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早いもので、新・青年部となり二年目も半年が過ぎました。今年は、会員数も１００名を超えました。ご推
薦を頂いた先生方には深く感謝申し上げます。
今回の「茶・ちゃ・チャ」も今年の行事報告など満載です。参加された方は、楽しかった思い出を振り返っ
ていただき、また残念ながら参加できなかった方も、「こんな行事だったら、次回参加してみたい」と思って
いただければ幸いです。
青年部行事は会員同士の交流の場でもあります。是非、行事に参加してみてください。
副部長 小熊圭子

３月２９、３０日（土、日）

北陸信越ブロック研修会

福井県

４月１３日（日）

さくら茶会

新潟市 遊神亭

４月２０日（日）

蒔絵体験講座

三条市 鍛冶道場

５月１６、１７、１８日（金、土、日）

ナショナルコンファレンス２０１４

京都市 国際会館

５月２４、２５日（土、日）

第４４回信越北陸地区大会

佐渡市 アミューズメント佐渡

６月１日（日）

上越チャリティ茶会

上越市 雁木通りプラザ

ブロック研修会に参加して

永井社中

大川みなみ

3 月 29 日、30 日に福井県でブロック研修会がありました。
初めに一乗ふるさと交流館で開会式をして、一乗ふるさと料理クラブによる、「朝倉膳」をいただきまし
た。朝倉膳は、地域に伝わる家庭料理を中心に、かつて朝倉氏が足利氏をもてなした料理を再現してい
て、地域の方のおもてなしの心が伝わるものでした。
そして、「戦国大名朝倉氏と茶の湯文化」について元一乗谷朝倉氏遺跡資料館館長の青木豊昭先生の
講演を聞きました。朝倉孝景条々の解説や、かつての一乗谷の政治、文化的地位や、茶の湯と朝倉氏関
係者との関わりなど、教科書には載っていない背景まで学びました。その後、遺跡巡りをしました。復元さ
れた町並みには一方からは見えるのに反対側からは見えないという視覚のトリックがあり、とても不思議
でした。
二日目は「こんな青年部第三ケ条があったらいいざぁ～」をテーマにグループワークをしました。各年
代？ごとに素直な気持ちの３ヶ条が発表されました。
L.T 出向員の報告と紹介の後閉会式でした。ブロック協議会にもオブザーバーとして参加しました。
今回初めてブロック研修会に参加してみて、ほとんどの方が初対面でしたがみなさんにとても優しくして
いただいて、とても楽しい充実した時間を過ごすことができました。

さくら茶会

猪股社中

大島摂子

4 月 13 日に交流委員会主催で白山公園内の「遊神亭」に
て、『さくら茶会』を行わせていただきました。
近年の天候不順で桜の開花が心配でしたが、当日に合わ
せたように、満開の桜で公園敷地内白山神社で開催されてい
た白山まつりに来られた方と重なり、参道付近はゆっくり歩か
ないと前に進めないほどの人出でした。
さくら茶会は午前 10 時から午後 3 時までで 144 名のお客
様に茶席に入っていただきました。お菓子は美豆伎庵さんの
お花見団子です。
お花見帰りのご夫婦・お友達どうしや幼稚園の生徒さんが
10 名ほどで来られたり、様々な方が時間帯もさほど重なら
ず、今回お待ちいただく時間も少なくてすんだようです。

蒔絵体験講座

田中社中

荒木みか

４月２０日（日）、三条鍛冶道場で開かれた蒔絵体験講座
に参加してきました。
講師に春日先生、山田先生をお迎えし、干菓子器を作成
しました。
最初に干菓子器に先生が用意して下さったデザインの型
を、好きな位置に構成し仮止めします。その下にカーボン用
紙を入れなぞり、特殊な漆を筆で描きます。私は細い線を描
くことが難しく、どうしても筆に多く漆をつけてしまい太い線に
なってしまいました。乾いたら最後に金粉をまくという順でし
た。
デザインも先生がされていたので簡単な作業のように思い
ますが、細かい作業が苦手で大雑把な私はやはり単純な作
品になってしまいました。是非またリベンジしたいと思いま
す。
また、蒔絵の工程もわからなかったので、お茶会やお稽古で何気に拝見していたお道具も作り手の思い
や工程を思い浮かべながら拝見するとさらに深みが増す道になって行くと思いました。
余談ですが、講座終了後、皆さんで三条のカレーラーメンを食べに行き、お勧めのパン屋さんを２軒行き、
中越青年部の方々とも楽しく交流ができ、心もお腹も満たされとても楽しい時間を過ごす事が出来ました。
最後にご指導いただいた春日先生、山田先生ありがとうございました。

ナショナルコンファレンス２０１４

冨岡社中

池田誠

５月１６日から１８日まで、京都国際会館を主会場に開催された「ナショナルコンファレンス２０１４」に
参加しました。
全国から約６００人が参加し、新潟青年部からは、阿部部長、加藤美保さん、渡辺元子さん、酒井香
織さん、池田の５人が参加となりました。
開会式では、大宗匠、御家元のご挨拶、冨岡実行委員長、山田京都府知事、門川京都市長のご挨
拶と続き、この大会が多くの方の力によって開催された事を改めて実感し、気持ちが引き締まる思いと
なりました。
続く特別講演では、同志社大学の村田晃嗣学長が「日本人としての誇り、国際人としての情熱」と題
して講演。世界との距離が近くなる中で、文化の多様性に関心を持ち、身に着けていく事の大切さにつ
いて講演され、予定の時間が短く感じられる１時間でした。
夕食懇親会では、１５０年振りに復活した大船鉾を間近で拝見。その後、翌日のグループ研修の事
前ミーティングへ。
初日のプログラムはあっという間に終了となりました。
２日目午前はグループ研修。
樂美術館では２グループに分かれ、初めに樂家次代・篤人氏による展示解説をお聞きし、続けて、樂
吉左衛門氏による歴代作の樂茶碗鑑賞へ。手に取りながらの鑑賞と、吉左衛門氏による温かくも熱心
な作品解説に参加者全員が引き込まれ、予定時間をオーバーしてのグループ研修となりました。
午後からの大宗匠特別講演では、大宗匠ご自身の戦争体験や論語の一節を交えての講演に引き
込まれ「（人として）大切な３つのもの」と「もてなしの心」について、特に心に残る一時間となりました。
御家元と和紙作家・堀木エリ子氏との特別対談では、「誇りと情熱」をキーワードに、「思い」を言葉に
して伝え、人に伝えていく事の大切さについて対談がされ、堀木氏自身の経験に基づくお話に、新しい
ものを創りだすことへの情熱と力を感じた対談でした。
３日目はオプショナルの茶会。濃茶席、薄茶席、点心席へと楽しい時間を過ごさせていただき、全日
程が終了しました。
今回、運よく参加の機会をいただき、大きな楽しみと少しの不安を持ちながら出席させていただきま
した。
濃密で楽しい研修をいただき、本当に「あっという間！」の３日間で、全国から参加された青年部会員
とのご縁も頂き、このような機会をいただいたことを感謝するとともに、今後の活動にも生かしていきた
いと思います。

↑主会場の京都国際会館にて
冨岡全国委員長、加納ブロック長と一緒に
裏千家御家元の兜門前にて→

第４４回信越北陸地区大会
第４４回 信越・北陸地区大会に参加して
柳本社中

藤塚裕子

５月２４日（土）・２５日（日）に佐渡で開催されました、地区大
会に行って参りました。前日まで天候が悪く心配していました
が、開催日両日とも快晴で初夏の佐渡を楽しむ事ができました。
初日は記念茶会がありました。佐渡支部担当の濃茶席は、能
舞台の設えで厳かな雰囲気のなか、佐渡の伝統文化を感じられ
るお席でした。学校茶道担当の薄茶席は、佐渡奉行所で「たら
い舟」を模した棚でのお点前でした。佐渡の海を思わせるよう
な、楽しく若さ一杯のお席でした。そして、青年部は佐渡金山選
鉱場跡での立礼席でした。選鉱場跡と巨大なシックナーと呼ば
れる施設は迫力がありとても印象的でした。このような素晴らし
い近代遺産でいただいたお茶は、忘れられない大事な思い出に
なると思います。
今回の地区大会で、たくさんの佐渡の魅力を知る事ができ
ました。世界遺産に登録されるよう県民一体で応援し、また佐渡
に行きたいと思います。
佐渡支部の皆さんありがとうございました。
高波社中

佐藤温美

佐渡の地区大会に青年部登録で参加させていただきました。
今回は佐渡を満喫しようと思い前泊薪能鑑賞から参加させていただきました。大会では佐渡青年
部・男子会の野点席に伺いました。この席は世界遺産に暫定登録された佐渡金山選鉱場を目の前に
する場所。晴れの日が 3 日間続く事がこ
の場所で茶会をする時の条件と自分達
で決められていたと懇親会で伺いまし
た。大会初日終了後、青年部懇親会に
出席。ブロック内の懐かしいメンバーと
の再会は、地区大会などに参加したお
かげと思っています。
大会が終了し、佐渡から直江津港に
向かうフェリー内では同じ新潟青年部の
二胡コンサートがあり、満喫した 3 日間
になりました。

上越チャリティ茶会

永井社中

大川さかえ

梅雨入り直前の 6 月 1 日(日)に、"夏の始まり"をテーマと
して、創意工夫したチャリティ茶会を開催いたしました。
好天に恵まれ、テーマ通り既に夏の様な暑い、いえ熱い１
日となりました。(本当に当日は真夏日でした。)
風の通る川縁で、解禁された鮎を塩焼きし、見立ての旅箪
笥をピクニックバスケットに、キャンプファイアーで一服！
夏を思い切り楽しむ設えにしました。お点前は基本に則り
つつも、先生に修正して頂きながら作り上げました。
お客様には、野趣あふれる会場設営など、"青年部にしか
考えつかない！お茶会"を楽しんで頂けたと思っています。
時には、広く皆さまに[面白そう！]と思って頂けるようなお
茶会や催しで、茶道人口が増える様な取り組みも必要かもし
れません。
広く豊かな心で、青年部の活動を見守って頂いている先
生方には、改めて感謝申し上げます。

L・T 研修報告
３月１４～１６日 第 2 回研修（京都）

ブロック研修チーム報告
４月１９・２０日 懐石講座・茶道具講座
(福井)
６月２２・２３日 宗家研修（京都）

9 月 28 日（日）
10 月 12・13 日（日・月）
10 月 19 日（日）
9～11 月（未定）
10 月
11 月 15 日（土）

上越淡交茶会（青年部席）
上越市 高田別院
第４７回 北陸信越ブロック会員大会
長野県上田市
新潟淡交茶会（青年部席） ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟
茶杓削り
研修委員会
勉強会
上越委員会
いずみ野幼稚園 茶道体験教室＆紅葉狩り茶会
交流委員会

参 加 募 集
長野県青年部より下記ブロック会員大会の
ご案内が届いています

第４７回 北陸信越ブロック会員大会
テーマ「 和を紡ぐ お茶で 長野で 」
月 日： 平成２６年１０ 月１２ 日（日）～１３ 日（月・体育の日）
会 場： 上田東急イン
☆開催場所の上田市は 2016 年のＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」の制作も決定されるなど、
今「きている！」街であります。上田の街を「まち歩き」しながら、皆様にゆっくり楽
しんでいただける内容を計画し、現在長野県青年部一同準備に努めております。
申 込 先：

各委員長へ

お問合せ： 部長

※〆切：７月２５日

阿部美栄子（090-2620-2381）

上越淡交茶会と新潟淡交茶会のお手伝いを募集します。
詳細は後日連絡いたします。
多くの方にお手伝いをお願いすると思いますので、宜しくお願いします。

編集後記…あっという間に、夏！朝顔の季節になってしまいました。最近知ったのですが、釣瓶の水指の扱い
がここ数十年で変化している事に驚きました。古を知り、今を知る。この夏も先生から多くの事を学びたいとつくづく
感じました。熱い夏、お茶を頂きながら乗り切りたいですね。（み）

