家元個展 開催延期のお知らせ
機関誌『草』268 号に掲載の「勅使河原茜展 むすぶ」は、
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の延長に伴い、
下記の通り開催を延期することになりました。
何とぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

【延期】2021 年 6 月 11 日（金）〜 14 日（月）
→ 2021 年 7 月 1 日（木）〜 4 日（日）
※開場時間の変更はございません。
※お持ちのチケットはそのままご利用いただけます。
開催に関するお問い合わせは、草月 WEST（TEL：075-366-3647）までお願いいたします。

● 機関誌『草』268 号 P.21、P.32、P.36 に掲載の日付が変更となります。
ご注意ください。

Iemoto 's solo exhibition postponed
Due to the extension of the emergency declaration during the new coronavirus infection, we have decided to postpone as follows the "CONNECT" exhibition by Akane Teshigahara, which was announced in "So " No.268.
We ask for your kind cooperation and understanding of our solidarity in the
fight against COVID-19.

【 postponed 】6/11 Fri - 14 Mon, 2021
→ 7/1 Thur - 4 Sun, 2021
* There is no change in the opening time.
*The dates on p.21, p.32, and p.36 of the Newsletter "So " No.268 will be changed
accordingly. Please note the change.
If you have any questions about the event, please contact
[Overseas Affairs Department, Sogetsu Foundation]
E-mail: overseas@sogetsu.or.jp FAX: +81-3-3405-4947
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周年を迎

年 月、おかげさまで家元を継承して 周年を迎え
ることができました。 年前、家元継承

はなかったかもしれません。皆さんからは
「おめでとうご
ざいます」
と温かいお言葉をたくさんいただき、ありがた
く思っていましたが、とにかく無我夢中の真っ只中。大き
な節目、区切りといった意識も、どこか希薄でした。
年の月日がたった今は、家元として、

花のちからを信じ、花に希望と勇気をもらいながら力強く
るようになった気がしています。時 折お話ししています

草月会の理事長として、色々なことが落ち着いて考えられ

それからさらに

歩んでいかねばと、思いを新たにしているところです。
↓

76

気になる性格で、自分から前に出て行くというタイプでも
み重ねてきたことで、自分自身を信じられるようになった

きました。それは、ここまでの

年の間に様々な経験を積

ありませんでした。そのため家元になって間 もないころ

日から 日の 日間、家元継

20
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承 周年特別展示「変幻 宏から茜へ」
を草月プラザで開

父・宏の命日である 月

からだと思います。

「華のおもてなし」
をいけた時にも改めて感じたのですが、
数日間にわたって展示するとなると、つぼみが花開いてい
く時間の経過による変化も考慮しながらいけなければな
りません。私は
「花が咲いたらもっとよくなる」
ではなく、
「どの瞬間もかっこいい」作品でなければならないと考え
ています。これもいけばなの難しさであり、奥深さなので
しょう。そんなことを考えながら私が
「胴 」と格闘する姿
を、きっと父も見守ってくれていたことと思います。
あれはいつのころだったでしょうか。父の会員の皆さん
や草月会の職員を見る目が変わっていっていることに気
づいた時がありました。家元として、草月と真摯に向き合
い、責務を果たしていたわけですが、いつしかもっと純粋
に草月のこと、そして皆さんのことが大好きになっていっ

14

催し、
父の陶作品に私が花をいけました。陶作品、
特に
「胴」
というシリーズは、それだけで既に完成されたオブジェで

気持ちがこみ上げています。
草月はこれまで 年以上にわたって繋がれてきたもの、

げ。だから私も、皆さんのことを愛し、励まし、そして言う

になっています。私がここまで来られたのは皆さんのおか

とにしました。今できることを全力で表現し、未来へ繋げ

はありますが、家元継承 周年記念の ※個展も開催するこ

まっているわけにはいきません。だからこそ、コロナ禍で

そしてこれからも続いていくものです。そのためには止

べきことは言って、ずっと見守っていきたい……。「母親」

年がたった今、父と同じような心境

20

ました。長年の性格は変えられませんから、今でも何かを
する前に
「どうしよう」
と考えすぎてしまうこともありま
すが、以前と今では同じ
「どうしよう」
でもまったく違いま
す。緊張感をいい方向に切り替え、楽しむ余裕すら出て

この少し前、日本橋髙島屋 階正面ステージに展示した

ら制作しました。

やってこれらのパワーに立ち向かっていこうかと考えなが

た 力 を 持っていま す。た だ 花 をいけるのではな く、ど う

という場そのものがイサム・ノグチの作品であり、並外れ

あり、
存在感も圧倒的です。
また、
草月プラザの石庭『天国』

↓

ていきたいと思っています。

たのでしょう。私も
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は、どことなく手探り状態で、恐る恐るという感じがあり

繋がれてきたもの︑続いていくもの

勅使河原 茜

だから、おしゃべりはやめられない●

が、私は子どものころから他人がどう思っているかが常に

合わせもきっと意味があってのこと。こんな時だからこそ

年となる今年はコロナ禍真っ最中……と、このような巡り

えたのは、東日本大震災の直後のことでした。そして 周

今
20
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年前のことを改めて振り返ってみると、今ほど冷静で
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というのはおかしな例えかもしれませんが、まさにそんな

20

20

2
※家元個展についてはP.20をご覧ください。

3

10

（上）石庭『天国』
に並ぶ宏の陶作品。

（下）
いけこみの様子。素晴らしい花木を花屋さんが用意してくださいました。
人の背丈ほどもある
「胴」
シリーズはユーモラスな存在感を放っていました。

時を超えたコラボレーション
今年は勅使河原茜の家元継承 周

月

日 からの

年を

日

迎える節目の年。それを記念し、宏

年と同時に、勅使河原宏没後
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20
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ま た 同 時 期 に、草 月 会 館
年

20

日本
Film

年の「パリの 大

ギーを感じる機会となった。

映像を上映。改めてその創造エネル

茶会」
（ユネスコ本部）など、貴重な

美術館）
、

」を開催。
年の「勅
Library
使 河 原 宏 ソウル」
（ 韓 国 国 立現 代

間にて「 勅 使 河 原 宏 没 後

の

なった。

超えた父と娘のコラボレーションと

茜家元が花をいけた作品群は、時を

宏家元による陶オブジェや花器に

特 別 展 示が草 月プラザで行 われた。

間、
「変幻 宏から茜へ」と題された

の 命 日である
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「変幻 宏から茜へ」と「勅使河原宏没後
年 Film Library
」の特 別 映 像を 草 月 流
ホームページで配信中。ぜひご覧ください。
20

変幻 宏から茜へ

2021 年 4月14日〜16日 ／ 草月プラザ

展示された宏家元の陶オブジェは 10 点、ほか陶器花器などが 16 点。そのうち 8 点に茜家元による花がいけられた。
宏による書も展示された「勅使河原宏没後 20 年 Film Library」上映会場。

テレビ番組に出演
2020年4月10日
岐阜／多治見市陶磁器意匠研究所
古田静波

2020年3月26日〜31日
愛媛／レクサス松山城北
村上友香

2019年5月16日〜20日
神奈川（鎌倉市）／大本山 建長寺
上原瑞光

2019年5月7日
テレビ東京系列『東京交差点』
大谷美香

駅にいける
2019年8月9日〜23日
JRホテルクレメント徳島
新田陛嘉

2019年8月1日〜31日
宮崎／ JR日豊本線佐土原駅
坂元涛草・清武陽草 写真作品：坂元涛草

茶華道展にいける
2020年8月8日〜10日
長崎原爆資料館パビリオン
長崎県支部

2020年8月8日
大分／佐伯児童館
指導：佐倉洋佳

2020年2月27日〜3月3日
福屋広島駅前店 8階催場
草月12名 写真作品：佐々木裕幸

2020年2月15日・16日
徳島／吉野川市文化研修センター
出村丹雅草他4名 写真作品：出村社中5名による合作

流 派 に よ る 合 同 展。各 流 派 の 個 性 溢
れ る 作 品 が 展 示 さ れ、合 同 茶 会 と と も
に盛大な華展となった。

第66回広島花の祭典

8

花のある平和な暮らしと広島の発展を
目 指 し て 開 催 さ れ る 花 の 祭 典。草 月 か
らは大作 点、中作 点を出品した。

夏休み造形あそび

8

夏休み中の子ども教室は造形あそびを
楽 し ん で い る。今 回 は「き ん ぎ ょ の お
散歩」をテーマに折り紙を取り入れて。

2

暑い夏に駅の利用客を癒やしたいとい
う 思 い か ら ほ お ず き を 使 用。ひ と と き
の涼を届けた。

ホテルの迎え花
2020年4月23日〜5月1日
鳥取／ ANAクラウンプラザホテル米子
名越清節・永田理苑・山崎聖苑

徳島がもっとも賑わう阿波踊りの 日間、
県外からのお客様で賑わうホテルの入り
口に爽やかな雰囲気の迎え花をいけた。

ホテルを彩る

2020年7月
兵庫／カルチャーセンター
指導：堀田丹順

前年のサマーセミナーで書いた「心」の
書といけばなの根を合わせ、人へ心根の
優しさ、強さの大切さを伝えた。

第26回長崎原爆資料館献花

原爆投下から 年。世界中から贈られ
た千羽鶴を作品に取り入れ、慰霊と恒
久平和へのメッセージを込めていけた。
75
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レクサスのラウンジを 彩 る。ドラゴン
雲 竜 のボリュ ーム感 と 躍 動 感 を 意 識 し
ながらいけた。

子どもいけばな教室

月に 回の教室を楽しんでいる。 月
は 七 夕 の 花。短 冊 にコロナの 終 息 やピ
アノの上達などの願いを込めて。
2

6

東京で活躍する人として番組に取り上げ
られ、
いけばなの素 晴らしさ、想いなどを
語った。撮影場所は草月会館を借りた。

京唐木＋art

京 都 唐 木 家 具の展 示 会 場に 点を出 瓶
した。写 真は手 付 籠にてっせんをからませ
た作品。

車のショールームのラウンジに

8
9

多治見市陶磁器意匠研究所入所式

研究所の 年生が制作した花器を使っ
て 入 所 式 の 花 を い け る。花 材・花 器 と
も優しいグラデーションで表現した。
2

HYAKKA-MANYO
HYAKKA-MANYO

りふれなーと展
2020年9月21日〜27日
宮崎日日新聞社1階ロビー
八反幸洲

2020年9月20日〜22日
埼玉／ホテル ブリランテ武蔵野
草月33名

2020年8月16日〜21日
栃木／宇都宮市役所
竹内双芽 協力：荒川映翠・本山夏桜・亀井翠光

2020年8月11日〜16日
静岡／クリエート浜松
中村真苑と児玉社中有志

4

能舞台でいけばなライブ
2020年9月〜2021年1月
東京（足立区）／梅島住区センター
指導：小林泉華

2020年8月22日
神奈川／鎌倉能舞台
横井紅炎

自宅でオンライン稽古

異質素材の構成の研究会
2020年9月28日〜10月10日
東京（杉並区）
与田玲子

2020年9月27日〜10月10日
徳島／ラ・プレリー・ショップ＆サロン・ティアラ
加藤美草

2020年9月19日
東京（中野区）
林萩赤

2020年9月2日
千葉（柏市）／いけばな「春双会」教室
中野春双 他中野春双社中5名

素 材 は 色 の 金 網 とワイヤー。思 わ ぬ
表 情 が 生 ま れ、楽 し い 研 究 会 に。後 日
作品に生花を入れ、違う観点から勉強。

化粧品店に秋を

2

収穫を祝い、悪霊を払うハロウィンと、
疫 病 を 退 散 す るアマビエを 重 ね、新 型
コロナウイルス終息への願いを込めた。

お 店 の 方 か ら の「ラ・プレリー のブ
ルークリスタル容器に似合う花を」と
の要望に応え、秋らしいモダンな花を。

新 型コロナウイルスに よ り、対 面 で は
なく、オンラインでの稽古を実施。自粛
中の楽しい気分転換となった。

ハロウィンとアマビエの競演

観世流シテ方中森貫太先生の謡に合わ
せ、い け ば なライブか ら 始 ま り、 部
にわたり満開の桜をいけた。

文化庁伝統文化親子いけばな教室
2020年9月25日〜10月7日
東京（足立区）／よみうりカルチャー北千住
指導：山田翠

3

伝統文化としてのいけばなを次世代に
継承していくための教室。参加者の大
半が初体験で、盛会のうちに終了した。

第32回草月流勉強会

2020年9月26日
北海道（札幌市）／旧永山武四郎邸
グループフリーデル

コロナ禍 の た め、今 回 はレリーフの み
を 週 間 展 示。サイズは 例 年 の 倍 以 上
にし、テーマも素材も自由に制作した。
2

80

ホテルと い う 場 を い か し、
「い け ば な
を創造する」ことをテーマに若手から
ベテランまでが集って開催した。

旧永山武四郎邸にいけるⅥ

同会場で 回目となるいけばな展。施
設 管 理 者 主 催 の「永 山 ま つ り 」に 参 加
し、文化財をいかした作品 点を制作。
11
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油彩画や水彩画など多彩な作品 点の
中に造形作品を出展。会場の中に変化
が出ると喜ばれた。

宇都宮市役所にいけばな展示

栃木県産の花約
本、晒しほうきぐ
さ、藤ひごを使用し、長さ メートルの
パーテーションにレリーフ作品を制作。

草月いけばな展「ホテルにいける」〜九月のかぜ〜

10
11

新聞社のロビーに

コロナ禍 の 最 中、新 型コロナウイルス
の 終 息 を 願 い、す ず ば ら、け い と う、な
たまめなど、癒やしの秋の花をいけた。

6

HYAKKA-MANYO
HYAKKA-MANYO

第54回いけばな大阪展

森林公園Harmony with Nature 2020
2020年10月17日
東京／めぐろパーシモンホール
佐々木由芳

2020年10月15日〜19日
群馬／高崎髙島屋
正木紅映 協力：津久井香嶺・野口姫紅・真下千柳・富澤千鶴波・後藤芳映

2020年10月8日〜13日
大阪／あべのハルカス近鉄本店
草月10名 写真作品：岡本青珠以下7名による合作

2020年10月3日〜2021年1月15日
埼玉／国営武蔵丘陵森林公園
金田紫星グループ 写真：関谷幸三

萩・竹灯路物語、
着物ウィークin萩
2020年10月10日・11日
群馬（高崎市）／仁叟寺
竹内星汀社中

2020年10月9日〜11月8日
山口／萩・田町商店街・田町広場
金子凛草

竹内星汀先生の一周忌に、先生が眠る
仁叟寺の本堂などに 作をいけた。寺
から提供された伐採古木や竹も使用。
5

報恩講にいける
2020年10月22日
東京／港区立お台場学園港陽小・中学校
指導：平嶋英宝

2020年10月20日〜24日
鳥取／米子市加茂公民館
草月6名

2020年10月12日〜11月16日
山形県立庄内総合高等学校
指導：草月5名

2020年10月11日
新潟（長岡市）／唯敬寺
グループ 遊

お寺の報恩講で、作品を楽しんでいた
だくとともに場にいける勉強を。合作
は保育園児に花を入れてもらって完成。

造形を学ぶ

コロナ禍で公民館祭が中止になった代
わりに各教室が週替わりで作品を展示。
点で 作とした豪華な作品が好評。

ファッション造形基礎の授業の一環と
して、色彩、平面・立体構成を、いけばな
を通して学習。
県産花卉を使ったデモも。

加茂公民館作品展

コロナ禍で様々なイベントが中止にな
る 中、商 店 街 の 活 性 化 の た め 制 作。好
評につき、会期終了後も展示は継続。

竹内星汀先生を偲んで
2020年10月17日・18日
岡山／倉敷本通り商店街
小林青亭・甲怒青修

コロナ禍で他流派との合同展示が中止
になる中、地域社会への貢献と明るい
気持ちへの願いを込めて献花を行った。

伝統文化部

コロナ禍 で お 休 み し て い た 華 道 部 が 再
開。半年ぶりの教室で、生徒たちは笑顔
でいけばなを楽しんだ。

1

3

コロナ禍 で 奮 闘 す る 医 療 従 事 者 に よ る
秋の作品展。絵画、写真、書、手工芸など
の力作が並ぶ中に迎え花を制作した。

秋季例大祭

2020年10月20日〜23日
アデリア株式会社東京支店2Fショールーム
高野綵花

春 夏 に 向 け たガラス製 品 の 展 示 会。コ
ロナ禍により、リモートも活用して、デ
モンストレーションでいけ方を紹介。

2

13

クラシックコンサートの舞台に竹と鉄花
器で構成後、音楽とともにいけこみを。
舞台が華やぐ過程を楽しんでもらった。

〜暮らし楽しむおうち時間〜

回目となる展示。毎年、公園内の間伐
材を蘇らせて野外インスタレーション
を制作。約 ヶ月にわたり展示を行う。

高崎市医師会作品展

コロナ禍 に つ き、一 流 派 前 後 期 い ず れ
か の み の 参 加 に。モノトーンの 会 場 に
グロリオーサの華やかな作品が好評。

花とともに音楽とともに

12
13

HYAKKA-MANYO
HYAKKA-MANYO

2021年度 全国支部長一覧

※○印は 2021年度新支部長

HYAKKA-MANYO

郵便番号

住所

TEL

FAX

池田好佳

064-0808

北海道札幌市中央区南８条西７丁目１０３３

011-511-9506

同左

青森県

小村美寿

039-1515

青森県三戸郡五戸町字熊ノ沢２５－１３

0178-62-5122

0178-62-6707

○

岩手県

四役滋陽

020-0033

岩手県盛岡市盛岡駅前北通り６－５１パルフェザン３０２

019-623-5548

同左

○

宮城県

三浦霞音

982-0032

宮城県仙台市太白区富沢１－９－１エクセル富沢２０５

022-226-8745

同左

秋田県

藤澤和交

010-0041

秋田県秋田市広面字樋ノ下２９－３

018-832-9420

同左

0238-23-5709

同左
同左

山形県

長谷部千仁 992-0023 山形県米沢市下花沢３－３－５０

○

福島県 大河原喜恵 963-0231

福島県郡山市谷地本町４６

024-951-0390

○

茨城県

大森灑泉

319-1416

茨城県日立市田尻町４－５－７

0294-43-5588

0294-23-4675

○

栃木県

中山華水

320-0832

栃木県宇都宮市日の出２－４－１８

028-633-2769

同左

○

群馬県

正木虹映

370-0046

群馬県高崎市江木町４７－５

027-327-7624

同左

○

千葉県

野村浩秋

266-0005

千葉県千葉市緑区誉田町２－２９

043-291-1163

同左

○

埼玉県

岡本和絮

330-0073

埼玉県さいたま市浦和区元町２－１２－６

048-886-4011

同左

加藤湖昌

177-0041

東京北
東京西

久保田芳生 190-0014

東京都練馬区石神井町１－１４－１１

03-3996-4238

同左

東京都立川市緑町７－２サンクタス立川Ｔ１－１２０１

042-521-1434

同左

東京南

中村美梢

151-0066

東京都渋谷区西原１－４４－１２－１０４

03-3467-6679

同左

神奈川県

篠田岳青

240-0066

神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町５－２－３０４

045-331-1798

同左

○

山梨県

五味鶯恵

400-0015 山梨県甲府市大手１－４－５８

055-253-1660

同左

○

長野県

山田里楓

390-0831

長野県松本市井川城３－２－１４

0263-29-5400

同左

○

新潟県

荒川玉萩

950-0045

新潟県新潟市東区神明町１３－２１

025-273-4324

同左

○

富山県

大野珀水

933-0874

富山県高岡市京田２６２－１

0766-23-7651

同左

○

福井県

吉元彰蘭

915-0811

○

静岡県

大澤秀紅

411-0031

愛知県

広瀬典丈

470-1168

愛知県豊明市栄町南舘２２３－１

0562-97-4970

同左

岐阜県

浦野忍花

509-7201

岐阜県恵那市大井町６１４－１５

0573-25-2793

－

谷口桂萠

923-0867

石川県小松市幸町２－１６－２

0761-24-1813

同左

福井県越前市本多３－９－２３

090-8096-2904

－

静岡県三島市幸原町１－３－６

055-986-4023

同左

三重県

高木紫星

510-0226

三重県鈴鹿市岸岡町３７７５

059-368-1618

同左

○

滋賀県

井入愛華

524-0214

滋賀県守山市立田町１６１２－４

077-585-2013

同左

京都

森 英琴

612-8208

京都府京都市伏見区下鳥羽但馬町１１４

075-601-9209

同左

○

兵庫県

大向佐都

675-1122

兵庫県加古郡稲美町中村５４０－４２

079-492-8918

同左

○

大阪

大阪府大阪市東淀川区豊里６－２８－２２－７０１

06-6370-7331

同左

○

奈良県

島田真美楓 533-0013
早川邦篁

635-0087

奈良県大和高田市内本町９－６

0745-52-1747

同左

貴志春香

640-8451

和歌山県和歌山市中２１３

073-451-4412

同左

岡山県

三宅寿肇

710-1101 岡山県倉敷市茶屋町１７１６－９

086-428-2558

同左

○

広島県

山上晶絵

721-0907

084-943-5676

同左

○

山口県

田辺好華

757-0401 山口県宇部市東吉部２３６５－２

090-3747-5915

－

○

鳥取県

秦野織旬

683-0804

鳥取県米子市米原９－３－３９

0859-34-2601

0859-22-8425

島根県

増本香則

690-0863

島根県松江市比津町３７８－３

0852-23-3648

同左

○ 和歌山県

広島県福山市春日町１－３－３４－３０５

西山麗千

769-2302

香川県さぬき市長尾西６３３－７

0879-52-3068

同左

愛媛県

栗林梅光

791-8002

愛媛県松山市谷町１０３－２

089-978-2959

同左

○

徳島県

新田陛嘉

770-0861

徳島県徳島市住吉６－１－２３

088-625-6806

同左

○

高知県

筒井紅水

781-5103

高知県高知市大津乙６５６－９

088-866-2336

同左
同左

○

福岡県

片山紅早

814-0103

福岡県福岡市城南区鳥飼４－１６－１

092-843-1875

○

佐賀県

田中樹音

849-0905

佐賀県佐賀市金立町千布２５０９

0952-98-2091

同左

○

長崎県

小島星女

850-0053

長崎県長崎市玉園町２－２－２Ｆ

095-827-7728

－

熊本県 佐分利彩苑 862-0922

熊本県熊本市東区三郎１－１１－７４

096-381-2841

同左

○

大分県

山口功葉

870-0023

大分県大分市長浜町２－１０－１５サーパス長浜７０１

097-536-3202

－

宮崎県

中武南羽

880-0811

宮崎県宮崎市錦町６－３サーパスシティ宮崎駅前１００５

0985-32-5433

同左

鹿児島県鹿児島市照国町２－２５

099-225-4050

同左

沖縄県那覇市松島１－１４－１０ベアーズコート真嘉比４０５

098-960-8260

同左

○ 鹿児島県 島田美佐子 892-0841

沖縄県
15

森下翠明

902-0069

秋の各流いけばな展

第10回新潟市華道協会 古町華展

2020年10月30日〜11月3日
鹿児島／山形屋文化ホール
草月6名

2020年10月30日〜11月1日
新潟／ NEXT21アトリウム
小林雨虹・佐々木恵柯・小林玉宗

写真作品：小林雨虹

珠洲焼・草月流山田社中生け花展

茶室空間に集う花たち展

2020年11月1日〜3日
石川
（珠洲市）／珠洲焼館
山田晴朝社中

2020年10月31日〜11月3日／福岡市文化交流公園 松風園
松風園草月いけばな講座受講者・SYC福岡会員、SYC福岡OB,OG
片山紅早クラス・子供いけばな教室

茶 室 空 間 や 庭 園 な ど 広 い 場 所 で、コロ
ナ対 策 は 万 全 に。デモやワンポイント
レッスンで自由花の楽しさを紹介した。

香川県

○

2020年10月24日・25日
香川／史跡高松城跡玉藻公園披雲閣大書院
岡本麗弘社中4名

珠洲焼の魅力を楽しんでほしいという
主催者の意図で企画され、新聞やケーブ
ルテレビなどでも取り上げられた。

○

2020年10月27日〜11月1日
愛知／名古屋市民ギャラリー栄8F
草月21名 写真作品：松井美樹・西野桃湖

新型コロナウイルス対策で、例年より席
を減らして開催。体験コーナーでは仕切
りや消毒を徹底し、楽しんでもらった。

石川県

伝統と現代をしつらえる

諸流派によるいけばな展。秋の装いの会
場 で、フォ ックスフェイスやミニか ぼ
ちゃをなどを使った表情豊かな作品を。

○

第28回名古屋いけばな芸術展2020

大書院の大きな床の間の設えに、自然の
山を感じさせる雲竜柳とつるうめもどき
の線、菊のマッスで贅沢な城の秋を表現。

支部長名

北海道

花展が次々中止になる中、地域の感染者
が減ったタイミングで開催。例年以上に
待ちわびた花展として盛り上がった。

支部名
○
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【 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作

※通し購入の方のみ
視聴可能

【 テーマ4 】家元デモンストレーション
「 空間といけばな 」 ※ギャラリー、ホテルの空間にて

6作

※通し購入の方のみ
視聴可能

5,000円
（税込）

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。

視聴方法がわからない方へ、本部がサポートします！ 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

Iemoto Akane 20th Anniversary Commemorative Message

2
0
2
1
4

月 日、家元によるメッセージ動画が公開されました。草月流ホームページでご覧いただけます。

※通し購入の方のみ
視聴可能

●

年

3作

勅使河原茜家元からのメッセージ

【 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」

20

20

周年を迎えて

1,000円（税込）

4

継承

2作

これまでも︑そしてこれからも︑
つねに皆様と

【 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）」

共に︑花 をいけることを 楽しみ ながら︑いけ ば

料金
料金（テーマ別購入）
（通し購入）

皆様︑
こんにちは︒草月流の勅使河原茜です︒

なのす ばらしさ を 一 人でも 多くの方にお伝 え

作品数

今年の 月で︑私は家元を継承して 年を迎

えました︒今日まで私を支え続けてくださった

したいと心から願っています︒

※いずれも本部講師。五十音順

［ 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

7

草月会員の皆様︑草月の花を 愛し︑応援してく

テーマ（内容）

ださる すべての皆様に心から感謝いたしま す︒

関田育圓

本当にありがとうございました︒

川名哲紀

20

年 前︑先 代 家 元の父・宏が亡く な り︑私は

加藤久美子

草月という大きな組織の先頭に立つことになり

家元

目の前から消え︑一 人になった時︑迷い︑悩んだ

講師

ました︒追いかけ続けてきた父の大きな背中が

3 「春の花 −技術を高めて発想を広げる−」

時︑壁にぶつかりくじけそ う な 時︑なんとかそ

プログラム

くだ さる 皆 様のあ た たかな 声 援と笑 顔がいつ

講師の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！

れを乗り越えることができたのは︑私を支えて

一時停止や早送り・早戻しもできます。

もそ ばにあったからです︒だから私はここまで

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、

ます︒

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。

たど り 着くことができ た︑心からそ う 思ってい

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、

草月流は︑創流以来︑
つねに時代とともに歩

［ 日本語版・英語版 ］終了間近！ 6月30日
（水）
まで

み︑その時代と人の心を花で表現し続けてきま

配信中

した︒先の見えない不安な 時代だからこそ︑今

第3弾

私は︑一 筋の希望の光となるような 花︑人と人

WEB 家元講習会

とを結ぶ花︑人の心を開く花︒そんな 花をいけ

草月指導者連盟

お知らせ

てまいりたいと思います︒

INFORMATION
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Hello, everyone. I’m Akane Teshigahara of the Sogetsu School.
This April, exactly twenty years have passed since I succeeded my father and became
the 4th Iemoto.
My deep gratitude goes to all of the Sogetsu members who have continually supported
me since then, and to all those who love and encourage Sogetsu Ikebana. Thank you
very much indeed.
Two decades ago, the previous Iemoto , my father Hiroshi, had gone and left me feeling alone. However, I was and still am surrounded by wonderful people whose warm
support and kindness helped me to overcome difficulties when I felt lost, when I was
troubled, or when I faced a big challenge and felt overwhelmed. Without their support,
I know deep down , I could never have reached where I am now. I am sure of this.
Since its foundation, the Sogetsu School has constantly kept pace with the times. We
have continued to express the spirit of each age and the minds of people through flowers. In this time of unforeseeable problems, I want to make ikebana that will offer a
ray of hope, an arrangement that will bring people together, and a work that will open
people’s hearts. I will commit myself to my creative activities with those aims.
Just as in the past, I mean to continue to share the beauty and the joy of ikebana with
everyone in the future,

6

勅使河原 茜の
Original Works by Akane Teshigahara

ガラスと花

存在感のあるガラス花器から、よつどめを勢いよく伸ばしました。
やわらかな白いグロリオーサを加えることで、その 2 つの強さをほどよく中和させています。
I strongly extended the Viburnum dilatatum from the glass vase which has a massive presence.
The addition of the soft white glory lily moderately toned down the strength of these two elements.

同じ紫系でも表情の異なる 3 種を組み合わせ、
美しい海のようなガラス花器と共鳴させながら、色の動きを見せました。
Three types of purple in different modes were combined to show the movement of colors,
while resonating with the beautiful ocean-like glass vase.

花材：よつどめ、グロリオーサ 花器：自作ガラス花器 サイズ：103×79×118cm
Materials: Viburnum dilatatum, Glory lily Vessel: Self-made glass vase

花材：アリウム、けむりの木、るりたまあざみ 花器：ガラス花器（岩田糸子） サイズ：42×95×78cm
Materials: Onion, Smoke tree, Blue ball Vessel: Glass vase

17

16

Photo：Chukyo Ozawa

まるで花火のようなアリウム・シューベルティ。
カラフルなガラス花器、奔放にうねるアリウム昇竜等と合わせ、さらに大きく弾けさせました。
The Schubert onion looks like a firework. I combined it with a colorful glass vase and other materials,
such as wildly undulating onion, to let it burst even bigger.

石化柳が持つ、独特で美しい線をメインにいけた作品です。
紫と白が織りなす優美な塊との対比を楽しみながら。
I created this piece of work that focused on the unique and beautiful lines of Salix sachalinensis.
I also appreciated the contrast with the graceful mass of purple and white.

花材：アリウム昇竜、アリウム・シューベルティ、オンシジウム 花器：ガラス花器 サイズ：66×77×90cm
Materials: Onion, Schubert onion, Dancinglady orchid Vessel: Glass vase

花材：石化柳、アルストロメリア、胡蝶蘭 花器：ガラス花器（岩田糸子） サイズ：108×112×97cm
Materials: Salix sachalinensis, Alstroemeria, Moth orchid Vessel: Glass vase

19
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没後

年企画

勅使河原宏の言葉と花 ⑧

平和でなければ

花 は い け ら れ な い。
だ か ら、花 を 愛 す る

勅使河原宏 いけばな作品
たいさん木
陶器花器（中村豊）
撮影 藤森武
Ikebana work by
Hiroshi Teshigahara
Bull bay
Ceramic vase
Photo: Takeshi Fujimori

撮影 土田ヒロミ

（次号へつづく）

80

ものは平和を願う。だが、花だけいけていればいいというものでも
勅使河原宏の年表

80

年
年 に 父・蒼 風、 年 に 妹・霞
を 相 次いで亡 くした宏は、 年
月 日、第三代家元に就任す
る。鋭い感性とバイタリティーで
草 月に新 風を 吹き 込むべく、カ
リキュラムの編 成と 組 織 改 革に
乗 り 出した。
「空 間 構 成 」「立 体
造 形 」としてのいけばなを 追 求
し、教 科 書『草 月のいけばな 』を
完成させ、世界中で同じ教科書
を使うシステムをつくった。
79 1

ない。花を通じた人々との交流、もてなしの心、それをさらに広げ

：

9
8
0

9

た 世 界 との文 化のコミュニケーションを ど う 図っていくのか。だ れ も
に、広く世界に関心を向けた生きかたが求められている。そういう
時代に入った。いけばなもそういうことに自覚的でありたい。

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

20

22
23

If there is no peace in society, we can't afford to make ikebana. That's why people who love flowers need peace.
Even so, it is not enough for us just to arrange flowers. How should we interact with people through flowers,
offer hospitality and mental stability to promote our cultural communication with the world? Everyone is
expected to live a life that includes the world at large. We are now entering into a period when international
compassion is essential. I want ikebana to be sensitive to such needs as well.

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

8

：

20
2
0
2
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美術館とのコラボ
いけばな草月流×北野美術館
コラボ企画
「水のない いけばな展
KITANO MUSEUM」
月 日～ 月 日
北野美術館

初 日の

月

日 には 家 元 自 身

も美術館を訪れた。 名限定の観
覧で、美術館所蔵の家元によるス
テンレスオブジェに 花 をいけ るパ
フォーマンス、そ して 各 作 品の 解
説が行われた。

継承 周年を祝って
家元継承 周年記念
草月いけばな展
創造の空間 2021 WEST

周年記

月 日～ 月 日（予定）
草月

勅使河原茜家元継承

ショ ーウィンドー 形 式 の 展 覧 会
月からは草月

は、ホテルの宿 泊 客や 地元の人々

月

日〜

会館で
「創 造 の 空 間

にも好評だ。また
」（

月

日）
が開催予定。期待が高まる。

ま す。草 月 流ホームページを ご 確

※日程は変更となる場合がござい
認、またはお問合わせください。
［草月会館］ TEL
： 03-3408-1156
［草月 WEST
］ TEL
： 075-366-3647
（左）花崎陽文さん、髙橋英萠さん、森英琴さんの合作。
（右）岩本知星さんの作品。

念 行 事 は 関 西 からスタートし た。

9
ることもございますので、予めご了承ください。

」

2
0
2
23 1

6

場合、お断り、または他会期でのご出品をご案内す

長 野 県 長 野 市 にあ る 北 野 美 術

詳細は 7 月にメンバーズサイト及びホームページにて発表しますので、お楽しみに。

6

た順とさせていただきます。※ご希望の会期が満席の

「創造の空間

いとし、FAXやメールでのお申込みはこちらに到着し

館 に て、コラボレーション企 画 が
が 月から開催中。 With
コロナ時
代の新たな展覧会を模索し、感染
期の 開 催 予 定 と なる。

リスクを抑えるために、各期少人
数 制、全

ていただきます。※郵送の場合は、到着日を同着扱

開 催 された。この 企 画 は、今 年
月に行われた
「水のない いけばな
展」
の開催趣旨にご共鳴くださっ
た 美 術 館 からのオファーで実 現。
「コロナ禍に挑 むよう な 斬 新 な 作
品 」と し て、家 元 の
「 Reborn
」シ
リーズ 点、そして座・草月の造形

感染拡大防止対策を徹底した形式で開催します。

T
O
K
Y
O

7
お待たせいたしました！ 新型コロナウイルス感染症の影響で 2 年ぶりの開催となる今回は、

7

お問合わせ［事業課］TEL：03-3408-1156 ／ FAX：03-3405-4947 ／ E-mail：kikaku@sogetsu.or.jp

作品 点が展示された。

※会期や内容は変わることがあります。また、天災及

（右） 期の岡本青珠さんの作品。
（左） 期の平石丹珠萠さんの作品。

ます。

美 術 館 所 蔵のステンレスオブジェ
（茜 家
元デザイン）
にいけられた花。

監修：勅使河原茜家元

コンサートの迎え花
鬼武みゆき
「FUKUSHIMA」
スペシャルコンサート
月 日
関内ホール

鬼武みゆきさん
（作曲家・編曲家・
ピアニスト）
によるコンサートにて、
家元が迎え花を制作した。鬼武さん
のアルバム
「 FUKUSHIMA
」
は、震災
の爪痕残る福島を応援したいと、
年をかけて地元の方々が誇る福島
の歴史や伝統文化、美しい自然など
を取材し、 曲の楽曲にまとめたも
見山」（花木農家・阿部一夫さん）
から

の。迎え花には、福島県福島市「花
取り寄せた花材を使って、収録曲の
「 Blooming
〜 Hanamiyama
〜」
にも
描かれた情景に寄せていけられた。

家元によるコンサート会場の迎え花。

斉にお送りします。送付予定日以降は、適宜お送りし

20

5

第 102 回草月いけばな展 開催決定！

20

15

費完納）

5 in

24
25

［ 受付締切日 ］ 7月21日（水）

本年は、感染拡大防止のため開催いたしません。ご

す。なお、お申込み同着多数の場合は、抽選とさせ

20

［ 受付開始日 ］2021年 7月8日（木）10：00 より
一斉募集開始

●出品説明会について

いたしかねます。※お申込みは先着順にて受け付けま

ムページにて詳細を掲載します。

20

●出品申込受付日

中止する場合がございますので、予めご了承ください。

※上記日時の前にお申込みいただきましても受け付け

希望の方に、
「応募要項」をお送りするとともに、ホー

4

4

2

30

20
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E
S
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びその他不可抗力による事由により、開催を延期・

てお送りします。

2
3

1

出品資格：草月指導者連盟会員の方（2021年度会

［ 送付予定日 ］ 2021 年 7 月 1 日（木）
※ 6 月 30 日までにお申込みいただいた方全員に、一
主催：一般財団法人草月会

4

9

（左）自身の作品を解説する茜家元。地元取材陣も駆けつけた。（右）座・草月による竹の造形作品も展示。

ご希望の方に、郵送・FAX・メールいずれかの方法に
［ 日時 ］ 2021 年 11 月〜 12月を予定
［ 会場 ］草月会館

5

9

●応募要項について

●展覧会概要

7

3

4

レビュー

REVIEW

受講日

テーマ

講師

葉ものと真鍮で
いけよう

-

7

- ／

丹野霞園

21

受講日

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。

テーマ

講師

6月26日
（土） まぜざしに「私」を加える
福島光加

内容
自分で調達した花材をいけることは、オンラインレッス
ンの醍醐味です。
花材のどこをどう生かすか、色や形、各々の量などを考
えつつ、花屋さんや庭から集めましょう。
いけ方に迷ったら、テキストの中のテーマを思い出しサ
ブテーマとして意識するのも一つ。
５種類以上の花材を漠然といけるのではなく、全ての
花材が調和し、
個性があふれるまぜざしを目指しましょう。

［ オンライン特別講座の注意事項 ］
● ご自身のスマートフォン、タブレット、パソコンを使用しての授業となります。
● Web会議アプリ
「Zoom」
のインストールが必要です。
● 通信量が多くなりますので、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。
● 生の花材はご自身でご用意いただきます。
●授業時間：14時～
（2時間程度） ●申込資格：草指連会員 ●定員：10名 ●受講料：5,500円
●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。
●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: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。
※授業は日本語で行います。
27

14 時 /17 時

月

10 時 30 分 /14 時 10 時 30 分 /14 時

テーマ

講師

7月

9日

10 日

5日

涼をいける

福島光加

9月

10 日

11 日

13 日

シンプルな投入花器で

日向洋一

●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。8 月は休講となります。

7

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。

2

21

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月
8月

火曜

6日

隅出美泉

木曜

1日

加藤久美子

火曜

3日

中村草山

木曜

5日

岡崎

13 日

中村草山

20 日

坂口水恵

8日

篠崎洵雅

15 日

岡崎

10 日

篠崎洵雅

忍

忍

●原則として 6 日間（8 月は 3 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）。

男子専科
7月

： kyoshitsu@sogetsu.or.jp
E-mail

： kyoshitsu@sogetsu.or.jp
E-mail

オンライン特別講座

土

： 03-3405-4947
／
FAX

： 03-3405-4947
／
FAX

●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 ※払込取扱票の通信欄に（お持
ちの方は）メールアドレスをご記入ください。
●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。

金

： 03-3408-1209
／
TEL

： 03-3408-1209
／
TEL

粘土を既成概念ではなく、逆転の発想により、作品工程
の中に取り入れ、石膏作品を２つ以上作成し、それぞれ
の作品を１個のオブジェとして完成させます。
又、それらを花器としていけばなをいけることにより、
新しい自分を発見してみませんか。
今回の様々な工程から、今までの概念を別の方向から考
えることにより、チャレンジする面白さを実感できるこ
とでしょう。
是非お楽しみください。

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。

家元研究科

- ／

2

きれいに光る真鍮を、トントンとカナヅチで打ち、彩色し
てマットなものに仕上げます。
カナヅチの打ち方や彩色する色を変えることにより、いろ
いろな雰囲気に仕上がります。
その変化を楽しみましょう。
最後は、自分で変化させた真鍮板にダイナミックに葉もの
い け
を加え、造形てみましょう。

-

楽しくアート作 品を
9月11日（土） 創作

内容

東京都港区赤坂
107-8505

東京都港区赤坂
107-8505

田渕章流

教室情報

〒

〒

8 月 4 日（水）

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。

本 部 教 室

本 部 教 室

公開講座

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。

2 日（金）

澤田晃映

7 日（水）

岩渕幸霞

16 日（金）

西山光沙

9月

3 日（金）

岩渕幸霞

8 日（水）

西山光沙

17 日（金）

澤田晃映

●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）。 8 月は休講となります。

インターナショナルクラス

7月

5日

福島光加

12 日

坂口水恵

19 日

石川己青

26 日

細野葉霞

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。

9月

6日

細野葉霞

13 日

坂口水恵

27 日

石川己青

●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 ※ 8月・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。

26

金曜
14時30分/18時

10 時 30 分

16 日

17 日

7月

21 日

9月

17 日

18 日

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 !!

●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。

8月

2021年4月より
入会金、
再入会金が
不要となりました!

竹中麗湖

金曜

9日

土曜

10 日

金曜
土曜

●授業時間：11 時〜16 時 ●受講料：68,040 円（材料費・昼食代込み）／入会金なし
●申込資格：草指連会員 ●募集人数：若干名 ●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、「スタイリッシュ：スペース + 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：7 月 30 日（金）（ただし定員になり次第締め切ります）

加藤久美子

23 日

中村草山

30 日

〃

24 日

〃

31 日

6日

石川己青

27 日

7日

〃

28 日

五十野雅峰
〃

五十野雅峰
〃

9月3日

中村草山

9月4日

〃

受講日

講師

7月21日（水）
関田育圓

： 075-366-3647
／
TEL
： 075-366-3648
／
FAX

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
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。

： west@sogetsu.or.jp
E-mail

受講日

8 月24 日（火）

講師

ワイヤー ｄｅ アート
―白ワイヤーを編む―
平石丹珠萠

内容
ワイヤーと植物でアーティスティックなレリーフを作
ります。
日頃花材を留めているワイヤーが今回の主役です。
＃24と＃28の白いワイヤーを使って編んでいきます。
網目で疎密を考え美しく仕上げ、黒のボードにモノ
トーンで仕上げてもよし、植物をプラスしてコントラ
ストを楽しんでもよいでしょう。

●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
29
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21

技術の継承＝生産者の支援
になります！

内容
古来より、行事や生活習慣と結びついて親しまれ
てきた特殊花材の扱い方やいけ方を習得し、継承
していくことを目的とする講座です。
今回特集する花材は「蓮」。高額で、近年では生
産者も減少し、触れる機会が少なくなっておりま
す。
入手困難な花材の経験、ポンプによる水揚げなど、
自宅や一般教室では扱いにくい作業を気兼ねなく
行えるのは本部教室の魅力の一つです。基本的な
いけ方から、草月ならではの自由な表現まで、確
かな技術を習得しましょう。

写真作品：勅使河原蒼風

●授業時間：13 時〜16 時 ●受講料：11,500 円（材料費込み）●申込資格：草指連会員 ●定員：25 名（先着制）
●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、「特殊花材を学ぼう ! 夏ならではの素材「蓮」ー特集ー」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：7 月 5 日（月）（ただし定員になり次第締め切ります）

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

7

： kyoshitsu@sogetsu.or.jp
E-mail

階 ／

2021年4月より
再入会金が
不要となりました!

特殊花材を学ぼう ! 夏ならではの素材「蓮」−特集−

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！

公開講座

いけばなの未来を見据えたカリキュラムです。
多くの出会いからいけばなの世界を広げ、愉しみながら学ぶ事によ
り、新たな可能性を追求していきます。国内外で数多くのインスタ
レーションやフラワークを手掛けてきた竹中麗湖師範による授業
は、あなたの感性を強く奮い立たせることでしょう。
テーマ（予定）
●イメージの翼広げ進歩する―清新な視線―
●今田功氏―ライフスタイル・トレンド二極化―
●命あるものに敬意―風土と営み―
●写真花―作品に価値を与える―カメラマン：関谷幸三・青木一成
●温もりある和紙を知る―切り紙の世界―

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。

●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。

1

元

2021年 6月7日（終了）
8月30日
9月27日
10月18日
11月29日
2022年3月14日
全5回
（8月30日からご参
加いただけます）

： 03-3405-4947
／
FAX

- ホテルエミオン京都
4

家

内容
あした

： 03-3408-1209
／
TEL

7月

20

日向洋一

講師

- ／

家元教室

小沢清香

受講日

-

京都府京都市下京区朱雀堂ノ口町
600-8842

20 日

講師

東京都港区赤坂
107-8505

〒

8月

探究「私の花」

追加募集が決まりました！

〒

W
E
S
T

土曜
※

スタイリッシュ：スペース + 花

本 部 教 室

草月

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。

家元研究科

※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。

お知らせ

第10 回 AT賞展

2002年に茜家元の家元継承を記念し、家元のイニシャルより命名し創設された「 AT賞」
。家元研究科
の在籍者の中から、最終選考を経た13 名の受賞者が研鑽の成果を発表します。
●日時：9 月10 日（金）
・11 日（土）10 時 ～17 時 ●会場：草月会館１階プラザ ※入場無料
●お問合わせ
［教室運営課］TEL：03-3408-1209／FAX：03-3405-4947
E-mail：kyoshitsu@sogetsu.or.jp

第 9 回 AT賞展の様子

本部教室の LINE アカウントができました！ 最新情報をお届けします。
［ 友だち追加方法 ］
●QRコードから LINEアプリで「友だち追加」→
「QRコード」を選択し、右上QRコードを読み取ってください。
28

連続講座

SOGETSU X 第 2 弾

いけばなの可能性は無限です。そしていけばなも社会のなかで成立しています。
さまざまなジャンルと草月流いけばなが X（クロス）して新しいものが生まれます。コラボレーション相手に制限はありません。
アートや工芸、そしてさまざまな面白いことをしている人・異業種・社会との交流企画で、
化学反応のような新しい発見・体験をしましょう。

〒

SOGETSU X No.2

スマホのカメラで探す植物の貌

内容

第1回
9 月1日（水）
第2回
10 月 20 日（水）

みつし

竹下光士
（写真家）

【野外実習】スマホを片手に野外で宝物探
しに出掛けよう

： 075-366-3647
／
TEL

プロフェッショナルクラス

日程変更・再募集

講師

原則として火曜日（年 4 回）

秋松伸一（本部特別

7 月6 日、11月2 日、

技術講師）

2022 年 2 月 1 日、3 月1 日

市村冨美夫（染色家）

※

※本誌 4 月号でお知らせした日程から変更
となりました。

清水六兵衞（陶芸家）
日向洋一

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： 6 月 18 日（金）
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10月13日（水）

講師提案素材②「植物と資質素材の形」

3

11月17日（水）

講師提案素材③「植物と異質素材の質感」

4

12月15日（水）

異質素材で発表会

～自分で見つけた素材～

●授業時間：13時～16時／2021年9月から全4回コース ●受講料：47,300円（材料費込／第4回の発表会の材料費は含まれてお
りません）※お休みされた回は、後日、授業で使用した異質素材を郵送するとともに、録画をオンラインで配信いたします。 ●受
講資格：草指連会員 ●定員：20名 ●申込締切：7月31日（土） ●申込方法：はがき・ＦＡＸ・Ｅ-mailなどの書面で、名前・草指
連会員番号・住所・電話番号・メールアドレス・門下別を明記の上、草月WESTまでお送りください。

日程変更・再募集

テキスト集中講座 2021

「教えるために」
「学ぶために」
「楽しむために！」
開講日の変更に伴い、募集期間を延長します。

20
4

テキスト集中講座が、講座名も新たにリニューアル！ 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。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る年 6 回のコースです。 お休みした回は
この講座ならではの、個性ある講師陣も魅力の一つ ! ぜひこの機会に、今一度テキストに再チャレンジし
録画配信で
フォローします !
てみませんか？ お休みされた回は、録画のオンライン配信でフォローします。

受講日

講師

場面を想定して
一夏祭りをいける一

7月 27 日（火）

福島光加

9 月 28 日（火）

中村草山

『私の花』
～季節の花材を見つめながら

11月 30 日（火）

関田育圓

複数花器と “ はな ” との出会い
発想・発見・発展

2022 年1月 25 日（火）

篠崎洵雅

線の魅力
植物から見つける「自分の線」

隅出美泉

「同じ形を繰り返す」より
ユニークな作品表現を見つける

高木水染

“ 植物を編む ”
フォルムから立体、自立へ

2 月 22 日（火）
※ 2021 年 5 月 25 日より
延期となりました。

3 月 22 日（火）

1

内容

： west@sogetsu.or.jp
E-mail

： west@sogetsu.or.jp
E-mail

受講日

外部のアーティストと草月の一流講師から学べる
特別クラス！

講師提案素材①「植物と異質素材の色」

： 075-366-3648
／
FAX

： 075-366-3648
／
FAX

●授業時間：13時～16時 ●受講料：16,500円（3回分前納） ※第2回は草月WESTの近隣施設にて、野外実習を予定しており
ます。その際の交通費・入場料などはご負担願います。 ●対象：草月学習者（ベテランから初心者までどなたでも） ●定員：20名
●申込方法：はがき・FAX・E-mailなどの書面で、名前・草指連会員番号（お持ちの方）
・住所・電話番号・メールアドレス・門下別
（または所属教室名）
をご記入の上、草月WESTまでお送りください。 ●申込締切：7月31日（土） ※授業ではスマートフォンの
み使用します。各自お手持ちのものをご持参ください。

9月15日（水）

： 075-366-3647
／
TEL

【発 表 会】お互いが見つけた宝物を講評
を交えながら見比べて、「観る」ことについ
て考えます

第3回
11月10 日（水）

1

階／

階 ／

1

【講
義】観るということ 写真のイロハ
【簡単実習】スマホでどこまで撮れるか

テーマ

- ホテルエミオン京都

- ホテルエミオン京都
4

講師

忍

W
E
S
T

お休みした回は
録画配信で
フォローします !

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

受講日

20

受講日
9月～ 12 月（全4 回）

講師

岡崎

＜講師サンプル画像＞
身近なネギも顔を近づけて見ると、
実に神秘的な姿をしていました。
自宅の庭にてスマホで撮影。

好評につき第 2 弾開講決定！
Part2 からでも参加できます！

好評につき第2弾を開講します。今回もさまざまな異質素材に出会い、自由自在にあらゆる素材を使いこなせ
るアイデアと技術を身につけましょう。講師は引き続き、素材をいかすアイデアのエキスパート岡崎忍師範。
Part2は、植物素材と異質素材の関係をより深く考える連続講座です。Part2からでもご参加いただけます。

スマートフォンでここまで撮れる！

＜講師メッセージ＞
今のスマートフォンに付いているカメラは万能です。
「ある程度」という上限はありますが、対応力という点では高級な一眼レフより上かもしれま
せん。そんなスマホを片手に「宝物探し」に出掛けませんか？ 身近で見慣れた植物でも、
ファ
インダー（この場合はスマホ画面ですが……）を通して見るだけで新発見がたくさんあります。
＜講師略歴＞
京都市に生まれる。武蔵野美術大学卒業。地形をテーマに世界中の風景を撮影する。おも
な著書に、
『GEOSCAPE JAPAN』
『朝景夕景撮影のすべて』
『長時間露出撮影のすべて』
『京
都撮影四季の旅』がある。現在、日本自然科学写真協会会員、ニコンカレッジ講師。

Part2

〒

W
E
S
T

「素材の冒険」異質素材は怖くない！

草月

草月

いけばな草月流がお届けする、アートと文化のオープンセミナー

●授業時間：13 時 〜16 時／全 6 回コース ●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：6 月30 日（水）
30

CALENDAR

カレンダー

支部展
東京西支部 ※家元出品
宮城県支部

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
9月4日
（土）
〜7日
（火） せんだいメディアテーク

三浦霞音

※9月3日
（金）
〜8日
（水）
より会期が変更になりました

年間行事予定

久保田芳生 ☎ 042-521-1434
☎ 022-226-8745

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

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）

7月23日
（金）
まで

【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。
8月15日（日）
まで GROPIUS BAU ／ドイツ・ベルリン
（問：☎ +49 30 254 86-0）

※展示日程は断続的です。
一部会期が変更になりました。
詳細はホームページ、SNSをご覧ください

9月20日
（月・祝）
まで

【没後二十年記念 アートを越境する̶勅使河原宏という天才】
●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.35、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

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」
）

※展示日程は断続的です。
一部会期が変更になりました。
詳細はホームページ、SNSをご覧ください

6月4日
（金）

財団理事会
（草月会館／午後2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・財団理事会
（草月会館）

8月14日
（土）
〜22日
（日）

草月会館夏季休館日

9月10日
（金）
・11日
（土）

第10回AT賞展
（草月プラザ）

問：教室運営課 ☎

03-3408-1209

6月28日まで

森彩琳

6月29日〜7月27日

宮本治子

7月28日〜8月27日

野村浩秋

ザ・キャピトルホテル東急

常設

杉岡宏美

溜池山王・国会議事堂前

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

赤坂エクセルホテル東急

常設

御手洗直己

赤坂見附

佐賀県支部

7月4日
（日）

講習会 ほほえみ館

田中樹音

☎ 0952-98-2091

熊本県支部

7月25日
（日）

講習会 くまもと県民交流館パレア 9階第1会議室

佐分利彩苑 ☎ 096-381-2841

富山県支部

8月29日
（日）

研究会 富山県民共生センター サンフォルテ

大野珀水

☎ 0766-23-7651

群馬県支部

9月5日
（日）

講習会 群馬県公社総合ビル

正木虹映

☎ 027-327-7624

東京北支部

9月12日
（日）

研究会 草月会館 5階教室

加藤湖昌 ☎ 03-3996-4238

とらや赤坂本店

赤坂見附

6月3日〜7月7日

五十野雅峰

7月9日〜8月初旬

竹中麗湖

6月8日〜7月7日

五十野雅峰

大阪城公園・大阪ビジネスパーク

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

ホテルエミオン京都（笹屋伊織 別邸・3Fロビー）

常設

草月アトリエ

梅小路京都西

6月4日まで

日向洋一

6月7日〜18日

関田育圓

6月21日〜7月2日

大久保雅永

ホテルニューオータニ東京（ロビー階）
ホテルニューオータニ大阪（ロビー階）

草月会館日本間

7月7日〜16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

赤坂見附・永田町・麹町

榎本紅萩
※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。
【中止】●石川県支部展
（尾山神社） 6月4日
（金）
〜6日
（日）
【延期】●静岡県支部研究会 6月6日（日）→未定 問：大澤秀紅 ☎ 055-986-4023
【一部延期】●家元継承20周年記念 草月いけばな展
「創造の空間2021」 草月会館 問：事業課 ☎ 03-3408-1156 ／草月WEST 問： ☎ 075-366-3647
草月会館／1期：5月26日（水）〜28日（金）→6月23日（水）〜25日（金） 家元作品の特別展示：5月25日（火）〜6月4日（金）→7月7日（水）〜16日（金）
草月WEST／5期：5月1日（土）〜5日（水・祝）→8月5日（木）〜9日（月） 6期：5月13日（木）〜16日（日）→8月26日（木）〜29日（日）
7期：5月20日（木）〜23日（日）→9月2日（木）〜5日（日） 8期：5月27日（木）〜30日（日）→9月16日（木）〜20日（月・祝）
【延期】●大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2021
（新潟県越後妻有地域） 7月25日（日）〜9月12日（日）→未定 問：日向洋一 ☎ 045-311-6475
問：谷口桂萠 ☎ 0761-24-1813
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【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。
6月12日
（土）
、
7月10日
（土）
、
9月11日
（土）
、
10月16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。

各地の展覧会

青山一丁目

※5月25日〜6月4日より会期が変更になりました

7月19日〜30日

本部主催支部研究会・講習会

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

☎ 0763-62-0043

art stage OSAKA 2021 ※アート見本市「アートステージ大阪2021」にて座・草月が出展販売
6月11日
（金）
〜13日
（日） 堂島リバーフォーラム

花プロジェクト部 ☎ 03-3403-5278

2021米沢地区草月いけばな展
「遊び心」

長谷部千仁 ☎ 0238-23-5709

SYC東京1企画展
「connect」

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

橋本佳蘭

☎ 090-7052-1576

2021年7月14日
（水）
〜18日
（日）
神奈川県民ホール ギャラリー第1室〜5室

日向洋一

☎ 045-311-6475

9月15日
（水）
〜18日
（土） 草月プラザ

教室運営課 ☎ 03-3408-1209

第22回 大澤秀紅社中展

（土）
（日） 三島商工会議所 TMOホール
10月30日
・31日

大澤秀紅

出村丹雅草グループ
「うだつ 藍と花」

10月31日
（日）
〜11月14日
（日） 藍商佐直 吉田家住宅
※5月30日
（日）
〜6月13日（日）より会期が変更になりました

出村丹雅草 ☎ 090-4500-0595

第3回 新いけばな主義
「本部特別技術講師 秋松伸一の講座」
1期生展覧会

※1月23日
（土）
・24日
（日）
より会期が変更になりました

☎ 090-3305-0995
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INFORMATION

勅使河原宏没後20年総力特集

2

3

賞﹂を受賞しました︒

訃報

二〇二一 年三月十六日 享年九十二歳

P.
20

B5

中村悦子︵玉蓉︶東京都／顧問
佐々木常子︵秋放︶北海道／理事
二〇二 一 年三月四日 享年一〇一歳
松島浩子︵浩生︶東京都／理事

4

坂本節子︵悠喜絵︶山梨県／理事

2
0
2
1

2
0
2
1

4

平山清美︵清沙︶東京都／理事
二〇二一 年五月一日 享年七十七歳

1
1 2
8

S
Y
C

二〇二 一 年五月六日 享年八十七歳

6

1

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︶
清水紫保︑勅使河原明美︑小林柴虹︑
佐藤草和︑多田霞優︑小川葉江社中一
同︑
東 京１︑橋 本 佳 蘭︑齊 藤
玲︑友田紅元︑村上雅祥︑雨宮美洲︑
倉元清花社中︑阪口英芭︑大𠮷昌山︑
冨田灑智︑中村俊映︑鬼武みゆき︑白
鳥 水 洵︑青 木 和 子︑岸 本 啓 洋︑石 走
俊 桂 教 室︑橋 爪 千 峰︑林 珀 凜︑︵株 ︶
富士陰ビルディング

2
0
2
1

1
2

判

追悼・石川龍さん
出版

14

91

年より初

草月会理事であり︑名誉会員である石川龍さんが︑

年に草 月 流へ入 門︒

1
9
5
8

月 日にご逝去されました︒享年 歳︒

石川さんは
1
9
4
9

4

2
0
2
1

蒼風や宏の秘書として︑代表作家として

年

80

代家元・勅使河原蒼風の制作助手として︑国内外で創作活動

90

1
9
4
9

や普及活動を行いました︒
その後︑
蒼風や宏の秘書として︑
また︑

宮帯出版社より、勅使河原宏
に縁の深いキャスト・スタッフ
などのインタビューや気鋭の
批 評 家、映 画 評 論 家が、作
品、及び総合芸術家としての
宏の魅力を徹底分析した書籍
『フィルムメーカーズ22 勅使河原
宏』
が刊行されます。茜家元のイ
ンタビューも掲載されています。
書名：
『フィルムメーカーズ22
勅使河原宏』
［ 発行 ］宮帯出版社
［ 発売 ］2021年6月20日（予定）
［ 予価 ］2,970円（2,700円＋税）
草月会館4階の出版部でお買い求めいただけます。
今号に同封のチラシでもご注文いただけます。

2
0
1
1

代表作家として積極的に活動を展開︒植物の魅力を伸びやかに

『フィルムメーカーズ22 勅使河原宏』

いかしたいけばな作 品から︑温かみのある造 形 的な銅オブジェま

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」
シリーズに登場！

で︑作風は幅広い︒心よりご冥福をお祈りいたします︒

35 35

［放 映 日］
6月26日（土）21：00〜
［ 放送作品 ］
『利休』
『北斎』
（TV初）
『新・座頭市Ⅲ 26話
夢の旅』
©1989松竹株式会社
番組に関するお問合せは
時代劇専門チャンネルお客様総合窓口
0120-200-292
営業時間：10:00〜20:00（年中無休）
またはWEBで
「時代劇」検索 www.jidaigeki.com

2
2
0
0

●いしかわ・りゅう
年 草 月 流 入 門︒蒼 風や宏の
石川さんの作品集
秘 書として︑また︑代 表 作 家として積 ﹃曄﹄︵草月出版︶
極 的に活 動︒一 般 財 団 法 人 草 月 会の
名 誉 会 員を務めた他︑公 益 財 団 法 人
日本いけばな芸 術 協 会 特 別 参 与など︑
流 派や 国 境 を 超 え活 動 を 展 開した︒
年 度 草 月 賞︑創 流 周 年 記
念 草 月 大 賞︑創 流 周 年 記 念 草 月 金
花大賞など受賞多数︒

［ 開催期間 ］ 2021年6月5日（土）〜18日（金）
［場
所 ］ シネマヴェーラ渋 谷（東 京 都 渋 谷 区
円山町1‐5 キノハウス4F）
TEL.03-3461-7703
［ アクセス ］ 渋谷駅下車、東急bunkamura前交差
点を円山町方向に約50m
［料
金 ］ 一般 1,400円／シニア 1,200円（税込）
【 上映作品 】
●映画
『おとし穴』
『砂の女』
『他人の顔』
『サ
マー・ソルジャー』
『インディレース 爆
走』
『アントニー・ガウディー』
『ホゼー・
トレス』
『ホゼー・トレス PartII』
『十 二
人の写真家』
『燃えつきた地図』
『利休』
『豪姫』
●短編集１
『北斎』
『いけばな』
『いのち』
『動く彫刻
ジャン・ティンゲリー』
●短編集2
『東京1958』
『白い朝』
『１日240時間』
●テレビドラマ 『新・座頭市Ⅲ 25話 虹の旅』
『新・座
頭市Ⅲ 26話 夢の旅』
『われらの主役
勝新太郎』
●秘蔵作品集 『二 人 展 』
『石月花の宴 』
『トゥーラン
ドット』
『すさのお異伝』
【 トークショー 】
6月5日（土）
ゲスト：高橋悠治（作曲家・ピアニスト）
聞き手：高崎俊夫（映画評論家）
6月6日（日）ゲスト：宇川直宏（現代美術家・映像作
家・VJ）、樋口尚文（映画評論家・映画監督）
6月12日（土）ゲスト：石井岳龍（映画監督）
、長嶌寛幸
（作曲家・東京藝術大学大学院教授）
上映スケジュールや詳細については、シネマヴェーラ
渋谷のホームページをご覧ください。
http://cinemavera.com

没後20年 映像で魅せる奇才
勅使河原宏の描く時代劇

0
8
7
2
0
2

︻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︒
○勅使河原宏の言葉と花 ⑦
︵誤︶白磁壺↓︵正︶高麗俵壺

勅使河原宏という天才

CS時代劇専門チャンネルにて
全3作品一挙放送！

E-mail shuppan@sogetsu.or.jp

没後二十年記念
アートを越境する

放送

嬉しい受賞
片 山 健さん
︵福 岡 県 福 岡 市︑師 範 会
理事︶
は︑流派の枠を超えた花展の開
催に長 年 携わるなど地 元の文 化の発
展に貢 献 したとして︑
﹁福 岡 市 文 化

シネマヴェーラ渋谷にて映画祭開催

0
1
2
0

2
0
0 1
0
2

﹃草月のいけばな ・ ﹄中国語翻訳版

上映

5
7
7
0
5
6
0
7

中国語圏での草月流いけばな学習者の増加にと
もない︑
﹃ 草 月のいけばな ・ ﹄︵単 位カード付 ︶
の中国語翻訳版が発行となりました︒ご購入を
希望の方は︑出版部までお問合わせください︒

独自の手法で人間の奥深い内面心理を描き続けた監督・勅使河原宏の作品は、今も高い評価を得続け、
オールドファンのみならずその時代を知らない若者たちからも支持されています。
没後20年目の今年6月、映画館、TV放送、出版界にて特集が組まれ、改めてその偉業を振り返ります。

0
3

草月のいけばな ・ ︿中国語翻訳版﹀
定価 本体
円︵税込
円︶ ページ数
ページ サイズ
発行 草月文化事業出版部 発売日
年 月 日

［ 映画館 ］
［ TV放送 ］
［ 出版 ］を横断して、監督・勅使河原宏の特集が実現！

●お問合わせ 出版部売店
フリーダイヤル
FAX
-

没後二十年 勅使河原宏の全貌

お知らせ

Photo：Shinichi Kaneko
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20th Anniversary Akane Teshigahara Solo Exhibition “ CONNECT “

< Calendar of Events 2020-2021 >

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 occasion.
Don’t miss her challenge to new expression and possibility of Ikabana. Feel Iemoto’s “NOW”.

Iemoto 20th Anniversary

20th Anniversary
Akane Teshigahara Solo Exhibition
“ CONNECT “
6/11 FRI - 14 MON, 2021
SOGETSU WEST
(Hotel Emion Kyoto 1st ﬂoor, 20-4
Sujakudounokuchi-cho, Shimogyo-ku,
Kyoto, Kyoto 600-8842)
10:00-18: 30
(13:00-18: 30 on 6/11
10:00-17:00 on 6/14)
Entrance fee: 500 yen
*Admission until 30 minutes
before closing

Information

“Sogetsu Ikebana 1-2” in Chinese is now available
With the increase in the number of Sogetsu Ikebana students in Chinese
speaking countries, the text book “Sogetsu Ikebana 1 - 2” with Chinese
translation has been published. If you are interested in purchasing a
copy, please contact the Publications Department.
The textbook card is attached on the back cover of Textbook.
Price: JPY2,000
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●Celebration Sogetsu Exhibition
Space of Creation 2021
Apr. 1- Sep.20 @ Sogetsu WEST
Jun. 9 – Jul. 23 @ Sogetsu Plaza
*Schedules above are subject to change.
●Akane Teshigahara Solo Exhibition
“ CONNECT “
6/11 FRI - 14 MON, 2021
SOGETSU WEST
(Hotel Emion Kyoto 1st ﬂoor, 20-4 Sujakudounokuchi-cho, Shimogyo-ku, Kyoto, Kyoto 600-8842)
10:00-18: 30
(13:00-18:30 on 6/11, 10:00-17:00 on 6/14)
Entrance fee: 500 yen
*Admission until 30 minutes before closing
June 11-14 @Sogetsu West
“ RELEASE “
Date: TBA @Tokyo
*Date and venue will be announced as soon as they
are decided.
For more information, including dates and admission
prices, please visit our Website.
*The exhibition will be posted on Sogetsu SNSs and
the newsletters.
The 102nd Sogetsu Annual Exhibition
Scheduled for November-December 2021
@ Sogetsu Kaikan
The details will be informed on Sogetsu website
*Schedules above are subject to change.

●How to order Chinese Textbooks from overseas

< Notice for the Branches/ Study Groups >

Download the order form from Sogetsu Website.
https://www.sogetsu.or.jp/e/columns/24438/
Fill in the necessary information and send it to Sogetsu Shuppan
(publishing department) by e-mail or fax.
E-mail shuppan@sogetsu.or.jp
FAX 81-3-5770-5607

Thank you for your submission of Annual Activity
Report of 2020 /Election Report
We appreciate your cooperation. Year 2020 was a
unprecedently challenging year for all of us. We do
hope that 2021 brings stability and joy.
If your branch/SG hasn’t submitted the annual reports, please send them to the HQ by e-mail or post
at the earliest opportunity.
The oﬃcial e-forms (PDF/Excel format) are available
to download from Sogetsu website;
https://www.sogetsu.or.jp/e/members/downloads/
forms
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.

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 opportunity 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 2021are available. 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
Complimentary Quarterly Magazine “Sogetsu”
From Autumn 2021, we will send Magazine “Sogetsu”
two issues together to the directors/chairpersons.
(ex. Send Autumn and Winter issues together and
the same for Spring and Summer issues.)
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 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 Sogetsu Indus
Study Group received Certificate of Commendations in recognition of their significant contributions
towards the promotion of Japanese Ikebana art of
ﬂower arrangements in Pakistan and their participations in events held by the consulate such as Japan
Fest, adding to its success.
Our heartfelt congratulations to Mrs.Tapal and the
members of Indus Study Group.

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

FAX: +81-3-3405-4947
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[news] The 3rd program of WEB IEMOTO SEMINAR
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My life with Ikebana / Reiko Takenaka

The English page on the streaming site was renewed on May 25
Master Instructors of the HQ talk about
their thoughts on ikebana and
memorable episodes

The streaming site for Sogetsu special videos became more English user-friendly.
If you haven’t watched the seminar yet, why not try this time?
Those who already registered can use the same log-in information.

Streaming period

●April 1 - June 30 : For already purchased the Program 3 video(s)
●May 25 - July 27 : Newly purchased the Program 3 video(s)
*You can watch any video(s) purchased as many times as you like during the streaming period.
Fee (whole set) : JPY5,000 (incl. tax) Introductory video : https://www.sogetsu.or.jp/e/events/

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

Instructor

Iemoto

Kumiko Kato

Tetsunori Kawana

Ikuen Sekita

(Master Instructor of the Sogetsu HQ)

<Theme 1> Study the textbook again
This is an ideal program for reviewing the basics.
It will also be a good reference when teaching students.
<Theme 2> Usable tips/when teaching
“free-style arrangement using vertical type fixture”
The three instructors create three different types of
work using vertical type fixture in a variety of vessels.
The video shows how to use this technique effectively for free styles.
<Theme 3> Reflecting one’s originality
Each instructor creates an arrangement working with
the plants to create new forms based on their ideas.
Using technique and originality they develop plants
into an ikebana of their own.
<Theme 4> “place and Ikebana” by Akane Teshigahara
The Iemoto creates arrangements which are in
harmony with the refined Neo-Japanese suites at
the Capital Tokyo Hotel. She also creates ones complementing
an Art work at the gallery.
*“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

There is a spirit and skill that have been handed
down from generation to generation. On the other
hand, our mind and perception of the world are susceptible to the changes of the times.
While I aim to fly higher as an ikebanist, I wish
that I could sublimate all of the elements above.
This yearning is what I have learned at Sogetsu and
became the foundation of my aesthetics.
I would like to evolve my ikebana work into a new
form, by focusing on the sense of season, color and
shape.
Also I love a new challenge of experimental creation, such as ikebana works without water, and
broaden my range of expression.
Spending my days with plants and enjoying ikebana
with honesty and integrity, that is the happiest time
for me. Let me pray that these happy days will continue!

Reiko Takenaka

Reiko TAKENAKA studied under Kasumi
Teshigahara, the second Iemoto of the
school, and later followed the belief of
Hiroshi Teshigahara , the third Iemoto;
“Ikebana as free expression using plants,
liberated from a stereotype idea of ikebana”. She has expanded the horizon of ikebana , making ikebana
arrangement in a variety of public spaces, such as Noh theatre,
hotel lobby, Conference room, and so on. Since2006 she has
also been working as a coordinator for the annual exhibition
“Tableware Festival”.
In abroad, she has held demonstrations and workshops in
Dozens of countries.
1975 Sofu Teshigahara Award
1983 Pierre Cardin Maxim Award (France)
1992, 1994 JCD Design Award
1997 Sogetsu 70th Anniversary Certificate of Meritorious
Achievements
2001 Hiroshi Teshigahara Award
Literary work: “Easy Ikebana” “Ikebana Full Coverage” ”Flowers
That Give Colors To Your Life” ”White, Blue, and Red” ”Universe
of Flowers” “The Works” and so on.
Latest book ‘Roses de Paris ‘ coming soon.

竹中麗湖

第二代家元・勅使河原霞のもとで研鑽を積み、第三代家元・宏の思想
であった
「いけばなの枠にとらわれない、
自由な表現」
を追求。
いけばな
を日常空間から解放し、公共空間、能舞台、
パーティー会場など、
さまざ
まな空間に進出させた。国内だけでなく海外数10ヶ国以上でデモンスト

本部講師が語るいけばなへの思い、
心に残るエピソード
受け継がれている精神と技があり、
一方時代と共に変化する。
更なる高みを目指し昇華させたいと考えています。
これが草月で学び美意識として得られたことです。
季節感を重んじ、色、
かたち等に着目して
新たな造形作品へと進化させたいものです。
水を必要とされない作品も試み、
表現の幅を持ちたいとも思います。
植物と真摯に向き合い楽しみとする日々を
過ごしたいと心から思います。

レーション、
ワークショップを実施。
1975年「蒼風賞」受賞
1983年 ピエール・カルダン
「マキシム賞」受賞（フランス）
1992年、1994年 ディスプレイ・デザイン年賞入選
1997年 草月70周年創流祭「草月栄誉賞」受賞
2001年「勅使河原宏賞」受賞
著書は
『かんたんいけばな』
『いけばな全書』
『暮らしを彩る花をいける』
『白・青・赤』
『はなの宇宙』
『The Works』
など多数。最新刊『Roses de
Paris』近日発売。
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Keep Right on Talking! No.76 : Akane Teshigahara

Review

What has been passed on and what should be carried forward

Hengen – From Hiroshi to Akane

Thanks to your great support, I was able to celebrate
the 20th anniversary of succeeding as Iemoto in April
this year. Ten years ago, we celebrated my 10th anniversary just after the Great East Japan Earthquake.
And this year, my 20th anniversary, we are in the
midst of the COVID-19 pandemic... This kind of
coincidence must mean something. Because of hard
times like this, I am made to recognize the power of
flowers, and I am reminded that I must walk with
strength, receiving hope and courage from them.
When I look back on what happened 10 years ago, I
don’t think I was as assured as I am right now. I was
grateful for the many warm words of “congratulations” from everyone, but I was preoccupied, and was
not fully aware that it was a major milestone in my
life.
Ten more years have passed since then, and now, as
the Iemoto of the Sogetsu School and the President of
the Sogetsu Foundation, I feel that I am able to think
calmly about many things. As I have mentioned from
time to time, I have always been concerned about
what other people think of me ever since I was a
child, and I have never been the type to step out independently. Because of that, shortly after I became the
Iemoto, I was somewhat feeling my way and acting
timidly. Since I didn’t change my personality over the
years, even now I sometimes think too much about
what I should do before doing it, but the same question “What should I do?” is completely different now
from before. I am able to switch my nervousness to a
good direction and even have a sense of self-composure. I think this is because I have accumulated a variety of experiences over the past 20 years, and I have
come to believe in myself.
Over three days from April 14th, the date when my
father Hiroshi passed away, to the 16th, the Iemoto
20th Anniversary Special Exhibition: “Hengen –
From Hiroshi to Akane” was held at the Sogetsu
Plaza to display my ikebana works where I arranged
flowers using my father’s ceramic pieces. His ceramics, especially the “Dō” (torso) series, are complete
objects and have an overwhelming presence. Also, the
location itself, the stone garden Heaven at the Sogetsu
Plaza, is a masterpiece of Isamu Noguchi and has
extraordinary energy. I created my works while think-

ing about how to match their power, instead of just
arranging flowers.
When I arranged “Hana no Omotenashi” on the first
floor front stage of the Nihombashi Takashimaya
Department Store shortly before this exhibition, I
again noted that if the exhibition was to last for several days, it was necessary to take into account the
changes that come as the buds blossomed. I believe
that the work must be “striking at every stage ,” not
“better when the flowers bloom.” This is not only a
challenge of ikebana but also its profundity, I’m sure
that my father was watching over me as I struggled
with his “Dō,” thinking about such things.
I wonder when that was—there was a time when I
noticed a change in the way that my father looked
at the members and the staff of the Sogetsu School.
As the Iemoto, he was totally at one with Sogetsu
and fulfilling his duties, but I guess he became more
intimately fond of Sogetsu and of all of you. Now,
20 years later, I feel the same way as my father did.
It is thanks to you that I have come this far. So I want
to love you all, encourage you, say what needs to be
said, and keep you in my sights… It might be a bit of
an odd analogy of feeling like your mother, but that’s
exactly how I feel now.
Sogetsu has been passed on for more than 90 years
and should keep going forward. So, we can’t afford
to take a break. That’s why I decided to hold my solo
exhibition to commemorate my 20th anniversary in
spite of the pandemic. I’m determined to do my best
to express what I can do now and make it a part of
the future.

This year marks the 20th anniversary of Akane
Teshigahara’s succession as Iemoto, as well as the
20th anniversary of Hiroshi Teshigahara’s demise.
In commemoration, a special exhibition, “Hengen
– From Hiroshi to Akane”, was held at the Sogetsu
Plaza over the three days from April 14th, the date
Hiroshi passed away. In this exhibition, Iemoto Akane
arranged flowers on ceramic objects and vases made
by Iemoto Hiroshi, which created a timeless link
between father and daughter.
During the same period, “The 20th Memorial of
Hiroshi Teshigahara Film Library” was held in the
Japanese Room of the Sogetsu Kaikan. Highly valued

During ikekomi (arranging).
A florist supplied the flowering trees in full bloom.

Twenty-six of Iemoto Hiroshi's ceramic works were on display. Iemoto Akane created her ikebana works using eight of them.
Hiroshi's calligraphy was also shown at the venue of The 20th Memorial of Hiroshi Teshigahara Film Library.

videos were shown, including “Hiroshi Teshigahara
in Seoul” (National Museum of Contemporary Art,
Korea) in 1990 and “The Great Tea Ceremony in
Paris” (UNESCO Headquarters) in 1993. It was an
opportunity to feel his energetic creative power, once
again.
Note: The videos of “Hengen – From Hiroshi to
Akane” and “The 20th Memorial of Hiroshi
Teshigahara Film Library” are now
available on the Sogetsu School official
website. Please take a look at them!

