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８月２５日（日）となみ散居村ミュージアム

　元号が「令和」に変わってはじめての大寄せ茶会を

砺波市にある散居村ミュージアムで開催致しました。

砺波市は古くから米作りが盛んで、東大寺の荘園があ

り米を収めていた歴史などをヒントに「稲」や「祝」

をキーワードにした設えやお菓子を茶会委員会が中心

となり準備をしました。また、広報委員会とも協力し

ＳＮＳを使用して告知するなど新しい取り組みにも挑

戦しました。（藤田 知里）
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納涼茶会



濃茶席        
於：越中古社 有礒正八幡宮（国指定登録有形文化財） 
有磯神と第二代綏靖天皇を祀る「有磯宮」と応神天皇外 

三柱を祀る「横田正八幡宮」の二社が合祀された神社 

〒933-0842 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 
〒933-0928 高岡市守山町 47-1 
      TEL.0766-30-2497 
            http://mikurumayama-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） 
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新入会員歓迎会
３月２１日（木）ジャカッセ（高岡市）

　本年度新入会員より６名ご参加いただき、歓迎会

を行いました。茶道を通じて出会った会員はすぐに

意気投合して、終始笑いの絶えない楽しい会となり

ました。一人一人の自己紹介では全員がお互いを知

り、交流を深めることができました。（寺島 隆浩）

まるまげ祭り茶会

三助焼製作体験

４月１７日（水）朝日山公園（氷見市）

　氷見のまるまげ祭りにて呈茶席を開催いたしました。

青空が広がる朝日山公園で、満開の桜を愛でながらの

一服、ゆったりとした時間を楽しんでいただきました。

また、まるまげを結って祭りに参加された華やかな着

物姿のみなさまにも、お茶を通じて日本の文化に触れ

ていただきました。（村上 篤子）

６月３０日（日）、７月１４（日）
越中三助焼窯元（砺波市）

　研修委員会では、砺波市の三助焼窯元にて谷口均氏の指導

の下、製作体験を行いました。先生のご指導やお手伝いをい

ただき、手回し轆轤による手びねりで平茶碗、筒茶碗、半筒、

非対称な茶碗など、それぞれが思い思いの形の茶碗を作りま

２

した。会員の中には余った粘土を

利用してさいころ型の蓋置や魚の

形の香合を作った会員もいて、創

作意欲も十分に発揮してもらえた

と思います。（大橋 弘輝）



香煎席        

於：在田家 
〒933-0922 高岡市三番町 
 
 
 
 
 

点心席        
於：越中古社 有礒正八幡宮（国指定登録有形文化財） 
 
 
 
 
 
 
 

記念式典・鼎談・記念祝賀会・呈茶席        
 
於：ホテルニューオータニ高岡 
〒933-0035  
高岡市新横町 1 番地   
TEL. 0766-26-1111（代表） 
http://www.newotani-takaoka.co.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 周年記念大会を振り返って 
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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市民交流事業
７月３０日（火）氷見市

　北信越若手市議・県議研修会の一環としてお茶席体験及びマナー講座

を実施しました。議員の方々は茶会では正客席を

勧められることが多くこの事業では茶会での所作

正客の役割をお伝えしました。参加者からは「お

茶会に招かれるけどこんなに丁寧にお茶の飲み方

を教わったのは初めてだ」と喜んでいただけまし

た。（加門 久征）

第５２回北陸信越ブロック会員大会

第９期研修チーム　

９月２８日（土）、２９日（日）諏訪市

　「神渡る湖〜五国に香る新しき親和〜」を大会

テーマに長野県諏訪の地で開催され、高岡青年部からは２２名参加

いたしました。諏訪大社や片倉館での茶席では長野県の伝統や文化

を反映した設えやおもてなしにとても感動しました。また今年度砺

波で開催される会員大会の魅力をＰＲしました。（堀川 優子）　　　

　第９期北陸信越ブロック研修チー

ムに参加させて頂きました。研修で

は巻紙の書き方や大徳寺の訪問、茶

摘み体験、蒔絵体験等様々な体験を

行い、茶の湯の奥深さや面白さを感

じることができました。また、研修

を通して他青年部の方々と共に学ぶ

中で、同じ志を持つ仲間と出会うこ

とができました。こちらでの経験を

今後の青年部の活動にも活かしてい

きたいと思います。（白﨑 裕大）

参加者：加門 久征、藤田 千里、白﨑 裕大

３



         

委員会行事 —茶事研修— 

 

柊委員会 

日時：5 月 8 日（日） 
場所：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：7 月 10 日（日） 
場所：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

執り行いしました。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

お手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） 
 
 
 

藤委員会 

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・蹲踞・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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結びの会
１１月２３日（土）茶道館磯波風（氷見市）

　今年度は７名の卒会の方々を囲み、総勢３５名で

行いました。続き薄茶をし、今回の主菓子は卒会の

方々が大活躍された納涼茶会の令月を用意しました。

美味しいと好評だったこのお菓子、数ヶ月越しでや

っと食べていただくことができました。当日は快晴

で、海がキラキラしていて明るい未来を想像できる

良い会になりました。（野澤美智子）

ごあいさつ　部長 筏井 哲治

　歴史ある高岡青年部の部

長を拝命して一年が過ぎま

した。まだまだ未熟な部長

を青年部会員みなさんが一

丸となって支えてくださっ

たこと、高岡支部長はじめ

支部役員様、先生方の多大

なるお力添えを頂けたこと、

多くのご支援のおかげで年

間事業を実施することができました。あらため

て感謝を申し上げます。

　この間、新元号令和となり日本全体で気分一

新する一方、各地で水害が発生し多くの被害を

もたらすなど自然の怖さを再認識する一年であ

りました。なんとか今年は穏やかな一年であっ

て欲しいと願うとともに、被災地の一刻も早い

復興をお祈りするばかりです。

　また本年は十年ぶりに当青年部が主管となっ

て北陸信越ブロック会員大会を開催されること

が決まり、県内外の他青年部からたくさんの仲

間たちと、多くのご来賓のお客様が砺波の地に

集います。ご参加くださるお客様に喜んで頂け

る大会になるよう入念に準備を進めると共に、

今年度もたくさんの事業を通じて茶道の素晴ら

しさを学びながら、会員間の結束を強くし、楽

しく、実りある一年にできるよう全力を尽くし

ます。

　引き続き、みなさまからのご指導、ご協力を

賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

　　

令和元年度開催行事
「一碗で上機嫌
　〜Happiness For The People〜」

　２月　３日　定期総会

　３月２１日　新入会員歓迎会

　４月１７日　まるまげ祭り茶会

　４月２１日　高岡茶会（学校茶道合同行事）

　６月３０日　茶碗製作体験（三助焼）

　７月１４日　茶碗製作体験（三助焼）

　７月３０日　市民交流事業

　８月２５日　納涼茶会

　９月２８日　第５２回北陸信越ブロック

　　～２９日　会員大会（諏訪）

１１月２３日　結びの会

第５３回北陸信越ブロック会員大会
「Happiness 〜万葉から令和へ～」

開催日：令和２年９月５日（土）～６日（日）

会　場：Royal Hotel 富山砺波

主　催：茶道裏千家淡交会青年部

　　　　北陸信越ブロック

主　管：茶道裏千家淡交会高岡青年部

  青年部会員の皆さんのご参加を
  お待ちしております。
  お気軽にご参加下さいませ！！！

令和２年度　新青年部会員絶賛大募集！！
親先生にご相談の上、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 ※平成６年１月２日以降に生まれた方

　　　　３,０００円（２６歳以上 ※平成６年１月１日以前に生まれた方４


