卒業者の紹介

(五十音順)

飯野 道子 様

舘山 斉子 様

松本 光司 様

浦 泰宏 様

畠山 法子 様

水島 亜弥子 様

大居 佐奈江 様

畑山 美楠子 様

安ヵ川 英吏子 様

大谷 彰郎 様

福井 康介 様

川島 力 様

升方 芳美 様

青新

発

行

茶道裏千家淡交会高岡青年部

発行日

令和４年２月

号

第９号

数

令和３年末をもって１３名の先輩方が青年部を卒業されました。茶会をはじめ様々な行事で
模範となって後輩である私たちを導き、育ててくださいました。学校や会社とはまた違う先
輩と後輩の関係であり、いつも優しく、そして楽しく、青年部活動が明るくなるように尽く
してくださいました。これからは残された現会員で、先輩方が積み上げてこられた青年部を
守り、そして発展するよう力を合わせて頑張ります。これまでありがとうございました。そ
してご卒業おめでとうございます！（筏井）

令和４年度開催行事
２月

高岡青年部定期総会
於：富山県 高岡文化ホール

茶道裏千家淡交会青年部 第５３回北陸信越ブロック会員大会

令和３年６月１３日（日）
チューリップ四季彩館

３月

新入会員歓迎会

５月

委員会行事

新年度を迎えて

６月

大寄せ茶会

７月

委員会行事

８月

臨時総会

９月

委員会行事

新元号令和となり早くも４年目となりました。私も本年でこの歴史ある高岡青
年部の部長を拝命して４年目となります。この間、沢山のことを学び、経験させ
て頂きましたこと、親支部先生方には心より感謝申し上げます。
昨年、一年延期して開催できました北陸信越ブロック会員大会は現地開催とリ
モート参加、および YouTube ライブ配信というハイブリッド方式で、これまで
にない取組みに挑戦しました。あえて難しいことに挑戦できたのも、いつも明る
く、楽しい、そして茶道とこの青年部を愛する仲間に囲まれていたからだと確信
しています。
未だ新型コロナウイルスの影響により活動には慎重さが求められる状況が続いています。しかし、茶の
湯の文化はこれまでも戦火や災害、疫病など数々の逆境を乗り越えて今日まで受け継がれてきました。そ
れどころか試練のたびに新しい飛躍をしてきたとさえ言えるかもしれません。環境の変化は私たちが望む
と望まざるとに関わらずやってきます。その変化を挑戦できるチャンスが来たと前向きにとらえ、今年一
年も青年部一丸となって頑張りましょう！

１１月

結びの会

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止または変更となる場合があります。

新青年部会員絶賛大募集！！

令和４年度
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８年１月２日以降に生まれた方
３,０００円（２６歳以上 ※平成８年１月１日以前に生まれた方

部長 筏井 哲治

大会実行委員長

茶道裏千家淡交会青年部
第５３回北陸信越ブロック会員大会特集
大会テーマ「 Happiness ～万葉から令和へ～ 」
月 日： 令和３年６月１３日（日）
会 場： チューリップ四季彩館
【大会日程】
時間

8:10 ～

内容

9:00

寺島 正浩

令和３年６月１３日（日）、砺波市のチューリップ四季彩館と千光寺にて、コロ
ナ禍特有のオンラインと現地開催を併用したハイブリッド形式にて、大会テーマ
「 Happiness ～万葉から令和へ～ 」のもと、「第５３回北陸信越ブロック会員
大会」を開催させていただきました。
昨年の中止から１年越しの念願の開催となりましたが、当初思い描いた開催方法
とは大きく変わる形となりました。しかし、「今、出来ること」を大切に仲間と
の繋がりを求めた結果、新たな形でお茶を通じた深い交流が出来たのではないか
と思います。
３年間、献身的にご尽力いただきました実行委員会メンバーをはじめ、高岡支部
の役員、先生方、高岡青年部の皆様には、手厚いご協力を賜りましたことに改め
て感謝申し上げます。

会場

受付

チューリップ四季彩館 ホール１

9:40 ～ 11:00

茶席（薄茶席）

薄茶席：千光寺

9:10 ～ 11:40

茶席（薄茶席）

薄茶席：チューリップ四季彩館 ホール２
（オンライン 配信）

11:50 ～ 12:50

点心席

点心席：チューリップ四季彩館

13:00 ～

式典開会

13:45 ～

総本部報告

14:05 ～ 14:20

全国委員会助言

チューリップ四季彩館 ホール１

14:30 ～ 15:30

講演

（オンライン配信）

15:40 ～

卒業感謝状授与

16:00 ～ 16:30

式典閉会

副実行委員長総務担当

野澤 美智子

総務部会では記念冊子と書類関係すべてを担っていました。２０１９年１１月よ
りフライヤーを作り、２０２０年３月に大会開催案内を発送した矢先、４月に延
期が決まり、５月には中止をお知らせしました。そして２０２１年、開催される
ことが決まり４月に再度大会開催の案内。ここからは怒涛の３か月で、夜な夜な
記念冊子の原稿を読み、参加者の管理、オンラインの方への記念品等発送、礼状
作成。当日の段取り。皆で駆け抜けました。喜怒哀楽すべての感情を味わいまし
た。お互いに花丸を贈りあいたい素敵な仲間でした。

千光寺茶席部会長

加門 久征

北陸最古の古刹！曼荼羅！屏風！陛下！どこを取っても「映える」会場の千光寺
で、当日は天気も良好。ただコロナ禍で人数を制限せざるを得ず、配信では少し
でも魅力を伝えようとはしましたが、実際に会場に足を運んでほしかった！茶席
ではチームの皆様に大変なご助力をいただきました。
ありがとうございました！

【参加者】
来賓

総本部、ブロック来賓、全国委員、高岡支部役員、先生方

会員
ＯＢ
(北陸信越ブロック内
で令和２年度卒業者)

北海道ブロック会員
東北ブロック会員
関東第一ブロック会員

四季彩館茶席部会長

浅井 知里

チューリップ四季彩館での薄茶席は、青年部手作りのガラス茶碗や開催地である
砺波らしさを感じて頂けるお道具で会場を設えました。なかでも田植えで使用さ
れる“ころがし”を活用した立礼棚、夜高祭りの行燈に用いられる“蝋引き”の
技法を施した置き床など古と現代を融合させたとてもユニークな立礼席となりま
した。

関東第二ブロック会員
関東第三ブロック会員
東海ブロック会員
近畿第一ブロック会員
近畿第三ブロック会員
東中国ブロック会員

式典・講演会部会長

白﨑 裕大

ハイブリッドでのブロック会員大会開催が決まり、オンライン参加の皆様にも会
場で参加の皆様にも楽しんでいただけるような式典・講演会になるようにみんな
で検討を重ねました。開催ぎりぎりまでスケジュールや段取りの調整を行いまし
た。途中で中継映像の切り替えがうまくいかない等 不手際がありましたが、ご参
加いただいた皆様からの温かい言葉に励まされました。

中部中国ブロック会員
西中国ブロック会員
山陰ブロック会員
四国ブロック会員
九州ブロック会員
北陸信越ブロック会員

オンライン部会長

池原 篤示

ブロック会員大会の予告動画、１年延期の動画と制作し、当日は配信を担当。ラ
イブ配信とリアル大会を同時に行うハイブリッド型での実施で、困難だったのは
具体的な内容が決まらない状態で確認作業が出来ず、直前の直前、前日にも急遽
変更があったりしましたが様々な仲間のお陰で無事、やり遂げることが出来まし
た！

思い出フォト

第53回ブロック会員大会に心を寄せてくださった皆さんに感謝！！
紆余曲折があった中で、とにかく無事に開催できたことが何よりもよかったです。

会員大会、最高でした！
千光寺を担当したのですが、実況中継しなきゃいけない、じゃあ掘り下げる
と、千光寺すごい！事前準備は大変？いやいや、レジェンドの皆様がこれで
もかというバックアップ。私にとっては楽しみ＆学びでしかない！
最高の経験をありがとうございました！！

第53回北陸信越ブロック会員大会
に参加しました。
薄茶席の夜高あんどんや竹の設
えがステキでした。

YouTubeでお茶会を

配信するのが斬新で

した！

全国からたくさんの青年部のみなさまにご参加いただき、高岡青年部の魅力が
伝わる会員大会になったと思います。
今回参加できてとても幸せです。ありがとうございました。
最後のブロック大会に光栄にもお点前の機会を頂きました。
未熟で至らぬ点もありましたが、皆様の温かいご指導の元、無事終えることが出来ました。
一生涯の宝物を頂いた気持ちです。本年度で卒会となりますが、この感動を忘れずに精進いたします。
青年部でのご縁に心から感謝申し上げます。

小原治五右衛門さんの講演が素晴らしかったです！！

部会で何度も集まって準備をしました。今はとても良い思い出です。

現地の
ました。初のオンラインと
ブロック会員大会に参加し
た。
まし
けど良い思い出になり
同時開催。結構大変だった

最後の部長あいさつにもらい泣きしそうでした。

定期総会

２月１４日（日）於：富山県高岡文化ホール

定期総会では、令和２年度の行事報告や収支決算報告、令和３年度の計画説明が行われました。
そして卒会生並びに新入会員の紹介がありました。定期総会後には、新役員を中心に茶席を設えました。
各服点にてお茶をお出しし、水屋でも手袋の着用や手指消毒の徹底を図りました。この コロナ禍の中で
も多くの皆様にお会いできる事の喜びを感じることができました。(寺島 隆浩)

高岡茶会

「平成の大修理」が完工した重要文化財勝興寺にて、開基５５０年を記念した高岡茶会が催されました。
本堂での立礼席のお手伝いに青年部より5名参加させていただきました。伏木の奥深い歴史文化を感じる
ことのできるお席で感染対策も徹底し和やかな茶席となりました。毎年高岡茶会では学校茶道の先生方よ
りご指導いただき、青年部会員にとって大切な学びの場となっています。 (堀川 優子)

結びの会
ガラスの抹茶茶碗つくり講習会

４月１１日（日）於：富山ガラス工房

研修委員会の行事として、『ガラスの抹茶茶碗つくり研修』を行いました。
参加者17名が工房の先生方による指導の下、各自デザインしオリジナリティー溢れる茶碗を作る事ができ
ました。そして、この茶碗は『第53回北陸信越地区ブロック会員大会』で使用させていただき、お客様方
よりご好評を賜り本当に良い経験と結果になりました。(扇原 理美)

４月１８日（日）於：勝興寺

１１月２１日（日）於：博労公民館

卒会の皆様方から頂きました手作り吹寄せは大変美味しかったです。一つ一つ違った一言も付けて頂き
有難う御座います。昨年に続きコロナ禍中での集まりとなり、衛生と供応を両立させる事に腐心した会と
なりました。当日は主に水屋に居りましたが、障子越しに楽しく軽快な問答を耳に出来て、開催出来て本
当に良かったと思いました。(中井 由香理)

