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創立 50周年記念大会
「50年の創造 ～歴史に学ぶ 茶の湯に学ぶ～」

茶選轟千家淡交会

高岡青年部tll立 50周年記念大会

平成 28年 9月 4日 (日 )



濃茶席
於 :誠中古 朴  右 磁 T八 幡官 (目指 帝巻銀 右 形立イヒ断 )

有儀神と第二代絵靖天皇を祀る 「有磯宮Jと応神天皇外

三柱を祀る 「横田正八幡宮」の三社が合祀された神社

〒9330842 高岡市横田町3丁 目1番 1号

TEL.0766-22-0334

http://ariso.s2.weblife.me/

薄茶席
於 :高 岡御車山会館

高岡御車山祭、その特別な日の高揚感に

いつでも出会えるスポット

〒9330928高 岡市守山町471

TEL.0766-30-2497

http://1nikurumayama― kaikan.jp/

「楽亦在其中」

周年行事 に際し、坐忘斎御家元様に御染筆いただ

きましたお言葉です。

今回この行事を開催するにあた り、私の力不足 と

不勉強で戸惑 うことも多 々あ りま したが、同時

に、今 まで知 らなかったことに触れることで、知

る喜びもたくさん感 じることができました。

また、 これまでの礎を作 り上げてくださった諸先

輩の活躍、いつも見守って くださる親支部の皆様

の温かさ、そ して支えて くれる会員の優 しさを感

じ、茶道の良さの一つである思いや りの気持ちに

包まれて 自分が ここにいる幸せも改めて実感する

ことができました。

そんななか坐忘斎御家元様か らいただいたお言葉

は本当に心に染み入 り、今後の私の大切な言葉 と

な りました。

このような貴重な経験をさせていただきましたこ

とを本当に感謝 してお ります。ありがとうござい

ました。

(橋 本 美紀 )



香煎席
於 :在田家

〒9330922高 岡市三番町

点心席
於 :越中古社 有儀正八幡宮 (国指定登録有形文化財 )

50周年記念大会を振り返つて

大会実行委員長 寺 島 正 浩

9月 4日 、千敬史様、千万紀子様にご臨席を

賜り、高岡青年部創立50周年記念大会を「50年

の創造 ～歴史に学ぶ 茶の湯に学ぶ～」のテ

ーマのもと開催いたしました。高岡青年部は、

昭和40年 10月 10日 に設立され、平成5年からの

19年間はいみず野、志貴野、となみ野の3青年

部体制になるなど、時代と共に変遷しながら活

動してまいりました。

懐かしい先輩方々と顔を合わせ、この50年 の

歴史を振 り返 りなが ら当時の思い出に浸ると共

に、楽しい時間を共有することが出来た濃密な

一日となりました。

今までの50年間の青年部活動をはじめ、記念

大会の開催にあたり、多くの皆様からご支援と

ご協力を賜 りましたご厚情に感謝し、深く御礼

申し上げます。
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策會爾 立50周 年記念大会

於 :ホテルニューオータニ高岡

丁933-0035

高岡市新横町1番地

TEL.0766-261111(代 表 )

llttpブ/www.newotani― takaoka.co.iD/
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茶道裏千家淡交会

高爾青年部創立50周年記 :



柊委員会

日 時 :

場 所 :

5月 8日  (日 )

いのくち椿館

前 日準備の御道具運び入れの時はあ

いにくの雨でどうなる事かと心配 して

いましたが、当日は吹く風が ,心 地良く

青空の見える日でしたので安心 して楓

委員会の方をお招きすることが出来ま

した。役割上当日は水屋に居 りました

私ですが、皆様に楽 しかったと言って

頂けて大変嬉しかったです。

最後になってしまいましたが御茶事に

参加して下さった柊委員会の方はもちろ

ん、お客様になってくださった楓委員会

の方も、当日は参加できないけれど計画

準備を手伝って下さった柊委員会の方も

本当に有難う御座いました。

(中 井 由香理 )

楓委員会

日時 :

場 所 :

7月 10日 (日 )

富山能楽堂

7月 10日 、天候に恵まれた中、楓委

員会は同青年部藤委員会を招き、茶事

を執 り行いました。前 日の懐石料理の

仕込み、会場の清掃 と徐々に気分も高

まり、席入 りでのピーンと張 り詰めた

雰囲気、茶事の経験の少ない私にとっ

ては緊張の連続で した。会員の中でも

お点前を初めて行 う方もあ り、良い経

験に成ったと思います。

これか らも青年部での茶事や行事を

体験 し、少しでも多 くの方に茶道の素

晴らしさを発信出来たらと思います。

(木 田 淳也)

醸 会

日時 :11月 13日 (日 )

場所 :富山能楽堂

小春日和の11月 13日 、部長と柊委員

会の皆さまをお招きし、炉開きをテー

マに正午の茶事を行いました。

7月 に楓委員会さんの茶事研修会で

客側を勉強させていただいた時の反省

と、初めて参加した青年部のお茶事が

炉開きだったことを思い出しながらの

準備となり、炉開きのしつらえや懐石

料理から改めて旬のものや季節を感じ

ることの大切さ、おもてなしについて

学ぶことができました。腰掛待合・陣

躍・躙り口も使っていただき、お客さ

まにも教えてもらいながらの学びの会

になりました。

初めての役割にも積極的に挑戦するこ

ととした中で、手探 りでしたが土鍋でご

飯を炊いたことが印象に残りました。

(中 正子)
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第 7期

越ブロック研
2016年度の研修チームでは、作陶教室、茶道具講習、

懐石講習、和菓子作 り講習、蒔絵体験、そして卒業茶

会と様々な経験をさせていただきました。全ての研修

が本当に楽しくて、茶道の知識だけでなく、多くの事

を学べました。ここで学んだ事を今後の青年部活動に

役立てていきたいと思います。 (山田 瑠美)

結びの会
青年部活動一年の締めくくりとして 「結びの会」が開

催されました。50周年記念茶会で使われた道具を用い

て茶会が再現され、式典や祝賀会の担当で茶会を見て

いない会員に、当日の雰囲気を味わっていただきまし

た。点心席では、役員が椀物をつくって会員に振る舞

いました。準備から片づけまで終始笑いの絶えない楽

しい一日となりました。また夜には懇親会・忘年会が

行われ、普段は違う社中に属する会員同士大いに盛り

上がりました。

(筏井 哲治)
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ア ≠ビ)出 向 員 研 修

29期 LT研修では、いわきでのNC開催、熊本貫道プ

ロジェクトなど前例のない貴重な経験をさせて頂けた

有意義な 1年でした。沢山の学びと全国にご縁を得る

機会を与えて頂き、本当にありがとうございました。

研修の成果を今後の活動に少しでも還元出来るよう努

めたいと思います。 (池田 望)
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来期に向けて

部長 橋 本 美 紀

いつも一方ならぬお力添えにあずかり、心から感謝

いたしております。

皆さまからの温かなご支援、ご協力を賜ることによ

り、二年一期なんとか部長という大役を務めさせてい

ただくことができました。

そしてこの度、身の丈を超えて引き続き二期目の任

を担わせていただくことになり、改めてその責任の重

大さに身の引き締まる思いでございます。

高岡青年部は五十年という大きな節目を越え、これか

らまた新たな歴史を刻んでまいります。

茶道の真の相を体得するべく、またこれからの時代に

合った茶道との向き合い方を模索するべく、「冷暖自

知」の姿勢を大切にして色々なことにチャレンジして

いきたいと思っております。

今後とも、何卒ご指導とご鞭撻、ご協力をいただけ

ますようよろしくお願い申し上げます。

平成 28年度開催行事

テーマ「縁を繋ぐ ～歴颯に学ぶ 茶の湯に学ぶ～」

定期総会

新入会員歓迎会

高岡茶会 (学校茶道合同行事)

茶事研修会 (柊委員会行事)

全体会

淡交会青年部

ナショナルコンファレンス 2016 inい わき

茶事研修会 (楓委員会行事)

高岡支部育成委員会

全体会

創立 50周年記念大会

臨時総会

第 49回北陸信越ブロック会員大会

(佐渡)

茶事研修会 (藤委員会)

結びの会・納会

平成 29030年度役員

部長 橋本 美紀

副音6長 在田 吉宏

冨J音隆民 筏井 哲治

目J音『J罠 犀藤 香織

総括幹事 六平 理恵子

幹事 中井 由香理

幹事 橋場 真梨

幹事 村上 篤子

会計 (幹事) 野澤 美智子

会計 (幹事) 山田 瑠美

委員長 (白 玉委員会 ) 池田 望

委員長 (一路委員会 ) 寺島 隆浩

委員長 (玉兎委員会 ) 堀川 優子

監事 谷内 和子

監事 寺島 正浩

平成 29年度開催行事予定

テーマ「冷曙自細 ～歴費に学ぶ 茶の場に学ぶ～」

2月 5日 定期総会

3月   新入会員歓迎会

41月 16日 高岡茶会 (学校茶道合同行事)

5月   委員会行事 (白 玉委員会)

6月   全体会

7月 9日 大寄せ茶会

8月   委員会行事 (一路委員会)

9月   委員会行事 (玉兎委員会)

11月 ll日 第 50回北陸信越ブロック会員大会

～ 12日 (福井)

11月 19日 結びの会

機
一

2月 7日

3月 20日

4月 23日

5月 8日

6月 5日

6月 17日

～ 19日

7月 10日

8月 3日

8月 20日

9月 4日

9月 18日

10月 1日

～ 2日

11月 13日

12月 11日

平成29年度新青年部会員募集 ff

親先生にご相談のうえ、青年部に入会している

会員にお知らせください。

年会費
1,000円 (25‐歳までXH3.1.2.以降ヤヽこ生ま―れた方)

3,000円 (26歳以上来H3.1.1以前に生まれた方)


