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部長 橋本 美紀

氷見市中村 660
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8涯 12日 (日 )砺波市の若鶴酒造大正蔵

での 「爽涼茶会」は、歴史ある酒蔵を改修された

モダンな空間を会場にし、五感を楽しんでいただ

くことをテーマに行いました。

約 700名 という多くのお客様を参加会員がおもて

なしさせていただきましたが、青年部のチームワー

クの素晴らしさを改めて感じることもできたよう

に思います。(菊池起子 )
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1 時下ますますのご清祥の段、お慶び申し上げます。

・  日頃 身にあまるご芳志をいただき、深く感謝いたし

|ております。今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜 りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

部長として至らぬ点が多々あつた一年でしたが、皆さ

まからのお導きをいただき、無事予定の諸行事を終える

ことができました。慣れない大役に戸惑うこともありま

したが、いつも皆さまの優しさと温かな気持ちに包まれ

ていることを感じることができ、 このような環境で部長

をさせていただいていることを本当にうれしく思ってお

ります。

さて、今年高岡青年部は発足50周年という大きな節目

を迎えます。そのことをふまえ、今年度の年間テーマは

「縁を繋ぐ ～歴史に学ぶ 茶の湯に学ぶ～」といたし

ました。高岡の地における茶の湯の歴史と伝統を改めて

咀疇し感謝したうえで、茶の湯の素晴らしさを未来へ繋

いでいきたいと思っております。

そして、 このような二度とない機会に巡 り合えたこと

に拝謝しながら、また会員一同心を紡ぎ合って青年部活

動を楽しみたいと思っておりますので、今年もよろしく

お願いいたします。

最後になりましたが、皆様のご健康とご多幸を心から

お祈 り申し上げます。

平成27年度開催行事
テ…マ:「愛でよう、日本の美の世界」

2月 1日    定期総会

3月 14日 北陸新幹線開業記念呈茶

3月 20日 新入会員歓迎会

4月 12日 第 22回高岡茶会

(学校茶道連絡協議会合同行事)

6月 7日 夏用の古畠紗作 り講習会

(藤委員会行事)

6月 28日 名古屋研修旅行

～ほんものに触れる一 日～

(柊委員会行事)

7月 3日 全体会

8月 2日 爽涼茶会

9月 23日 和菓子作 り講習会

(楓委員会行事)

9月 29日 高岡支部育成委員会

10月 31日 ～  第 48回

11月 1日  北陸信越ブロック会員大会

(魚津)

12月 13日 結びの会

(卒会者を送る会)
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12月 25日 高岡支部育成委員会

研修チームでの活動を通して、茶道に触れ、知識や経験を増やす貴重な機会
をいただきました。他青年部の方々との交流によって、視野を広げた り、新
しい刺激を受けた りできこと、また、さまざまな研修や講習によって茶道へ

の関心がより高まり、楽しく学べたことに感謝申しあげます。今後も、これ
らの経験で得た学びを、 日々のお稽古に生かしていきたいと思っております。
(浅井美沙希)

第7期北陸信越プロック研修



平成27年度委員会行事

新湊農村環境改善センターにて、講師に青年部先輩の山本久美子
先生をお迎えし、古畠紗作 り教室を開催しました。夏帯の生地を
色違いで用意し、先生の分かりやすいご指導のもと、涼しげな古
畠紗に仕上がりました。8月 の爽涼茶会で使ってもらい、古畠紗
からも涼を感じていただけたのではないかと思います。
(中 正子)

研修旅行の旅程は日帰りで熱田神宮を参拝し、

蓬莱軒本店にて昼食を摂 り、徳川美術館を拝
見 し、ノリタケの森を見学するというもので
した。当日の富山県は一 日中雨 とのことでし
たが名古屋は梅雨の一休みという感 じの空の

青さが印象に残る一 日でした。徳川美術館で

は企画展示『対局の美 白と黒が織 りなす世
界』が開催されてお りました。美術館の展示
とは分野毎にきっちりわけられているものと

思ってお りましたので、分野・時代の枠を超
えた様々な美術工芸品を一度に拝見すること
が出来、大変勉強にな りました。行程の都合
で全体的に移動が多 くな り、結果 として強行
軍 となって しまいましたが充実 した旅行 に
なったと思います。
(中井 由香理)

楓委員会では、全国代表者会議議長 行松宏展様を講師
に迎え、和菓子作 り講習会を企画しました。仙雙屋敷な
らびに玄庵の見学、イタリアンの昼食後に栗きんとんと
生砂糖を作 りました。和菓子作 りの大変さを体験した後
に出来上がった栗きんとんを食べた時は、美味しくて感
動し、楽しいひと時を過ごせました。
(内林 瑠美)

柊委員会
名古屋研修旅行
～ほんものに触れる一日～

楓委員会
和菓子作り講習会



北陸新幹線開‐業記念呈茶

高岡御車山祭協賛第22回1回高岡茶会

結びの会

政橋 奈保美さん 間谷 その子さん 檜木 之子さん 川幡 恵さん

矢野 正人さん  玉崎 千恵さん  石黒 有紀さん 井波弘美さん

12月 13日 (日 )高 岡御車山会館において「結びの会」
を行いました。今年は 8名 の先輩方が卒業を迎え

られました。季節柄、クリスマスの装いのお茶席
にて、懐か しいス ライ ド写真 を見なが ら皆でお弁

当を頂き、濃茶、薄茶のお茶会 を行 いました。卒

会 の先輩方 には、温かい笑顔で見守 って頂 いて、

お もてな しできる嬉 しさと寂 しさが入 り混 じり、

時間が とて も短 く感 じました。先輩方のお話 を聞
いて会員 同士の声かけを大切に、 これか らも楽 し
い雰囲気作 りに励みたいと思います。 (畠 山法子 )

3月 14日 (土)北陸新幹線が開業す

る記念すべき日に新高岡駅にて呈茶

席を設けさせていただきました。朝

か ら氷点下の大変寒い 日で したが、

熱気あふれんばか りの人混みの中、

開業お祝いムー ドで笑顔が絶えない

呈茶席となりました。

(寺島正浩)

国宝瑞龍寺上段の間にて高岡茶会が催され、青年部としては今年初めて、

学校茶道連絡協議会のお手伝いをさせていただきました。当日は、北陸新

幹線開業記念茶会と言うことで、高岡の歴史都市の発展を願う茶席の演出

になっており、和やかさの中にも活気あふれる茶席となりました。学校茶

道の先生方よりご指導をいただき、お点前お運びに参加した青年部会員に

とりましては大きな学びの場となり、大変思い出深い一日となりました。

(森 回仁美)

平成28年度開催行事予定
テ…マ:「縁を繋ぐ～歴史に 学ぶ茶の湯に学ぶ～」

2月 7日 定期総会

新入会員歓迎会

全体会

委員会行事

(柊委員会)

4月 23日 第 23回高岡茶会

(学校茶道連絡協議会合同行事)

委員会行事

(楓委員会)

淡交会青年部

ナショナルコンファレンス 2016inいオ⊃:き

全体会

高岡青年部臨時総会

9月 4日 創立 50周年記念大会

第 49回

北陸信越ブロック会員大会 (佐渡)

11月 委員会行事

(藤委員会)

結びの会

(卒会者を送る会)

3月

4月

6月

6月 17日 ～

19日

7月

8月

10月 1日 ～

2日

12月 納会


