
 

 

 

  

2019 年度活動報告 

茶道裏千家淡交会 富山青年部 

・行事報告 

   2 月 総会・初茶会 

   6 月 新入会員歓迎茶会 

サンフォルテフェスティバル 

   8 月 第 30 回チャリティ茶会 

  12 月 卒業茶会 

・第 52 回北陸信越ブロック会員大会 

・第 9 期研修チーム活動報告 

・新入会員紹介 

・卒業会員の挨拶 

・部長挨拶 

・編集後記 

守破離 
 



2019 年度行事報告 

2 月 23 日 総会・初茶会

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鶴や亀などのおめでたい道具もとても 

素敵でしたね！ 

また、会員数が 30 名と減少傾向にある中、 

半分以上の会員に参加いただけたことは 

とても意味のあることと思います。一人一

人が自覚をもって、助け合いながら楽しい

会にしていきましょう。 

よろしくお願いいたします！ 浅地さん 

サンフォルテにて総会・初茶会を開催いた 
しました。 
新部長、新執行部初めての行事。不安と 
期待の中、素晴らしい晴天が、「今年 1 年 
頑張れ！」と後押ししてくれているようで

した。 
先生方からお話を伺ったり、会員同士の交

流を深めたり、和やかなひとときを過ごす

ことができました。 



6 月 2 日 新入会員歓迎茶会

本丸亭にて、新入会員歓迎茶会を行いました。 
今年入会の明野さん、昨年入会の上原さんを 
お招きし、蕎麦懐石でおもてなしをしました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 22 日 サンフォルテフェスティバル

毎年恒例のサンフォルテフェスティバルに参加しました。以前、茶道を習っておられた方、抹茶

が好きな方など、「お茶」を通して、たくさんの方と交流することができました。浴衣男子の勧誘

もあり、70 名の方に茶道体験をしていただきました。 
地域の方との交流の場が少ない中で、貴重な体験だと思います。今後も「お茶」に興味を持って 
もらえるよう、参加したいと思います。 
 

 

 

  

本丸亭にて新入会員歓迎茶会を執り行いました。

今年度の 1 名の新入会員さんを正客に、昨年度

入会の会員さんを次客にお招きしました。 

例年恒例の手打ち蕎麦と料理人会員の料理、続き

お薄でおもてなしいたしました。朝から天候にも

恵まれ、内輪の会ということもあり、終始和やか

な雰囲気の会となりました。蕎麦懐石の実習も兼

ねつつ、令和最初の行事で新たに加わった仲間へ

の歓迎の意を表すことができたように思います。 

増山さん 

新入会員歓迎会でお料理を作

らせてもらうのは 3 回目になりますが、お

店で出すものと違い色んな制限のある中で

用意しなければならないので、自分にとっ

てもとても勉強になります。 

今回も 2 品用意させてもらいましたが、初

夏の食材を使い喜んでもらえたかと思って

います。 

お茶の事もまだまだ勉強しなければならな

いのですが、なかなか行事に参加すること

はできずにいますが、自分にできることは

これからも積極的にやらせてもらえればと

思っています。 

萩原さん 



8 月 18 日 第 30 回チャリティ茶会

岩瀬カナル会館にて、チャリティ茶会を開催いたしました。30 回目の区切 
りということ、平成から令和にかわる年ということを考えながら、打合せ 
を重ねました。県内外から多くの方にお越 
しいただき、ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年という記念すべき年のチャリテ

ィ茶会でお点前を担当させていただきと

ても思い出深いものとなりました。会員の

みんなの一体感をいつも以上に強く感じ

ました。年々夏の暑さが厳しくなる中、い

かに涼しさを感じていただけるか志向を

こらし、最高のロケーションと設えでお客

様に喜んでいただきとてもよかったです。

そしてみんなの笑顔が素晴らしく私自身

本当に大変楽しいひとときを過ごすこと

ができました。ありがとうございました。 

8 月 18 日、岩瀬カナル会館 

においてチャリティ茶会を開催しました。「平成か

ら令和へ～次世代へ継ぐ」をテーマに、待合ではこ

れまでの青年部のあゆみを写真で振り返りつつ、即

位礼正殿の儀を模した人形を飾り、立礼席では新し

い時代にちなんだお菓子や青年部ならではの道具

組みでおもてなしをさせていただきました。ご参加

頂いた皆様には一時でも暑さを忘れて楽しんでい

ただけたのではないかと思います。 

8 月 18 日日曜日、新執行部の初めての大イベントであるチャリティ茶会が、岩瀬カナル会館にて 

行われました。「令和につなぐ」というテーマのもと、待合には、即位礼正殿の儀を模した人形が 

飾られ、「福寿海無量」の軸や大ぶりな三連の花器に初秋の花が生けられ、おめでたい雰囲気が満た

された茶会となりました。 

皆さん、元号は変わりましたが、「変わっていってほしいもの」また、「変わらないでほしいもの」

には、それぞれどんなものがありますか。私は、大きな平和は、目の前の小さな平和から、と思って

います。なので、“一盌を手にしては多くの恩愛に感謝をささげ・・・”この青年部が、ずっと変わ

らず続いていき、広くお茶の心を広めていけるといいなと思います。 

今年、小学生の息子三名をお運びに混ぜていただきました。本人たちは、ずいぶん神妙にお運びを

していましたが、途中から疲れてしまったようで、皆さんにはいろいろご心配をおかけしました。 

また、多くのご配慮をいただきありがとうございました。 

山本さん[半東] 

武内さん[点前] 

小島さん[運び] 



12 月 8 日 卒業茶会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

呉羽山円山庵にて卒業茶会を開催いたしました。 
今年卒業されるのは、武内さんおひとり。 
武内さんの温かくて優しい人柄は、青年部会員 
皆から信頼されるお姉さん的存在でした。 
炭点前から始まり、心がこもった会員手作りの 
懐石、濃茶、薄茶… 
和気あいあいとしたお茶会になったと思います。 
お道具も歴代の卒業生より寄贈いただいたもの

を多く使用し、思い出に話が弾みました。 



第 52 回北陸信越ブロック会員大会 

9 月 28～29 日、第 52 回北陸信越ブロック会員大会が長野 
県青年部主管で開催され、富山青年部より７名で参加いた 
しました。 
1 日目のエクスカーションでは千人風呂がある片倉館や御柱 
祭で有名な諏訪大社でのお茶席を設けていただきました。 
懇親会やディスコの様な二次会では、他青年部の方との交流 
を深める時間となりました。 
2 日目の藤森先生の講演では、固定観念にとらわれない、 
ユニークな茶室に驚かされました。高過庵、いつか体験して 
みたいです。 
テーマ「神渡る湖～五国に香る新しき親和～」のもと、諏訪 
の魅力にたっぷり浸かってきました。 
長野県青年部の皆様、2 日間ありがとうございました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9 期研修チーム活動報告

第 9 期研修チームの活動が始まりました。 
第 1 回目のスタートは 3 分間スピーチ。2 年間一緒に研修を 
共にする仲間へ想いを伝えました。 
巻紙講習では、実際に手紙を見せていただきながら、巻紙の 
書き方を教わりました。普段、手紙を書く 
機会が減ってきていますが、巻紙で想いを 
綴ることは素敵な事と感じました。 
2 回目の研修は参加できませんでしたが、 
第 3 回目の蒔絵体験では、漆や蒔絵につい 
て学び、オリジナルの菓子器を作りました。 
残り 1 年も学びながら、楽しみながら参加 
したいです。       山森 瑶子 

4/13～14  第 1 回研修会＠新潟 

5/25～26  第 2 回研修会＠京都 

11/16～17  第 3 回研修会＠石川 



新入会員紹介

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒業会員の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

青年部の皆さんが、仲良く活発に活動しておられること

に刺激をいただいています。 

特に茶会の際には、皆さんの動きや姿に感動したり、助

けられたり反省したり…いつも本当にありがとうござ

います。 

仕事に活かせたらと茶道を始めましたが、今のところ茶

会などで掛軸をじっくり拝見する余裕もありません。 

茶道は奥が深すぎるので、余裕を持てる日が来るかは分

かりませんが、少しでも楽しめるように、稽古に励みた

いと思います。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

お稽古の時なんとなく手にした「守破離」が縁で青年

部に入会することになってあっという間卒業となって

しまいました… 

年齢も離れているし大丈夫だろうかと不安もありまし

たが、会員の皆様の優しさ、明るさにとても癒されま

した。 

4 年間という短い間でしたが青年部で活動させていた

だいたことはとても貴重で楽しいことばかりでした。

会員数は年々少なくなってきていますが少数精鋭、

「one team」で和気あいあい、とても団結力のある青

年部だと思います！ 

卒業するのはとても寂しいですが、これからも皆様の

活動を応援させていただけたらと思います。 

短い間でしたが本当にお世話になりました。 

ありがとうございました。 

明野さやかさん 

武内裕美さん 

明野さんには、青年部行事にたくさん参加いただきました。 

2020 年も青年部行事楽しんでください！！ 

いつも笑顔の武内さんが卒業されるのは寂しいですが、いつでも遊びに来てください！ 

お疲れ様でした！そして、本当にありがとうございました！！ 



 

 

皆さま、いつも茶道裏千家淡交会富山青年部を支えていただきありがとうございます。 

2019 年はどのような年でしたでしょうか。 

私自身としては、富山青年部の部長を始めて経験させていただいているわけですが、皆さま

には日々お力添えを頂きっぱなしで、茶道経験としてもまだまだだなぁと感じております。 

本当にいつもありがとうございます。 

さて、今年令和 2 年は青年部設立 70 周年の青年部第 16 回全国大会が京都で開催され、富山

県内においても９月に高岡青年部さんが主催のブロック大会、また、11 月には富山支部 80

周年の行事も控えております。 

また、皆さまの力を借りる行事が沢山あります。また共に諸活動を通して絆を深めていきた

いと思っております。 

本年もどうぞよろしくお願い致します。 

 

富山青年部部長 松原 貴司 

部長挨拶 

 

今年も皆様のご協力のおかげで、守破離を発行することができました。ありがとうございます。 

私自身、今までで一番青年部活動にしっかり参加させていただいた 1 年となりました。 

普段の生活で、お茶の話をする機会はほとんどありませんが、青年部に入会したからこそ知れたこ

と・出会えた人がたくさんあります。 

青年部は「やってみたい！」と思ったことを仲間と一緒にやってみる場所、「わからない！」と思っ

たことを気軽に聞ける場所だと思います。 

まだまだ皆様に助けていただくことばかりですが、青年部活動楽しんでおります。 

松原部長の下、お互い協力していきましょう！ 

2020 年も富山青年部をよろしくお願いいたします 

 

広報委員会委員長  山森 瑶子 

～富山青年部では、随時会員を募集しております！！～ 
青年部活動の賛同していただける方なら、どなたでもご入会いただけます。 

年会費 1,000 円（26 歳未満） 

3,000 円（26 歳以上 50 歳未満） 

申し込み先 富山青年部部長 松原貴司 matsubara5852@gmail.com 

 

活動については、Facebook の配信も行っておりますので、ぜひご覧ください！ 

編集後記 


