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今
連日の酷暑となり、気候の急激な変化に振り回

年の夏は、いつになく長い梅雨から、いきなり
続きお体を大切にお過ごしください。

ち着かない日々が続いています。皆さまどうぞ、引き

たものとほぼ同じ文章なのです。大型台風も毎年の
えしていた京都の新教室「草月

そのような状況下ではありますが、草月では嬉しい

ように上陸し、以前は
「異 常 気 象 」とされていたもの
ランドオープンを迎えたのです。それに先がけて開催

されました……と、実はこれ、 年前の
『草』
に掲載し

が、もはや当たり前になってしまっているということ
した内覧会では、多くの方々にご来臨を賜りました。

出来事もありました。去る 月 日、かねてよりお伝

を改めて感じさせられます。加えて、今年は新型コロ
会員の方からは、オープンへの喜びと期待を一身に受

」
が、無事グ

ナウイルス感 染 拡 大の脅 威 もあり、依 然 として落

だから、おしゃべりはやめられない●

勅使河原 茜

」始動

けましたし、他流派をはじめとするお客様は皆、「こ
み入れない限り、その内部が外の目に触れる機会はほ

は東京の本部教室も、何かしらの目的をもって足を踏

みを積極的に行っていくことが必要です。そのために
は、いけばなはもちろんのこと、さまざまな伝統文化
との交流の空間にしたり、若いアーティストたちの発
表の場にしたりするのも面白いのではないでしょう
か。さらに、関西ならではのフレンドリーな気質をい
かし、好奇心で覗いてみた人を、「ようこそ、草月へ 」

だったとしても

という場は、実に多くの可能性

）
。しかし、草月

のある梅

所に直行直帰ということもしばしばです
（たとえ海外

テルの部屋にいるということも珍しくなく、目的の場

観光というものをしません。フリータイムはずっとホ

まな土地にお招きいただく機会はあるものの、滅多に

これを話すと驚かれるのですが、私は立場上さまざ

を秘めているのです。

しょう。草月

と招き入れてしまうことができたら、どんなにいいで

!

すが、水が合うというのか、波長が合うというのか、
妙に自分にしっくりくるのです。もろもろ落ち着いた
あかつきには、ぜひゆっくり時間をとって、周辺を一

京都の 階にあり、ガラス面が多く、非常に開放的な
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ています。

しみとセットにして、どうぞこの地の魅力を丸ごと味

はま

私がこのような気持ちになるのは、相性云々以前

会もきっとあることと思います。京都散策というお楽

だ動き始めたばかりですが、今後皆さんが足を運ぶ機

またま外を通りかかった人など、草月以外の方たちの

すべて私たち次第。ホテルや飲食店を訪れる人や、た

空間になっています。それをどういかしていくかは、

1

わってください。そこでお会いできる日を心待ちにし

るということでもあるのでしょう。草月
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に、やはり京都という場所がそれだけの力を持ってい

人で散策したいと考えています。

はホテルエミオン

の京都という地で、草月は一体何をしようとしている

の未来に胸を躍らせて

とんどありませんが、草月

「草月

1

んだろう」
と、興味津々の様子でした。そして、何より
私がいちばん、草月
いました。
ここは、ただ教室を開催したり、花をいけたりする
だけの場ではありません。以前の大阪教室、あるい
↓

心を惹きつけ、「ここに入ってみたい 」
と思わせる試
!
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小路京都西駅周辺は、まだ再開発の途中ではありま

!
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7月27日・28日に行われた内覧会では、花をいけてお

（家元による草月WEST動画ツアーが、草月公式SNS
客様をお迎えしました。

にアップされています。以下のQRコードからも開くこと

ができますので、ぜひご覧ください）

Photo : Yoshiki Nakano

草月 WEST の入り口。白や木目を基調とした、やわら
かな印象の空間デザインで、ガラス越しに展示やレッ
スンの様子が見える造りになっている。今までにない
オープンな雰囲気で草月流の魅力を発信していく。
いけばな作品は、7 月 27 日・28 日に行われた内覧会
での家元による迎え花。
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Photo：Yoshiki Nakano

ようこそ「草月WEST」へ。
2020年8月1日、関西の新拠点がついにオープン。
伝統と格式の街・京都で、
草月流の新しい挑戦が始まった。

4

月

8

日、 草
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開放的な雰囲気で
草月流をアピール

2
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年

」が 誕 生 し た。 場 所

月 流の新しい西の拠 点「 草 月

京都駅から一駅の梅小

路 京 都 西 駅 至 近のホテルエミ

は

1

階。このフロア は

余 年の歴

伝統文化・伝統産業の「学び」

オン 京 都

なって お り、
3
0
0

や「 体 験 」ができる ゾーンと
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史 ある 京 菓 子の老 舗「 笹 屋 伊

は
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織」なども軒を連ねている。

草月

方メートルの広さをいかし、い

けばな教室として、そしてアー

入 り口や 外 から ガラス越 しに

トスペースとして活用される。

中の様 子 がうかがえ、開 放 的

月

27

な 雰 囲 気で草 月 流 をアピール

オープンに先がけて

作の花 をいけてお客

7

する。

家元が

日・ 日には内覧会が行われ、

様を迎えた。コロナ禍ではあっ

たが他 流の方々や本 部 講 師な

どが訪 れ、草 月 流の 新 しい挑

戦に期待の言葉が寄せられた。
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会員の皆さまへ、お得な情報
草月会員はホテルエミオン京都での宿泊料金が特別割引となります。
客室は 1 名から最大 5 名まで宿泊可能。宿泊者専用の大浴場「ほほえみの湯」
（無料）
も魅力です。
遠方の方やレッスンとともに観光を楽しみたい方など、ぜひご利用ください。
［ お問合わせ ］草月 WEST （※月曜休み。祝日はオープンし翌営業日を休みとします）
TEL：075-366-3647 FAX：075-366-3648 E-mail：west@sogetsu.or.jp
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Photo：Yoshiki Nakano（人物・ホテル施設写真以外）

外の通りからも中の様子が見え、道ゆく
人に草月流をアピールする場所に。

7月27日の内覧会には華道家元池坊・次期家元の池坊専好さん（左）、小原流五世
家元の小原宏貴さん（右）らのご来臨を賜った。
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INFORMATION

お知らせ

メンバーズサイトで
草指連WEB講習会を
配信予定。
（P.24）
ぜひアクセスを！

草月指導者連盟メンバーズサイトが、
オープンしました。

会員の皆さま限定で新しいサービスがご利用いただける

「草月指導者連盟メンバーズサイト」
がオープンしました。

本部よりお送りしている仮パスワード
（ログイン情報通知）
で

❷「会員番号」と、郵送された「仮パスワード」
を
入力し、
「ログイン」ボタンをクリック。

メンバーズサイトへアクセスししてみましょう。

❶ 草月公式ホームページの「会員の方へ」の
ページから、メンバーズサイトへ入ります。

勅使河原蒼風生誕 120 年となる今年。草月 WEST にて蒼風の彫刻と書、陶など約 20 点が公開された。
左は代表作「ヤオヨロズのカミガミ」（1967 年／木、真鍮）。
（家元による解説動画が SNS にアップされています。右の QR コードからも開くことができます）

草月WEST Exhibition No.1 特別企画展

勅使河原蒼風
「花のピカソ」と呼ばれた男
2020 年 8 月11 日〜 16日

本部よりお送りしている
「ログイン情報通知」
に
「仮パスワード」
が記載されています。

お問合わせ ［ 会員サービス部 ］ TEL：03-3408-1120
9

E-mail：members@sogetsu.or.jp

（左）蒼風家元と茜家元のコラボレーション。蒼風の作品集『私の花』掲載の鉄オブジェにアンスリウムをいけた作品。
（中）絵付け陶器「いろは」に、ほおずきと蓮をいけた作品。
（右）左からブロンズ彫刻「フエ 古事記連作」、書「日輪」、ブロンズ彫刻「無題」。

Photo：Keisuke Nakagawa
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映画でいけばな

第33回国民文化祭・おおいた2018
2019年10月1日〜25日
大阪／豊中東泉丘郵便局
Flower Basket こうたけ

2019年6月20日〜30日
宮崎／ JR日豊本線佐土原駅構内
樋口南草・清武陽草 写真作品：清武陽草

2018年12月
映画『るろうに剣心』
大谷双香

2018年11月17日・18日
大分
（杵築市）
／一松邸
上原瑞光

生涯学習フェスティバル
2019年3月10日
徳島市シビックセンター
新田陛嘉 他2名

2019年2月23日・24日
鹿児島／志布志市文化会館
指導：坂元涛草

会社のロビーに
2019年11月2日
東京／新宿髙島屋タイムズスクエア特設会場
今村草玉社中

2019年10月26日・27日
岐阜／多治見市市之倉公民館 大ホール
古田静波

2019年6月17日～21日
福岡県庁11階 福岡よかもんひろば
片山紅早グループ

2019年4月2日〜5日
東京／株式会社レスターホールディングス
島田南吹

桜や春の枝もの、花々を、会社の顔であ
るメインロビーにいけ、新入社員の方々
に春の華やかさを感じていただいた。

天空の草月いけばな展

新 宿 を 訪 れ る 人 々 に、い け ば な 体 験 を
楽 し ん で い た だ く 企 画。大 作 は 社 中 と
観客が力を合わせ、 分で完成した。

学書展への迎え花を依頼され、書との
バランスを考えながら大きなつぼにい
けた。けいとうの華やかさが大好評。

福 岡 県 花 業 組 合 か ら の 依 頼 で、県 庁 で
グループ展 を 開 催。組 合 よ り ご 提 供 い
ただいた豊富な花材で華やかな展示に。

第39回墨水会学書展に

10
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「羽 田エアポートか ら い け ば な を 世 界
へ」というテーマで、各国の大使夫人と
会員によるデモが行われた。

和を伝えるプログラム

受講する子どもたちが花材と花器を選
ん で 制 作。な る べ く 手 直 し せ ず、自 由
に個性豊かにいけてもらっている。

チャリティコンサートに
2019年10月9日
Tokyo International Airport Sky Hall
いけばなインターナショナル東京支部

東 日 本 大 震 災 復 興 支 援 のチャリティコ
ンサートにて、心に染み入る歌と花のパ
フォーマンスを。感動の舞台となった。

Ikebana from Japan to the world
2019年10月17日・18日
中国（北京）／得慧堂茶楼
永井裕遙 他1名

草月のテキストを使っての、 日間の体
験 学 習。参 加 者 か ら 好 評 で、こ れ を 機 に
得慧堂茶楼で教室が開設された。

30
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春がなく、いきなり夏の気候となったた
め、涼やかな作品に。
「きれいですね」「材
料が大変ですね」等、声をかけられた。

日中友好 草月流いけばな学習会

九州の小京都と呼ばれる杵築市で 流
派による展覧会を開催。この地の名産
である竹を使い、重ね扇を制作した。

駅を彩る

人 気 映 画シリーズの最 終 章の撮 影セット
を装 飾。
「悪の巣 窟 」をイメージしたいけ
ばなでシーンを盛り上げた。

自作ドライフラワーでタペストリーを

生花が枯れゆく変化と魅力に感動し、組
み合わせを楽しみながら制作。自分で作
る枯れものに利用客の関心が集まった。

2

HYAKKA-MANYO
HYAKKA-MANYO

小学校の開校50周年記念に
2019年11月9日・10日
香川／坂出中央公民館
草月12名

2019年11月9日・10日
高知市文化プラザかるぽーと
高知県支部

2019年11月2日・3日
香川／丸亀市生涯学習センター
草月6名

2019年11月2日
東京／日野市立日野第八小学校内各所
北村青葭

恒例の花展。会場内は秋の花々で華や
いでいた。写真は、日浦暁泉さん、光富
萠華さん、西田生杏さんによる合作。

帯の展示会にいける

ショパンピアノコンサートに舞台花
2019年11月9日・10日
埼玉／所沢市並木まちづくりセンター
野中紫香・高井晃季

2019年11月8日〜10日
京都／帯屋捨松
辻扇花

2019年11月3日
愛媛／砥部町文化会館
栗林梅光・いい安梅の会

芸能発表ホールの入口に迎え花を展示。
場が華やかになると喜ばれている。記念
撮影スポットとしても人気に。

喜寿祝いの会場ロビーに流木を使った
大作を依頼され、季節の花、五葉松、み
かん等で華やかな祝い花を制作した。

文化祭に参加

市の華道展に
2019年11月中旬〜12月中旬
熊本空港
末武瑠葉社中

2019年11月13日〜19日
東京（新宿区）／柿傳ギャラリー
酒井千穂 写真：中野義樹

2019年11月9日・10日
愛知／岡崎市竜美丘会館
富安晃苑社中

2019年11月9日・10日
岐阜／恵那文化センター
浦野忍花社中

市 の 華 道 展 に 初 参 加。社 中 の 仲 間 で、
地域で草月流をアピールしていくため
の一歩を踏み出した。

陶展にいける

華道、茶道、書道その他 団体が集う市
の 文 化 祭 に 毎 年 名 が 参 加。い け こ み
に朝の 時から夜 時までかかった。

女子ハンドボール世界選手権大会に

20

10

21

ハンドボールの世界大会に向けて「熊本
地産の花を使って」と依頼を受け制作。
生産量日本一のかすみそう他を使って。

陶芸家・今泉毅氏の作品にいける。貫入
や、発色が魅力的な器に、自由で勢いの
ある作品を。

3

ポーランドのピアニストによるピアノ
コンサートに、晒 し し ゅ ろ、ユーカリ、
あじさい、割竹等で舞台花を制作。

所沢並木地区文化祭

帯 の 展 示 会 に。
「ベーシックな 迎 え 花
を 」と 依 頼 を 受 け、建 物 の 重 厚 感 を 感
じながら「場にいける」を実践した。

“箏の調べ”喜寿の祝い花

2019年11月10日
千葉市文化センターアートホール
山本彩華・鈴木俤軒・金子鳳広

「会 場 全 体 に い け ば な を 」と 依 頼 を 受
け て 制 作。校 長 先 生 の 計 ら い に よ り、
全クラスで鑑賞時間が設けられた。

まるがめ文化芸術祭

師範以上の免状を有する人たちによる
花展。秋らしく実ものを使った独創的
な作品が、たくさんの人の目を引いた。

秋季いけばな県展

12
13

2019生涯楽習フェスタ華道展

坂出華道連盟主催の花展に 流派が参
加。子どもいけばな教室も開催され盛
況に。花を楽しむ姿に元気をもらった。
4

HYAKKA-MANYO
HYAKKA-MANYO

HYAKKA-MANYO

2019年11月23日・24日
大分／佐伯文化会館 中ホール
草月14名

2019年11月22日
京都コンサートホールアンサンブルホールムラタ
竹内昌枝（主幹）
・岡本明子・小林和子・田村優佳・廣瀬洋美

2019年11月16日・17日
大分／ cafe+galleryタピエス
河野秀香社中 写真作品：久寿米木花舟

2019年11月16日・17日
新潟／アオーレ長岡 ホワイエ
グループ 遊

1
5
0

5

クリスマス時 期 に 毎 年テーマを 決 め て
開催。今回は「遊び」とし、保育園児 名
も参加。竹にオーナメントを飾った。

Noel 遊び

初めての社中展。テキスト のカリキュ
ラムを 中 心 に 制 作・展 示 し た 他、草 月 な
らではの小品も。

小さないけばな発表会

日本オーストリア友好
周年記念
事 業コンサートに て 制 作。クリスマス
シーズンを意識した色彩で構成した。

ウィーンピアノ四重奏を彩る

佐伯文化振興会主催のいけばな展。振
興会発足当時から参加しており、今回
で 回目となる。

佐伯芸術文化祭 諸流いけばな展
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日本酒を楽しむ会

2019年11月17日
岐阜市長森コミュニティセンター
山室沙白社中

2019年11月16日〜19日
千葉（流山市）／居酒屋 秋田や
諸岡萌曻

1 1

同窓会を彩る

2019年11月30日
東京／港区立生涯学習センターばるーん
英会 平嶋英宝 他5名

2019年11月29日〜12月1日
高知／五台山 竹林寺
井上佐芳社中

2019年11月22日
愛知（名古屋市）／ TT" a Little Knowledge Store
花田真帆グループ

2019年11月18日・19日
ホテルマリノアリゾート福岡
山口松苑

博多湾を望むリゾートホテルで開催され
た同窓会に花をいけ、皆さんに喜ばれた。
記念撮影の場にも。

依 頼 を 受 け、大 勢 の お 客 様 の 前 で 大 つ
ぼ に い け るパフォ ーマンスを 行 っ た。
緊張となごやかなムードのうちに終了。

大つぼにいける

竹林寺の空間すべてを使っての社中
展。紅 葉 の 時 期 で、テレビの 取 材 も 入
り、多くの方に草月をアピールできた。

井上佐芳社中展 〜晩秋の調べ〜

くじゃくひばを使用したリース作りか
ら、各 自オリジナルの 作 品 を 制 作。子
どもたちに植物の大切さを伝えた。

親子で楽しむクリスマスリース作り

蔵元による解説を聞きながら日本酒を
味 わ うイベント。新 酒 をイメージし て
割竹で球体を作り、花材で軽やかに。

第28回生涯学習フェスティバル

2019年11月23日・24日
神奈川／横浜新都市ビル（そごう横浜店）9階センタープラザ
徳久星蘭教室 写真：関谷幸三

年 の 集 大 成 と な るフェスティバル。
ヶ月前から構想を練り、各々の思い
がいっぱい詰まった作品が並んだ。

スタークラスター2019

2019年11月28日
カナダ／ St. Mary's University
Miyako Ballesteros 虹都

デパートの 中 央エスカレーター 横 の 吹
き 抜 け の 空 間 で「場 に い け る 」を 学 ぶ。
多くの方が足を止めて見入っていた。

学生たちへのワークショップ

日本文化を学ぶ学生にいけばなのワー
クショ ップを 実 施。クリスマスの 花 材
を使い、クラスルームにディスプレイ。
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2019年12月12日〜14日
東京／大田区民ホールアプリコ
石塚月彩社中（根本早暁・猪狩萌彩・木元彩惠・山内七重）

2019年12月12日〜14日
東京／大田区民ホールアプリコ
草月7名 写真作品：平山菊洸

2019年11月30日・12月1日
富山県民会館地下展示室
富山県支部星秀会

2019年11月30日
埼玉（比企郡）／国営武蔵丘陵森林公園植物園内
草月9名

O
B

2019年12月3日〜5日
北海道／札幌文化芸術交流センター SCARTS スタジオ1・2
草月14名

12

18

いけばなを通じた文化活動を行う札幌国
際プラザフローラルアートグループ。 今
回 流派で展覧会を開催し、好評を得た。

第1回「12月の贈り物（プレゼント）展」

2019年12月4日〜9日
群馬
（前橋市）
／グリーンウォーク、まちなかサロン
グループ・チア（青柳良寒・津久井香嶺・小柴和香・下田香節・山田麗清）

糸の街・前橋市の中央通り商店街遊歩道
「グリーンウォ ーク」で、文 化 振 興 の た
めの野外展を会員有志で開催した。

赤いいと

2019年12月14日
三重／津市中央公民館 創作室
指導：草月1名

保育園児から中学生までの 名に月に
回 稽 古 を し て い る。 月 はクリスマ
スブーツにいけ、保護者からも好評。

子どもいけばな教室〜クリスマスの花をいけよう〜

2019年12月14日〜17日
長崎／コクラヤギャラリー
野口彩華社中

出品者は自由な気持ちで植物と向き合
い、荒々しくもたくましい「冬の眺望」
を目指した。全員が鉄花器を使用。

第5回社中展「冬の眺望」

1

デモはレッツ・トライ
の協力により
祝い花を。ワークショップではクリスマ
スリース制作を楽しんでいただいた。

２回目のデモとワークショップ

今回は作品とその在りたい空間を作者
自身が決める試み。茶室の結界からイ
メージし、白い石を各々の結界とした。

第66回草月会富山県支部星秀会展

い け ば な、絵 画、写 真、書、手 芸 等 の 作
品 展。越 前イベントで 購 入 し た 木 枠 を
使い、クリスマスの夜を演出した。

けやきの会作品展

各自がニュアンスの違う「線」に着目し
て 主 と な る 花 材 をチョイス。異 質 素 材
と展開させ、作品間に竹ひごを配した。

テーマ「One for all
（ひとりは全体のために…）」

5

2019年12月15日
愛媛（松山市）／潮見公民館
指導：草月3名

2019年12月14日〜2020年1月19日
神奈川（小田原市）／清閑亭
徳安興

2019年12月9日
徳島／めだか保育園
指導：出村丹雅草

2019年12月7日
青森／五戸町図書館エントランスホール
小村美寿社中

部構成のコンサートの幕間に観客参
加 型 の い け ば なライブを 開 催。沢 山 の
希望者の手が挙がり、楽しい舞台に。

クリスマスコンサートにて

クリスマスソングを歌いながらリース
作 り を 楽 し ん だ。リースはクリスマス
パーティーまで園に飾ることに。

子どもいけばな教室

書 家 の 堤 千 恵 子 さ ん と のコラボレー
ション。来場者から「書と場に花が溶け
こんでいる」との感想が寄せられた。

書と花のコラボ

月 回の子どもいけばな教室で正月花
を 制 作。プレゼント交 換 やティ ータイ
ムも設け、楽しい時間に。

子どもがいける正月花

1
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勅使河原 茜の
Original Works by Akane Teshigahara

実と花

桐独特の枝の表情が好きです。つぼみの付いた枝の線をいかしていけ、実を中央にまとめています。
桐と同系色の菊、そして、それらを引き立てるように緑のきんかんを添えて。
I like the unique look of the branches of the princess tree, so I arranged this using the lines of the branches with buds
and brought their fruit to the center. I further added chrysanthemum with a color similar to the princess tree,
and green kumquat to highlight them.

いいぎりとよつどめ。同じ赤でも微妙にニュアンスの違う 2 種類の実を重ね合わせました。
トルコききょうのシックな紫がアクセントです。
I overlapped two types of berries—idesia and Viburnum dilatatum—both with the same red color but with
slightly different styles. The chic purple of the prairie gentian gives an accent to the work.

花材：桐、苔梅、きんかん、菊 花器：自作陶器花器 サイズ：138×100×155cm
Materials: Princess tree, Japanese apricot, Kumquat, Chrysanthemum Vessel: Self-made ceramic vase

花材：いいぎり、よつどめ、トルコききょう 花器：陶器花器（勅使河原宏） サイズ：110×98×88cm
Materials: Idesia, Viburnum dilatatum, Prairie gentian Vessel: Ceramic vase (Hiroshi Teshigahara)
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Photo：Chukyo Ozawa

P.18 の作品と同じ花器を使っています。使い方を変えるだけで、まるで違うものに見えるのが面白いところ。
まゆみの枝を気持ちよく立ち上げ、藤の枝は伸びやかに流れるように。
The container is the same as the one used for the work on p.18.
It has an interesting feature where just by changing the way I use it, it looks totally different.
I let the branches of spindle tree stand up jauntily and arranged the wisteria branches flowing extensively.

実ものを使って、秋の掛け花を。掛け花らしい浮遊感を出したく、
むべとさんきらいのリズミカルな枝の動きをいかし、軽やかに描いてみました。
This is an autumn Kakebana using fruiting plant materials. In order to create a floating effect as Kakebana, I drew it
lightly by making the best use of rhythmical movement of their branches of Stauntonia hexaphylla and China root.

花材：まゆみ、けいとう、藤 花器：陶器花器（勅使河原宏） サイズ：137×110×153cm
Materials: Spindle tree, Cockscomb, Wisteria Vessel: Ceramic vase (Hiroshi Teshigahara)

花材：むべ、さんきらい、てっせん、りんどう 花器：陶器花器（中村豊） サイズ：90×53×48cm
Materials: Stauntonia hexaphylla, China root, Leather flower, Gentian Vessel: Ceramic vase
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没後

年企画

かえった器よりも造形的な意慾を

な形態をした器の方が、おさまり

勅使河原宏の言葉と花 ④

不安定

そ そ ら れて挑 戦 し た くな る。そ して植 物の変 幻 自 在
な姿が思うまま均衡を生んでくれる。

Project for the 20th Memorial of the Third Iemoto

勅使河原宏 いけばな作品
ざくろ、枯れひまわり
自作石花器
彫刻 ルイーズ・ネヴェルソン
「潮の庭」
Ⅲ
撮影 小澤忠恭
：

年
この年、武 者 小 路 侃三郎に誘わ
れ
「青 年プロダクション」
を結 成。
最初の作品『北斎』
を撮る。
幼少のころ、父・蒼風が花いけを
担 当した 大 船 撮 影 所で 映 画の
現 場を 見た宏。それから松 竹に
も 頻 繁に遊びに行 き、映 画への
思いを強くしていく。

勅使河原宏の年表

Ikebana work by
Hiroshi Teshigahara
Pomegranate, Dried sunflower
Self-made stone vase
Sculpture: Louise Berliawsky
Nevelson
Photo: Chukyo Ozawa

：

年
亀 井 文 夫 監 督による 戦 後にお
ける 最 初の 被 爆 者ドキュメンタ
リー 作 品『生きていてよかった』
の助監督を務める。

1
9
5
3

年
ドキュメンタリー と い うドラマ
チックな 手 法に 魅せられ、記 録
映 画や 実 験 映 画 を 上 映し 研 究
す るグループ
「シネマ 」を 立 ち
上げた。
その後、宏は映 画 史に残る傑 作
を発表していく。
（次号へつづく）
57

April 2021 will mark the 20th year since the death of the third Iemoto, Hiroshi Teshigahara.We
will introduce of the "Words of Hiroshi". Let's unravel where his unconventional and unique
way of thinking came from.
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A vase with a fluid shape stimulates my desire for creation and makes me want to take on a
challenge to make the most of it fully more than as a vase that is quite fulfilled by itself . And
plants, which transform their appearance freely, make it possible to create the balance I intend.

年 月に没後 年となる第三代家元・勅使河原宏。
草月の大きな遺産である「宏の言葉」をお届けします。
常識にとらわれないその発想はどこから来るのか、読み取りましょう。
4
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テーマ「クリスマス」

草月指導者連盟

講師
家元

五十野雅峰

高木水染

西山光沙

内容

作品数

料金（単発購入）

テーマ﹁クリスマス﹂

家元講義

-----

※通し購入の方のみ
視聴可能

コンテンツ①

講師デモ：基本を学び直す
基本立真型（盛花・投入）

2作

1,000円（税込）

コンテンツ②

講師デモ：指導に即役立つ
教室で教えるクリスマス花のヒント

3作

2,000円（税込）

コンテンツ③

講師デモ：発想×技術
クリスマスをいける

3作

2,000円（税込）

-----

※通し購入の方のみ
視聴可能

２

プログラム

WEB 家元講習会

※いずれも本部講師。五十音順

コンテンツ

コンテンツ

料金（通し購入）

12 月 1 日、メンバーズサイトで配信開始
S o g et s u

【初回特別企画】家元デモ

Te a c h e r s A s s o c i a t i o n
W E B I E M OTO S E M I N A R S
5,000円（税込）

ご自宅で学べる「 草月指導者連盟 WEB 家元講習会」が始まります。
本部講師の講義がインターネットで視聴できる、師範者のための新しいいけばな学習講座です。
配信期間中は、好きな時間に何度でも視聴可能。ぜひお試しください！
視聴方法（予定）※

「お知らせ」をご覧ください。
❶「草月指導者連盟メンバーズサイト」へアクセス。

テーマ「正月」

（12月1日より配信を開始します。
それ以前は視聴できませんので、
ご注意ください）

❷ 配信サイト内に掲載された動画の中より、ご希望の動画をお選びください。
❸ お支払い（クレジットカード払い）情報を入力してください。

講師
家元

石川己青

小沢清香

内容
コンテンツ

家元講義

中村草山

作品数

料金（単発購入）

-----

※通し購入の方のみ
視聴可能

テーマ﹁正月﹂

講師デモ：基本を学び直す
基本傾真型（盛花・投入）

2作

コンテンツ⑤

講師デモ：指導に即役立つ
教室で教える正月花のヒント

3作

2,000円（税込）

コンテンツ⑥

講師デモ：発想×技術
正月をいける

3作

2,000円（税込）

-----

※通し購入の方のみ
視聴可能

【初回特別企画】家元デモ

通し受講、単発受講よりお選びください。

※いずれも本部講師。五十音順

コンテンツ④

コンテンツ

25

お知らせ

草月指導者連盟メンバーズサイト

「草月指導者連盟メンバーズサイト」
にまだアクセスをしたことのない方は、この機会にぜひお試しください。
料金（通し購入）

アクセス方法は、本部よりお送りしている
「ログイン情報通知」
または、
『草』8月号（P.8）
に掲載しておりますので、ご参考
ください。
※配信サイトの仕様により、視聴方法に変更がある場合がございます。予めご了承ください。

配信期間

12月 1日（火）〜2021年 1月31日（日） ※購入した動画は、配信期間中に何度でもご覧いただけます。

1,000円（税込）

サポートします！ ご連絡ください
5,000円（税込）

視聴方法がわからない方は、事業課スタッフがサポートします。お気軽にお問合わせください。

また、詳細はホームページ、SNS に随時アップしますのでご確認ください。まずは一度お試しください！
お問合わせ ［ 事業課 ］ TEL：03-3408-1156 ／ FAX：03-3405-4947 ／ E-mail：kikaku@sogetsu.or.jp
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、草月ホールでの
「家元講習会」
は休止となります。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
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受講日

テーマ

講師

第二応用傾真型・
11/7（土） 投入＋いけにくい花
器にいける

高木水染

和紙でいつもの器が
12/12（土） 変貌－お正月花「再
発見」

岡本青珠

草月流には蒼風先生ご創案の投入、合理的なたての添え木
留めがあります。花型の中でも優雅な第二応用傾真型・投
入を美しく、又、控をすっきりと立たせる方法を的確に。
植物を愛し、その可能性をいけにくい花器に剣山なしでい
けます。発想の転換、技のチャレンジに。貴重な時を皆で
共有しましょう。
いつもの使い慣れた器が和紙を巻いたり、貼ったりするこ
とで新しい花器に、又オブジェ風に変貌します。
そこにお正月の伝統花材をプラスし、形式にとらわれない
ひと味違ったお正月花を楽しみましょう。

オンライン特別講座

withコロナ時代の今、自宅にいながら参加できるオンライン専用講座です。
画面越しに表現するいけばなの可能性を発見！

内容
テーマ

講師

中田和子

素材に何を選ぶかは表現する者にとって大きなパ－センテージを
しめます。そして、その素材をいかすのは表現者です。
今回は異質素材に身近なもの
（キューブ形のメラミンスポンジとお
好きな材質の紙）
を選び、素材に対する見方、考え方から、新し
い発見をして、思わぬ表現を生みだしていきたいと思っています。

隅出美泉

テキスト
「4-17 植物を使った壁作品」
または
「5-19 レリーフ」
をイ
メージして、間近に迫ったクリスマスを意識した作品を制作しま
す。
事前にお送りする素材
（枯れもの）
を着色したり、
お手持ちの素
材やオーナメントを使って、
オリジナルのクリスマスを演出しましょ
う。
「植物を使った壁作品」
を制作する方は、
生の植物もご使用い
ただけます。
レリーフを制作する方は、
ベースをご用意ください。

澤田晃映

お正月の後、なんとなく軽やかな花をいけたくなりませんか？
春が待ち遠しいし、気持ちが和らいでくるからでしょうか？
そんな時にぴったりな器を、ホースやカラーの結束バンド、チキン
ネットで作ります。
軽くて割れないので持ち歩きにも便利。野の草も摘んですぐに作
品作りできるかも？

材料送付有
11/15（日） 素材⇄表現
植物と異質素材
材料送付有
12/3（木） クリスマスを意識して、
植物を使った壁作品
またはレリーフを作る
材料送付有
12/22（火） 器からスタート
ー何ができるかな？ー

※全講座、生の植物はご自身でご用意いただきます。事前に指定素材を郵送
いたします。講義の後、生の植物と事前にお送りする素材を使っていけていた
だきます。

●授業時間：14時～
（2時間程度）●申込資格：草指連会員 ※スマートフォン、
タブレット、
PCのいずれかをお持ちの方。
●各回定員：
10名 ●受講料：5,500円 ※全講座、
生の植物はご自身でご用意いただきます。
※全講座、
指定素材を事前に送付いたします。
その
ための材料費・送料として追加費用
（1,100〜3,300円）
を別途頂戴いたします。
●募集：随時受付中。●申込方法：名前・草指連会員番号を明記の上、
「オンライン特別講座受講希望」
の旨を、教室運営課
（kyoshitsu@sogetsu.or.jp）
までメールでお知らせください。
●お支払い方法：①PayPal
（クレジットカード）
または、
②会員サービス
部窓口でお支払い、
のいずれかの方法で。
①をご希望の方：お申込み後にお支払い用フォーマットをメールでお送りいたします。
追
加費用がある講座の場合は金額をメールに記載いたします。
●申込締切:開催日の1週間前
（ただし定員になり次第締め切り）※お
申込み後のキャンセル・ご返金はいたしかねます。●受講方法: Web会議アプリ
「Zoom」
を使用します。
お申込みの方に、
ご受講に
ついての詳細をメールでお送りします。
※インターネット環境は、Wi-Fi接続、
または有線を推奨します。授業は日本語で行います。
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教室情報

本 部 教 室

内容

●授業時間：11 時〜16 時 ●受講料：12,970 円（花材費・昼食代込み）／入会金なし
●申込資格：草指連会員 ●定員：25 名 ●募集：随時受付中。郵便振替または会員サービス部窓口でお申込みください。
［郵便振替口座］口座番号：0018 0 - 6 -119808／加入者名：（一財）草月会 教室運営課
●申込締切：開催日の１週間前（ただし定員になり次第締め切ります） ※お申込み後のキャンセル・ご返金はいたしかねます。
※お申込み後でも、翌月以降（年度内）に振替受講が可能です。ご希望の方は、受講日の10日前までにご連絡ください。
それ以降のご連絡の場合、実費（花材費および昼食代）をいただきます。皆さまのご参加をお待ちしております。

受講日

INFORMATION

普段のお稽古ではなかなかチャレンジできない内容で創造性を大きく伸ばすチャンス！
経験豊富な講師の講義で、知識と技の引き出しがさらに広がります。

公開講座

〒107-8505 東京都港区赤坂 7-2-21

家元研究科
金

TEL：03-3408-1209

FAX：03-3405-4947

E-mail：kyoshitsu@sogetsu.or.jp

毎回テーマが設けられ、いけばなをさらに深く追究することを目標とします。感性と
技術を磨く最高の勉強の場です。 AT賞選考対象クラス。※事前予約制。定員 20 名。

土

月

14 時 /18 時 10 時 /14 時

14 時

テーマ

講師
福島光加

11 月

6日

7日

9日

実を結んだ私の秋

12 月

11 日

12 日

7日

自分で選ばない花器と花材を使って

家

元

●申込方法：新入会の方は、まずお電話で「家元研究科へご登録」ください。毎月の受講は、日程・時間をご確認の上、ご
来館ください。 ●受講料：12,200 円（花材費込み） ※受講日に草指連会員証をご持参ください。 ※ 12 月は花材の持込み
はできません。

家元教室
11 月
12 月

資格を問わず、どなたでもご参加いただけるいけばな教室です。
ワンレッスン受講することもできます。※事前予約制。定員 20 名。

火曜

10 日

中村草山

17 日

加藤久美子

24 日

岡崎

忍

木曜

5日

坂口水恵

12 日

隅出美泉

19 日

篠崎洵雅

火曜

1日

岡崎

忍

8日

加藤久美子

15 日

坂口水恵

木曜

3日

中村草山

10 日

篠崎洵雅

17 日

隅出美泉

●原則として 6 日間、第 1・2・3 火曜と木曜 ●14 時 /18 時（各日 2 回開講） ●入会金：11,000 円 ●受講料：6,440 円
（花材費込み／都度払い） ※証書申請可能。 ※再入会金無料。再入会をご希望の方は事前にご連絡ください。

男子専科
11 月

初心者からベテランまで、男性限定のいけばな教室。
いけばな作家や男性指導者の育成をめざすクラス。 随時受付。

13 日（金）

西山光沙

20 日（金）

澤田晃映

25 日（水）

岩渕幸霞

12 月

4 日（金）

岩渕幸霞

18 日（金）

西山光沙

23 日（水）

澤田晃映

●開催日は 10 月より、
水曜 1 回、
金曜 2 回となります。 ●18 時〜 20 時 30分 ●入会金：11,000 円 ●月謝：12,040 円（月3 回・
花材費別）※家元教室・家元研究科への振替ができます。 ※証書申請可能。 ※再入会金無料。再入会をご希望の方は事前に
ご連絡ください。 ※月 3 回受講することが難しい方はワンレッスン受講も可（6,440円・花材費込み／都度払い）。

インターナショナルクラス

11 月

2日

石川己青

9日

細野葉霞

16 日

高木水染

30 日

福島光加

外国の方々を対象としたクラスです。授業は英語で行われます。

12 月

7日

坂口水恵

14 日

細野葉霞

21 日

福島光加

●毎週月曜日 ●11 時 〜13 時 ●受講料：4,140 円／１回（花材費込み） ※証書申請可能 ※祝日は休講となります。
※日程、講師は変更になることがあります。また、新型コロナウイルス感染症の影響や、天災及びその他不可抗力による事由により、開講を延期または中止する可能性がございます。
予めご了承ください。開講予定や申込受付等に変更が生じた場合は随時告知いたしますので、草月会ホームページをご確認いただくか、教室運営課までお問合わせください。
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INFORMATION
草 月 W E S T

教室情報

本部講師によるオンラインレッスン

〒600 - 8842 京都府京都市下京区朱雀堂ノ口町 20-4 ホテルエミオン京都 1 階
TEL：075-366-3647 FAX：075-366-3648 E-mail：west@sogetsu.or.jp

本部教室、草月 WEST ともに、自宅にいながら参加できるオンラインレッスンを開講中です。
講師からはテーマは出ません。受講者自らが考え、自由に植物表現を探究します。
新入会・再入会大歓迎。12 月は家元による研究科です。12 月までお得なキャンペーン実施中 !

家元研究科
金曜

土曜

14時30分/18時30分

10 時 30 分

20 日

21 日

11 月
12 月

18 日

19 日

2021 年1月

22 日

23 日

探究「私の花」

ある日のレッスンをご紹介。詳しくはホームページをご覧いただくか、各教室へお問合わせください。

講師

私はなぜ花をいけるのか？ 私が目指す植
物表現とは？ 私が追究したい素材は？
自由花って何？
自分がすべきことは何かを受講者自ら考え、
草月らしく自由に楽しく新しく、植物表現
を探究しましょう。それを積み重ねてゆくこ
とでそれぞれの「私の花」がより輝きます。
講師が今の「私の花」を受講者に披露す
るデモンストレーションもあります !!

日向洋一
家 元
田澤

凉

うね

❶ スマートフォン、タブレット、PC の
いずれかをお持ちであれば参加可能。
Web 会議アプリ「Zoom」を使用します。
Wi-Fi 接続、
または有線を推奨しています。

❷まずは本部講師による講義からスター
ト。この日の講師は五十野雅峰さん。
チキンネットを使って「動きを表現する」
をテーマに。

❸「畝る」を表現した作品。制作中の
手元も映し出され、とても参考になりま
す。このほかにも作品が披露されました。

❹受講生の制作開始。本部教室のオン
ライン講座では、事前に指定素材を郵
送しています。（生の花材、花器はご自
身でご用意いただきます）

❺制作が終わったら作品の写真を撮り、
メールで本部・草月 WEST へ送信。ま
ずは、 講 師が写 真を見ながら作 品を
チェックしていきます。

❻講師のアドバイスを受けながら、実際
に手直しをしていきます。細やかな指導
で、納得のいく作品が完成しました。

●申込方法：はがき・ＦＡＸ・E-mail などの書面で、希望日・名前・雅号・住所・電話番号・資格・門下別・草指連会員番号をご
記入の上、草月WESTまでお送りください。 ●受講料：家元指導 12,200 円（花材費込み）
／通常 10,100 円（花材費込み）
●授業開始の 20 分前から受付を開始します。

家元教室
11 月
12 月

毎回２点、テキストのテーマからのデモンストレーションがあり、たっぷり勉強できる充実の２時
間。土曜日はオンラインレッスンもあります
（4級師範以上）。お得なキャンペーン実施中!

金曜

6日

五十野雅峰

13 日

加藤久美子

27 日

片山

健

土曜

7日

〃

14 日

〃

28 月

〃

金曜

4日

中田和子

11 日

中村草山

25 日

石川己青

土曜

5日

〃

12 日

〃

26 日

〃

●月 3 回 金曜・土曜 ●10 時 30分（土曜のみ）／14 時 30分／18 時 30分（金曜のみ） ●入会金：11,000 円 ●月謝：11,000 円（月
3 回・花材費別） ●申込方法：はがき・ＦＡＸ・E-mail などの書面で、希望日・名前・雅号・住所・電話番号・資格・門下別・草
指連会員番号をご記入の上、草月WESTまでお送りください。 ※証書申請可能。 ※再入会金無料。 再入会をご希望の方は事前にご
連絡ください。 ※月3 回受講することが難しい方はワンレッスン受講も可（4,500 円 ・ 花材費1,700円／都度払い）
。 ※見学可能。

公開講座
受講日

ご希望のクラスを１回ごとにお申込みできる魅力ある講座です。
講師の個性がいかされたテーマにチャレンジできます。ぜひご受講ください。

テーマ

“ 植物のオブジェ ”
12 月1 日（火） クリスマス・正月花に華麗に
変身！

講師

福永早苗

内容
今年のクリスマス、新年の正月花は、何処に飾
りましょうか？ 各自が場を想定し、まず植物でオ
ブジェを制作します（平面・立体）。それを基に、
明るい花やオーナメントで、心が浮き立つ華やか
な祝い花といたしましょう。

●授業時間：13 時 ～16 時 ●受講料：4,400 円（花材費別） ●申込方法：はがき・FAX・E-mail などの書面で、希望日・名前・
雅号・住所・電話番号・資格・門下別・草指連会員番号をご記入の上、草月WESTまでお送りください。 ●申込締切：開催日の前々
週の週末（ただし定員になり次第締め切ります）
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※日程、講師は変更になることがあります。また、新型コロナウイルス感染症の影響や、天災及びその他不可抗力による事由により、開講を延期または中止する可能性がございます。予めご了承ください。

※本部教室、草月WEST、各講座によって授業の流れは異なります。

「理事・顧問昇格試験

体験講座」ご案内

いよいよ草月最高峰の資格に臨む皆さまへ、昇格試験模擬講座のご案内です！ 皆さまからのご要望にお応えし、本番を再現し
たリハーサル形式で「解答用紙の書き方」や「花型図の描き方」など、合格のためのポイントを小沢清香師範が丁寧にご指
導いたします。疑問点を解決し、万全の準備で試験に臨みましょう。

東京教室

日
時：12月10日
（木）
10時30分 ～16時
会
場：草月会館4階教室
申込締切：11月30日
（月）

草月 WEST

日
時：12月15日
（火）
10時30分 ～16時
会
場：草月WEST
申込締切：12月4日
（金）

●受講資格：理事・顧問昇格試験受験希望者（お申込み多数の場合、今回受験予定の方を優先とさせていただきます）。
昇格試験の受験は、親先生の推薦が必要です。●講師：小沢清香 ●受講料 13,200 円（花材費、昼食代込み／東京・草
月 WEST 共通）●内容：午前／花型図 基本花型 午後／実技 一種いけ剣山なし（予定）
※内容は変更になる場合があります。
※今年度の昇格試験は、理事・顧問が同日に行われます。 東京：2021 年 1 月 29 日（金） 草月 WEST：2021 年 1 月 31 日（日）
【申込方法】はがき・FAX・E-mail などに、①名前②草指連会員番号③住所④電話番号⑤希望会場⑥推薦者のお名前（親
先生名）を明記の上、教室運営課、または草月 WEST の「理事・顧問昇格試験 体験講座係」宛、東京は 11 月 30 日（月）、
草月 WEST は 12 月 4 日（金）までにお申込みください。お申込み後、受講案内と振込用紙をお送りします。
※お申込み後、今年度の受験予定の有無を確認させていただく場合がございます。
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8 月より実施しているクラウドファンディングは、目標額 200 万円に達成いたし

なお草月展の中止に伴い、クラウドファンディングの募集期間は 10 月 30 日ま

家元の作品を下記期間に草月プラザにて展示いたします。どうぞお楽しみに！

内田稔子︵遊鳳︶ 師範会理事
二〇二〇年七月十三日 享年八十五歳
二〇二〇年七月二十三日 享年八十三歳

※右のQRコードからもページにアクセスできます。

2020年12月11日（金）〜16日（水） 草月プラザ

※期間中に、作品写真や制作風景の動画を配信予定。草月流ホームページ、SNSをご覧ください。
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お問合わせ ［ 事業課 ］ TEL：03-3408-1156 ／ FAX：03-3405-4947 ／ E-mail：kikaku@sogetsu.or.jp

と心よりお詫び申し上げます︒
万 全の態 勢を整えた上での︑オンライ
ン展示に重きを置いた企画として準備
を進めておりましたが︑
このほどの全国
的な感 染 者 数の増 加を受け︑やむな
く開催を断念することとなりました︒
いけばな草 月 流は︑引き続きウィズコロ
ナ時 代における展 覧 会のあり方を模
索するとともに︑一日も早く皆さまが
安心して作 品 鑑 賞できる環 境をご提
案できますよう努 力を重 ねて参りま
す︒ご理解ご協力のほど︑
よろしくお願
い申し上げます︒
新春懇親会中止のお知らせ
毎年 月開催の新春懇親会は︑新型

コロナウイルス感 染 拡 大 防 止の観 点か
ら中 止とさせていただきます︒ご参 加
をご検討いただいていた皆さまにはご迷
惑をおかけすることになり︑大 変 申し
訳ございません︒ご理解のほど︑よろし
くお願い申し上げます︒
︻お詫びと訂正︼
本誌
年 月号に誤りがあり
ました︒訂 正するとともに︑お詫び申
し上げます︒
○訃報
︵誤︶内山真理子↓︵正︶内山満里子

﹁新型コロナウイルス感染拡大防止協力金﹂
のお知らせ

秋

花といきる作家たち 井倉陽星

家元研究科 ﹁花器を主役に﹂

植物に魅せられて ﹁石本藤雄﹂

もっと︑いけばな！ ⑤ ﹁エディブルフラワー﹂

好評連載中

シャルロット・ペリアンの﹁新世界﹂

百花繚乱

︿草月の作家﹀

身近な異質素材をいける

おうち時間を楽しもう！

︿特集﹀

家元対談 私の流儀
ゲスト・脇屋友詞 ︵中国料理シェフ︶

惜別の花

︿勅使河原茜の花﹀

季節のことば﹁今にふさわしいいけばなを﹂

いけばなの教室を開いている︑もしくはカルチャーセンターでいけばなを指導し
ているなど︑
いけばなをご指導なさることで収入を得られていて︑
この新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響により︑
いけばな指導による収入が減少された皆
さまには︑政府︵経済産業省︶
からの
﹃ 持続化給付金 ﹄
や︑各地方自治体か
らの
﹃ 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 ﹄
を受給できる可能性がござい
ます︒
次の場合が対象となり︑多くの皆さまが該当すると思われます︒
●持続化給付金
ある月︵例えば５月︶
の収入が前年同月の半分以下になった
●新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
各地方自治体の自粛要請に基づいて︑教室を自粛対象期間閉めている︒
詳しくは次のホームページや︑自治体へお問合わせください︒
○経済産業省の
﹃ 持続化給付金 ﹄
のホームページ
○お住まいの地方自治体の
﹃ 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 ﹄
の
ホームページ

4

小出日出子︵霞翆︶ 師範会顧問
清水和美︵千鳳︶ 師範会理事
二〇二〇年八月十五日 享年七十一歳
高橋信子︵映花︶ 師範会理事
二〇二〇年八月十七日 享年九十歳

https://motion-gallery.net/projects/sogetsu
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草月文化活動支援基金への
ご協力ありがとうございます
年 月〜 月に当基金に寄
せられた寄 付 金は︑左 記の通りです︒
︵掲載は一万円以上︑敬称略︶
河 村 仙 蘭︑森 島 志 鳳︑北 村 青 葭︑藤
井静紅社中︑池澤紅陽

日に

第
回草月いけばな展
中止のお知らせ
機関誌﹃ 草 ﹄ 月号にてお知らせしま
した﹁第
回 草 月いけばな 展 ﹂
は︑新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から中止とさせていただくことと
なりました︒ご迷 惑をおかけしますこ

年 月

年に草月流へ入門︒その伸びやかで美しく品格を

※事業課にて代行手続きも行っておりますので、ぜひご連絡ください。

訃報

二〇二〇年六月二十九日 享年八十六歳

金井みやこ
︵陽美︶ 師範会理事
二〇一九年十月十一日 享年九十五歳
佐藤百合子︵紫光︶ 師範会理事
二〇二〇年五月八日 享年九十六歳
晝間スミヱ
︵玉藻︶ 師範会顧問

草月流本部講師の梶谷珀鳳さんが︑
ご逝去されました︒享年 歳︒
湛えた作品は多くの人を魅了し︑おおらかで温かな人柄で大
勢の方に慕われました︒また︑本部講師として全国各地で指
導にあたり︑草月流の発展と後進の育成に尽力しました︒
心からご冥福をお祈りいたします︒
●かじたに・はくほう
﹁線 ﹂をいかし た 作 品で 高い評 価 を 得︑公 共スペースやショーウィン
ドーを彩る空間演出︑ガラス花器制作など活躍は多岐にわたる︒第
回草月展新人賞受賞︒
ニナ・リッチいけばなコ
ンクール入賞︵
年︶
︑草月栄誉賞受賞
︵
︑
︑
年︶
︒ま た︑草
月会東京南支部支部長としても活躍し︑本部
講師として︑さまざまな地域でいけばな指導
や作品発表などを展開した︒珀鳳会主宰︒

ました。皆さまの温かいご支援に心より感謝申し上げます。目標達成により、

1
9
8
4

※作品はイメージです。

●ご支援はこちらのページから

FAX：03-5770-5607
0120-087-202
●購読に関するお問合わせ ［草月文化事業株式会社 出版部］

定価：1,580円（1,437円＋税）
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新型コロナウイルスと戦い続けている世界中の方へ、いけばなでエールを！

30
31

Amazonからも購入ができるようになりました！

季刊『草月』秋号、発売中。
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草月流から世界に元気を届けたい！

1

号 の ご 案 内
新
草 月 』 最
刊 『
季

祝！

2
0
2
0
家元作品展示

目標額達成

【 花卉業界応援プロジェクト 】
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で延期となりました。引き続きご協力をお願いいたします。

2
0
2
0

追悼・梶谷珀鳳さん

お知らせ

INFORMATION

CALENDAR

カレンダー

支部展
奈良県支部展

10月3日
（土）
〜11月30日
（月） 国営平城宮跡歴史公園 平城宮いざない館
10月10日
（土）
・11日
（日） 白沙村荘 橋本関雪記念館

京都支部展

※3月14日（土）
・15日（日）
より会期が変更になりました

福井靖星

☎ 090-3359-8977

森英琴

☎ 075-601-9209

東京西支部

第24回
「よみがえる樹々のいのち」
展 10月12日
（月）
〜24日
（土） 国営昭和記念公園

久保田芳生

☎ 042-521-1434

香川県支部展

11月21日（土）
・22日（日） 丸亀町グリーン

沼田広菜

☎ 0877-25-1060

【草月コレクションがご覧いただけます】
●「日本ガラス工芸の先達たち」展にて岩田藤七作品5点が出品されます。
10月10日(土) 〜11月23日（月・祝） 郡山市立美術館（問：☎ 024-956-2200）

フラワーク
10月

とらや赤坂本店

11月

※営業時間に変更がある場合がございます
お出かけの際は、念のため店舗にお問合わせください

とらや銀座店

森島志鳳
赤坂見附

12月

中島杏翠
山田幸泉

10月

銀座

勅使河原明美

ザ・キャピトルホテル東急

常設

溜池山王・国会議事堂前

杉岡宏美

横浜ベイホテル東急（B1階神殿口）

常設

横浜・みなとみらい

深澤隆行

※虎屋銀座ビル建て替えに伴い2020年10月15日より休業

10月9日まで

大塚光川

10月12日〜23日
草月会館日本間

中田和子

10月26日〜11月7日

青山一丁目

11月9日〜20日

狩野朱紅
長谷川歌秀

11月24日〜12月4日

佐々木紅葉

年間行事予定
沼津御用邸記念公園 開園50周年記念〜時は静かに語りつづける〜
※詳しくはいけばな草月流公式ホームページ
（https://www.sogetsu.or.jp/）
をご覧ください 問：花プロジェクト部 ☎ 03-3403-5278
」
10月10日
（土）オープニングセレモニー ※第二部 家元によるデモンストレーション「草月流家元 勅使河原茜、おもいをいける。
（沼津市民文化センター）
11月7日
（土）
・8日
（日）草月×NAKED「一期一会の宇宙」 ※家元監修作品
（沼津御用邸記念公園）
11月22日
（日）スペシャルコンサート
（出演：東儀秀樹他） ※舞台美術：家元
（沼津市民文化センター）
11月22日
（日）
まで 竹のインスタレーションによるお出迎え ※家元監修作品
（沼津駅南口）
10月13日
（火）

財団理事会

11月1日
（日）
〜8日
（日）

YAMANAKA花回廊 PART16
（石川県加賀市山中温泉）

11月3日
（火・祝）
〜15日
（日）

松籟の宴
（沼津御用邸記念公園）

11月14日
（土）
・15日
（日）

座・草月と音楽のコラボステージ公演
「四時（しいじ）の歌」
秋編
（シアタートラム）

12月1日
（火）
〜2021年1月31日
（日）

草月指導者連盟WEB家元講習会2020

【花卉業界応援プロジェクト】草月流から世界に元気を届けたい！ 家元作品展示（草月プラザ）

12月11日
（火）
〜16日
（水）

※12月13日（日）
もご覧いただけます

12月29日
（火）
〜2021年1月5日
（火）

草月会館冬季休館日

2021年1月20日
（水）

財団理事会
（草月会館／午前11時〜）

【草月会館土・日・祝日特別開館日】
草月会館の特別開館日は、以下の通りです。その他の土・日・祝日は、草月会館は休館しております。
10月3日
（土）
、
11月7日
（土）
、
12月12日
（土）
草月WESTは月曜休み、
祝日はオープンし翌営業日を休みとします。

※草月会館日本間の展示は、初日の午後より、最終日は午前までです。

このページに掲載されているイベントは中止または延期となる場合がございます。お出かけの際は主催者にお問合わせください。今後の情報にもご注
意ください。また、本部にお届け済みのイベントが中止または延期となった場合は、広報部までご報告くださいますようお願い申し上げます。
［ 広報部 ］ TEL：03-3408-1158 ／ FAX：03-3405-4947 ／ E-mail：pr@sogetsu.or.jp

新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止となったイベント
本部主催のイベント

本部主催支部研究会・講習会
香川県支部

10月4日
（日）

研究会 高松市生涯学習センター（まなびCAN）

沼田広菜

福岡県支部

10月17日
（土）

研究会 福岡SRPセンタービル 視聴覚室

實渕邦松 ☎ 092-671-4088

三重県支部

10月25日
（日） 講習会 鈴鹿医療科学大学白子キャンパス6号館

髙木紫星 ☎ 059-368-1618

鹿児島県支部

11月8日
（日）

木山智春

研究会 宝山ホール

中止
中止

長崎県支部研究会
佐賀県支部研究会
岩手県支部講習会

10月11日（日） 晴天時：おのうえの丘／雨天時：ドラゴンプロムナード 鈴木仁葉 ☎ 090-7447-7488
10月25日（日） 佐賀市文化会館 イベントホール 佐田富紅輝 ☎ 0952-28-0242
11月1日（日） 盛岡市総合福祉センター 照井昌英 ☎ 019-638-3128

その他のイベント
中

Sō Team Oita作品展「hana想空間」

創造空間kamenos（大分県速見郡日出町）

止
33

10月8日
（木）
〜11日
（日）

10月17日
（土）
・18日
（日）

燿の会いけばな展 15人の燿̶つなぐ想い̶

北日本新聞社ギャラリー

10月30日
（金）
〜11月1日
（日）

栃木県支部展 ※家元出品

大谷資料館

☎ 0877-25-1060

☎ 099-259-2354

各地の展覧会

ご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

中止

※詳しくはP.24・25をご覧ください

第21回大澤秀紅社中展

10月10日
（土）
・11日
（日） 三島商工会議所TMOホール

大澤秀紅

※クラシック音楽と舞台花デモンストレーションのコラボ

花とともに 音楽とともに

10月17日
（土）
午後7時
めぐろパーシモンホール 小ホール ※要チケット

佐々木由芳 ☎ 080-6255-5700

華・響（はな・ゆら）いけばな&生演奏での癒しの空間展

10月17日（土）
・18日（日） 三嶋大社宝物館（静岡県三島市）ギャラリー

長澤玉映

☎ 080-3692-4843

かけ花展
（いけばなグループ
「ふあり」
）

11月5日
（木）
〜10日
（火）
京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター 5階ブリッジギャラリー

北村青葭

☎ 090-9830-7892

「本部特別技術講師：秋松伸一の講座」
1期生展覧会

※2020年7月2日
（木）
・3日
（金）
より会期が変更になりました

生け花のある能「半蔀 立花供養」
（いけばな：横井紅炎）

※2020年5月24日
（日）
より公演日が変更になりました

2021年2月9日
（火）
〜13日
（土） 草月プラザ
2021年5月23日
（日）
午後2時 矢来能楽堂 ※要チケット

☎ 090-3305-0995

教室運営課 ☎ 03-3408-1209
横井紅炎

☎ 0466-60-1916

32
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Important news

Sogetsu Teachers Association WEB IEMOTO SEMINARS

Sogetsu Teachers Association WEB IEMOTO SEMINARS that
allow you to learn in the comfort of your home will start.
This is a new ikebana learning style for teachers, in which the lectures of the Iemoto and the Master Instructors of
the Sogetsu Headquarters can be viewed on the Internet. During the streaming period, you can watch it as many
times as you like at any time. Please try it!
How to watch

❶ Access the Sogetsu Teachers Association (STA) Members’ Site. Please see the “News” section.

(Streaming will begin on December 1st. Please note that the videos cannot be viewed before that.)

❷ Please select the video of your choice from the videos posted on the streaming site.

❸ Please enter your payment (credit card) information.
You can choose to take the whole program or an individual video.
*Please note that there may be some changes in the viewing method depending on the specifications of the streaming
site.
*If you have not yet accessed the STA Member’s Site, this is a great opportunity for you to try it out.

Streaming period
December 1st (Tue.),2020 to January 31, 2021 (Sun)
*You can watch any video(s) purchased as many times as you like during the streaming period.

Program 1: Theme “Christmas”
Instructor: Iemoto and Gaho Isono, Suisen Takagi, Kosa Nishiyama (Master Instructor of the Sogetsu Headquarters)
Description

Number
of Works

Fee (individual)

-----

*Viewable only for those who
purchase whole program

Content

Iemoto’s Lecture

Content 1

Instructor’s Demo: Study the Textbook Again
Basic Upright Style Moribana / Nageire

2

JPY1,000 (incl. tax)

Content 2

Instructor’s Demo: Usable Tips when Teaching
Christmas Arrangements in Your Classroom

3

JPY2,000 (incl. tax)

Content 3

Instructor’s Demo: Idea x Technique
Arranging Christmas

3

JPY2,000 (incl. tax)

Content

[Special Video] Iemoto’s Demo

-----

*Viewable only for those who
purchase whole program

Fee (whole)

JPY5,000
(incl. tax)

Program 2: Theme “New Year”
Instructor: Iemoto and Miseia Ishikawa, Seiko Ozawa, Sozan Nakamura (Master Instructor of the Sogetsu Headquarters)
Description

Number
of Works

Fee (individual)

-----

*Viewable only for those who
purchase whole program

Content

Iemoto’s Lecture

Content 4

Instructor’s Demo: Study the Textbook Again
Basic Slanting Style Moribana / Nageire

2

JPY1,000 (incl. tax)

Content 5

Instructor’s Demo: Usable Tips when Teaching New
Year Arrangements in Your Classroom

3

JPY2,000 (incl. tax)

Content 6

Instructor’s demonstration: Idea x Technique
Arranging New Year

3

JPY2,000 (incl. tax)

Content

[Special Video] Iemoto’s Demo

-----

*Viewable only for those who
purchase whole program

[ Overseas Affairs Department, Sogetsu Foundation ] E-mail: overseas@sogetsu.or.jp

Fee (whole)

JPY5,000
(incl. tax)

FAX: +81-3-3405-4947
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Information
Calendar of Events 2020
●Dec. 29-Jan. 5 Sogetsu HQ closes for winter vacation
●Jan. 29 Riji and Komon Promotional Examination,
Sogetsu HQ
●Mar. 26 Flower Thanks Day, Sogetsu Hall
*Schedules above are subject to change.
<Important>
●Riji and Komon Promotional Examination 2021
We will post letters to overseas First Grade Riji teachers
(Teaching Members) in mid-October 2020 to ask for
their recommendations of applicants to the promotional examination for the Riji and Komon degrees. Deadline
for the submission of the recommendation form is
December 13, 2020. If you are interested in taking a
promotional examination, please ask your teacher for
details.
2021年度理事・顧問昇格試験について
「理事・顧問昇格者推薦についてのお知らせ」
は、2020年10月中旬
頃、*１級師範理事（指導有）
の方に発送いたします。推薦書の提出
期限は、2020年12月13日です。昇格試験の受験をお考えの方は、
親先生にご相談ください。
*国内会員の１級師範会理事の方には、9月に発送させていただき
ました。

News
●The wonderful success of the 9th“The Everyone’s
Sogetsu Ikebana Exhibition” on face book.
Thank you for all the submissions. We received the
record- breaking nearly 900 entries from around the
world!
The result and the comments by Iemoto Akane Teshigahara are now on the website for “The Everyone’s
Sogetsu Ikebana Exhibition”.
Please visit the site.
https://www.facebook.com/sogetsu.exhibition/?fref=mentions
●Project to Encourage the Flower Industry/ Sogetsu
Brightens up the World
The Sogetsu School of Ikebana has started a crowdfunding campaign since August to support the people
related to this industry to whom we owe so much, and
to send a cheering message to those around the world
who are fighting to end this pandemic.
All funds raised will be used to purchase materials for
the Iemoto to create her work for display at Sogetsu
Plaza. (Fri 11th Dec. to Wed 16th December)
Please visit Sogetsu Website if you are interested in the
project.
https://www.sogetsu.or.jp/e/events/hq-org/22630/
Branches/SGs
●Leaflets (English/ Chinese)
The leaflets for 2020 will be available in April. Each
Branch/SG will be entitled to 200 complimentary copies
sent by regular airmail on request. Additional copies are
available for purchase.
We accept orders from individuals.
Download the order form online:

https://www.sogetsu.or.jp/e/members/downloads/leaflets
* Due to the suspension and disruption of the international courier service caused by COVID-19, the dispatch
of Sogetsu leaflet to many nations has been forced to
stop since March. Sorry for the inconvenience caused
and thank you for your kind understanding.
●Contact list of the Branches/SGs
We have compiled the contact list of those Branches/
SGs from which we received the consent letter about
privacy policy.
For the security reason, we will hand in the list only
upon request. Please download the request form, fill
out the form, then send it back to the HQ by e-mail.
Download the request form online:
https://www.sogetsu.or.jp/e/members/downloads/
forms
Notice
●Delay of the delivery of Sogetsu Magazine
Due to the suspension and disruption of the international courier service caused by COVID-19, the dispatch
of Sogetsu Magazine to many nations has been forced
to stop since March.
We are sorry for the inconvenience and the disappointment of the subscribers and the Branch/SG members.
We will send the magazine as soon as the bilateral
postal service is resumed. Please understand that it may
take more time for the parcel to arrive if your area has
any delay in the domestic postal situation.
If you have any inquiries, please contact Sogetsu Shuppan (publishing department).
shuppan@sogetsu.or.jp
Classes at the HQ
●International Class, Iemoto Class and Teachers’ Workshop
The details are shown on the webpage below:
http://www.sogetsu.or.jp/e
Note: Teachers’ Workshop is held in Japanese. If you
wish to attend this class and require English assistance,
please make reservations at least two weeks beforehand.
<Our Measures to be Taken to Prevent COVID-19 from
Spreading>
In preventing not only participants but also the management staff from being infected, Sogetsu Foundation
will make the best efforts to run and manage all classes
safely.
We would be grateful if you cooperate with us and be
sure to wear a face mask, wash your hands with soap
and gargle before you visit Sogetsu Kaikan.
In order to avoid the “Three Cs” (Closed spaces, Crowded places, and Close- proximity settings), we ventilate
the classrooms by opening windows and installing air
purifiers, lay out the desks and chairs keeping proper
distances, and limit the number of people who are
allowed to enter the classrooms.
We also take measures to prevent droplet infection at
the reception, disinfect furniture and equipment which
is touched regularly. The instructors and their assistants
wear a face shield.

[ Overseas Affairs Department, Sogetsu Foundation ] E-mail: overseas@sogetsu.or.jp

FAX: +81-3-3405-4947
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Information
The members’ site for the Sogetsu Teachers Association (STA)

The members’ site for the Sogetsu Teachers Association (STA) goes live!

●

Available contents

The Members-only site for the STA members opened in late
June. You can enjoy easy access to your own profile page and
the latest news, in addition to reading the online edition of So
newsletter regardless of any postal situation.
Please activate your page by log-in with your temporary password sent to you by a notification letter in the post.
*If you haven’t received your temporary password yet, please
try “Forgot password? “, then follow the steps.)
●

❺ For enhanced security, reset your password
from the tentative one to your own.
Please enter both temporary one and new
password into the fields. Password should be
at least 10 characters of numbers and alphabets.
Click/Touch [Submit] .

How to activate your personal page

❶ Enter the members' site by clicking/touching
[For STA Members] on the Sogetsu official website.

Check your registered information

You can check your personal information
registered at the Headquarters.
Note: We have applied only alphabetical
notation in our system.

Read So Newsletters

❸ Click/Touch [Profile] on the top page.

You can read the So Newsletter (from 262th
issue, June 2020).

❻ The process is complete.
Please enjoy the content.
Click/Touch [Back to Home].

❷ Enter your Membership No. and the temporary
password that you received from the Headquarters (sent by post) and click/touch [Log In].

❹ Click/Touch [Reset] on the Password Reset
page.

[ Contact ]
Overseas Affairs Department,
Sogetsu Foundation
E-mai: overseas@sogetsu.or.jp

Inquiry form

You can make an inquiry using the form,
such as changing your registered information.
★More contents are coming soon! Stay tuned.
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Sogetsu Textbook 5 Q&A Key word “Materials”

One Two Step

Here are some tips and answers to the questions for studying of the themes.

Teacher’s Guide to Teaching

21

Seika Kasuya

(The same article in Japanese was in Winter. 2018 edition of “Sogetsu” magazine.)

Japanese Narcissus (Narcissus tazzetta var. chinensis) (Textbook 5-6)

Tips and Advice when Creating Ikebana

作品を造る上でのポイントやアドバイス

[Q] Should we always do Hagumi in this theme?
[A] If narcissus with Hakama (the white sheath) is locally available, try your hand at doing it if you have never
done so before. Hagumi is a way to highlight the beautifully twisted appearance of the leaves and simply pretty
flowers. Knowing how to do Hagumi, you can set the basics aside and explore various ways of presenting the
beauty of Japanese narcissus.

Before starting to arrange my work for every exhibition, I spend some time quietly alone mentally
preparing to handle the materials in the assigned
position composedly and to have good interaction
with them. A calm state of mind helps me make
good decisions while creating my work.

素材や場を冷静に見つめ、
それらとよい対話が出来るように、

Examples of arranging Japanese Narcissus by doing Hagumi

About my work exhibited in the Sogetsu
Exhibition titled “Flowers and their vases”
(in Shinjuku Takashimaya Department
Store in June, 2018)
I used a unique container of combined glass and
ceramics. I made use of its concave central section
to compose mossed Japanese apricot and cactus.
From time to time, I checked how the container, the
cut surface of the cactus, and the lines of Japanese
apricot branches were inter-related by stepping back
and moving around the work. I also wanted the
composition with a wide open space, to have the
best balance between the arranged materials and the
space created by them.

The basic way of arrangement
Material: Japanese narcissus, Chrysanthemum
Container: Ceramic suiban
Rub the Hakama or the sheath at the root part of Japanese
narcissus to soften it, and pull the center flower stem, the inner
leaves, and the outer leaves out of it. Rearrange these parts to
make the flower stem shorter than the leaves and to get the height
difference among the leaves. Put them back into the Hakama.
In this example, chrysanthemum is added to neaten the base after
giving some finishing touch to highlight the beautiful curved lines
of the leaves. (arranged by Ryu Ishikawa)

Relief Works (Textbook 5-19)
[Q] This is an interesting theme to inspire students’
creativity, but within the limited time of a class held
at culture centers and offices, it seems difficult to
complete a work of this theme. Is it all right to set it
as homework so that they can take sufficient time to
finish it at home?
[A] Do not make it homework from the beginning,
but let students create a work which can be complet-

An example of arrangement by bundling several pieces of it with
straw
Material: Japanese narcissus, Pine
Container: Ceramic vase
The root parts of Japanese narcissus are securely bundled with
straw (or hemp or plastic string.) The top parts are spread out
widely to look gorgeous. A pine branch is combined to add volume
to the base. (arranged by Ryu Ishikawa)

いけこみの前に独り静かに過ごす時間をつくるようにしていま
す。
制作時によい判断が出来るよう、
気持ちを整えてのぞんで
います。

草月いけばな展
「何にいけるか－
－それが問題だ！」
（新宿髙島屋2018年６月）
陶にガラスを組み合わせた個性的な
花器を使用しました。中央の凹みを
利用して、苔梅とサボテンでシンプル
に構成しています。器・サボテンの切
り口・苔梅の線との関係がどのよう
に見えるのか、時々作品から離れて、様々なところから見
つめつつ制作しました。作品の余白をたっぷりとった事も
ねらいです。作品と空間のバランスを大切にしています。

Seika Kasuya
Seika Kasuya became Master Instructor of the Sogetsu
Headquarters in 2014, after serving as an assistant
in Iemoto Class there. At present, she is a technical
instructor in the class. She teaches ikebana at her own
class and at some schools, too. In 2012, she was part
of an ikebana mission to three African countries organized by Japan Foundation as an assistant.
粕谷星華

ed within the specified class time. It is important
that the teacher can supervise and give advice to the
students while they are working on it for reaching a
higher degree of perfection.
Winter 2018 edition of “Sogetsu”
magazine posts the photos of examples of the themes above. The edition
is for sale at Sogetsu Shuppan.
E-mail: shuppan@sogetsu.or.jp

本部家元教室助手を経て、2014年より本
部講師に就任。現在、本部家元教室でテ
クニカル講師を担当。個人教室や学校等
でもいけばな指導をしている。2012年に
は、国際交流基金の要請によるアフリカ
三か国への派遣に助手として参加した。

the Sogetsu Exhibition titled “Flowers and their vases”
Work by Seika Kasuya
Materials: Japanese apricot, Cactus
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Keep Right on Talking! No.72 : Akane Teshigahara

Review

Sogetsu WEST started!

Our new hub in Kansai “Sogetsu WEST” has opened!

This summer we had a spell of sweltering heat right
after a rainy season that was longer than usual.
We were at the mercy of sudden weather changes... In fact, this opening is almost the same as I
wrote for the So Newsletter of a year ago. Largescale typhoons also make landfall almost every year,
reminding us that what was once considered “abnormal weather” has become the norm. In addition, this
year, there is the threat further spread of COVID-19,
and we all still have anxious days. Please continue to
take care of yourself, everyone.
Despite these circumstances, there was happiness at
Sogetsu on August 1st, when we celebrated the grand
opening of our new base in Kyoto, Sogetsu WEST.
At the previews held prior to this opening, we could
welcome various visitors from inside and outside
Sogetsu. Sogetsu members earnestly expressed their
joy and anticipation for the new beginning, and the
visitors including those from other schools seemed
to be very interested in what Sogetsu was doing here
in Kyoto. But I was the most excited out of everyone
about the future of Sogetsu WEST.
This is not just a place to hold a class or arrange
flowers. The former Sogetsu School Osaka and the
classes at the Headquarters in Tokyo are rarely shown
to the outside world unless people go in for a specific
purpose. Sogetsu WEST, on the other hand, is located on the first floor of the Hotel Emion KYOTO,
and has mainly glass walls, making it a very open
space. It is totally up to us to decide how to make the
most of it. We need to implement various attempts
proactively to attract the attention of people besides
Sogetsu members, such as visitors to the hotel and
restaurants and also people who happen to be passing
by outside, and make them think, “I must see what
that is.” In order to do so, it would be interesting
to make it a space for exchange with various types
of traditional culture, not just limited to ikebana,
and a place for young artists to present their work.
Furthermore, it would be great if we could make use
of the friendly nature of the Kansai (west Japan) people and invite those who just take a look out of curiosity saying “Welcome to Sogetsu!” Sogetsu WEST
is a place with tremendous possibilities.

People are always surprised to hear me say this, but
although my position gives me numerous opportunities to be invited to various places, I rarely do
sightseeing. It is not uncommon to stay in my hotel
room all the time during my free time, often going
straight to my destination and coming back directly
(even if I am overseas!). However, the area around
Umekoji-Kyotonishi Station, where Sogetsu WEST
is located, is still in the midst of redevelopment, but
I feel strangely comfortable in the area, whether it
is because I can get along well or I am on the same
wavelength with this place. I would like to take some
time to explore the area by myself once everything is
settled.
I suppose the reason I feel this way is not so much
about compatibility, but more about the power of
Kyoto, the place itself. Sogetsu WEST has only
just begun to operate, but I am sure you will have
the opportunity to visit it in the future. Combined
with the fun of walking around Kyoto, please fully
explore the delights of this place in its entirety. I look
forward to seeing you there.

At the Sogetsu WEST previews held on July 27th and 28th,
I welcomed guests by arranging flowers.
Photo : Yoshiki Nakano

The entrance of Sogetsu WEST. The design of the space is based on a concept of white and wood grain, with a soft
impression. Welcome flowers created by Iemoto Akane for the previews held on July 27th and 28th.
Photo : Yoshiki Nakano

On August 1, 2020, Sogetsu WEST, the new base
of the Sogetsu School in Western Japan, opened.
It is located on the first floor of the Hotel Emion
KYOTO at Umekoji-Kyotonishi Station, one stop
from JR Kyoto Station. On this floor, visitors can
learn about and experience traditional Japanese culture and industry. Additionally, Sasayaiori, a venerable Kyoto-style confectioner with over 300 years of
history, also opened a store and cafe.
Sogetsu WEST will be used not only as an ikebana
classroom but also an art space, fully utilizing its
area of 258 square meters. People can see from the
outside through the glass entrance what is going on
inside, creating an open atmosphere that shows the
Sogetsu School attractively.
For a pre-opening event, previews were held on July
27th and 28th, where the Iemoto welcomed guests
with her eight ikebana works. Despite COVID-19,
people from other schools and Master Instructors
of the Sogetsu Headquarters visited the venue and
expressed their hopes for the new challenges that the
Sogetsu School will take on.

Special Offers for Sogetsu Members
Sogetsu Members can enjoy a special discount on
accommodation rates at Hotel Emion KYOTO.
Guest rooms can accommodate from 1 to 5 people.
The "Hohoemi-no-yu" large public bath (free of charge),
which is available only for hotel guests, is also an
attraction. If you are in a distant location or want to enjoy
sightseeing along with your
lessons, please take advantage
of this privilege.
[For inquiries ] Sogetsu WEST
E-mail: west@sogetsu.or.jp

