけばなを体 など、ポイントを説明
塩月さんは数ある花

しいと思います。私も 験した。指導役は池坊 された。

率先垂範で、池坊さん 専宗様が務められた。

全国大会の舞台であ 材の中から、アジサイ

可 能。「

のビギナーズレッスン

でいけばなの心を学び、 る池坊２階ホールで行 とテッセン、カスミソ

マのリモート地区大会を
月

日に全国の

」がテー
HOME

その良さを実感してい われ、今回が初めての ウを選び、シンプルな

経て、

地区代表チームによる

援メッセージ、大

会詳細は花の甲子
ーマにした全国大会が行 介している。

」をテ 園公式サイトで紹
Flower of Life
■『立花入門カリキュラ

われる。

「
ム』について

塩月さんが花のいけ方 のタイトルを『強さと

ます」とのメッセージ いけばな体験となる。 作品に仕上げた。作品

が寄せられた。

華道家元池坊総務所、
（一財） 式ＷＥＢサイトか
池坊華道会主催による、華道会 ら専用のパスワー
特別会員を対象にした指導者向 ドで視聴が可能と
け講習会「特別会員講習会」が、 なる。また支部の
インターネットの動画配信サー ご要望を受け、各
Ｄも配布し、支部

ビスを利用した自主学習型の講 支部に１枚のＤＶ
月より実施予定。

＜指導者向け＞オンラインセミナー 開催
本カリキュラムは、初

様子やアンバサダーの応

塩月さんの池坊訪問の

グルー
LINE

講座を開催します。※８月中旬配信予定。

全国の青年部を対象に、第３回オンライン

第３回青年部オンライン
講座のご案内

心者が「立花の基本」を
学ぶ学習方法の一つとし
て２０１１年に発表。指
導者にとって教えやすく
教材の購入および使用 生徒にとって学びやすく
ルを定め、草物から学ぶ

詳細は、青年部の都道府県別

プでお知らせします。まだ青年部に入部され

声掛けいただき、入部をお勧めください。

seinenbu@ikenobo.jp

池坊総務所青年部事務局

の講義とデモンストレーション 用いる。新規受講者の教 ９２２、テキストや指定 立花を習い始めた方、基

序立てて学習できる。

電話０７５
（２２１） イントを押さえながら順

【お問い合わせ】
講となるため実技は行われない。 部宛にＤＶＤと共に案内 課

で構成される。録画映像での受 材の注文方法について支 花器等は池坊総務所教務 礎を身につけたい方がポ

指定花器を用い、 ていないお弟子さんがいらっしゃれば是非お
花の基本と応用』を学ぶ。講師 （指導者マニュアル）を 電話０７５（２３１）４ ている。

キュラム』
の指導法を中心に
『立 門カリキュラム』の教材 わせは池坊華道会管理課 に応じて目標が設定され

受講に関するお問い合 内容。３部構成で、段階

受講する必要がある。

特別会員の指導技術の向上と指 可能とする。詳細はＤＶ には、特別会員講習会を するために、独自のルー
導法の伝達を目的に開催されて Ｄと共に 月頃に案内す

１３

この取り組みは、知識と

稲田新吾京都市教育長か 共 に、
『
た（２０１９年度から一 月 日現在、嘉楽、下京、
花 の られた見本花を示され と講評された。
Ikenobo
塩月さんはアンバサダ
部の学校で先行実施）
。 京都御池、音羽各中学校で ら「中学生の皆さんには、 甲 子 園 2022
』 の 大 会 ながら「いけばなでは

一回実施することとなっ シスタントの協力を得て７ との感想が聞かれた。

いけた作品と共に記念撮影
１１

している。

池坊のいけばな体験の様子（京都市立音羽中学校）

同講習会は、２００７年から の集まりなどでの視聴も

習として

２１

４８

４５５０まで。

詳細はこちらから

【お問い合わせ】
池坊総務所 教務課
電話075（221）4550

➡

１２ ７２

いる。今年度は『立花入門カリ る。講習会では『立花入

１０

改定価格
定価 特別価格
￥4,200 ￥3,400
￥9,800 ￥7,900
￥6,800 ￥5,500

〈一例〉
現行価格
品名
定価 特別価格
自由花指定花器 ￥3,600 ￥2,920
生花指定花器
￥9,300 ￥7,500
立花指定花器
￥6,000 ￥4,800

２５

１０

特別会員であれば誰でも、公 する。

このたび、資材高騰に伴い、入門カリキュラムの花器・剣山
全ての定価および特別価格を改定いたします。
2022年 8 月 1 日（月）受注分より改定価格を適用いたします
ので、ご了承ください。
なお、お稽古ノートの価格は据え置きとし、今回変更はござ
いません。

Ikenobo花の甲子園2022
大会アンバサダー
け い と
NMB48塩月希依音さんが
いけばな体験
講習会の動画から

実施に当たっては、京

※国内の特別会員が対象です。

都市教育委員会が京都い

２０２２年度 特別会員講習会
10月より配信開始

池坊華道会 学校華道課では、学校華道導入事例、伝統文化親子教室実施
についてオンラインセミナーを開催する。学校華道や伝統文化親子教室で指
導をしてみたい方や日頃の活動での疑問点を解消したい方などから、ご質問
を募り双方向での会を予定している。
■参加対象：池坊華道会員の方すべて
■開催日時：
①学校華道の導入事例のご紹介
2022年 9 月 8 日（木）18：00～（ １ 時間30分程度）
学校華道で活発な活動をされている方をお迎えし、独自の学校華道での
活動などをご紹介。
◇申込締切：2022年 8 月31日（水）
②伝統文化親子教室（文化庁事業）のご紹介
2022年 9 月21日（水）18：00～（ 1 時間30分程度）
伝統文化親子教室（文化庁事業）の開催ポイントをご紹介。
◇申込締切：2022年 9 月13日（火）
■開催場所：Zoomでのオンラインウェビナー形式
■申込方法：Googleフォーム（右のQRコードから）
参加日の ２ 日前までにメールで参加URLを案内する。
【お問い合わせ】（一財）池坊華道会 学校華道課 school@ikenobo.jp
※当件についてはメールでお問い合わせください。

入門カリキュラム 花器・剣山 価格改定のお知らせ
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札幌支部創立

周年
周年記念花展

三重たちばな会グループ
発足記念花展

様に巡視もしていただき、

に綴り、その思いを作品 直に受けられ、事務総長

にしました。

県知事様、市長様他ご

青年部も同時に発足し 皆さん大喜びでした。

ましたので、今回は合作

として、部員の親睦をは 来賓の方々にもお越しい

周年・青年部

池坊三重たちばな会グ た。そして今回、発足記

壮年部
北海道教育委員会、 瓶ご巡視になり、優
池坊札幌支部創立 周 海道、

かり、協力し合い大きな ただき、新しい会の発足

札幌市、札幌市教育委員

ループ発足記念花展（小 念花展をテーマ『和・う

周年・青年部

の花びらを付け、バラの しました。

日の両日、三重県・四 総長池坊雅史様、特命教

日市市文化会館第一展示 授竹内稔晴先生をお招き

に、そしてその下にヒマ く華やかな花展、季節感

来場の方々からは明る

花びらが空中に舞うよう
それぞれの師から受け

ワリ、トルコギキョウを のある作品が並びとても

しい作品となりました。 くのお褒めの言葉をいた

配し、華やかな青年部ら 素敵で癒されましたと多

〈令和４年５月１日、 けつなぎ、人と人との和

会員の花形は自由とし だき、来場者は２日間で

技術を若い生徒たちへう

池坊専永宗匠よりグルー を大切に楽しくお花をい

て、自分らしいお花をい ７００名を超え大盛況の

幕を閉じました〉（写
引立教授者は、 けていただきました。家 中、
引立教授者８名の小さな 境を整えよう、など皆で りました。

プ設立の認証をいただき、 ける、お稽古ができる環

報告。

以下、小森代表からの 継いだいけばなへの想い、

など計 瓶を展示した。

室で開かれ、大作、中作 して開催しました。

ら吊るした釣り糸にバラ 励みとなるお言葉を頂戴

しくお声をかけてい

年 壮年部

地元のテレビ局が

おりました。
取材に来られ、夕方

森章生代表）が６月 、

作品としました。天井か を報告、皆さんの作品に

以下、花展実行委員長

数１９４瓶を展示した。

周年記念花展（佐々木 会などの後援を得て、総
日まで、北海道

耶須花支部長）が６月

日から

札幌市の丸井今井札幌本 の鈴木晶子中央委員から
ました。入場口には

のニュースにも流れ
◇
壮年部・青年部の
「お

店 大 通 館９階 催 事 場 で の報告。
〈コロナ禍に
迎え花」が交代で飾

◇

より２年間延期
られ、社中ごとの展

学生席

瓶が入り口に華

ーマに背中を押

会も無事に終了し、心に

場いただき、式典・祝賀

佐々木康人教授ご指導 やかに展示されました。

され当日を迎え のもと、間隔を空けて作 併せて「わくわくいけば

支部員一同、池坊のお花

を設け、 残る花展となりました。
品が並び、ご来場の皆様 な体験コーナー」

初日は池坊専 にゆっくりとご観覧いた 年齢問わず喜んでいただ

ました。

水俣支部花展
『花一輪…
くらしをゆたかに』

このたび水

俣市役所新

庁舎落成を

祝してささ

平塚厚木支部
青年部ミニ花展

名が

参加しまし

は約

た。御 住 職

様のご厚意

により本堂をはじめ、お

花供養会・物故者法要

池坊平塚厚木支部（市

やかな支部展を開催。市

寺全体を使わせていただ

池坊水俣支部花展（広

民の皆さんに心が安らい 橋昶支部長、金子寿美子

きました。

を次の世代に繋げる者と

して精進してまいりたい 田治子支部長）が『花一

で感動と癒しの花をお届 青年部長）が５月 日、

〝 久 し ぶ り きました。
永宗匠のご臨席 だ き ま し た。

輪…くらしをゆたかに』

５千人にあと少しとい

を賜りました。 の花展でたくさんの作品

と思います〉

けできたらと、立花、生 神奈川県海老名市の長高

日からいけ込みを行い、

名が大作３作、中作８

作を含む総数 瓶を展示。

以下、市橋支部長から

来場者にプレゼントしま

を作って展示し、それを

ルダーを入れたこけ玉）

今回は小さな花入れ（ホ

〈毎年、長高山海源寺

しいお言葉をいただきま 支部ゆかりの物故者法要

催してください」とうれ において花供養ならびに

てくださり、盛会のうち

きなこけ玉を持って帰っ

した。皆さん、喜んで好

も
「明るくていいですね、

癒 し に な り ま す 」「 市 役

所は初めて来ましたが、

花が見られて良かった」

などうれしい言葉が聞け、

開催して良かったと感謝
しています〉

支部総会も和やか

に終了しました。

した。職員の皆さんから を行っております。今年

た だ き、
「また花展を開

市長様にも鑑賞してい の報告でお知らせする。

さいました。

青年部ミニ花展は前日

会場では一瓶一 が見られて楽しかった〟 うほど多くの方々にご来

をテーマに６月 日から

花、自由花、総数 瓶を 山海源寺で青年部ミニ花

２期に分けて展示しまし 展と第８回花供養ならび

日まで、熊本県の水俣
支部に貢献してくださっ 市役所ロビーで開催され

第 回池坊秋田支部花 の秋田拠点センターアル 約４㍍の古典砂物に挑戦 ス花器を何本も用いた大 念式典・懇親会は、長年

展―支部創立 周年記念 ヴェ１階で開かれた。期 しました。地元秋田でこ 作 自 由 花 を 制 作 し ま し

た。
平日にもかかわらず、 に物故者法要、支部総会

れた」と と思います。節目の花展
の声が聞 を終え、さらに支部が発
かれまし 展するために若い方の感
た。また 覚も取り入れ一人一人が
事務総長 意見を言える支部を、皆
参加のも の力添えをいただきなが
とでの記 ら目指したいと思います〉

２４

１５
瓶が展示された。
〈コロナ禍の中で自粛

以下、
広田支部長から。 多くの方が見に来てくだ を行った。

秋田県教育委員会、 のような作品を見る機会 た。さらに学校華道、伝 た方々へ功労表彰を差し 総数
花展―（石和田あや支部 間中、
秋 田 市 教 育 委 員 会、
（ 一 はほとんどないので、皆 統文化親子教室から多数 上げ、感謝の意を伝えま

日には池坊雅史事務 談会も行い、改めて感じ

青年部は「ウクライナ 気なお花で彩りました。 支部の若い人たちとの懇 生活が続いていましたが、

社）秋田県芸術文化協会 大変感動されていました。 の出瓶があり、会場を元 した。事務総長を囲んで
などの後援を得て、総数

に心を寄せて」をテーマ

るところがありました。

１３９瓶を展示した。

期間中約２千人のお客
「励まさ 様に楽しんでいただけた

いただき

らの報告。
〈コロナ感染拡大で延
期された記念花展は、森
部隆特命教授のご指導の
もと、古典から自由花ま
で意欲的に取り組み、見

長）が『咲きほこれ…光 応えのある内容になった

の先へ』をテーマに６月 と自負しております。

事務総長のご巡視

３２

１４

◇

となった記念花
示「わくわくコーナ

２５

以下、石和田支部長か に黄色と青の細長いガラ 総 長 に 丁 寧 な ご 巡 視 を

２６

１８ １４

一日となりました〉

に開催でき楽しい

会場の様子

１７

開催された。期間中、北

展、今だからこ
ー」は〝会員の方の和が と好評でした。

８５

土・日には学校華道の グループを立ち上げまし 和気あいあいの花展とな 師への想いを２００文字 元から竹内先生の指導を 真・会場で記念撮影）

そ、こころ踊る
『 Waku
★ Waku感じられた〟とお声掛け

２６

ただき涙ぐむ会員も

けつなぐ』のもと、事務

40

いけばな』のテ いただきました。

皆で記念撮影

９０

30

90
宗匠のご巡視
支部役員一同で、間口

花展会場の様子

８０

、 日の両日、秋田市
２６

３２

５５

第55回
秋田支部花展
―支部創立80周年
記念花展―
２５

４０

２８

２０

１５

４０

３０
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小倉支部

毫「松翁頌徳碑」
の題字に華務課長
上野啓純氏の文章
の石塚がありま

福岡支部
筥崎宮五月大祭献花祭

日の

した。

期間中、本殿
回廊に福岡支部
として約 瓶の
いけばな作品を

月認可︶

﹁総華督﹂取得者
︵

田中泰月▼

本郷 翠

▼美唄 坂下迪仙、進藤
松▼東都橘会

池坊福岡支部（野上久喜 献華奉納させていただきま 淳 子 ▼ 函 館 中 央

合支部にご協力いただきな 支部長）が５月 、

す。小倉支部では福岡県連

物故者法要
池坊小倉支部（小林理佐

支部長）が５月 日、福岡

松田

大澤梓峰、鶴

がら、この碑を守り続けて 両日、福岡市の筥崎宮回廊

（以上、

名）

スをいただき、教授者、会 るようにしています。

先生方から色々なアドバイ に、壁に貼って全面が見え

話０７５
（２２１）
２８３８。

池坊総務所華務課まで。電

お問い合わせは華道家元

発送中です。

旬の華務課受付分について、

免許状、席札など６月下

免許状申請
発送状況



福田佳子

増井清月▼下松

海上自衛隊をはじめ、筥 横浜靄生会

県北九州市の広寿山福聚寺
の方々に癒しのいけばな作 阪

熊谷典子▼松

日の日本海海戦記

〈毎年、福岡市の筥崎宮
で５月
念日に合わせて「さつき大
祭」が開催されています。

今年で１１７周年であり、

海運と勝利の神様である筥

崎宮で日本海海戦の偉業を

しのび、海洋殉難者を慰霊

し世界平和を祈念する祭典



以下、野上支部長から。 品と好評を博しております〉 敬子▼長崎中央

これからも、この碑を守 行った。
き継ぎながら活動を続けて

された広寿山福

聚寺には、四十
です。
支部への移籍なども加わり、 室の活用
名の大 ・継続する生徒の免状の取

桑名支部主管
５月 日、三重県桑名
市・柿安シティホール

豊橋支部主管

６月 日、愛知県・
豊橋市公会堂

講義を行い、 作品・大作もい

けられました。

生花では一種生、二種生、三

花をいける心を学びました。

お迎えし、１７０名が技術と

〈笹山安文先生（講師）を

品に参加できて楽しかった」と

の会員と一緒に考えました。「作

られ、花材・色・配置など会場

色々な葉を色々な使い方でいけ

やすい講義でした。自由花では

種生、小花の一種生と、わかり

半日開催にもかかわらず、先

〈池坊客員教授小林義子先

小草でいける生

ただきました。

ナーレ作品では

ト花器に、フィ

作品をプレゼン

た〉
（白井まさみ支部長）

た時間を過ごすことができまし

会場に一体感が生まれ、充実し

笹山先生の熱意も感じられ、

も当たり大喜びでした。

言っていた小学生の子は、お花

生はテキストに沿って丁寧に

第１部では、

生花正風体、新

風体を花の出生

を詳しく説明し

生をお迎えし、巡回講座を開

花では、ヒメヒ

ながらいけてい

催。１００名ほどの受講者を
員の皆さんと力を合わせて

オウギをプレゼ

豊田支部主管

だきました。

また、今まで支部長以外 迎え、先生に「聖徳太子と六

◇

幅な減少でした。また高齢 得が増えているので、この

この危機的状況を乗り越え

ント花器にいけていただき、

◇

化の波も押し寄せているこ 機会に保護者の方たちもお

ていきたいです。１０１年 の役員が支部内でどのよう 角堂・池坊」の講義を始めて

大変好評でした。

◇

とから新年度早々教授者会 稽古していただき、免状の

目の新たな出発の年、諸先 な仕事をしているのか、会 いただき、その後 作のデモ
部が２００年目を迎えられ ありませんでした。

ただき、自己紹介をしなが
ら簡単に支部での仕事の内

５月 日、愛知県・
豊田市福祉センター

色違いのガラス

水盤に塩ビとシ

ルバーミラーを

使った爽やかな

自由花をいけて

いただきました。

短時間ではありましたが、受

講者の皆様には満足いただき、

「半日でも充実していた」「小

映像も評判が良く「小草の生花

印象深かったようです。また、

（足立富子支部長）
自由花では父の日にちなんだ た〉

花の生花のデモンストレーシ

は映像がわかりやすかった」「家

元と次期家元のお言葉も親しみ

ョンはとても感銘を受けた」

など、とても好評でした。

が増す映像だった」など、皆さ

容を伝えていただきました。

ん充実した半日を過ごされたよ

小花のデモンストレーショ
〈佐藤嘉忠先生（講師）を

うでした〉
（白井清子支部長）

巡回講座日程

開催日程、詳細は池坊ＷＥＢ

サイトでご確認ください。

教務課 電話０７

格を持たせるた

とした器が必

５
（２２１）
４５５０

【お問い合わせ】

要」との説明は

めには「きちん

スの器にいけ、

シモツケをガラ

アやピンク色の

イロンライティ

ボランティアで支部の仕事 お迎えし、１７０名が受講。 ンは白い小さな花を付けたセ

支部会員に、役員の方々が

１２

第２部では、立花・生花を、 無事に終了することができまし

議で危機感を持って話し合 取得を勧めたい。
め

ています。

るよう努力することが、私

川井弘子支部長からは、

研究会の前に、支部役員

・即戦力となる引立教授者

たちの使命であると感じて の先生方に壇上に立ってい

◇

の入会が必要不可欠。候補

◇
◆プラス１（ワン）作戦

おります〉

◇

生方には、積極的に入会を
◇

名中実働数 勧めていただく。
◇

プラス１作戦、６月現在

をしてくださっていること、 先生は、時お

名。

多田典子支部長から、支 ◆支部の広報誌「はなひろ ８名の方がお稽古を始めら 花こみちの活用方法と、支

会費は研究会の際の会場使 り秋田弁も交
とも知っていただきました。 よく丁寧に説

参加者からは

られました。

作品もいけ

〈
「花こみち」を知らない

た〉

会員からもとても好評でし 明されながら

で満１００歳を迎えました。 ぶ仲間を誘っていただく。

何事も簡単ではありませ てくる２部の「花こみち」

月に産声を上げ、今年５月 声かけをし、一緒に花を学 始めることになりました。 いので、支部あてに送られ

もと、会員が友人・知人に があり、月２回のお稽古を 若い研究生にも知ってほし

「花友の輪を広げよう」の 保護者から現在７名の希望

れました。目標まであと８ 部研究会で行った取り組み

ラス

東京華道会支部

・教授者が今年度中にそれ のお弟子さんをお持ちの先
・引立教授者

ぞれ１人弟子を増やす。

◇

輩が繋いでこられたこの支 員に知っていただく機会が ンストレーションをしていた

教授者２名を含む

６０

で筥崎宮五月大祭献花祭を 崎宮近隣住民などたくさん 春水▼飯田

おります。
り続けた先人達の想いを引

日、広寿山福聚寺において
まいります〉

提寺として建立

小倉藩祖の菩

行いました。

る物故者法要を

の気持ちを捧げ

先輩の方々への慰霊と感謝

〈新緑冴えわたる５月

以下、小林支部長から。

で物故者法要を行った。

２８

部の会員増に向けての取り ば」で協力の呼びかけ

た。

デモの様子

２７

今年度は引立教授者の他 ◆伝統文化親子いけばな教 んが、支部長を経験された を、月１回の研究会のとき

１１

〈人吉支部は大正 年５

５ 月から全国各地１７０カ所で開催中の「いけばな池
坊巡回講座―Ikenobo 2022―」
（主催・池坊中央研修
学院）
。第 １ 部「Let’s生花」
、
第 ２ 部「Let’sいけばな」
をテーマにし、 ７ 月25日現在、101カ所が開催された。
以下、３ カ所で開催された様子についてお知らせする。
１１

会場の様子

１０

巡回講座
いけばな
22

２９

三世専啓宗匠揮

碑の前で記念撮影
い、次の取り組みを実施し ◆引立教授者への入会の勧

３２

名ですので、目標数はプ

１９

名です。また、親子教室の について教えていただいた。 用料などに使われているこ えて、テンポ

人吉支部

１６

組みについて報告いただい ・ 今 年 度 の 支 部 の テ ー マ

今年春に実施したアンケートから、

２７

２１
支部の取り組みをお知らせします。

１１

２６

デモの様子

１６

支部長
アンケートから

本殿回廊の展示

２１

第616号
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４月より再開したが、コ
ロナ前とまではいかない
状況である。
そこで、より多くの会

特別会員部門
華道家元賞（１位）

一般会員部門
アンナ・ナザレコ（東

華道家元賞（１位）
梁偉怡（香港支部）
ヨーロッパ支部）
郭妤瑄（高雄支部・台

ジェニー・ホリー（イ 次期家元賞（２位）

員が本部事業に参加して 次期家元賞（２位）
いただきたいと考え、今
回、海外会員が参加でき リノイプレイリー支部・
湾）

章綺雯
（高雄支部）

きらめるこ

されたのが斑鳩宮（奈良県斑

聖徳太子の宮殿として造営

ただき、庭園のお

ら

キロメートル近く離れた

（明日香村）でした。そこか

当時の政治の中心は、飛鳥

に来ているところでしょうか。

ます。工事の進捗状況を視察

た黒駒に乗る太子の姿が見え

建物の右側には、前回登場し

事の様子が描かれています。

に着工したといわれ、その工

鳩町）です。太子三十歳の時

とはないで

しょう。
キーウは

爆撃を受

け、命を守
るためにも
避難せざる
をえません
日以

でした。２
月

降、ウクラ
イナ西部の

れ、また蓮の種は千年の 小さな村に避難していま
時間を経ても芽が出て成 す。日常に戻れる日が来
長すると言います。池坊 ることへの希望として、
がまいた種はどのような 花ばさみを最小限の荷物

は特別な機会をい

スタディグループ

づるも染まらず」といわ 由を守るために戦い、あ 真を撮りました」

に、立花新風体を出瓶し

茶室に「闇を超え、
新しい希望と勇気
をもたらす」とい
うテーマで春の色
セルト市の日本庭園で４ が満ちた立花新風体を展
展示期間中、３０００

月１日から３日までいけ 示しました。
ばなを展示した。

池坊のいけばなを楽しま

エルス・クラース代表 人を超える観客が訪れ、
から「今年で 周年を迎

えるハッセルト日本庭園 れました。皆さん「池坊
では毎年４月１日に『花 の精神」に興味を持ち、
見祭り』が開催され、一 たくさんの写真を撮って

池坊中央研究所

絵で見る聖徳太子の一生⑯

るインターネットコンク アメリカ）

４位

徐瑞源
（台湾支部） ５位

ウクライナ）

４位

王邇潔（台湾幸梅

ー ル「 Ikenobo World３位 ナザレンコ・ハン ３位 邱仁容（台湾華心
」を開催することに ナ（東ヨーロッパ支部・ 支部）
Cap

なった。
海外１２０支部・スタ
、林達震（台湾華心
野田典孝（ニュー 支部）
支部）

５位
ヨークシティ支部）

なりました。

以下、各部門の受賞者 に技術を高めあう機会と ました。蓮は「泥より出 下にあります。私達は自 のシーツを背景にして写
を発表する。

後の花展ではもっと多く

た。

ベルギースタディグル

①

コロナウイルスが世界

的に流行し、池坊の海外 ディグループに所属する
日の募集期間中に

華道家元賞受賞者のメッセージ

コロナの間も、本部主催 しい状況に遭っても、い の中に花を咲かせ、千年 先でもオンラインでお稽

私たちはいろいろな難 困難の中でも、人々の心 の中に入れました。避難

外会員の方々はインター ス、オーストリア、カナ

のさまざまなオンライン けばなをいけ続けていま 以上続くようにと願いを 古しています。芸術が今

梁氏
「とても光栄です。

ネットやＳＮＳを活用し、 ダ、ドイツ、スイス、イ

の私の気持ちを支えてく
ナザレコ氏「キーウで れています。
村では写真もプロに頼
年になります。ご存知の むことはできませんし、

し続けることができます。 る人に希望と祝福を与え いけばなを習い始めて１

研修学院の先生方と勉強 勇気をもたらし、花を見

講習会が実施され、中央 す。花はいける人に力と 込めました」

り、海外でのいけばなの 中国）から特別会員の部

華道会では、今年度よ イナ、モルドバ、香港、

お稽古を続けてこられた。 ンド、フランス、ウクラ

ような状況の中でも、海 ピン、スペイン、イギリ

華道家元賞（一般会員） 華道家元賞
（特別会員）

今回の作品は蓮を使い 通り、ウクライナは戦争 白い壁もないのでベッド

この World Cup
普及・振興活動を活発に に１０５名、一般会員の また、
は、 ます。

させるため、海外支部で 部に 名の応募があった。 世界中の池坊人がお互い

も一般会員制度を導入し
た。海外への講師派遣は

を伴った花展となりまし ヤング美術館で開かれた
「 Bouquets to Art
た。多くの会員より、今 第 回
」
池坊の作品を出瓶したい
という希望の声があがり
ました。初日には私が約
１時間にわたり立花、生
花、自由花のデモンスト
レーションを実施し、１
多くの質問を受け付け、

００名を超す来場者から

シフィック支部・サンフ

またラム前支部長は、

との報告。

日の両日ゴー の花展に 瓶を出瓶した。 い合わせもありました」

池坊を始めたいという問

、

ランシスコ地区の会員が スコベイエリア支部主催
５月

ジョセフ・ラム前支部

３８

ベルギー
スタディグループ
日本庭園の茶室に
いけばなを展示

いかるがのみや

斑鳩の地を太子が選んだ理由

線道路が造られ、太子道と呼

す。また、飛鳥との間には直

海外へと向けられていたので

す。太子の目は、難波経由で

運を掌握できたことが重要で

じく難波へ通じる大和川の水

が近くを通っていたこと、同

難波（大阪府）へ通じる街道

出されていますが、港のある

については、いろいろな説が

三十歳 斑鳩宮を造営する

ばれています。

斑鳩宮造営後、

西隣に法隆寺が建

てられました。し

す。奈良時代にな

ともに焼失しま

すが、その滅亡と

兄王に継承されま

死後、子の山背大

斑鳩宮は太子の

かったのでしょう。

えて描く必要がな

てこないのは、あ

縁起に法隆寺が出

異なり、六角堂の

ん。四天王寺とは

描かれていませ

藍はこの絵伝には

かし、その中心伽

②斑鳩宮を建てる人々と現場で遊ぶ子供たち

支部もさまざまなイベン 会員より、４月１日から

トが延期や中止となり、 ６月
の国・地域（アメリカ、

とが困難となった。その 台湾、オランダ、フィリ

普段のお稽古も続けるこ

３０
７１

かれたいけばなインター 長から「コロナウイルス

ルデンゲートパークで開

１４

いけ込みの様子

との報告。
般公開されます。今年、 おられました」

２０

イケノボウ ワールドカップ

花展に出瓶

池坊カリフォルニアパ

パシフィック支部

２２

３０

皆で記念撮影

６月７日から 日までデ・ ープが、ベルギー・ハッ

②

海外会員向け
インターネットコンクール
「Ikenobo World Cup」

カリフォルニア
２１

ナショナルサンフランシ 感染拡大以降初めて集客

１２

◇

幅の一部）

◇

す。

けま

ドからご覧いただ

は、次のＱＲコー

※当連載の動画

◇

坊総務所蔵）第四

聖徳太子絵伝（池

東院です。
（画像・

中心とする法隆寺

れたのが、夢殿を

って跡地に建てら

①黒駒に乗る太子、そのうしろに調子丸

１６

２６

（6）
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今から 年前、娘の同

部の皆さま、ご指導いた

当日はお天気も良く、

だきました家元の先生方 新聞社・テレビ局の取材
に支えられ学ばせていた がありました。また世界
「鈴木大拙」ゆかりのお

だき、この日を迎えるこ 的 に 有 名 な 仏 教 哲 学 者
とができました。

『 さわやかな風にゆれて

～癒しの花～』

の花で

生花・

自由花・

『花 おもてなし』
熊本東支部
中嶋社中展

以下、中嶋氏

からの報告。

〈恩師上津原

將仁先生（名誉

教授）の卒寿をお祝いさせ

立花の

さまざまな形の作品

ていただき、社中と共にお

池坊熊本東支部（陳内千

を出瓶し、日頃のお 恵子支部長）の中嶋惠華常

日から

祝いの社中展を開催させて

稽古の成果を見てい 任委員が５月

東館８階ふれあいギャラリ

ただくことができま まで、熊本市の鶴屋百貨店
した。

ホールのイベント ーで社中展を開催した。

以下、大西支部長から。 に来られた方々から

「花を見ると落ち着

ら 歳の方まで、出瓶者

れしく思います。小学生か

無事に開催できたことをう

めずいぶん心配しましたが、

コロナ禍の開催だったた

いただきました。

日

華佑会支部・上原社中展
池坊華佑会支部（大西

これからも、社中一同 寺が会場ということもあ 一子支部長）の上原よし

民ホールロビーで開催さ

日、滋賀県の守山市

級生と娘がお花のお稽古 さらなる精進をして池坊 り、５００名以上のお客 ゑ常任委員の社中展が５

て実施いたしましたが、

体験教室も４回に分け れた。

号になりました。それか を広めてまいりたいと存 た。

以下、増 をしたいと弟子１号、２ のいけばなの素晴らしさ 様にご来場いただきまし 月

催した。

に～』を開

ての人と花 た。

各地の社中展から
『 （サンキュウ）
感謝の花展

～すべての人と花に～』
子氏から。

茨城県南支部・増子社中展
池坊茨城県南支部（山
〈５月の薫風の中、２ ら多くのお弟子さんや支 じます〉
日間にわたり社中創立

〈コロナ禍で支部花展

きますね」
「入った

の徳證寺で 開始前から定員いっぱい

『和・輪・ の予約をいただくほどで の開催を自粛し、３年ぶ

瞬間お花が目に入

Ｑ＆Ａ

口雪江支部長）の増子桂
泉常任委員、白石美由紀

『 和・輪・環 みんなで笑って

環 み ん な した。ご来場の皆さまか りに上原よしゑ最高顧問

ら温かい励まし・応援の の社中展を開催しました。 り、明るくなりまし

しょうか？

ぜとどまっているので

る渡り鳥の白鳥が、な

ら越冬のため渡ってく

ます。シベリアなどか

には、数羽の白鳥がい

【問】六角堂境内の池

題します。
（答えは８面）

白鳥にまつわるクイズを出

な生き物がいます。
今回は、

六角堂境内にはさまざま

祈っています〉

過ごせるときが来ることを

一日も早く、昔のように

い時間を過ごしました。

も華やかになり、皆で楽し

も出瓶してくださり、会場

れていました。上津原先生

名がとても楽しんでいけら

３４

、 日の両日、 周年の記念花展を開催し、
社中一同、喜びと感謝の

お花を生けましょう 』
で笑ってお

た」などのお言葉を

石川支部・荒木社中展

池坊石川支部の荒木満 花を生けましょう』を お言葉もたくさん頂戴い 『さわやかな風にゆれて

いただき、作品を何

た。

一日だけの開催で

したが、いけばなの魅力

を訪れた方に感じていた

だき、テーマ通りの癒し

の花いっぱいのロビー展

になったと、上原先生も

とても喜んでおられまし

年から に写真と共に「花こみち

９３

２２

上津原先生を囲んで

氏が５月
茨城県取手市の取手ウェ
ました。多くの方々のご

ル ネ ス プ ラ ザ 多 目 的 ホ 気持ちを込めてお迎えし
ールで増子社中創立 周
年記念花展『 （サンキ 来場をいただき、無事終

テーマに社中展を開催し、 たしました。私をはじめ ～癒しの花～』というテ
社中一同、一生の宝物と ーマのもと、

度も見てくださって

名が 瓶を展示した。

以下、
荒木支部長から。 なる記念の花展になりま
〈令和２年３月に石川 した。これもひとえに華
県文化奨励賞を頂いた事 道家元池坊の教えのもと、

を記念し、社中展の開催 諸先輩の方ならびに関係

を決めてから２年余りが 者各位の多大なるご支援
経ちました。テーマのよ のたまものと感謝してお
これからも一層、
うにみんな笑顔でお花を ります。
っております〉

いけることを目標に、練 精進してまいりたいと思
習に励みました。

いた姿が印象的でし

名が初夏

日の両日、石川県白山市

ュウ）感謝の花展～すべ 了することができました。 由美支部長が５月 、
ご来場の皆さまから

「コロナ禍でこのような

催しは久しぶりで、心が

癒されました」
「生のお

花は格別で、２日間の展

示ではもったいない」「皆

さんの作品に良い刺激を

受けました」など、たく

さんのうれしく励みにな

る言葉を頂戴いたしまし

た。これからもお稽古を
物庫の中に長さ１㍍位の

これまでお導きくださ 重ね、各々の技術を高め
ガは宝物として 邸・州議会議事堂に招待

かけてあり、また壁画の はじめ、諸先生方に心よ

土にまみれた花束が立て いました池坊専永宗匠を ていきたいと思います〉
と交流もでき、貴重な体

中に王様に蓮の花を捧げ りお礼申し上げます。私
ているもの、花瓶に水を も命ある限り花の道を歩

式は自由。行事などは開

寄稿は約６００字で書

投稿歓迎

大事にしていま されるなど、現地の方々
す。

その後学院では年齢制 験となりました。
限の一歩手前で柴田英雄

差しているものなど興味 んでゆく覚悟です〉

どの国にもお花があり
先生の研究室に入ること ました。一番心に残った

歳。平成

福田師は昭和８年生ま 催後なるべく１カ月以内

◇
をそそる花のレリーフを
の人も心は変わらないと れの

年まで支部長を務め、 係」までお送りください。

周年青 〒６０４―８１３４
の遺産があり、古代神殿 年部

いと思っています。池坊 展に尽力。また引立教授 （一財）池坊華道会 花こ

hanakomichi@ikenobo.jp

みち係。

ました。以来、私の頭か る先生にお聞きすると、 回りました。タイでは王 つの素晴らしい作品に魅

れてきた。

も後世まで、永遠に続い 者、後進の育成に努めら

２５

ら作品集が離れず、池坊 先生は目の前で切って教 妃様のご巡視があり、イ 了させられました。ツタ

京都市中京区六角通東

イギリスなど、 らゆらと、さらに雄大な
常道集』に出合い、あま なりました。シャガ切り ドネシア、

のマヤの壁画などを見た 催するなど支部の運営発 洞院西入堂之前町２４８

周年記念花展を開

りの素晴らしさに感動し が上手にできず、恐る恐 振り返れば カ国余りを ナイル川が背景となり一

世界にはまだまだ多く 在任中支部創立

思いました。

◇
見つけ、古代の人も現代

◇
ができ、先生にはゼミや のは、エジプト・ヒルト
花。真っ赤な大輪の花が

３日間教室などで長年お ンホテルのレストランの
世話になりました。

海外での池坊展にも参 細長い花器４瓶に入り、

８８

私のいけばな人生

４６

ていくことでしょう。

３３

２０

よりみち六角堂

３９

故亀澤香雨先生の『立花 の教室で勉強することに 加し、韓国、タイ、イン 後ろに鉢植えのヤシがゆ

〈お花を始めたある日、 卒業して晴れて亀澤先生

会場の様子

４３

１５

39

中央研修学院の特別科を えてくださり、そのシャ ンドネシアでは大統領官 ンカーメンの王墓では宝

白鳥の親子
（2018年 6 月撮影）

２２

１４

８０

常任委員
東京華道会支部
准華老補

２９

１８

福田貞枝師

全員でいけた大作

２２

３９

３９

多くの来場者でにぎわう会場

１４

２１

３９

第616号

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

花菖蒲まつりイベント

礼式生披露

東海支部・伊東氏
池坊東海支部（宮田喜

久和支部長）の伊東菊枝

当日に向けて社中一丸

まつり」の緑化体験＆ス の皆さまで賑わいました。
テージの依頼があり、ま
つり名にちなんで菖蒲の となって稽古しました。
一種生を池坊の礼式生で このような機会を賜り、
披露しました。東海支部 いけばなをしていて良か
時と

［支 部 花 展］
◇『花とともに～♪』池坊釧路支

数

瓶。

日）

北海道滝川市・ホテル三浦華園。総

池坊滝川支部花展（８月 ・

◇『さやけき風ー夏の終わりに』

時の 一同、これからも頑張っ 路市交流プラザさいわい。
総数 瓶。

の礼式生用のテーブルを ったと感謝します。社中 部花展（８月５・６日）北海道・釧
お借りし、

愛知県岡崎市の東公園で 大変喜んでいただき、関

古民家に花を
◇『いけよう花を つなごう明日

鶴のように細い首

き立たせてくれま

利（ そ ろ り ）」 と も

無地のものは「曽呂

す。中でも古銅色で

いかもしれません。

並べて用いても面白

は、複数個の鶴首を

現代の自由花で

を 思 わ せ る 花 器 で す。

呼ばれます。これは

おとなしく、そろり
とした雰囲気からと
も。
花材が持つ自然な
か、花材の部分の美

で取り扱っていま

※鶴首は日本華道社

姿を優雅にいけるほ
に注目して意匠的に

す。

に執り行われた。

山地貞子氏（雅号・秋

雲、元

札幌和

年池坊入門。副

支部長を務め支部運営に

伸会支

昭和

尽力。支部から「帽子の

日逝去、

部長、

総華督）６月

似合う素敵な優しい先生

で、的確なアドバイスで

いけばなインターナショナル

指 導。 Ｉ． Ｉ．
、日本伝

統文化国際交流協会の会

員時には海外に赴いて活

歳。告別式は

昭和

日に執

年池坊入門。平

り行われた。

年まで支部

年間い

「
“

歳から青春”が口

伊那支

癖でマジシャン、書道、

日に執り

日逝去、

部、総

任委員、 け ば な 奉 仕。 支 部 か ら

め、地下鉄駅に

長、地域団体で要職を務

躍されました」
との報告。 成 年から

年指導、多くのお弟子さ 行われた。

風、常

沖村直次氏（雅号・直

華督）６月
元旭川

年池坊入門。支

んを育て、皆に慕われた

社交ダンスなどご活躍。

明るく支部員をご指導く

ださいました」
との報告。

夏季休業日の
お知らせ



ら「最長老として教授者 会、池坊華道会東京事務

池坊総務所、池坊華道

前会津

会を盛り立て、
支部運営、 所、日本華道社は８月

日（火）

との報告。 まで夏季休業となります。
長を務め、支部の運営に 去、 歳。告別式は６月 動されました」

諸流行事など率先して活 日（土）から
くれたことが

尽力。支部から「池坊短 ３日に執り行われた。
昭和

年池坊入門。平

成 年から令和４年まで

利香氏を喪主に執り行わ アジア、アフリカ、欧米、 支部長を務め支部運営に

を述べられた。教学委員 長を務め、支部運営にも

若宗匠、事務総長は弔辞 山支部青年部長、副支部

総長が告別式に参列され、 に尽くした。地域では小

専宗様が通夜、雅史事務 デモを行い、華道の普及

さいました」との報告。

まとめ、盛り立ててくだ

けて前向きに支部内外を

支部から「支部花展に向

人センターで指導した。

れた。池坊専好若宗匠、 南米など国内外で講習会・ 尽力。長年会津若松市老

をはじめ全国各地から大 尽力。伝統文化こども教

光会支

東京花

任委員、

風、常

石黒匡子氏（雅号・静
支部から「誰にでも公

勢の門弟が参列し、海外 室立ち上げにも尽くした。
からも花が届いていた。

平成５年池坊入門。平 平で、気さくに接してく
年に池坊中央研修学 ださいました。ご指導も
院講師、今年から教授を 的確でわかりやすく、い

務めていた。また全米い つも楽しい勉強会でした」 部、総華督）６月８日逝

歳。告別式は 日

もいますよ、
ぜひ探してみてください。

８年６月６日に六角堂で生まれた白鳥

現在、５羽の白鳥がいます。２０１

ないのです。

取れません。なので白鳥は飛んでいか

は、飛び立つための十分な滑走距離が

離が必要です。六角堂の池の大きさで

客機と同じ要領で、かなり長い滑走距

体の白鳥が飛び立つためには、大型旅

場からすぐに飛び立ちますが、大きな

鴨などの小さな鳥は助走なしでその

解説

距離がないから

【答】飛び立つための十分な滑走

一番の収穫で

年まで支部 部長、華督）５月 日逝

若松支

任委員、 室、会社で指導。支部か

華、常 茶道共に婦人会、子供教

華・
樋口光子氏（雅号・光 長（諸流派）を務め、

先生でした」との報告。 部役員、上伊那華道会会

昭和
中央支

福田礼子氏
（常任委員、 地域では公民館などで長 歳。告別式は

用いても、草花を引

１８

常任委員社中は５月 日、 ２回公演。会場の皆様に て続けてまいります〉

開催中の「花菖蒲まつり」 係者からは「さすが池坊
さん」とお褒めをいただ

東京たてはな乃会Ｇ

手伝ってくれたお弟子さ

部長、
総華督）

２７

３０

４６

で礼式生を行った。
きました。
へ』
池坊根室支部花展
（８月 ・ 日）
北海道・根室市総合文化会館。総数

室内、 坪の庭の景観と

んたちと相談しながら、

どのように融合できるか、

依頼者様からの「モダ

有意義な時間を共有する

９５

１２

７０

その後
「いけばな体験」



日水氏

も行いました。子供
瓶。

グループ（森田榮代表）

池坊東京たてはな乃会

敵で、終わると花を
の日水操中央委員から以 甦った、とてもおしゃれ

たちの真剣な顔は素
手にうれしそうに帰
下の活動報告が届いた。 な空間です。
家レンタルスペース「オ ンに」との一言に少し

ことができました。何よ

９４
大を卒業し中研に通学。

年から

年池坊入門。平

日に執り行われ

日逝去、 歳。告
別式は

５月
りお弟子さん

た。

坪の吹き抜けの

頼を受け、６月８日のオ らも、
ープニングから 日まで

１１

１５
した〉

成

昭和

たちが「良い

アシス妙典」様からの依 プレッシャーを感じなが

〈千葉県市川市の古民

っていきました。私

たちも楽しませても

らいました。
オカザえもん＆グ

レート家康公「葵」

武将隊によるパフォ
ーマンス、クイズ大 花をいけてまいりました。

経験ができ

２５

２２

先 生 教えて
花 器のこと
器 のこと
た」と喜んで

１３

８７

２２

１６

会など盛りだくさん 昭和初期に建てられた酒

日、

５２

の行事で、親子連れ 蔵をリノベーションして

豊田光政教授
逝去

池坊華道会教学委員・
豊田光政教授
（小山支部）
歳。通夜は

が７月 日に逝去された。 成
享年

日に栃木県小

１６

４６

古民家に飾られた花

けばな特派講師はじめ、 との言葉が寄せられた。 去、

１１

よりみち六角堂Ｑ＆Ａ

６４

２６

９１

告別式は

山市の小山聖苑で奥様の

３０

１９

２５

６０

２１

野田学教授

【 ４ 】鶴首（つるくび）

１６

２０

２７
２８

１３

I KENOBOY S は、池坊のいけばなの魅力を P R す
ることを目的に2016年に結成された華道男子グループ
です。現在のメンバーは2020年11月から 2 年の任期で
活動しています。本年11月に任期の満了を迎えること
から、このたび、次期のメンバーを募集します。
【募集人員】若干名
【活動内容】パフォーマンス、ワークショップ、メデ
ィア出演やSNS 発信を通じた池坊いけばなの P R
【任期】2 年（池坊華道会と相談の上、再任は妨げない）
【応募資格】以下のすべての要件を満たす方
・池坊華道会の会員であること（学生会員は不可）
・職位が皆伝以上であること
・18歳以上（高校 3 年生は応募可）～39歳以下の男性
・支部および引立教授者の推薦が得られる方
【応募締切】 9 月２２日（木）必着
応募方法や詳細は池坊WEBサイトをご覧ください。
【お問い合わせ】
一般財団法人 池坊華道会 事業部
I K E N O B O Y S メンバー募集係
電話 0 7 5（ 2 3 1 ）4 9 2 2（代表）
メール ikenoboys@ikenobo.jp
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礼式生の様子

以下、伊東氏から。

I K E N O B O Y S メンバー募集
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〈岡崎市より「花菖蒲
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