
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松原部長挨拶 

みなさま、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。 

 そしてこの 2 年間、部長を務めさせていただき、ありがとう

ございました。この守破離の挨拶が私から公に挨拶をさせてい

ただく最後の機会と考えると、少し寂しいような気もします。

茶道のことはまだまだ未熟で何を聞いて良いのやら。 

そんな部長でしたが、皆様に支えられ、励まされなんとか 2年

間全うすることができました。 

 しかしながら、2020 年に於いては新型コロナウイルスが世界

に猛威を振るい始め、われわれ富山青年部も総会・初茶会から

全ての行事を断念せざるを得ませんでした。例年の行事に加え、

他青年部との交流会や茶道検定などプラス 1 の企画をしていたのですが、願い叶わず。

心残りです。 

 このコロナ禍に於いても北陸信越ブロックでは、役員会や協議会、研修会を ZOOM で開

催するなど、今までとは違う交流の仕方が発達しました。富山青年部役員会としては、

少人数で可能な限り毎月役員会を開催してきましたが、今後は役員会自体が ZOOM を活用

したり、また、皆様にご案内する行事自体もそのように変化していくのかもしれません

ね。 

 今、働き方だけではなく生活様式までも変えていかなくてはならないような時代にな

ってしまいました。その中で我々茶人はどのように茶道を続けていくのか、お家元や先

生方、先輩方の知恵をもっとお借りしなくてはいけません。そして、青年部の皆さまの

協力のもと茶道を世に拡める活動を今後も楽しく続けていきたいと個人的に思っており

ます。 

 共に一歩一歩、これからも成長していきましょう。 

 皆さまの日々のご健康を願って守破離の挨拶とさせていただきます。 

 2 年間本当にありがとうございました。 

       富山青年部部長 松原 貴司 

  

守破離 
 

茶道裏千家淡交会 富山青年部 



山本新部長挨拶 
皆様にはいつも笑顔で青年部活動を楽しく盛り立てていただき、

大変感謝いたしております。前任の松原貴司部長より引き継ぎ、 

令和 3 年より 2 年間、部長を務めさせていただくことになりました

山本哲弘です。大役を担わせていただくことになり、身が引き締ま

る思いです。浅学菲才ではありますが、皆様と共に色々なことに 

チャレンジしていきたいと思っております。今後ともお力添えを 

いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 令和最初の 2 年の任期を務め上げられた松原部長におかれまして

は大変お疲れ様でした。役員をしっかりとまとめ上げ、青年部を力

強く牽引する一方で、人の気持ちを慮ることができる、思い遣りの

あるリーダーであったと思います。惜しむらくは、この一年間はコロナ禍でイベントの開催をこ

とごとく断念せざるを得ない状況にあり、その力を存分に発揮できなかったことを大変残念に思

います。この災禍にも屈することのない、その明るく前向きな精神で、今後更なるご活躍を期待

しております。 

 また、令和 2 年の末には、これまで長年に渡り青年部活動に多大なご尽力をいただきました吉

野弘紀さんが青年部をご卒業されることになります。吉野さんは平成 25 年から平成 30 年までの

6年間、部長を 3 期務め上げられました。その間、富山青年部主管での「北陸信越ブロック会員

大会」や「富山青年部発足五十周年記念大会」といった一大イベントを見事成功に導かれたほか、

富山青年部として初の開催となる大寄せ茶会「一会茶会」や学生との交流を目的とした「交流茶

会」を開催するなど精力的に青年部活動の幅を広げ、富山青年部の歴史に残る大変なご活躍をさ

れました。永きに渡り富山青年部の発展にご尽力され、ご指導いただいた御礼は筆舌に尽くし難

く、感謝の言葉もありません。ご卒業を迎えられるにあたり、長年のご功労に敬意を表し、今後

益々のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました。 

 さて、本来であれば部長就任にあたり来期の活動に向け、決意表明をすべきところであります

が、本稿を執筆中の 11 月末現在、国内における新型コロナウイルスの感染状況は、都市圏を中

心に感染者数が過去最多を更新するなど、第 3波到来の兆候が見られ、富山県内でも連日感染者

が確認されていることから感染拡大の懸念が強まってきており、これからの日常生活への影響に

つきましても大変危惧される状況にあります。 

 令和 2年 4月 16 日に全国を対象に緊急事態宣言が発令され、不要不急の外出自粛や施設など

の営業停止が行われ、各種イベントも中止となり、その後の生活様式がこれまでと比べてガラリ

と一変してしまいました。「密閉空間」、「密集場所」、「密接場面」の 3 つの「密」を避けること

が、感染予防対策として極めて重要であることは、既に周知のことです。その中で、どのように

活動を行っていくことができるのか、工夫をしていかなければなりません。  

一方で、利休道歌の「規矩作法守り尽くして破るとも離るるとても本を忘るな」にありますよ

うに、これまでと違う新しい局面に際しては、一度基本に立ち戻ることが大切であるように思い

ます。まずは普段のお稽古でしっかりと基本を身に着け、青年部活動で茶会などを再開できるよ

うになった折には、その成果を十分に発揮していただきたいと思います。 

先の見えない大変な渦中にあり、今は何事にも耐え忍ぶことばかりではありますが、どうぞ皆

様におかれましては、無事に日々を過ごされますよう心よりお祈り申し上げます。 
       来期富山青年部部長 山本 哲弘 
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6 月 7 日 書類整理会 

行事開催が難しい今だからこそ、できる

こともあるはず。感染症対策を行った上

で、有志による青年部書類の整理を行い

ました。 

書類の中には昔の資料や写真がどっさ

り…懐かしさを感じ、なかなか作業が進

まない会員もいました。どの写真も笑顔

が溢れており、今後も皆が楽しめる活動

をしたいと感じました。 

8 月 30 日 臨時総会・研修会 

臨時総会にて、来期部長及び役員が選任されま

した。 
臨時総会の後には、安ヵ川英吏子ブロック長を

お招きし、「青年部とは？」というテーマのもと、

お話を伺いました。青年部活動は大人の部活動、

前向きに楽しんでほしいと言っておられたこと

が、印象的でした。質問にも真摯にお応えくだ

さり、ブロック長とお話する機会が少ない中、

大変有意義な時間となりました。 

12 月 11 日 役員会＆プチ卒業茶会 

開催を検討するにあたり、吉野さんの長年 
の功績に感謝したいとの声が上がり、役員 
会後、薄茶一服のみの茶会を行いました。 
当日、何も知らない吉野さんを驚かせ、 
気心知れた仲間とのプチ卒業茶会は笑いが 
絶えない和やかな時間となりました。 
松原部長からは感謝状と手作りの茶杓を贈呈。 
茶杓は役員で削り、松原部長が銘「頂」と付 

けました。 
長い間、富山青年部を引っ張ってくださり、 

ありがとうございました。 
吉野さんから学ぶことは多く、卒業されるこ 

とは寂しくもありますが、今後のご活躍を 

お祈りしております。 

いつかまた、卒業茶会リベンジができること 
を願っています！本当にお疲れ様でした！！ 



6/13 第 4 回研修会＠ZOOM 

越中瀬戸焼千寿窯 三代目吉野香岳氏 

「茶碗について～産地からみる特色～」 

7/4 第 5 回研修会＠ZOOM 

きもの創作てらしま 寺島正浩氏 

「着こなしのためのルール」 

9/6 第 6 回研修会＠ZOOM 

行松旭松堂 行松宏展氏 

「お菓子つくり体験と茶席のお菓子について」 

11/14 第 7 回研修会（修了式）＠ZOOM 

 

 

 

第 9 期研修チーム活動報告

昨年から引き続き、2年目となる研修チーム。 

今年も多くの研修会を予定されていましたが、全てがオンラインでの開催となりました。 

直接会うことはできなくても、参加者の顔を見ながら、体験しながら、受講することができ、 

充実した研修会となりました。 

修了式での 2分間スピーチ、修了証授与、ブロック役員の方が制作された動画、研修チームが制

作した動画、どれも素晴らしいものでした。 

 

 

  

2020 年は新型コロナウィルスの影響で様々な行事が中止となりましたが、第 9 期研修チー

ムでも 2020 年 3 月に予定されていた富山での研修をはじめとして、研修会が中止となる状

況が続きました。そんな中、研修チーム担当の吉田美々直前ブロック長をはじめとする運営

の方々のご尽力によりオンラインで研修を受けることができ、茶碗について（講師：吉野香

岳氏）や着物の着こなしのためのルール（講師：寺島正浩氏）、お菓子作り体験と茶席のお

菓子について（講師：行松宏展氏）など、日頃は聞くことのできない貴重なお話を自宅にい

ながら聞くことができました。今期は修了式もオンラインでの開催となりましたが、それに

先立ち吉田美々直前ブロック長、安ヵ川英吏子ブロック長が直々に各地を回り、卒業証書を

研修チームのメンバー全員に手渡ししてくださいました。 

 新型コロナウィルスの感染拡大が続き、人と会うこともままならない期間が続きますが、

そのような状況下にあっても研修を継続していただき、私たちのために時間を割いてくださ

った運営の方々にとても感謝しています。私自身も誰かの役に立てるよう、今後より一層精

進していきたいと思います。 

第 9 期研修チーム 八木 千明 



卒業会員の挨拶 
 

 

「ありがとうございました」 

 

今年度、卒業を迎えました。 

思い起こせば、青年部入会が平成 9 年（多分）であったと思います。

お茶を習い初めて次の年の入会です。先生の進められるまま会員になり

ました。 

 数年は行事に参加することもなく年会費すら催促されてからの入金

を繰り返していました。そんな自分に転機が訪れるのは、たまたま参加

した「星空チャリティ茶会」とその後の反省会（飲み会）でした。その時の話の中で「次の茶会

の委員長は誰が務めるのか？」と盛り上がりました。一通り名前が上がった最後に私の名前が上

がり、結局は押し切られてしまいました。 

 それからの青年部活動は濃厚なものになり、最終的には部長を３期務めるまでになりました。

その間には多くの学びや出会いがありました。親支部との連携、青年部の運営、行事の開催、他

青年部や学茶との交流など、その活動には決して一人では行動を起こすことはできませんでした。

会員一人一人が少しずつ役割を分担し初めて物事が成り立っていたからです。 

 青年部の良さは会員が皆横一列の関係であるところです。お互いに教え合い・助け合い・考え

ることにより生まれる連帯感と達成感、そして友情が前に進む原動力になるのだと今は思ってい

ます。 

これからも青年部を楽しんでください。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

吉野 弘紀さん 



富青アンケート 
富山青年部には、どんな人がいるの？ 
行事やミーティングでは話しているけど、意外と知らない人・知らないことが多いかも！と 
思い、富山青年部会員の皆様に、アンケートをお願いしました。 
皆様からは、お茶の楽しさ、青年部の楽しさを感じる回答をたくさんいただきました。 
茶道、そして青年部に、より興味を持っていただければ幸いです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Q.好きなお茶菓子は？ 
・越の雪：口どけがイイ！ 

・求肥餅：柔らかくてモチモチしている 

・ぬばだま：お土産で貰って大好きに… 

・水無月  ・若鮎：かわいい！  

・はなびらもち 

 今年も無事に新年を迎えられたことに感謝

し、頑張ろうと思える 

・木守柿：干柿と栗きんとんの調和が絶妙！ 

・薯蕷饅頭：皮のもっちりした感覚が良い！ 

・琥珀糖  ・きんとん 

 

どのお菓子も美味しそうですね！ 

食べたことがないものがあれば、是非！！ 

Q.茶道を始めて何年になりますか？ 
短い方は 2 年、長い方は 30 年… 

茶道を始めて間もなく、青年部に入会された方

もたくさんおられます。 

お互いにわからないことを教えあいながら、 

活動していきましょう！！ 

Q. 炭手前・濃茶点前・薄茶点前好きなのは？ 

薄茶点前 54％ 

●茶筅振りが好き！ 

●リラックスできて、華やかな雰囲気 

●基本なのに完璧にならない。未熟さを痛感する 

けど、それも含めて楽しい 

●どの点前よりも和やかなお席での点前なので 

濃茶点前 23％ 

●炉の濃茶！寒いときに湯気を介して客と相対するの

が好きです。濃茶を練っているとき、お茶の香りを

堪能できます。 

●凛とした静寂と緊張感が好き 

 

炭手前 23％ 

●これから始まるわくわく感がたまりません！ 

●うまく火が付くと嬉しいです。 

 

Q.青年部活動で一番思い出に残っていることは？  

●チャリティ茶会 

 ・青年部のみんなで形を作るので、楽しくて達成感がある！ 

 ・天気など心配事もありましたが、野外で行う茶会も気持ち良いと感じました！（2017 年） 

 ・幽玄な雰囲気が良かった！（2018 年） 

●落楽茶会 ： 初めての活動で、一人一人が自分の役割を持って動いていて感動しました！ 

●宗家研修 ： 兜門をくぐらせていただいた時の感動は忘れません！ 

●初茶会 ： 初めて参加した行事のため 

●茶事 ： 初めて参加した行事でした 

●ものづくり体験 ： 作品を見る度に作った時を思い出します 

●北陸信越地区ブロック大会 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

守破離アンケートにご回答いただきました皆様、ご協力ありがとうございました！！ 

旅先でお団子が食べたい 

Q.最近のマイブーム・夢中になっていること・興味あることは？ 

相撲観戦 

ER を見ること 
珈琲 

読書 

リモート謎解き 

古民家や古い町屋見学 アシュタンヨガ 

家探し ペットと過ごすこと 禅・和算 

リアル脱出ゲーム 

Q.茶道をやっていて良かったこと・嬉しかったことは？ 

●礼儀作法を知ることができた！  ●自分をみつめることができる！  ●人間関係が広がった！ 

●世界中の人と話が広がる！  ●知識が広がった！  ●仕事とは違う仲間に会えたこと！ 

●着物を着て、畳に座って、素晴らしいお道具でお茶をいただけること！ 

●おいしいお菓子と茶をいただけること！  ●日本文化にどっぷり浸かれるところ！ 

●茶会を計画し、お客様をおもてなしすることの楽しさを知ったこと！ 

●日常では縁のない炭・鉄瓶・窯などを扱うことができるようになった！ 

●お茶に関わることだけでなく、できることが一つでも増えると嬉しい！ 

●仕事を忘れて、心を落ち着けることができること！ 

和菓子づくり 

Q.今後、青年部活動でやってみたいことは？ 

宗家研修 

物づくり体験 

お茶室や庭園巡り 

オンラインでの活動 

街でのお茶会 

お茶に関する勉強会 

茶道具づくり 作陶体験 
蒔絵体験 

ドイツ、ギリシャ、オランダ、フランス… 

海外旅行へ行きたい！ 

お団子を食べに九州と四国へ 

朝乃山 

北海道 

ハワイ マナウケア島 

ペルー インカ帝国 
YouTuber さん 

Q.今、会いたい人・行ってみたいところはありますか？ 

大宗匠 

京都 

地元の友人 

ノルウェー 

愛媛 道後温泉 



 

  

 

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。 

今年は新型コロナウィルスの影響もあり、活動を行うことが難しい 1 年となりました。 

普段のお稽古では手洗い・マスクは必須、先生方を中心に、感染症対策のため様々な工夫をさ

れていると聞いております。また、青年部会員の皆様におかれましても、青年部活動を行うこ

とができず、もどかしい日々を送っておられたのではないかと思います。 

私自身も皆様に会えない、行事がない、という寂しさを感じておりました。 

 

直接会うことが出来ない中でも、青年部会員同士で何か情報交換ができる場があれば良いと思

い、今回の守破離では、会員の方にアンケートをお願いいたしました。お茶についての好きな

こと・興味のあること、自粛期間中の楽しみ方など、私もなるほど！と感じるものが多々あり

ました。まだしばらくは先の見通せない日々が続きますが、守破離がそんな毎日を楽しむきっ

かけになれば幸いです。アンケートにご協力いただきまして、ありがとうございました。 

 

また、今年度は第 9 期研修チームに参加させていただいたこともあり、オンライン研修会を体

験する機会が何度かありました。初めは画面上でのやりとりに違和感がありましたが、徐々に

楽しみを感じるようになりました。 

何もしないより、何かやってみる。少しずつでも可能な範囲で活動できれば良いと思っており

ます。 

 

今までの自分のプラス 1 となるように、明るく、楽しく、皆様と協力して活動していきたいと

思います。これからも、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 

編集後記 

～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 山本 哲弘 dbrpm244@ybb.ne.jp 

 

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！ 


