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家元継承 20 周年記念の家元個展が
京都・草月WEST と東京・草月会館の 2 ヶ所で開催決定！

草月指導者連盟機関誌

それぞれの会場で新たな表現に挑戦します。
お近くの会場で家元の最新作をご覧ください。
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また、どちらの会場にも行くことができない方にもご覧いただけるよう

SNS や誌面等で作品をご紹介する予定です。
関西会場

勅使河原茜個展「むすぶ」

2021 年 6 月11日（金）〜 14 日（月）
草月WEST

10：00 〜 18：30（初日は 13：00 開場、最終日は 17：00 閉場）
※閉場 30 分前まで入場可
《入場料：500 円 》
5月 1日（土）
より草月WEST、5月6日（木）
より草月会館でチケット発売予定。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、
混雑時は入場をお待ちいただく場合がございます。
午前 11 時〜午後 3 時ごろは混雑が予想されます。
最新情報は随時ホームページでお知らせします。
東京会場

勅使河原茜個展「ひらく」

2021 年 11 月上旬
草月会館

※日程・会場・チケットについては決定次第お知らせします。

関西会場

Akane Teshigahara
Solo Exhibition

制作 & 運営ボランティア募集！

草月 WEST での制作、撤去、会場運営のお手伝いに興味の
ある方は草月 WEST までお問合わせください。元気な草月学
習者の方であれば資格は問いません。

お問合わせ
［ 東京会場／事業課 ］ TEL：03-3408-1156 ／ FAX：03-3405-4947 ／ E-mail：kikaku@sogetsu.or.jp
発行日＝ 2021 年 4 月 15 日 編集・制作＝草月文化事業株式会社 出版部 編集制作室 発行＝一般財団法人草月会
〒 107-8505 東京都港区赤坂 7-2-21 TEL ＝ 03-3408-1154 FAX ＝ 03-3405-4947 E-mail ＝ members@sogetsu.or.jp

個展

制作協力＝丸紅紙パルプ販売株式会社

第
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だから︑おしゃべりはやめられない

千葉県支部︵誌上展覧会︶

New Challenge Exhibition水のないいけばな展

各地の展覧会

百花万葉

学校いけばな

勅使河原宏の言葉と花 ⑦

勅使河原茜の花﹁線を見つめる﹂
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new Study Group overseas

草月指導者連盟
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Keep Right on Talking!
No.75

カレンダー

01

年度 本部講師・助手のご紹介

Newsletter
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［ 関西会場／草月 WEST ］ TEL：075-366-3647 ／ FAX：075-366-3648 ／ E-mail：west@sogetsu.or.jp

新
型コロナウイルスの感染者がなかなか減らず︑変異
いった︑画期的な企画です︒異例ずくめの展覧会は注目を

して生まれた︑水を使わない︑作品は宅配便で発送すると

会場に行き︑その限られた時間の中で集中し︑気持ちをコ

通常の展覧会では︑いけこみの時間に制限があります︒

集め︑日本経済新聞でも大きく取り上げられました︒

株のニュースも相次ぐなど︑世の中には依然として

停滞ムードが漂っていますが︑季節はもうすっかり春︒暖
かな陽気とともに︑気持ちも上を向いていきたいものです︒
さて︑まだまだ厳しい寒さが続いていた 月の半ば︑草

大切なスキルではありますが︑中には苦手という人もいる

ントロールしながらいけなければなりません︒ものすごく

月プラザで
﹁ New Challenge Exhibition
水のない いけば
な展﹂
が開催されました︒コロナ禍で三密回避が求められ
でしょう︒しかし今回のような形式なら︑自宅などの慣れ

だから︑おしゃべりはやめられない●

勅使河原 茜

た場所で︑自分のペースでゆったりと作ることができます
し︑納得がいくまで何度でも修正できます︒枯れもの︑着
色花材といったものだけではなく︑これを機に新たに見つ
け出したと思われる素材を使った作品もたくさんありま
した︒きっとそれは楽しい時間だったに違いありません︒
コロナ禍の前は︑草月いけばな展をはじめ︑支部展︑社
中展など︑定期的に展覧会が開催されていました︒もち

立場で楽しめた ヶ月になったのではないかと思います︒

配信で作品をご覧になった方など︑それぞれがそれぞれの

ちろんのこと︑草月プラザに足を運ばれた方︑オンライン

いる様子が伝わり︑私までわくわくしました︒出品者はも

↓

私も各期に 作品ずつ︑計 点を出品しました︒これま

扱う機会はそう頻繁にはなく︑ましてやこのような形式は
初めて︒﹁どう素材を組み合わせるか﹂﹁どうしたら面白く
なるのか﹂
⁝⁝等々︑制作に入る前はいささかの葛藤と不
安 があり ました︒しかし︑作 り 始 めたらどんどん楽 しく
なってしまい︑ 日で一気に 作を完成させてしまいまし
た
︵これには制作を手伝ってくれたアトリエのスタッフも
驚いていました︶
︒私は常々﹁花をいけるときはリズムが
重要﹂と考えており︑ふだんからいけるスピードが速いの
ですが︑素材が違っても︑どうやらそれは変わらないよう
です︒元をたどれば︑初代家元の蒼風は生花以外の素材を
いけばなに取り入れた第一人者でしたし︑父・宏は陶芸や
書等にも長けていました︒私も様々なことにさらに貪欲に
チャレンジしていかなければと︑今回の展覧会に刺激を受
けるとともに︑改めて襟を正す思いでした︒
新型コロナウイルスの感染拡大は︑確かに大変な事態で
すが︑こうした状況でなければ実現しなかったこともある
のではないかと思っています︒今回の
﹁水のない いけばな
展 ﹂や︑昨 年 末 に 行ったクラウドファンディングによるグ

ろんそれは素晴らしいことですが︑ややもすると形骸化
し︑こなすだけで精一杯といった状況になってしまう危険
性もはらんでいます︒それらが一切なくなり︑いかに自分
が
﹁作品を発表したい﹂﹁多くの方に見ていただきたい﹂
と
切望していたのかを改めて感じた方も多いのではないで
しょうか︒すべての作品を拝見し︑リモート鑑賞ツアーを
配信させていただきましたが︑皆さんが楽しんで制作して

この苦境を︑
一緒に笑顔で楽しく乗り越えていきましょう︒

リットがいかされるのではないかと私は考えます︒どうぞ

いますが︑そんな時だからこそ草月の自由で革新的なスピ

もしばらくは一定の制限下での活動が強いられるとは思

げられたのなら︑こんなに嬉しいことはありません︒今後

した︒自分たちだけでなく︑いけばな界全体の活性化に繋

ね﹂﹁刺激をもらいました﹂等︑様々なお言葉をいただきま

も草月さんは動いている﹂﹁新たな挑戦をしているんです

流派の方々も見に来てくださいましたが︑﹁こんなときで

ナ禍でなければ絶対に行っていなかった取り組みです︒他

ロリオーサを 使った 巨 大インスタレーションも そ う︒コロ

「水のない いけばな展」は、コロナ禍での華道界の挑戦として

↓

今だからこそ︑できること
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る中︑なんとか表現の場を作ることができないかと模索
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でたくさんの作品をいけてきましたが︑生花以外の素材を
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日本経済新聞で取り上げられました。
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草月流の新しいチャレンジ
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名の応募があり、

「 リモート 鑑 賞ツアー」 や
家 元 作 品の 制 作の 様 子 を
ホームページで公 開してい
ます。ぜひご覧ください。

の会員からも好評を得た。

配信され、出品者はもちろん、遠方

る「リモート鑑賞ツアー」の動画が

会期中には家元が全作品を紹介す

作品がそろいました」

場には表現することの喜びに溢れる

う思いから企画した展覧会です。会

ても創造の灯を絶やしたくないとい

言葉を寄せている。
「コロナ禍にあっ

自身も出品した家元は次のように

彩った。

追究という草月らしい造形が石庭を

4

く上回る

期 の 開 催 に。 素 材 の

2
0
3
期の予 定が

2

本部スタッフで行った。予想を大き

作品を出品者が本部へ発送。設置は

花材などを使用した「水を使わない」

いけこみを行わず、枯れものや着色

ルのいけばな展を企画。会場内での

展の開催が困難な今、新しいスタイ

不要不急の外出自粛が求められ花

月 会 館 階 草 月 プ ラ ザ に て「 New
水のない いけ
Challenge Exhibition
ばな展」が開催された。

2

4
※家元作品の再展示が決定！ 5月7日（金）〜30日（日）
／北野美術館（長野） 詳しくはP.33をご覧ください。
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水のない いけ ば な 展

Photo：Masako Kakizaki

3

1

New Challenge Exhibition

4

家元は4期にそれぞれ異なる素材の作品を出品。
「Reborn」と題されたシリーズ作品は、素材との出会いの瞬間にひら

めいたイメージを大切に制作された。1「Reborn-Ⅰ」2「Reborn-Ⅱ」3「Reborn-Ⅲ」4「Reborn-Ⅳ」5 石庭に展示
された作品の数々。遠くは中国からの出品も。
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INFORMATION

お知らせ

千葉県支部誌上展覧会

勅使河原宏 没後 20 年記念

ニッポンの前衛
2021.6.5 Sat. ̶ 18 Fri.
シネマヴェーラ渋谷

鎮 守の杜の花 あそ び
没後20年、今なお根強いファンから支持され続けている映画監督・勅使河原宏。
没後初となる
「メモリアル映画祭」
が開催されます。
映画祭では、宏の手掛けた映画作品のすべてを上映予定。詳細はホームページ、SNSでお知らせします。
この機会にぜひ映画館でご覧ください。
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［ シネマヴェーラ渋谷 ］〒150-0044 東京都渋谷区円山町1‐5 KINOHAUS 4F www.cinemavera.com
記念誌「草月会千葉県支部 草月いけばな展 2020『鎮守の杜の花あそび』」

第三代家元・勅使河原宏の映画上映、
テレビ放映、
そして書籍が出版されます。
● CS時代劇専門チャンネルにて、3作品が放映されます。

「没後 20 年 映像で魅せる奇才 勅使河原宏の描く時代劇』
2021年6月26日
（土） 21：00より3作一挙放送！

2

21：00〜「利休」／ 23：30〜「北斎」
（勅使河原宏の監督デビュー作）／ 24：00〜「新・座頭市Ⅲ」第26話

月 発行

年

記念誌での開催

コロナ禍 に よ り 会 場 に 足 を

運ぶ展覧会の実施が難しい今、

上 展 覧 会 と し て 開 催 さ れ た。

千 葉 県 支 部 展 は、冊 子 での 誌

冊子には、これまでの活動の中

名による

作 品 が 収 め ら れ、家 元 作 品 も

で撮影された、

収録された。

冊 子には家 元から 次のメッ

セージが 寄 せ ら れ た。「
（前 略 ）

草月会千葉県支部も、二〇一八

年に創立三十周年を終えて、満

を持して企画した支部展を中

止せざるを得ませんでした。け

れど、ただ立ち止まったままで

はいないのが、千葉県支部の皆

さんです。（中 略 ）
いけ ばなは、

花と人、人と人が直接思いを交

歓するところに本質的な魅力

があります。この原点を忘れな

由に大胆に様々な表現に挑戦

ければ、私たちはどこまでも自

することができるのです」
7

1
5
2

2
0
2
1

● ひとりの映画監督にスポットを当てる
「フィルムメーカーズ」
シリーズに、勅使河原宏が登場！！

『フィルムメーカーズ 22

勅使河原宏 』

発売：2021年6月5日
（予定） 予価：2,970円（税込） 発行：宮帯出版社 Ａ５判／208ページ
6

日本華道連盟いけばな展

香港支部でデモとワークショップ
2020年1月27日
山形国際ホテル
斎藤柳星・安達爽萩

2020年1月27日
カナダ／ Shambhala School
指導：Miyako Ballesteros 虹都

2019年4月12日〜15日
東京／新宿パークタワー1階ギャラリー1
上原瑞光

2019年3月24日
香港ビクトリアパーク特設ステージ
大谷美香

駅にいける
2019年7月14日
徳島県立阿波十郎兵衛屋敷
新田陛嘉

2019年6月1日〜30日
宮崎／ JR日豊本線佐土原駅
坂元涛草

受賞作の「皮膚呼吸」は、オオサンショ
ウウオの 木 版 画。オオサンショウウオ
が棲む清流をイメージし、青い花材で。

会社を彩る

東京島根県人会にいける
2020年2月13日
千葉／松戸市民会館
草月4名 デモンストレーション：今村草玉

2020年2月8日
J:COM ホルトホール大分
原露聖

2019年12月27日
福岡（北九州市）／株式会社フジコー
布施萩千

2019年9月1日
東京（文京区）／ホテル椿山荘東京
大川桂雲・百瀬青洋 他

「神話とおろち」をテーマに迎え花、お茶
席、演 壇 の 花、テーブル花 を。郷 土 石 見
神楽のお頭と胴も飾り、大好評を得た。

大分 花育2020 夢一輪運動

会場に展示された約 千本の花木から
自由に選んでいけた。来場者の歓声と
笑顔が溢れる花いっぱいの空間に。

数十年にわたり（株）フジコーのフロア
に花をいけている。写真は正月を意識
し、紅白で華やかに仕上げた作品。

いけばな体験

「駅 を 利 用 す る 方 が 爽 快 な 気 分 で 過 ご
せ ま す よ う に 」と 願 い を 込 め、梅 雨 時
期の美しいあじさいを使っていけた。

イベント装飾
2020年2月1日〜23日
静岡／モン・ミュゼ沼津（沼津市庄司美術館）
清水賢子

浪曲師玉川奈々福さんの生公演と阿波
の 芸 能 に つ い て 掘 り 下 げ るイベント
〝阿波芸能巡礼〟の装飾を担当した。

山口源賞大賞新人賞受賞作品展
2020年2月8日
静岡／浜松市福祉交流センター ホール
福島夏蓮

国内外の名だたるピアノコンクールで
優秀な成績を残されている今田篤さん
のリサイタルの舞台花を制作した。

外 国 人 を 対 象 に い け ば な 体 験 を 実 施。
いけばなとフラワーアレンジメントの
違いがよくわかると好評だった。
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小 学 校 でワークショ ップ。草 花 を 切 っ
ていけるのは初めてという生徒が多く
「またやりたい 」と声が上がった。
!

冬に咲く桜として人気の山形特産の啓
翁桜を豪華にいけた。薄紅色の花とほ
のかな香りで会場にひと足早い春を。

ピアノリサイタルにいける

香 港フラワーショ ー で 作 のデモを 披
露。別 の 日 に は 香 港 支 部 の 会 員 の 方 に
ワークショップを実施。合作の制作も。

小学校でのワークショップ

十二律 管を模した花 入をヒントに、
バリの
竹 製の打 楽 器アンクルンに春の草 花 をい
け、日本女性新聞にも掲載された。

冬のさくらキャンペーン2020

8
9

HYAKKA-MANYO
HYAKKA-MANYO

世田谷区春の文化祭

ぐるーぷ「すい」いけばな展 「春を詠う」
2020年2月22日〜24日
神奈川／新進建設株式会社 小田原・蓮正寺モデルハウス
いちかわれいこう社中24名 写真作品：いちかわれいこう

2020年2月22日・23日
埼玉／三郷市文化会館
草月22名 写真作品：岡庭侑峰

2020年2月15日・16日
東京／世田谷区民会館別館しゃれなあど
松村魚瑛・梅崎卯月 他4名

2020年2月14日〜16日
東京／ 練馬区立花とみどりの相談所
ぐるーぷ「すい」

毎 年 流 派 で 開 催。写 真 は、あ け び の
蔓 で 鳥 の 巣、ストレリチアで 鳥 が 飛 び
立つ様子を表現した四方正面の作品。
4

具体的な住まいの空間を使った展示
は、よい勉強の場となった。写真は、白
玉椿、枯れあじさい、紙を使った作品。

埼玉県いけばな連合会展

和歌山県いけばな協会展
2020年2月23日・24日
愛知／やねのにっぽうホール豊川
ぐるーぷ紅の会

2020年2月21日〜23日
埼玉会館 第一展示室〜第三展示室
草月56名

2020年2月19日〜25日
近鉄百貨店 和歌山店 5階催事場
草月3名

大作では異質素材としてアルミダクト
を選び、伸縮性をいかすことを試みた。
力強さを表現する作品に。

新型コロナウイルスが心配な時期だっ
た が、晴 天 に 恵 ま れ、前 回 以 上 の 来 場
者数に。春を感じていただいた。

複合文化施設の落成に

カッティングアートとコラボ
2020年2月28日〜3月2日
富山（高岡市）／御旅屋セリオ
草月15名 写真作品：竹嶋幸紀

2020年2月27日
愛媛／レクサス松山城北
村上友香

2020年2月22日
高知／土佐市複合文化施設つなーで
日浦暁泉社中7名

2020年2月21日〜24日
佐賀県立美術館（岡田三郎助アトリエ＆女子洋画研究所）
草月16名 写真作品：前田星萠

カッティングアートから得たインスピ
レーションと い け ば な をコラボさ せ、
新しい表現を試みた。

ショールームを彩る

恒 例 の い け ば な 展。写 真 はアルストロ
メリアと幼いころから大好きだったね
こやなぎを使った竹嶋幸紀さんの作品。

レクサスのラウンジに い け る。桜 を ふ
んだんに使い、つぼみから花が咲いて
いく変化で春爛漫の作品に。

複合文化施設の落成に、社中で祝い花
を。館 長 か ら の「赤 白 の 花 を 使 っ て ほ
しい」との希望を受けて制作した。

春を生ける 北日本いけばな展

写真は揚塩寿風さんの作品。県の木で
あるうばめがしの木の根を焼いて作っ
てもらった紀州備長炭を使っている。

第31回ぐるーぷ紅の会いけばな展
2020年2月23日・24日
宮崎市民プラザ4階ギャラリー
草月13名 写真作品：樋口南草

毎年行われている合同展。草月は力作
揃いで一際目を引いた。写真は大野優
萌さんによる作品。

宮日華道連盟いけばな展

割竹を幾何学的に造形した会場に、ミ
ニアチュ ールを 配 置。背 景 の 色 やライ
ティングの構成にも工夫を凝らした。

三郷市華道展覧会

「器 か ら 作 品 へ 」と い うコンセプトで
制 作。植 物 で 器 を 形 成 し、い け ば な へ
と変容していく表現に挑戦した。

モデルハウスにいける

10
11
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HYAKKA-MANYO

卒業生の器にいける

水戸の梅まつり・好文亭にいける
2020年4月3日〜6日
石川／能美市九谷焼美術館（浅蔵五十吉記念館）
倉元清花社中

2020年3月26日〜31日
鹿児島／山形屋 1号館7階 ななテラスギャラリー
山田草邦社中

2020年3月9日
岐阜／多治見市陶磁器意匠研究所
古田静波

2020年3月7日・8日
茨城
（水戸市）
／偕楽園好文亭
茨城県支部

21

食 堂 街 の 通 路 にコラージュ 点、対 面
には、みつまた
本、真鍮を貼っ
た流木、竜舌蘭 枚で壁面を造形した。
16 1
2
0
0

能美市で剪定した街路樹の桜をいかし
た い と、以 前 よ り 計 画。当 日 は 池 の 中
に満開の桜の大きな舟が浮かんだ。

コロナ禍の卒業式

卒園式を彩る
2020年5月23日〜6月8日
神奈川／済生会横浜市東部病院 正面玄関
栁沢香翠

2020年3月19日〜24日
鳥取／米子市立加茂小学校
名越清節 他2名

2020年3月18日
神奈川（藤沢市）／鵠沼幼稚園
永田恵樹

2
0
2
0

創 立 記 念 日 に 際 し、依 頼 を 受 け て 展 示。
医療従事者の方をはじめ多くの方々か
ら「癒やされた」と言葉をいただいた。

自粛後に施設が開放され初の稽古。い
つ も は 部 屋 で の 稽 古 だ が、ホールで 行
い、消毒も徹底。新聞にも掲載された。

桜でおもてなし

卒園式の祝い花
2020年6月21日
山形新聞
指導：大場仙華

2020年6月1日〜30日
埼玉／マンションエントランス
藤本遙染

2020年3月22日〜30日
兵庫／株式会社西松屋 姫路本店 正面入口
草月Egret（代表：加納花優・堀田丹順・菅野桂映・大向佐都）

2020年3月21日
愛知（豊橋市）／高塚保育園
中神麗京

海の近くの保育園の卒園式に毎年花を
いけている。輝く海と子どもたちの瞳
を重ね、未来と希望をイメージして。

マンションのエントランスに

村山市がブルガリア新体操のホストタウ
ンとなっている縁で、選手に体験教室を
実施した時のことが新聞に掲載された。

「コロナに 負 け な い で 」と い う 願 い を
込 め て 書 とコラボレーション。住 人、
来訪者に元気を届けた。

新型コロナウイルスの影響でひっそり
と し たストリート。姫 路 の 人 々 が 元 気
になるよう春の花を、と依頼を受けて。

山形新聞日曜随想

娘がかつて通っていた幼稚園の卒園
式 に 毎 年 花 を い け て い る。そ の 娘 も
年に成人式を迎えた。

病院の創立記念に

2020年5月28日
岩手（一関市）／真柴市民センター
指導：只野竹交

新型コロナウイルス感染対策のため卒
業 生 と 保 護 者 の み の 式。
「せ め て お 花
だけは華やかに」と気持ちを込めて。

自粛後初の稽古

園 内 の「好 文 亭 」の 萩 の 間・梅 の 間・楽
寿楼でいけばなを公開制作。多くの観
光客が写真撮影するなど好評を得た。

テーマ「あかるい明日に！」

卒業生が制作した、重量感があり個性
的な作品に、明るい未来を期待する花
をいけ、市長他皆さんより絶賛された。

社中展「九谷で春を謳歌する」
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6

松坂城で開催された小さな夏祭りにい
け ば な で 彩 り を。月 明 か り の 中、幻 想
的な表情を見せた。

異質素材（スクリューワイヤーメッシュ、
プラスチック段ボール）を 使 い、照 明
と風鈴の音とのコラボを試みた。

2020年8月1日・2日
三重／松坂城跡
三重県支部 有志6名

広島花卉組合が企画した「コロナで行
き場を失った切り花で県内の施設を彩
る」という取り組みに協力した。

4

大らかな鉄絵銅彩で知られる陶芸作品
に大小 作の添え花を。植物で会場の
空気が変わったと好評だった。

新型コロナウイルスのため︑前半の行事
は中止となりましたが︑ 月以降は様々
な活動を行いました︒写真は文化祭の
ときのものです︒
10

新型コロナウイルスにより︑在校生は卒
業式への参加とステージ花の制作も中止
に︒
﹁せめて玄関前に送り花を﹂と︑休
校になる前日に制作し︑喜ばれました︒

ホテルからの依頼でロビーでフラワー
クを 実 施。タイトルは「夏 も よ う 」。ホ
テルのホームページにも掲載された。

恒例の区民文化祭で個人作品や、社中
で制作した花器を飾り、多くの人の目
を楽しませた。

新型コロナウイルスのため︑文化祭と
体育祭を融合させた﹁おおとりフェス
﹂を開催︒写真はラプンツェ
ルをコンセプトにした合作です︒
2
0
2
0

コロナ禍により︑今回は学校全体での
文化祭はできませんでしたが︑個人作
を校内で展示︒それぞれががんばりな
がら個性を発揮しました︒

ドレ
ス
色だ の
ね！

14
※
【お詫びと訂正】本誌前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。
P.14 下段右 第24回都筑区民文化祭 （誤）写真作品：小林美雪→（正）写真作品：加藤春陽・渡辺紀衛・平塚彩翆・小林美雪
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2020年8月1日〜31日
北海道／京王プラザホテル札幌
北海道支部 草和会
9/8
東京都立八王子東高等学校
指導：山口霧香

2020 年

岩手県立盛岡第三高等学校
指導：古舘紫映

8/27
〜28

ホテルでフラワーク
2020年1月18日〜23日
神奈川（横浜市）／都筑区総合庁舎 1階区民ホール
草月31名 写真作品：加藤春陽・渡辺紀衛・平塚彩翆・小林美雪
2020 年

第24回都筑区民文化祭
日ごろの活動の成果を
個性を発揮

2020年8月1日・2日
三重／松坂城跡
玉置麗石社中
2019 年度

鎌倉女学院
指導：的場光芳
3/1

造 形 展 に い け ば な を 展 示 し て い ま す︒
年度も 年生から 年生までの
名 が 季 節 の 花 を 自 由 に い け︑ 会 場 の
中央に展示されました︒

4

小さな夏の感謝祭
2020 年

5

1
9

年度は夜間部がスタート︒必須
授業として クラス 回の指導が行われ
る 予 定 で し た が︑ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
により途中で中止となりました︒

1

異質素材で魅せる
福井県立武生東高等学校
指導：白澤白春

2020年6月22日〜26日
広島市安芸区役所1階ロビー
高橋陽春社中
京都市立梅小路小学校
指導：石走俊桂
2019 年度

14 2
0

2
0
1
9

コロ
ナ
せい の
で〜

様々な活動を
卒業式の送り花

コロナで行き場のない切り花を
8/30
〜31

神谷紀雄陶展にいける
2020年7月2日〜12日
東京／銀座「和光ホール」6階
十字蕾肖

造形展にいける
必須授業として

2019

太陽歯科衛生士専門学校
指導：十字蕾肖

HYAKKA-MANYO

● 学 校 い け ば な

勅使河原 茜の
Original Works by Akane Teshigahara

線を見つめる

花器と同系色のニューサイランをいけ、広がった口元にゆりとかえでを配した作品です。
すっと伸びた線の勢いや強さに、包み込まれるような優しさをプラスしています。
This work features a New Zealand ﬂax in the same color as the vase, with a lily and maple placed at its broad mouth.
I added an enveloping gentleness to the vigor and strength of the straight line.

ばいかうつぎとかえで、それぞれがもつ独特な枝ぶりをいかしていけました。
ボリュームをあえて抑え、線と空間の妙で魅せています。
I arranged this work to express the unique look of the branches of the Satsuma mock orange and the maple.
I deliberately kept the volume low and focused on the exquisite harmony of lines and space.

花材：ゆり、ニューサイラン、かえで 花器：陶器花器（勅使河原宏） サイズ：90×15×27cm
Materials: Lily, New Zealand flax, Maple Vessel: Ceramic vase (Hiroshi Teshigahara)

花材：ばいかうつぎ、かえで 花器：自作ガラス花器 サイズ：47×96×86cm
Materials: Satsuma mock orange, Maple Vessel: Self-made glass vase

17

16

Photo：Chukyo Ozawa

大らかに立ち上るからまつの勢いが強調されるよう、色を控えめにしました。
ビブルナムとダリアの淡い色のコントラストで爽やかな雰囲気に。
I used subdued colors to emphasize the momentum of the Japanese larch that rises majestically.
The pale color contrast of the snowball and the dahlia creates a refreshing atmosphere.

オクラレルカを重ねて広げることで、美しい緑の動きや伸びやかさを出し、
重厚で神秘的な質感をもつ花器の面と対比させました。
By layering and spreading the Turkish iris, I created a beautiful sense of green movement and extension,
contrasting it with the vase surface which has a massive and mystic texture.

花材：からまつ、ビブルナム、ダリア 花器：自作陶器花器 サイズ：112×126×74cm
Materials: Japanese larch, Snowball, Dahlia Vessel: Self-made ceramic vase

花材：オクラレルカ、にんじん（花） 花器：陶器花器（加藤清之） サイズ：109×72×31cm
Materials: Turkish iris, Carrot flower Vessel: Ceramic vase

19
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没後
年企画

いけばなが出来るが、もう一つ、

〈器 〉と 素 材 が 渾 然一体 と なって

勅使河原宏の言葉と花 ⑦

うつわ
環 境 を 忘 れてはな ら ない。環 境 がいけばなの
〈器 〉

勅使河原宏 いけばな作品
れんぎょう、ぼたん
白磁壺
撮影 藤森武

年
福井県宮崎村
（現・福 井 県 丹 生
郡 越 前 町 ）に
「草 月 陶 房 」を 開
窯。独 学で始めた陶 芸に没 頭し
ていく。陶 房を 訪れたイサム・ノ
グチの
「いけばなにおける器とい
う も の がウィークポイント」とい
う言 葉に深く同感し、次々と 作
品をつくった。 年 代 半 ばから
は、チューブ状の造形をつくり始
め、
《胴》
シリーズが生まれる。

勅使河原宏の年表

Ikebana work by
Hiroshi Teshigahara
Golden-bells, Tree peony
White porcelain vase
Photo: Takeshi Fujimori

：

（次号へつづく）

草月陶房で作陶する宏。左は
《胴Ⅷ》。
撮影 土田ヒロミ

70

かも知れない。だから別の言葉で云えば、いけばな
は、型を押し付けるものではなく、その環境に創造
するものである。

Project for the 20th Memorial of the Third Iemoto
April 2021 will mark the 20th year since the death of the third Iemoto, Hiroshi Teshigahara.
We will introduce the "Words of Hiroshi". Let's unravel where his unconventional and
unique way of thinking came from.

20

20
21

While we can integrate the container and the materials in perfect harmony to
complete ikebana, we must not forget about another element – the environment.
The environment may be the "container" for ikebana. That's why, in other words,
ikebana is not about imposing a pattern, but about creating something within that
environment.

年 月に没後 年を迎えた第三代家元・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

1
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：
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INFORMATION
プログラム

お知らせ

3 「春の花 −技術を高めて発想を広げる−」
草月指導者連盟

講師
家元

加藤久美子

川名哲紀

関田育圓

WEB 家元講習会

※いずれも本部講師。五十音順

【 テーマ1 】
講師デモンストレーション
基本を学び直す
「第１応用立真型（盛花）
・傾真型（投入）」

S o g et s u
Te a c h e r s A s s o c i a t i o n

師範の方が基本を学び直すためのプログ
ラムです。投入れは、留め方がわかりやすい
よう透明なガラス花器で解説しています。

【 テーマ2 】
講師デモンストレーション
指導に役立つ
「研究！ たての添え木留めで自由花」
たての添え木留めを使い、様々な器で三者
三様の作品を制作します。基本花型だけで
はなく自由花でも、たての添え木留めを多
いに活用して作品の巾を広げましょう。
【 テーマ 3 】
講師デモンストレーション
個性をいかす
「組む×曲げる×折る×個性」
3 人の講師それぞれの発想のもと技術を駆
使し、植物に手を加えて新たな形を作り、
個性的に展開します。

【 テーマ4 】
家元デモンストレーション
空間といけばな

ザ・キャピトルホテル東急では洗練された
和モダン空間、タカ・イシイギャラリーでは
アート作品との調和を考えた作品を制作
します。

W E B I E M OTO S E M I N A R S

第 3 弾が好評配信中！いつでも、どこでも、何度でも、家元から学ぶ！
WEB家元講習会は、スマートフォンやパソコンなどのインターネット環境があれば、
いつでもどこでも好きな時にご受講ができ、家元や本部講師のデモンストレーションがご覧になれます。
一度購入したプログラムは、配信期間中は何度でも繰り返しご覧になれ、
一時停止や早送り・早戻しもできます。
今回は、家元と3名の本部講師が春の花をふんだんに使い、それぞれのテーマで計14作を制作します。
手元や花器の中の映像など、オンライン配信ならではの充実した内容です！

【 日 本 語 版 】3 月 15 日（月）〜 6 月 30 日（水）

配信期間

【 英語字幕版 】4 月

1 日（木）〜 6 月 30 日（水）

※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。

視聴方法 スマートフォン、パソコンなどインターネットに接続できる

環境をご準備のうえ、機関誌『草』2月号に同封の
「スタートガイド」、ま
たは
「草月指導者連盟メンバーズサイト」
をご覧ください。

受講料

5,000円（通し／税込）

※【テーマ1】のみ、単発でのご受講（1,000円／税込）
が可能です。
※お支払いは、カード決済のほか、銀行振込、草月会館会員サービス部、草月WEST窓口で
もできます。カード決済以外の場合は、入金の処理まで1週間程かかることもありますのでご
了承ください。

WEB家元講習会のページ

サポートします！ ご連絡ください
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。

お問合わせ ［ 事業課 ］ TEL：03-3408-1156 ／ FAX：03-3405-4947 ／ E-mail：kikaku@sogetsu.or.jp
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花木が運ぶ春
華のおもてなし
月 日〜 月 日
日本橋髙島屋1階正面ステージ

最高位試験に臨む
理事顧問昇格試験
月 日・草月会館
月 日・草月

名、顧 問

名 が 受 験 し た。

理事顧問昇格試験が実施され、
理事

論文・実技試験に真剣に臨んだ。

流師範の最高位を目指し、花型図・

験 も 可 能 に。受 験 生 た ち は、草 月

コロナ禍により今回は自宅での受

21

花型図
●東京・理事／丸水盤にいける時の第二応用立真型逆勝手の花型図（立面図及び
平面図）
を描き、主枝の角度、方向、剣山の位置を説明し、従枝をいれる時の心得
を述べて下さい。
●東京・顧問／丸水盤にいける時の第三応用立真型本勝手の花型図（立面図及び
平面図）
を描き、主枝の角度、方向、剣山の位置を説明し、従枝をいれる時の心得
を述べて下さい。
●草月
・理事／丸水盤にいける時の第一応用傾真型逆勝手の花型図（立
面図及び平面図）
を描き、主枝の角度、方向、剣山の位置を説明し、従枝をいれる
時の心得を述べて下さい。
●草月
・顧 問 ／ 丸 水 盤にいける 時の第二応 用 傾 真 型 本 勝 手の花 型 図
（立面図及び平面図）
を描き、主枝の角度、方向、剣山の位置を説明し、従枝をい
れる時の心得を述べて下さい。
論文

［昇格試験問題］
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例のもので、毎 年 心 待 ちにする人
も多い。
今年の作品は、表情豊かな流 木
で骨格をつくり、れんぎょう、つつ
じ、はなみずき、八重 桜、いたやか

開き日々変 化 する作 品は、多くの

いった花々がいけられた。徐々に花

え で、し ゃ く な げ、つ る そ け い と
家元の春の大作が日本橋髙島屋
人々に植物のパワーを届けた。

ら

蒼風花伝書・草月五十則の中の次の文章について、あなたの解釈を述べて下さい。
●東京・理事／花は美しいけれど、いけばなが美しいとはかぎらない。花は、いけた
ら、花ではなくなるのだ。いけたら、花は、人になるのだ。
（蒼風花伝書）
●東京・顧問／精神に古今なく、作品は変転自在（第三則）
●草月
・理事／自然の花の中から、いけばなという別な花が咲くのだ。別
な花が咲くという、そのことが大切なのだ。
（蒼風花伝書）
●草月
・顧問／一輪、
一と枝の強調。大自然を圧縮したような一瓶（第四
則）
実技
テーマ 剣山なしで水盤にいける
（共通）
●東京・理事／花材 もくれん
●東京・顧問／花材 とさみずき
●草月
・理事／花材 にしきぎ
●草月
・顧問／花材 ぼけ

らのグループ展「 座・
: 草月 」が 月 日か
日まで、草月会館 階・談話室で開催さ

けばなパフォーマンスユニット
「座・草月」
。彼

草月のアトリエスタッフで構成される、い

活躍の場︑広がる

1

び、北野美術館（長野）
での展示も決まった。

： ：

にて展 示された。桜の時 期に春 を
告げる展示「華のおもてなし」
は恒

家元へ感謝状

家元作品の展示、一日目の様子。これから徐々に花が開き、作品は華やぎを増していった。

2

れた。竹を多 様に用いた作 品 群は注 目を浴

Re

高知県より感謝状の授与
月 日
草月会館

昨年行われた
「
【花卉業界応援プ
ロジェクト】一輪の花が、明日を変
力した功 績を讃え、作品に使用し

える」
に対し、花卉業界の振興に尽
たグロリオーサの生 産 地である 高
知県の濵田省司知事より家元へ感
謝状が贈られた。授 与は高 知県農
業振興部の齊藤悦玄さんによって
行われ、「作品を拝見して元気をい
ただきました」
との感想も。

： ：

6

24
25

鉄花器の販売会「六本木春望」
（3月20日・21日／ ANB Tokyo）
にて。
個性あふれる鉄花器に春のいけばなを制作。
TBS系テレビ 火曜ドラマ
『オー！マイ・ボス！恋は別冊
で』
に座・草月がいけばな制作協力。

28

W
E
S
T

「Re：座・草月」
の展示風景。 Photo：Masako Kakizaki

4

高知県からの感謝状を拝受した家元。

座・草月／ NEWS
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レビュー

REVIEW

INFORMATION

花器からの発想

家

6月

11 日

12 日

14 日

有機−無機−有機 いけばなの方程式

元

川名哲紀

4 月より各回とも講師のデモンストレーションをご覧いただけるようになりました。

【 優秀
（以下、各受賞者。敬称略）

賞】

林珀凜

―光の彼方へ―」
Lumière

「小さな展覧会～場にいける～」

「
○ Atelier REIO
○小川葉江社中

中田芳聖

吉澤星玲

橋爪千峰

古家賀苑

中村俊映

賞】

A
T

S
Y
C

福岡

20

回

古川丹萠

※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、草月流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。

小川李紅
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大𠮷昌山

●毎週月曜日 ※祝日は休講となります。 ●11 時 〜13 時 ●受講料：4,140 円／１回（花材費込み） ※証書申請可能。

太田豊雅

細野葉霞

岸本啓洋

28 日

亀井星雅

高木水染

金子紫泉

31 日

鶴本優水

高木水染

佐藤草和 白鳥水洵

21 日

6月

阪口英芭

福島光加

高橋泉花 田邉佳泉

24 日

服部純洸

石川己青

中嶋梢霞

坂口水恵

14 日

吉村渓水

7日

細野葉霞

松崎丹虹

石川己青

17 日

柳原香緑

10 日

福島涼苑

5月

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。

白清
Kiyoko Boycott

インターナショナルクラス

簑毛彩

●開催日は水曜 1 回、金曜 2 回 ●17 時 45 分〜 19 時 30分 ●入会金：11,000 円 ●月謝：12,040 円（月3 回分・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）。

東京１

澤田晃映

大津寄富三 友田紅元

18 日（金）

S
Y
C

【 草月奨励賞 】

西山光沙

勅使河原明美

西山光沙

9 日（水）

【第

28 日（金）

6月

橋本佳蘭

岩渕幸霞

岩渕幸霞

【 草月日輪賞 】

19 日（水）

4 日（金）

馬場先冨昌

澤田晃映

流ホームページでご覧いただけます。

7 日（金）

「花に感謝の日」特別映像は、草月

： kyoshitsu@sogetsu.or.jp
E-mail

5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。

北海道１

男子専科

S S
Y Y
C C

千葉県支部

： 03-3405-4947
／
FAX

●原則として 6 日間、第 1・2・3 火曜と木曜 ●10 時 30 分 /14 時 /17 時 45 分（各日 3 回開講） ●入会金：11,000 円 ●月謝：
12,040 円（月 3 回分・花材費別） ※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）。

【 優秀支部賞 】

忍

香川県支部 京都支部

岡崎

東京西支部 奈良県支部

隅出美泉

17 日

【 草月作品賞 】

22 日

加藤久美子

青木栖和

坂口水恵

10 日

○加藤久美子 with studio CREARE
「ウチ」で奏でる

15 日

篠崎洵雅

梶星波

中村草山

3日

○福島光加グループ「小さないけばな展」

8日

木曜

S
S
C

小林梨花

火曜

忍

勝呂和紅

岡崎

○倉元清花社中展「九谷で春を謳歌する」

27 日

○山田邦子 いけばな教室展

加藤久美子

内藤凉苑

20 日

○４クローバーズ 草 月いけばな 展「ホテルにいけ

坂口水恵

松平樹洸

13 日

る」〜九月のかぜ〜

木曜

○秋山美晴個展

篠崎洵雅

若麻績賀翆

25 日

も教室「かけはなてん」

中村草山

「＃いけばな千本ノック at‐T BOX
」
○ 北 村 青 葭グループ「ふあり」＆伝 統 文 化 子ど

18 日

○村上蕉雅 花展「棲花～す・み・か～」

隅出美泉

（草月シニアチャレンジャーズ）作品展

11 日

○

： 03-3408-1209
／
TEL

6月

火曜

○菅原瑛天 個展

5月

～私の花～

- ／
21

草月ホールにいけられた献花。動画には制作の様子も。

2
0
2
0

年度各賞受賞者

2

に収録

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。

家元教室

7

D
V
D

2
0
1
9

年 度、

東京都港区赤坂
107-8505

●申込方法：新入会をご希望の方は、TEL・FAX・E-mail で事前にご連絡ください。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。

3

お知らせ

花に感謝の日

17 日

各賞を受賞された皆さま、誠におめでとうござ

15 日

月に行われる「花に感謝の日」で

14 日

すが、今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止

〒

5月

います。毎年

講師

のため、動画の配信とさせていただきました。家

テーマ

元による献花とメッセージは、草月流ホームページ

月

で ご 覧 いた だ け ま す。ま た、

土

2
0
2
0

年 度 理 事・顧 問 昇 格 者、各 賞 受 賞 者

金

14 時 /17 時 10 時 30 分 /14 時 10 時 30 分 /14 時

して、後日お届けします。

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。

の皆さまには、特別編集の映像を

本 部 教 室

家元研究科

REVIEW

教室情報

26

受講日

造形花創造の歓びを、そしてクリエイターを目指す人、全員集合！！

講師

内容

6月から全8回
原則として水曜日

2022年 2/2、3/16
※初回が
5/26→6/16に変更に
なりました。

川名哲紀

21

受講日時・講師

内容

●授業時間：13 時 ～16 時 30分 ●受講料：52, 800 円（花材費込み） ●申込資格：草指連会員 ●定員：20 名（先着順。
定員になり次第締め切ります） ●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（お持ちの方は）メールアドレスをご記入の上、
「いけばな空間の写真教室」受講希望の旨を教室運営課までお知
らせください。●申込締切 ： 5 月14 日（金）
※デジタルカメラを使用します。各自お手持ちのものをご持参ください。 ※ポストカード制作（予定）は別途有料となります。

追加募集!

徹底研究 ―草月の伝統と挑戦―

受講日

6/3、7/1、8/12、
9/2、11/25、
2022年2/17、3/17

内容

片山 健

歴代家元に従事し厚い信頼を得ている片山健師範の指導のもと、いけばなの基
本・応用から上級編まで、節句や各季節ならではの特殊花材など、テキストでは学
びきれない項目を総合的に学ぶ講座です。師範になって間もない方からベテランの
方まで、指導や作品発表の場などに、幅広く役立つポイントが満載です。
※昨年度開講した講座の追加募集です。

●授業時間：11 時～16 時30分 ●受講料：前期 57,050円／後期 42,800円（半期分納制、花材費・昼食代込み） ●申込資格：
草指連会員 ●定員：16 名（先着順） ●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（お持ちの方は）メールアドレスをご記入の上、
「徹底研究 草月の伝統と挑戦」受講希望の旨を教室運営課までお知らせください。
●申込締切 ：5 月6 日（木）
29

7月14日
（水）

を使って
―素材として花器として―

粕谷星華

スマホで簡単 !
画面映えするいけばな

中村草山

7
2

21

スマートフォンが一台あれば、撮影はもちろん、写真
ならではのいけ方のテクニックを簡単に学べます。
写真の切り抜き、明るさやコントラストの補正など、
スマホの機能を駆使して、友達へ送ったり、SNS で
発表したりするための画面映えする作品写真を創りま
しょう。
※当日はご自身のスマートフォンを使用します。

●授業時間：11 時〜 16 時 ●受講料：12,970 円（材料費・昼食代込み）／入会金なし
●申込資格：草指連会員 ●定員：30 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：00180-6-119808 ／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（材料費および昼食代）をいただきます。皆さまのご参加をお待ちしております。

オンライン特別講座
受講日

テーマ

好評！ 自宅にいながら参加できるオンライン専用講座です。
初めての方にはスタッフが詳しく説明いたします。お気軽にお問合わせください。

講師

伝統と新たな知識を習得!

講師

原則として月1回
木曜日／全7回

6月16日
（水）

： kyoshitsu@sogetsu.or.jp
E-mail

： kyoshitsu@sogetsu.or.jp
E-mail

関谷幸三（写真家）

想いを込めていけた作品でも、鑑賞できる時間には限りがあります。
自分の作品の旬の状態を、より多くの人に伝えたい―。そんな希
望も、写真なら叶えられます！ 照明を使った本格的なスタジオ撮
影から自然光を利用した撮影まで、シーンに応じた撮影のテクニッ
クを、プロカメラマンが丁寧にお教えします。この機会にマニュアル
モードの使い方をマスターし、年賀状、作品集、名刺代わりのリー
フレット、ホームページや SNS に、あなたの想いが詰まった作品を
いつまでも鮮明に残しましょう。

「草月流オリジナル水差し」

美しさと機能を備えた「草月流オリジナル水差し」を、
別の視点から見つめなおします。
異質素材として植物とともに既成の花器を使っていけ
る事・水差しを花器としていける事の両方に取り組み
ます。
見慣れた「水差し」の新しい表現を、一緒に探して
みましょう。
（水差しは当日 1 つずつ差し上げます！）

： 03-3405-4947
／
FAX

： 03-3405-4947
／
FAX

原則として火曜日／全10回
6/15、7/13、8/24、9/21、
10/12、11/30、12/21、
2022年 1/11、2/8、3/8
13 時 ～16 時 30分

秋山美晴

普段は手に取った植物から線を見いだし、いける事が
多いように感じます。
今回は切り口を変え、ドローイングを何枚も重ねた中
から一枚を選び、その絵に描かれた線のイメージで、
植物をいけてみます。
感情を自由に線に乗せ、制作の楽しさを感じてくださ
い。

： 03-3408-1209
／
TEL

： 03-3408-1209
／
TEL

いけばな空間の写真教室

あなたも写真家に！
プロの撮影テクニックを学んで、作品の魅力を残しましょう。

ドローイングから生まれる
線を大切に

内容

- ／

- ／

2

講師

-

●授業時間：10 時 30 分～16 時 ●受講料：前期 57,600 円／後期 57,600 円（半期分納制、花材費・昼食代込み）
●申込資格：草指連会員 ●定員：30 名（定員になり次第締め切ります）●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（お持ちの方は）メールアドレスをご記入の上、「今だから、造形花」
受講希望の旨を教室運営課までお知らせください。●申込締切：5 月28 日（金）

7

5月15日
（土）

テーマ

東京都港区赤坂
107-8505

東京都港区赤坂
107-8505

9/15、
11/17、
12/15、

受講日

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。

〒

〒

6/16、6/23、8/11、

室内から野外、あらゆる
「場」
に造形花を展開し、自ら
を表現できるクリエイターを育成する講座です。講師は
ダイナミックなインスタレーション、ランドアート、個展を
グローバルに多数経験し、草月流を支えてきた川名哲
紀師範。
「場」
に応じた実践的な制作体験、外出授
業など今からの課題と、これからの新しいコミュニ
ケーションを通して、楽しく有意義に刺激し合いな 川名講師によるランドアート
がらプロ意識を学んでいきましょう。貴方のポジティ (イタリア）
ブの幅を広げるために！！
「形」
の演出、自然との対応 など
［ 内容 ］根源の力、命ある線、空間に際立たせる

公開講座

本 部 教 室

本 部 教 室

い け ば な

「今だから、造形花」

5月11日
（火） 葉ものが主役 !!
篠崎洵雅

内容
暖かくなると、葉ものもだんだん大きく、種類も豊富に
なります。
今回、主役の葉は一種にします。
大好きな葉や、見慣れた葉を主役にすることで、今まで
とは違う表情が見えてくるのでは……？
合わせる植物は自由です。
一味違う作品を目指しましょう！

●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。
●定員：10名 ●受講料：5,500円 ※生の植物はご自身でご用意いただきます。
※指定素材を事前に送付する場合は、
そのための
材料費・送料として追加費用
（1,100円〜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：①クレジットカード
（PayPal）
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ます）※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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受講日

6 月8 日（火）

テーマ

講師

これぞ草月
研究素材は「木」
貴方は建築家

大久保雅永

内容

金曜

素材の木は、割箸を100膳ほどと、紙粘土を使いま
す。建築家になったつもりで、草月風にアレンジ
します。完成した作品に、枝一本、花一本を配置
いたします。

〒

テキスト集中講座 2021

受講日

「教えるために」
「学ぶために」
「楽しむために！」

5月25 日（火）

講師
隅出美泉

内容

テキスト集中講座
がリニューアル !!

「同じ形を繰り返す」より
ユニークな作品表現を見つける

中村草山

22 日

6月

18 日

19 日

7月

16 日

17 日

場面を想定して
一夏祭りをいける一
『私の花』
～季節の花材を見つめながら

家元教室
5月
6月

家

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 !!

元

竹中麗湖
小沢清香

2021年4月より
入会金、
再入会金が
不要となります!

毎回テキストのテーマからの 2 作、講師のデモンストレーションがあります。
たっぷり勉強できる充実の 2 時間。

金曜

7日

中田和子

14 日

中村草山

28 日

石川己青

土曜

8日

〃

15 日

〃

29 日

〃

金曜

4日

土曜

5日

五十野雅峰
〃

25 日

片山

26 日

健

〃

7月2日

中田和子

7月3日

〃

●月3回 金曜・土曜 ●金曜（14時30分／18時30分）、土曜（10時30分／14時30分） ●入会
金：11,000円 ●月謝：11,000円（月3回分・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。 ※月3回受講することが難しい方はワンレッスン受
講も可能（4,500円・花材費1,700円／都度払い）。 ※見学可能。

20
4

2021年4月より
再入会金が
不要となります!

1

： 075-366-3647
／
TEL

： 075-366-3647
／
TEL

9 月 28 日（火）

福島光加

21 日

5月

W
E
S
T

講師

階／

階 ／

1

7月 27 日（火）

10 時 30 分

- ホテルエミオン京都

- ホテルエミオン京都
4

14時30分/18時

探究「私の花」
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？

●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）
：12,200円
（花材費込み）／（本部講師）
：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。※当面の間、コロナウイルス感染症拡大対策のため受講人数を制限しております。

人気のテキスト集中講座『特別篇』が、今年度より講座名も「テキスト集中講座 2021」と新たになり、よりわかりやすく楽し
く学ぶことができるようにリニューアルされました！ 草月いけばなのエッセンスが凝縮された草月カリキュラムにもう一度注目。
それぞれのテーマを際立たせる構成を学ぶことで、生徒への教え方や作品構想がグレードアップすることを目指します。さらに
テーマを発展させ自由で楽しい創作も試みます。2021 年度は、草月カリキュラム 3・4 のテーマを集中して取り上げます。この
講座ならではの、
個性ある講師陣も魅力の一つです！ ぜひこの機会に、
今一度テキストに再チャレンジしてみませんか？ 継続・
新規入会の方をお待ちしています。

20

土曜
※

京都府京都市下京区朱雀堂ノ口町
600-8842

京都府京都市下京区朱雀堂ノ口町
600-8842

●授業時間：13 時～ 16 時 ●受講料：4,400 円（花材費別）●定員： 20 名 ●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

受講募集

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。AT 賞選考対象クラス。※ 2021 年度より金曜日夜の回は 18 時より開催します。

家元研究科

〒

W
E
S
T

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。

草月

草月

公開講座

土曜日14時30分からの家元教室は、オンラインでも受講できます！
遠方だけど草月流本部講師の授業に参加したい、自粛生活が長くて教室に参加できて
いない、という皆さんにおすすめのプランです。実際の授業と平行して開催されているた

： 075-366-3648
／
FAX

： 075-366-3648
／
FAX

め、草月 WEST で行われている講評をライブ配信で聴くこともできます。
お気軽にお問合わせください。

11月 30 日（火）

篠崎洵雅

複数花器と “ はな ” との出会い
発想・発見・発展
線の魅力
植物から見つける「自分の線」

プロフェッショナルクラス
受講日
原則として火曜日（年 4 回）

3 月 22 日（火）

高木水染

“ 植物を編む ”
フォルムから立体、自立へ

●授業時間：13 時 〜16 時 全 6 回半日コース ●受講料：39,600 円（6 回分前納、※入会金不要・花材費別）
●申込資格：草指連会員 ●定員：20 名 ●申込方法：はがき・FAX・E-mail などの書面で、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：4 月30 日（金）
31

7 月6 日、9 月 7日、11月2 日、
2022 年 3 月1 日

講師
秋松伸一
市村冨美夫（染色家）
清水六兵衞（陶芸家）
日向洋一

： west@sogetsu.or.jp
E-mail

： west@sogetsu.or.jp
E-mail

2022 年1月 25 日（火）

関田育圓

内容
長年続いている名物クラスです。様々な分野
からの豪華講師によるパワー溢れるクラスに
参加してみませんか？ 草月陶房での授業も
予定。今回も若干名募集します。

●授業時間：10 時 30分 ～16時 ●受講料：55,020 円（４回分前納、昼食代込み。教材費はその都度実費） 入会金不要。
●受講資格 ： 総合補修セミナー Part2修了者、または草指連会員で草月 WEST 在籍者（※どのクラスでも可）
●申込締切： 5 月 31 日（月）
※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、草月流ホームページをご確認いただくか、草月WESTまでお問合わせください。
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CALENDAR
年間行事予定

支部展
石川県支部

WEB家元講習会 第3弾
「春の花̶技術を高めて発想を広げる̶」
配信中

6月30日
（水）
まで

石川県支部主催「家元講習会 大樋焼の器にいける」
「伝統と革新の継承̶大樋長左衛門氏×家元対談」
4月25日
（日） ホテル日航金沢

村上仙香

☎ 076-261-2010

※大樋美術館にて家元作品が展示されます。 4月24日（土）午後3時〜26日（月）

☎ 0761-24-1813

家元継承20周年記念 草月いけばな展
「創造の空間2021 WEST」
（草月WEST内展示スペース
「KOTOHA」
「PANOF」
）

8月1日
（日）
まで

※展示日程は断続的です。
詳細はP.34、ホームページ、SNSをご覧ください

4月14日
（水）
〜16日
（金）

石川県支部

6月4日
（金）
〜6日
（日） 尾山神社

谷口桂萠

東京西支部 ※家元出品

7月9日
（金）
〜11日
（日） 国営昭和記念公園 花みどり文化センター

久保田芳生 ☎ 042-521-1434

5月13日
（木）
・14日
（金）

宮城県支部

9月3日
（金）
〜8日
（水） せんだいメディアテーク

山田美堂

5月26日
（水）
〜7月23日
（金）

☎ 022-375-3166

【草月コレクションがご覧いただけます】
●「Yayoi Kusama-A Retrospective」
にて草間彌生『ドレッシング・テーブル』
が展示されます。
4月23日（金）
〜8月15日（日） GROPIUS BAU ／ドイツ・ベルリン
（問：☎ +49 30 254 86-0） ※3月19日（金）より会期の初日が変更になりました
【勅使河原宏 没後20年記念 ニッポンの前衛】
●没後初となるメモリアル映画祭として、勅使河原宏が手掛けたすべての映画作品を上映予定です。
詳細はP.6、ホームページ、SNSをご覧ください。
6月5日（土）
〜18日（金） シネマヴェーラ渋谷（www.cinemavera.com）

フラワーク

ザ・キャピトルホテル東急
赤坂エクセルホテル東急

後藤麗美

5月

十字蕾肖

6月

森彩琳

常設

杉岡宏美

赤坂見附

溜池山王・国会議事堂前

4月26日まで

五十野雅峰

4月26日〜5月6日

竹中麗湖

横浜ベイホテル東急（B1階神殿口）

常設

深澤隆行

横浜・みなとみらい

クロエクリニック青山

常設

杉岡宏美

青山一丁目

4月16日まで

小沢清香

4月19日〜30日

元田紫葉

5月10日〜21日

篠崎洵雅

5月25日（9時30分より）
〜6月4日
家元継承20周年記念 草月いけばな展
「創造の空間2021 TOKYO」
家元作品の特別展示
6月7日〜18日

赤坂見附
赤坂見附・永田町・麹町

6月4日
（金）

財団理事会
（草月会館／午前11時〜）

6月11日
（金）
〜14日
（月）

家元継承20周年記念 勅使河原茜個展
「むすぶ」
（草月WEST）

6月18日
（金）

財団評議員会
（草月会館／午前10時30分）
財団理事会
（草月会館／午前11時〜）

福井県支部

4月24日
（土）

研究会 花みずき炎ぼの館

西山香蘭

愛知県支部

4月25日
（日）

講習会 イーブルなごや 3階ホール

広瀬典丈 ☎ 0562-97-4970

静岡県支部

6月6日
（日）

研究会 静岡労政会館6階 大ホール

加藤草容

☎ 053-461-1854

東京南支部

7月3日
（土）

研究会 草月会館 4階・5階教室

中村美梢

☎ 03-3467-6679

☎ 0776-56-1125

【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。
4月24日
（土）
、
5月15日
（土）
、
6月12日
（土）
、
7月10日
（土）
、
9月11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。

青山一丁目

このページに掲載されているイベントは内容が変更になる場合がございます。
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
以下のイベントは中止または延期となりました。お出かけの際はご注意ください。

栃木県指定文化財 瀧澤家住宅 鐵竹堂・企画展示
「祈りの中から生まれて」

5月16日
（日）
まで
栃木県指定文化財 瀧澤家住宅 鐵竹堂

木村爽陽

☎ 090-7830-7792

4月17日
（土）
・18日
（日） 富山縣護國神社

栂野恵秀

☎ 076-423-5333

香川県支部ミニいけばな展〜花遊覧〜

4月17日（土）
・18日（日） 岩田神社社務所内 ※藤まつり開催中

沼田広菜

☎ 0877-25-1060

第10回 森の作家展 Reflection 光・響

4月24日
（土）
〜6月13日
（日） 金津創作の森美術館
アートコア ミュージアム-1、
ギャラリー、
野外

草月陶房

☎ 0778-32-2234

※舞台装花：村上和雅子

Spring concert あなたに届けたい歌の花束

4月25日
（日）
午後2時
アートフォーラムあざみ野 レクチャールーム ※要チケット

村上和雅子 ☎ 090-2327-1821

4クローバーズ ホテルにいける！
「みどりの風」

5月2日（日）
〜4日
（火・祝） ホテルブリランテ武蔵野

佐藤青幹

☎ 080-1350-5113

彩華花の教室作品展
「浜風によせて」

5月11日（火）
〜16日
（日）
山本彩華
三陽メディアフラワーミュージアム
（千葉市花の美術館）

☎ 090-4752-6775

5月15日
（土）
・16日
（日）
富山県民会館分館 豪農の館 内山邸

亀谷美樹

☎ 076-492-6120

横井紅炎

☎ 0466-60-1916

中村美梢

☎ 03-3467-6679
☎ 0776-56-1125

※草月陶房所属作家ユニット
「SALULAS」
参加

生け花のある能「半蔀 立花供養」

※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。
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家元継承20周年記念 草月いけばな展
「創造の空間2021 TOKYO」
（草月プラザ・草月会館2階談話室）

樹々の会 豪農の館
「内山邸」
を生ける
「いけばなとの出会い展」

関田育圓

【中止】●山形県支部研究会
（山形国際交流プラザ 山形ビッグウイング） 5月23日
（日）

※開催方法につきましては参加者に向けて別途ご連絡を差し上げます

※展示日程は断続的です。
詳細はP.34、ホームページ、SNSをご覧ください

第11回 藹の会いけばな展

御手洗直己

草月会館日本間

全国支部長会議

各地の展覧会

4月

常設

ホテルニューオータニ
（ロビー階）

家元継承20周年特別展示
「変幻 宏から茜へ」
（草月プラザ／午前10時〜午後5時）

【同時開催】
映像上映
「宏の時代」
（草月会館 5階日本間） ※上映時間はホームページをご覧ください

本部主催支部研究会・講習会

【北野美術館 家元作品展示】
●「New Challenge Exhibition 水のない いけばな展」
で発表された家元作品4点と座・草月の作品3点が展示されます。
また、館内に常設展示されている家元デザインのステンレスオブジェに、家元が小品1点をいける公開制作が実施されます。
5月7日（金）
〜30日（日）月曜休館 北野美術館（長野県長野市） 問：花プロジェクト部 ☎ 03-3403-5278
【家元小品いけこみ公開】5月7日（金）午後2時〜 ※予定

とらや赤坂本店

カレンダー

※2020年5月24日（日）
より公演日が変更になりました

東京南支部 第60回蘭友会らん展〜蘭で遊ぶ〜

5月27日
（木）
〜30日
（日） サンシャインシティ
ワールドインポートマートビル4階 展示ホールA

福井県支部・草月陶房共催「花のOMOTENASHI Vol.4」

5月29日
（土）
・30日
（日） 草月陶房

西山香蘭

出村丹雅草グループ
「うだつ 藍と花」

5月30日
（日）
〜6月13日
（日） 藍商佐直 吉田家住宅

出村丹雅草 ☎ 090-4500-0595

第22回 四季の会いけばな展

6月5日
（土）
・6日
（日） チューリップ四季彩館（富山県砺波市） 河合里抱

2021米沢地区草月いけばな展
「遊び心」
SYC東京1企画展
「connect」
大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2021

問：長谷部千仁 ☎ 0238-23-5709

5月23日（日）午後2時 矢来能楽堂 ※要チケット

※いけばな：横井紅炎

※参加:秋山美晴、
今津友青、
大谷美香、
日向洋一

6月12日
（土）
・13日
（日） よねざわ市民ギャラリー ナセBA
7月10日
（土）
・11日
（日） 草月会館 2階談話室

※1月23日
（土）
・24日
（日）
より会期が変更になりました

7月25日
（日）
〜9月12日
（日）
新潟県越後妻有地域 ※要チケット

☎ 0763-62-0043

長谷部千仁 ☎ 0238-23-5709
橋本佳蘭

☎ 090-7052-1576

日向洋一

☎ 045-311-6475
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2021年度 本部講師・助手のご紹介
※五十音順

Iwabuchi Koka

Eguchi Tamae

Enomoto Koshu

大泉麗仁

大久保雅永

岡崎 忍

岡本青珠

Oizumi Reito

Okubo Masanaga

Okazaki Shinobu

Okamoto Seishu

小沢清香

粕谷星華

片山 健

片山紅早

Ozawa Seiko

Kasuya Seika

Katayama Ken

Katayama Koso

加藤久美子

狩野朱紅

川名哲紀

菊田汀佳

Kato Kumiko

Kano Shuko

Kawana Tetsunori

Kikuta Teika

久保丹啓

久保島一超

元田紫葉

坂口水恵

Kubo Tankei

Kuboshima Iccho

Genda Shiyo

Sakaguchi Suikei

佐々木紅葉

澤田晃映

篠崎洵雅

杉岡宏美

Sasaki Koyo

Sawada Koei

Shinozaki Junga

Sugioka Hiromi

隅出美泉

州村衛香

関田育圓

高木水染

Sumide Bisen

Sumura Eikou

Sekita Ikuen

Takagi Suisen

竹中麗湖

田澤 凉

田渕章流

Tagaya Tanho

Takenaka Reiko

Tazawa Ryo

Tabuchi Shoryu

丹野霞園

中田和子

中村草山

中村美梢

Tan-no Kaen

Nakada Kazuko

Nakamura Sozan

Nakamura Misho

西山光沙

新田陛嘉

樋口翠翔

日向洋一

Nishiyama Kosa

Nitta Norika

Higuchi Suisho

Hinata Yoichi

平石丹珠萠

福島光加

福永早苗

細野葉霞

Hiraishi Tanshuho

Fukushima Koka

Fukunaga Sanae

Hosono Yoka

前田早苗

武藤星芳

本江霞庭

森 彩琳

Maeda Sanae

Muto Seiho

Motoe Katei

Mori Sairin

本部助手
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Assistant of the Sogetsu Headquarters

※五十音順

東 和霞

荒木香優

大向佐都

小野清翠

北内翆潤

北島里夏

木本露茜

Azuma Yorika

Araki Koyu

Omukai Sato

Ono Seisui

Kitauchi Suijun

Kitajima Satoka

Kimoto Rosen

久保田芳生

小林郷清

高橋紫門

谷口千恵子

濱田成光

早川邦篁

丸山明峰

Kubota Hosei

Kobayashi Kyosei

Takahashi Shimon

Taniguchi Chieko

Hamada Seiko

Hayakawa Hoko

Maruyama Meiho

モランジュ真紀子 森島志鳳

森田麗遊

山上晶絵

横地江政

Morange Makiko

Morita Reiyu

Yamagami Shoe

Yokochi Kosei

Morishima Shiho

1
2

1
3
2
0

2
0
2
1

家元継承20周年記念 草月いけばな展

創造の空間2021

With コロナ時代の新たな展覧会を模索し、感染リスクを抑えた連続出品形式で開催いたします。
皆さんで、茜家元の家元継承 20 周年をお祝いしましょう！

WEST
2021 年

TOKYO

4 月 1 日（木）〜 8 月 1 日（日）
コ

多賀谷丹方

： ：

メディア情報

Isono Gaho

2
0
2
1

お知らせ

家 庭 画 報 国 際 版『 KATEIGAHO
INTERNATIONAL Japan
』
年 春 夏- 号 に、
EDITION
家元のインタビューと作品が掲載。
発行 株式会社世界文化社
価格 定価
円

榎本紅萩

訃報

江口玉枝

二〇二〇年一 月二十三日 享年八十八歳

岩渕幸霞

藤倉美江子（映宏）埼玉県／理事
小林位千子（紅萠）長野県／顧問
鈴木フサ江（翠仙）神奈川県／理事

五十野雅峰

笠間アキエ
（一見）茨城県／理事

Ishikura Shosei

二〇二〇年十二月五日 享年九十一 歳

石倉菘清

Ishikawa Ryu

二〇二一 年一月十八日 享年九十四歳

石川 龍

Ishikawa Misei

和田瓔子（瓔交）神奈川県／理事
二〇二一 年 一 月十一日 享年九十歳
宮千寿恵（香寿）岩手県／理事
二〇二一 年一月十八日 享年八十歳
吉田泰賀（賀鳳）島根県／理事

石川己青

Akiyama Miharu

二〇二 一 年三月二十日 享年八十五歳

秋山美晴

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）
髙 橋 篁 赫、三 重 県 支 部、岡 田 光 香、
杉 本 青 門、大 薗 彩 芳、武 林 優 英、千
葉県支部、酒井洸恵

Master Instructor of the Sogetsu Headquarters

庭野弥生（春萠）新潟県／理事
二〇二 一 年三月九日 享年八十五歳
喜多野榮子（瑛）富山県／理事

本部講師

INFORMATION

ト

ハ

パ

ノ

フ

2021 年

5 月 26 日（水）〜 7月23日（金）

草月 WEST（展示スペース KOTOHA ／ PANOF）

草月会館 1 階・草月プラザ／ 2 階・談話室

10：00 ～ 17：30《入場無料》

10：00 ～ 17：00《入場無料》

ガラス越しにご覧いただく、
ショーウィンドー形式の展覧会です。

1期：4月1日（木）〜 4日（日）
2期：4月8日（木）〜 11日（日）
3期：4月15日（木）〜18日（日）
4期：4月22日（木）〜 25日（日）
5期：5月1日（土）〜 5日（水）
6期：5月13日（木）〜16日（日）
7期：5月20日（木）〜23日（日）
8期：5月27日（木）〜30日（日）
9期：6月3日（木）〜6日（日）
10期：6月24日（木）〜27 日（日）
11期：7月1日（木）〜 4 日（日）
12期：7月8日（木）〜11 日（日）
13期：7月15日（木）〜18日（日）
14期：7月22日（木）〜25日（日）
15期：7月29日（木）〜8月1日（日）
お問合わせ

1期：5月26日（水）〜28日（金）
2期：6月9日（水）〜11日（金）
3期：6月16日（水）〜18日（金）
4期：7月 7日（水）〜 9日（金）
5期：7月14日（水）〜16日（金）
6期：7月21日（水）〜23日（金）

家元作品の特別展示

5月25日（火）〜 6月4日（金）

草月会館 5 階・日本間

※土日は休館となります。

各会場とも通し会期ではなく断続的に開催いたします。
ご来場の際はご注意ください。
後日、草月流ホームページにて全作品を紹介いたしま
す。ぜひご覧ください。

［ 事業課 ］ TEL：03-3408-1156 ／ FAX：03-3405-4947 ／ E-mail：kikaku@sogetsu.or.jp
［ 草月 WEST ］ TEL：075-366-3647 ／ FAX：075-366-3648 ／ E-mail：west@sogetsu.or.jp
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Introduction of new Study Group overseas
Madrid Study Group- Spain “Adapting to Challenges”
The Sogetsu Madrid Study Group was established in
November 2020 in Madrid, Spain.
The group is comprised of young and enthusiastic
members, committed to deepening their knowledge
and skills in Sogetsu ikebana. The group’s founding
Chairperson is Louise Worner, with Leslie Weinstein
as Vice-Chairperson, Kumiko Sawada as Treasurer,
and Maryvonne Denis as Secretary.
Due to the impact of the COVID-19 pandemic,
in-person activities are limited, however, as young
members we are flexible and innovative, and prepared to evolve and adapt to these challenging times.
In March the group hosted its inaugural online
exhibition for members celebrating “Spring - New
Beginnings”.

Information
< Calendar of Events 2020-2021 >
Iemoto 20th Year Celebration Sogetsu Exhibition
Space of Creation 2021
●Apr.1- Aug. 1 @Sogetsu WEST
●May 12- Jul.23 @Sogetsu Plaza
*Schedules above are subject to change.

*Now face-to-face meeting is difficult, the members often
contact via Zoom. They specially organized a Zoom photo
call for the newsletter. We wish the happy, blooming future
for Madrid Study Group.

Promotional Examinations for the Riji and the Komon degree 2021
The examinations for the Riji and the Komon
degree which are the highest of all the Sogetsu
certificates are held once every year. This year,
in Japan, the examinations were held on the 29th
January at the Sogetsu Kaikan. Participants took a
written examination and a practical examination.
Overseas members also took the examinations
through correspondence. The questions for the

written examination were sent to examinees via
e-mail on the same day as the examination in
Japan. Examinees submitted pictures for given
assignments instead of taking a practical examination in Japan.
For your study interest, the questions for this year
were as follows.

Questions for the Promotional Examination to
the Riji degree
1. Draw a diagram (front view and top view) of
Variation No.2 Upright Style Moribana (in
Reverse) using a round Suiban. Indicate the
angles and directions of the three main stems.
Also, explain about adding the subordinate
stems, and indicate the placement of the Kenzan.
2. Write about the following sentence from Sofu
Teshigahara’s Kadensho.
All flowers are beautiful, but not all ikebana is
necessarily beautiful. Flowers, when set in ikebana, cease to be just flowers. Flowers become
human in ikebana.

Questions for the Promotional Examination to
the Komon degree
1. Draw a diagram (front view and top view) of
Variation No.3 Upright Style Moribana using
a round Suiban. Indicate the angles and directions of the three main stems. Also, explain
about adding the subordinate stems, and indicate the placement of the Kenzan.
2. Write about the following sentence from Sofu
Teshigahara’s The Fifty Principles of Sogetsu.
(3) The spirit of ikebana applies to all periods
while the style of works may change over time.

We send information regarding the Riji and the Komon examinations to teaching Riji holders every autumn.
If you are interested in taking the promotional examinations, please ask your teacher.

20th Anniversary/
Akane Teshigahara Solo Exhibition
2021 is the special year for Sogetsu School, celebrating the 20th Anniversary of the 4th Iemoto, Akane
Teshigahara.
We are most happy to announce her Solo Exhibition
to mark this happy occasion. Don’t miss her challenge to new expression and possibility of Ikabana.
Feel Iemoto’s “NOW”.
●June 11-14 @Sogetsu West
●Date: TBA @Tokyo
*Date and venue will be announced as soon as they
are available.
For more information, including dates and admission
prices, please visit our Website.
*The exhibition will be posted on Sogetsu SNSs and
the newsletters.

< Notice for the Branches/ Study Groups >
Submission of Annual Activity Report of 2020 /
Election Report
Note: From 2021, the Sogetsu Calendar and complimentary gift of the quarterly Magazine “Sogetsu” will
be sent only to the official groups who submit their
Annual Activity Report as follows:
(1) Annual Activity Report for Sogetsu year 2020
(from April 2020 to March 2021)
(2) Members’ list
(3) Election Report * only branch/study group which
falls on election year.
*Official Forms available online
The official e-forms (PDF/Excel format) are available
to download from Sogetsu website;
https://www.sogetsu.or.jp/e/members/downloads/
forms
All the Branches and SGs are required to submit (1)
and (2) to the Headquarters.
The Branches and SGs which are due to have an election this year are also required to submit (3).
Submission Deadline: May 31, 2021
Accepted by E-mail or by post
Branch/Study Group event announcement/report
on Sogetsu website
Now many official groups plan to hold their event

online(exhibition, demonstration, workshop etc.)
Why not invite other overseas members to them by
announcing the event on Sogetsu Website?
It would be a great chance to see what other sogetsu
friends are doing anywhere in the world.
Download the announcement/report form online:
https://www.sogetsu.or.jp/e/members/downloads/
reports
Leaflets (English/ Chinese)
The leaflets for 2021 will be available in April. Each
Branch/SG will be entitled to 200 complimentary
copies sent by air mail (printed matter) on request.
Download the order form online:
https://www.sogetsu.or.jp/e/members/downloads/
leaflets
Contact list of the Branches/SGs
We have compiled the contact list of Branches/SGs
from which we received the consent letter about
privacy policy.
For security reasons, we will give this list only upon
request. Please download the request form, then
send a filled-in form back to the HQ by e-mail.
Download the request form online:
https://www.sogetsu.or.jp/e/members/downloads/
forms
We update the list regularly so please let us know
immediately if there is any change in your registered
information.
If your branch/study group has NOT submitted the
consent letter and would like to join the list, please
confirm acceptance of our privacy policy and send
the form to the HQ by e-mail.
Download the Privacy policy and consent letter form
online:
https://www.sogetsu.or.jp/e/members/downloads/
forms
Award Winner
We are pleased to announce that Mrs. Renu Saraf,
the director of Sogetsu Mumbai Branch, received
the Consul-General’s Commendation of Mumbai for
spreading Japanese culture, Ikebana, in India and
having contributed to the mutual understanding and
friendship between Japan and India.
Our heartfelt congratulations to Mrs. Saraf.
In Memoriam
Mrs. Birgit Christensen February 4, 2021

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

FAX: +81-3-3405-4947
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[news] WEB IEMOTO SEMINAR for Sogetsu Teachers Association

One Two Step

vol.3

We will launch the 3rd program of WEB IEMOTO SEMINAR with theme of Spring!
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 online. During the streaming period, you can watch it as many times
as you like at any time. Please try it!

Streaming period

April 1 (Thursday) - June 30 (Wednesday), 2021 *English subtitles version

*You can watch any video(s) purchased as many times as you like during the streaming period.
How to watch
Access the Sogetsu Teachers Association (STA) Members’ Site. Please see the “News” section.
*If you have not yet accessed the STA Member’s Site, this is a great opportunity for you to try it out.
**May 1 / More English user-friendly streaming page will open.

Program 3: “Spring Flowers - Improving Technique and Expanding Ideas”

Instructor
Kumiko Kato

Tetsunori Kawana

Ikuen Sekita
(Master Instructor of the Sogetsu HQ)

No.

Theme

Number
of Works
-----

1

[Bonus video] Iemoto’s Lecture

2

Instructor’s Demo: Study the Textbook Again
Variation No.1 Upright Style Moribana /
Variation No.1 Slanting Style Nageire

2

3

Instructors’ Demo: Usable tips /when teaching “freestyle arrangement using vertical type fixture”

3

4

Instructors’ Demo: Reflecting one’s originality

3

5

Iemoto’s Demo: “Place and Ikebana”
* Iemoto makes arrangements at various places.

4

Fee (single item)
*Viewable only for
those who purchase
whole set

Fee
(whole set)

JPY1,000 (incl. tax)
*Viewable only for
those who purchase
whole set
*Viewable only for
those who purchase
whole set
*Viewable only for
those who purchase
whole set

24

New Theme My life with Ikebana / Shuko Kano

Sogetsu Teachers Association WEB IEMOTO SEMINAR that
allow you to learn in the comfort of your home starts.

Iemoto
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JPY5,000
(incl. tax)

*“Study the Textbook Again” section can be purchased separately.
[ The Sogetsu Teachers Association(STA) Members’ Site ] https://members.sogetsu.or.jp/en/login/
[ Overseas Affairs Department, Sogetsu Foundation ] E-mail: overseas@sogetsu.or.jp FAX: +81-3-3405-4947

Master Instructors of the HQ talk about
their thoughts on ikebana and memorable episodes
I create Ikebana every day while enjoying the contact with plants that bloom so beautifully and vividly in their time of year. All of our evolving seasons
in Japan bring a wonderful change and diversity
to plant materials for Ikebana and I feel blessed by
them throughout year.
For the past few years, I have been interested in
Hybrid Statice and have been working with it at
exhibitions when they coincide with its available
time.
What attracts me Hybrid Statice is such as ;
(1) its versatility
(2) its feathery, light texture
(3) its ability to retain its beauty without water
The work introduced here was inspired by the
statue of Victoire de Samothrace in the Louvre
Museum. This famous marble statue of the goddess
of Victory, without head or arms, enchants me with
its air of elegance. Let her fly to the sky with both
wings... that’s what I wanted and stimulated me to
create this work using my favorite material, Hybrid
Statice.
Iemoto Sofu and my dearest teacher Iemoto Kasumi
told me ; “Stick to one material. And create works
with it again and again”. We should stick to the
material and focus on it till we feel we did find how
to express ourselves. This is the way in which you
can create your own unique work.
Writing this article reminds me of the time when
I was keen on unconventional materials which are
transparent. I spent several months making un
object with synthetic fibre thread and small pieces
of coloured acrylic board, encouraged by the comment from Iemoto Sofu and Iemoto Kasumi; “Only
you can make a work with these materials...”. Their
words gave me the energy and motivation to fly.

本部講師が語るいけばなへの思い、
心に残るエピソード
四季折々美しく多様に変化する植物との出会いを楽しみ

ながら日々、
はなをいけています。
ここ数年、
ハイヴリットスターチ
スに興味を持ち展覧会と花材の出回り時期が一致すると制
作を重ねて来ました。
私がハイヴリットスターチスに感じる魅力
は、
次のようなところです。
①多彩であること②羽根の様な軽
快な質感③水なしでも美しさが保てること
この作品はルーヴル美術館に展示されているサモトラケの
ニケの像をイメージして制作しました。
頭部も両腕もない大理
石の
“勝利の女神像”
ですがその優雅な雰囲気に惹かれま
す。
両羽根で天へ舞って欲しい…そんな思いで制作しました。
蒼風家元や恩師である霞家元から
「ひとつの素材にこだ
わって制作を繰り返す」
とご指導いただきました。
その素材に
とことんこだわって表現を試みる。
するとその人ならではの作品
が生まれます。
かつて、
透明感ある異質素材にこだわってテグスと色アクリ
ル板細片を使ったオヴジェを数ヶ月かかって制作したことが思
い出されます。
お二人からの「この素材の作品は貴女にしか
出来ない…」のお言葉にのって…。

Shuko Kano

Shuko KANO started to study Sogetsu
Ikebana under the second Iemoto,
Kasumi Teshigahara, and later worked
as an assistant of the Kasumi Class at the
HQ. Her flamboyant but elegant style has
been highly praised and she has worked
to promote ikebana both in Japan and abroad as a Japanese
cultural ambassador. She enthusiastically produces “flowork”,
making artistic displays using plant materials in public spaces,
such as hotels and department stores.She has received many
awards including the Sofu Award (1978) and the Sogetsu
Honor Award (1997 and 2006).

狩野朱紅

1960年より、第二代家元・勅使河原霞に師事し、
のちに霞教室の助
手として活躍する。華やかで気品溢れる作風は高い評価を得て、
日
本文化使節として国内外でいけばなの普及に努める。
ホテルやデパ
ートなど、
あらゆる空間を植物で彩るフラワークを手がける。蒼風賞
（1978年）、草月栄誉賞(1997年、2006年)など受賞多数。
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Review

Let’s do the things that are possible thanks to now

New Challenge Exhibition “Ikebana without Water”

The number of new infections of the COVID-19 is
not decreasing, and news of mutated strains continue
to circulate, so the world stays in defensive position.
However, spring has come already. As the weather
gets warmer and warmer, we want to look ahead.
In the middle of February, when the weather was still
bitterly cold, the “New Challenge Exhibition: Ikebana
without Water” was held at the Sogetsu Plaza. In the
current environment where it is necessary to avoid the
three Cs (Closed spaces, Crowded places, and Closecontact settings) due to the pandemic, I explored good
ways to create a place for expression and, was able to
come up with this groundbreaking project. Since the
exhibition was filled with unusual features, such as
using no water and having the works shipped by courier, it drew significant attention. The Nikkei, Japan’s
most prominent economic newspaper, featured this as
a big story.
In a conventional ikebana exhibition, time for ikekomi
(arranging) is limited. You have to go to the venue
and create your ikebana work while concentrating and
controlling your mind in the time you have available.
It is an essential skill, but some people may not be so
good at it. With a format such as this, however, it is
possible to create your work at your own pace in a
familiar place such as your home, and you can continue to work on it as much as you like until you are
satisfied. The displayed works featured not only dried
and colored plants, but many materials that seemed to
have been newly discovered on this occasion. It must
have been fun creating them.
Before the outbreak of the COVID-19, exhibitions
were held regularly, including the Sogetsu Annual
Exhibition, branch exhibitions, and group exhibitions.
Of course, this was a wonderful thing, but there is
also a risk that it loses substance and you end up in a
situation where you can only do what you have to do.
With all those chances to exhibit your work nowadays
gone, I’m sure many of you felt anew just how much
you longed to present your work and have it seen by
many people. I had a chance to see all the works and
held a remote viewing tour, and I was thrilled to see
how much everyone had enjoyed creating their work.
Also it was not only a pleasure for the exhibitors, but
for those who visited the Sogetsu Plaza and those who

The “New Challenge Exhibition: Ikebana without
Water” was held at the Sogetsu Plaza on the first floor
of the Sogetsu Kaikan between February 16th and
March 14th.
It is difficult to hold events as we have to refrain
from going out unnecessarily, so we came up with
a new style of ikebana exhibition. Exhibitors did
not perform ikekomi (arranging) at the venue, but
instead sent their “waterless” work, made using various materials, such as dried and colored plants, to the
Headquarters by courier. The HQ staff then displayed
them at the site. Since there were 203 applicants, far
more than we had expected, we decided to hold the

viewed the works online, I believe that this whole
month will be a period when each person can have
some fulfilling experience.
I had four pieces of work on display, one for each
term. I have made a considerable number of ikebana works in the past. Still, it is not often that I have
the opportunity to work with materials other than
fresh flowers, much less in a new format like this for
the first time. I had some knotty issues and anxiety
before starting the production, such as “How should
I compose the materials?” and “What should I do to
make it more appealing?” Once I started, however, it
became more and more fun and I completed all four
in one day (which surprised even the Atelier staff
who helped me make them). I have always believed
that rhythm is crucial when arranging flowers, and
the speed of my creation is usually high, so it seems
that different materials don’t stop that. Looking back,
Sofu, the first Iemoto, was a visionary and pioneer
who first used materials other than fresh plants in
ikebana, and my father, Hiroshi, was skilled in various art forms such as ceramics and calligraphy. This
exhibition inspired me to challenge myself even more
intensely and variously , and renewed my determination.
The spread of the COVID-19 is undoubtedly serious, but I believe that some good things have come
from the situation we find ourselves in. The perfect
examples include this “Ikebana without Water” exhibition and the huge installation using glory lilies that
we realized through a crowdfunding project at the
end of last year. We would never have tried these if
we hadn’t been facing this crisis. People from other
ikebana schools also came to these events, and we
received various comments such as “Sogetsu is taking
action spirit even in times like this,” “You are taking
on new challenges,” and “We were inspired.” It would
make me very happy if we could help revitalize not
only ourselves but the entire ikebana world. I’m afraid
that we may be forced to work under certain restrictions for quite some time. However, because of this, I
believe that the innovative, free spirit of Sogetsu will
be put to good use. Let’s get through this hard time
together with smiles on our faces and keeping up our
spirits.

exhibition in four different terms. The stone garden
was colored by unique creations which used materials
in a very Sogetsu way.
“We planned this exhibition with the hope of keeping
the light of creativity glowing even in the face of the
pandemic,” said the Iemoto who also exhibited her
work for each term. “At the Sogetsu Plaza, every
work is filled with the joy of expression.”
During the exhibition period, we released a virtual
tour video for each term, in which the Iemoto introduced all the exhibits. These were well received by
the exhibitors as well as members who were unable to
come to the site.

The Iemoto exhibited works made using different materials in each of the four terms.
She called them "Reborn Series," created while following a concept that she imagined when she encountered the material.

The tour videos and a behind-the-scenes video of the Iemoto's creation are available on our website. Please view them!

