
編集 茶道裏千家淡交会高岡青年部
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7月 2日 に爽涼茶会を開催

しました。七夕をテーマにい

ろいろと工夫しました。待合

を兼ねたお楽しみ席では、会

員手作 りのものをふんだんに

使用しました。会場は、竹を

切ったオブジェと持ち寄った

紫陽花を中心とした花で飾 り

ました。冷茶は委員会行事で

会員が製作したガラスの抹茶

茶碗でお出ししました。クッ

キーも、それをのせる菓子器

も手作 りしました。薄茶席で

は、高瀬神社をはじめ、県内

にゆかりのあるお道具を使用

させていただき、おもてなし

しました。 (六平 理恵子)



^

5月 28日 、富山ガラスエ房にて 29名参加し、ガラ

スの抹茶茶碗作 り体験を行いました。デ ッサンの段階

では沢山の色と模様、形の組み合わせに楽しくも頭を

悩ませましたが工房作家の先生のサポー トにより、各

自思い通 りの個性豊かな作品に仕上が りました。また

製作したお茶碗は 7月 の爽涼茶会や他委員会行事に活

用して頂き、沢山の方にガラスの茶碗でひとときの涼

を感じてもらうことが出来ました。 (池田 望)

8月 11日 に立山散策を開

催 しました。大 自然 の中で

いただ くお抹茶は、心 にも

体にもホッと染みわたった

ようで、た くさんの観光客

の方に喜んでいただ くこと

がで きま した。参加者 も、

立山の自然を満喫した事によ

たと思います。 (寺島 隆浩)

玉兎委員会では、釜をとおして茶の湯の魅力にふれる金沢研修会を 10月 7日

に開催しました。午前中は、宮崎寒雉先生宅を訪問。午後からは、茶の湯に関連

深い場所を古地図を見ながらまち歩きしました。寒雉先生宅ではプロジェクター

で釜の製作方法、茶釜についての貴重な御講話をいただき、工房見学では、録付

の型や釜の型など年季のいった道具類をみせていただきました。「焼飯釜」や「塩

屋釜Jに まつわるお話を聞き、釜もその生まれた来歴

を知ることで心楽しく感慨深く拝見することができまし

た。ひがし茶屋街での加賀郷土料理の昼食や金沢のまち

歩きを共にし、会員同士の親睦も深めることができ充実

した一日になったと思います。 (堀川 優子)
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3月 25日 、本年度新入会員より7名 の

方にご参加頂き、歓迎会を兼ねた親睦

会を行いました。各委員会より活動内

容や今後の青年部活動の予定など説明

しなが ら、よ り楽 しい会 になるよう

様々なアイデアが活発に議論され、会員が一丸となって交流を深める良い機会となりました。(筏井 哲治)
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北陸信越ブロック協議会 として50周 年を翌年に

控えて、会員 同士 の絆 をよ り強固な もの とし、ま

た、茶道による国際交流を通 して、茶道の素晴 らし

さを再認識する機会 を作るために、台湾での国際

交流事業を6月 23日 か ら6月 26日 まで 37自 4日 の行

程で実施いたしました。(在 田 吉宏 )

11月 11日 ～12日 、雄大な自然に囲まれ

た越前勝山市にて、坐忘斎御家元様ご臨

席のもと、「○感に届け !何気ない日が、

他にない日。」を大会テーマに開催され、

高岡青年部か らは20名 参加いたしまし

た。手づくり感溢れる心のこもった茶席

をはじめ、御家元のご講演など密度の高

い五感に感じる温かい大会でした。

(寺島 正浩)
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今年か ら2年 間、第8期研修チームに参

加させていただける事にな りました。始

まる前は研修チームとは一体どんなもの

かと悩んでいたら、色々な方に心配 して

頂いたり応援して頂いたりしておりまし

た。3月 の巻紙講習会に始まり、8月 の茶事

体験と茶道具講習、『伝え方』講習では自分の得手不得手が少しだけ

ですが判ったような気がします。この次の研修会までには少しでも

勉強出来ればと思います。そして、回を重ねる毎に研修チームの仲間達に会うことが楽しみになりました。

(中井 由香理)
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11月 19日 、小雨降る中、南砺市のあ

ず まだち高瀬 にて「結びの会」が開催

されました。当 日は卒会 され る方々を

お招 き し、点心、続 き薄茶 を和やか に

楽 しみました。主客 ともに青年部の仲

間同士、とて もリラックス した雰囲気

で笑 いの絶 えな いひ ととき とな りま

した。また、夜 には懇親会が高 岡にて

行われ、賑やかに親交 を深めました。(犀 籐 香織 )

平成29年度開催行事

テーマ「冷暖自知 ～歴史に学ぶ 茶の湯に学ぶ～」

2月 5日 定期総会

3月 25日 新入会員歓迎会

4月 16日 高 岡茶会 (学校茶道合 同行事 )

5月 28日 ガ ラスの抹茶茶碗作 り体験

(白 玉委員会行事 )

6月 10日 全体会

6月 23日 北陸信越ブロック 国際交流

～26日 事業in台湾

7月 2日 爽涼茶会

8月 11日 立山散策 (一 路委員会行事 )

10月 7日 金沢研修会 (玉 兎委員会行事 )

11月 11日 第 50回記念 1ヒ 陸信越ブロック

～ 12日 会員大会 (福 井 )

11月 19日 結びの会・納会

蠍燎蟄年度か`
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～歴典[3学ぶ 薬の場に等ぶ～

予定行事

○定期総会 ○新入会員歓迎会

○大寄せ茶会 ○委員会行事

○結びの会

来期に向けて 部長 橋本美紀

時下、皆さまにおかれ ま

してはますますご活躍のこ

ととお慶び申し上げます。

いつも一方な らぬお力添え

に預か り、心か ら感謝いた

してお ります。

今年度 も、皆 さまか らの

温かなご理解 とご支援のもと予定の諸行事 を無

事終えることができました。

今年は、自ら体験することで自分 自身の糧にし

ていきたいという思いで色々な ことにチャレン

ジした一年で した。そ して、何 とな く分からたよ

うに思っていた ことも改めて深 く知ることがで

きたように思います。

その経験 を踏 まえ、次年度の年間テーマは「明

珠在掌」といたしました。

高岡には宝物がたくさんあ ります。その宝物を

一つひとつ再認識 し、私たちの手のなかにあるこ

とを感謝する一年 にしていきたいと思っていま

す。

今後 とも、変わ らぬご厚誼 とご指導のほど

よろしくお願いいた します。

平成30年度新青年部会員募集 rr

親先生にご相談のうえ、青年部に入会している先輩に

お知 らせください

年会費
1,000円 (25歳まで※H4.1.2以降に生まれた方)

3,000円 (26歳以上※H4.1.1以前に生まれた方)
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