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ＮＰＯ法人檜の会事務局
三
- 六五三

西行庵茶道円位流

〒六〇五 〇-八一二 京都市東山区安井毘沙門町 三三
ＴＥＬ 〇七五 五
- 五一
ＦＡＸ 〇七五 三
- 二〇 一
- 六三九

安田紀美子（花柳双喜美）
新年を迎え初めての御客様として檜の
会御一同様を御迎えすることができ幸甚
皆如庵のご説明にても申し上げました

の極みに存じ上げます。
ように、十四年前に新たにもたらされた
よって建築されたという旨を御紹介致し

新説としてキリシタン大名の高山右近に

れて熱中しています。こういう気持ちを

ました。

って布教を進めたのが一五八八 天
(正
)
年以来前田家茶道指南役を勤めていた右

う御話は有名であります。その中心とな

建てられ多くの人々が洗礼を受けたとい

タン受け入れの一大拠点であり南蛮寺が

関ヶ原の戦い以降、加賀の国がキリシ

ずーと持続出来れば良いのですね。いわ

のでしょう。また、好きな事には我を忘

が不思議です。私たちの体は大変勝手な

ししてしまいますが、あまり疲れないの

ンピックが始まると時間差の為、夜更か

ＮＰＯ法人檜の会理事長

今年は、春一番国民が挙って一喜一憂

ます。

様には益々ご活躍の事とお慶び申し上げ

浮き立つこの頃でございます。会員の皆

桜の蕾もふっくらと、春の兆しに心も

春便り

第 42 号

したのがソチオリンピックでした。オリ

ゆる精神文化（特に文化芸術・芸能）が
その部分を占めている様に思います。舞
踊家である私も、踊っている時は身体の

統芸能、芸術を主に担っておりますＮＰ

痛みさえ忘れる事もございます。その伝

Ｏ法人檜の会が昨年十周年を迎えました。

近なのです。

昨年度及び今年度に於いて記念事業を開
催致しております。
十年一節と言われています此の大切な
時期、檜の会も皆様と心を一つにしまし
て、小さくてもきらりと光るいぶし銀の

企画・編集

檜の会会報編集部

有
印刷
( 章
) 美プリント
http://hinokinokai.or.jp/

あるものと考えられ、今後の研究が楽し

花輪 嘉純

みであります。

しかし関ヶ原の戦後十年を過ぎた頃か
ら家康によるキリシタン弾圧は苛烈を増

化を語る上で非常に重要な資料的価値が

恐惶謹言 拝

（はなわ かじゅん・家元 )

如月望月の候

体験されることを御勧め申し上げます。

機会御座いますれば、西行庵の朝茶を

徴的とも云えるのではないでしょうか。

に移転してきたということ自体が誠に象

重んじられてきました。そのような場所

仏教伝来より遙か昔から信仰の場として

室皆如庵。この円山公園は真葛原といい、

西行庵再興時にここ東山へと移転した茶

加賀の国から京の都に移築され、明治

年
し、ついに一六一四 慶
(長
) キリスト
教禁止令という最も厳しい御布令を出す
に至ります。
茶室皆如庵が信仰の隠れ蓑として建築
されたとするならば、二代目の前田利長

年に高岡へと隠居す
が一六〇五 慶長
(
)
るのに同行した右近が一六一〇 慶
(長
)
年から一六一四 慶
年
(長
) の間の最晩年
に好んだのであるという推測が成り立つ

15

ような会で有りますよう、この繋がりが
大きな輪となって広がって参りますよう
切に願っております。
ご支援頂く会員の皆様、芸術・芸能家
の皆様、応援下さる企業の方々には厚く

19

いずれにせよ金沢に於ける初期茶道文

のではないでしょうか。

19

（１）

平成 26 年
（2014）
４月１日
お禮を申し上げます。

16

西行庵

真葛原

春号
（やすだ きみこ・舞踊家）
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平成 26(2014) 年春・第 42 号
ＮＰＯ法人檜の会

宮本 義信

ＮＰＯ法人檜の会 周年記念事業

馬）は第七番目の干支
今年の干支「午 ｣(
に当たります。古来から軍事、運搬、農業

れる頃となって参りました。

早や「梅の便り」から「桜の便り」が聞か

力が有っての事と深く感謝しております。

った方々や同僚並びに関係者のご支援ご協

記念すべき第二十回を迎えます。ここまで

して京都、大阪、神戸を会場にして来年は

「第８回伝統文化の精華」展に初めて出

今回、京都市国際交流会館で行われた

十周年を迎えられ誠にお目出と

昨年「檜の会」は記念すべき

なりません。

も前向きで取り組みしなければ

良い年には、健康第一に何事に

れてきました。この様な縁起の

という意味にも用いられ重宝さ

化の精華」の奥深さが徐々に

て頂く内に興味津々「伝統文

色んな分野の行事に参加させ

賛助会員に加入させて頂き、

るものと思っておりましたが、

遠い遠い手の届かない所に有

化の精華」は、私にとって、

また、「檜の会」「伝統文

完成です。その表現の特徴は型切りによ

て糊を落とすと、作品が浮かび上がり、

び顔料で彩色し、乾いた後に、水洗いし

糊を置く。糊をよく乾燥させ、染料およ

り抜いた型紙を布または和紙の上にのせ、

くり、型紙に写し、小刀で切り抜く。切

法の一つです。作品の構想から下絵をつ

型絵染は古くから日本に伝わる染織技

ん、同僚の笹井勝さんらと、平成十七年に

私達も、近藤副理事長の弟、近藤克巳さ

させて頂いております。

せて頂くと言う、この上も無い幸せを感じ

いる一人です。そして先生方とお話しをさ

ぐ料理」を堪能。私は毎回、楽しみにして

頂き、料理は、縁起の良い、福を呼ぶ「ふ

安田紀美子理事長の「祝舞」を鑑賞させて

「後継者の育成」に並々ならぬご尽力を賜

ります。ますます「伝統文化の向上」と

会」に加入させて頂いたお陰と感謝してお

めたのもつい最近のこと。これも「檜の

「開運！なんでも鑑定団」に興味を持ち始

と思っております。ちなみに、テレビ番組

て一緒に「伝統文化」の良さを楽しみたい

は参りません。一人でも多くの仲間を連れ

これからは、私だけが楽しんでいる訳に

した。主催者側の方々、作家の皆様には、

間中はなるべく、会場に居るようにしま

を踏み入れた時は本当に驚きました。期

はあまりにも華やかで、最初に会場へ足

０平方メートルはあるかと思われる会場

などのインテリアはどれも上品で、２０

近に迫る東山を望めます。シャンデリア

正面から、明るい日差しが差し込み、間

さて、展覧会の会場は、ガラス張りの

います。

せることもできる良い機会となったと思

た友人、知人には、私の日頃の仕事を見

勉強になりました。また、見に来てくれ

子などをお聞きすることができ、とても

ぞれの技術の特徴や特性、制作活動の様

です。特に、作家の先生方からは、それ

ていただいたことはとてもうれしかった

大変親しく接して頂き、色々とお話しし

伊砂 正幸

「カラオケ発表会」（京都三六回）を立ち

（みやもと よしのぶ・賛助会員）

りご活躍ご発展のほど祈念申し上げます。

くは後述します。

上げ、節目でチャリティも兼ねて、今年で

かさ、水洗いによる鮮やかさです。詳し

16

新春親睦会に参加して

等、人々の暮らしと密接な関わりが有りま
そして少しでも社会貢献が出来たらと言う

展いたしました伊砂正幸です。

平成二十六年の幕開け、そして季節は、

した。一方、神の乗物、精力的な生き物、
気持ちを常に忘れず開催して

伝統的なさまざまな分野の、素晴らし

日時：平成 年３月 日 土(）～ 日 日(）
会場：京都国際交流会館（左京区蹴上）

軍事力等の意味も有り白馬が登
参りました。最近やっと業界

い美術、工芸作品と共に、私の型絵染作

が出来ました。年二回（一月、七月）開催

場する神事の催しの一つに、下
雑誌にも掲載されるようにな

品が、展示され、大勢の人に見ていただ

15

第８回「伝統文化の精華」展に出展して

鴨神社では「流鏑馬」（五穀豊
り今後も元気なうちに続けて

うございます。今年も更なるご

理解されつつ参加することが

るシャープな線と、糊の粘度のある柔ら

きましたことは、身に余る光栄に存じま

発展を念じております。毎年一

楽しみの一つになって参りま

続けて来られたのも現役時代にお世話にな

穣）にも使われております。ま
いきたいと思っております。

月には、祇園の「花楽」にて幸

した。

やぶさめ

た「何事もうま（馬）く行く」

先良く「新年懇親会」を催され、

す。

26

第十七回（一月二十六日）を開催すること

（２）
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けていることは、肌身に感じました。で

技法、あるいはアートが、高い評価を受

てきました。海外では、日本の伝統的な

の研究会など、さまざまな企画に参加し

ワークショップ、きものに携わる和文化

となく、アートの国際交流展、海外での

ては、大変興味を持っております。幾度

伝統文化・芸術の伝承、国際交流につい

染する箇所、つまり、和紙の色が残る箇

が、型絵染は他の絵画とは違い、糊で防

そのスケッチを整理して下絵を作ります

景を想像してスケッチを描きます。次に

図書館などで資料を調べた後、当時の風

た場所を取材したり、インターネットや

のある作業です。構想では、歌に詠まれ

を働かせることもできるので、やりがい

いく過程は、現実にとらわれず、想像力

奈良時代に詠まれた和歌を作品にして

機会を、与えていただいた、安田理事長

統文化の精華」展に参加させていただく

良くなり完成します。

に浸み込んだ色だけ残り、一段と発色が

すと糊と一緒に余分な絵具もとれて和紙

ありがたく感じます。また、水で洗い流

の伝統的な技術で漉かれた和紙をいつも

に万葉の風景が浮かび上がります。日本

きます。最後に流水で洗い落とすと画面

と、糊がふやけて、少しずつ剥がれてい

乾かしてから、数時間、水に漬けて置く

楮からできた和紙を使います。色を良く

すから、日本の伝統文化・芸術の伝承、
所を基準に考えて行きます。ネガポジ反

を、選び制作しました。

の重要性は理解しています。これからも、
転の様なこの作業を理解するのが、最も

私は、以前より、展覧会の主旨の内、

微力ながら、すこしでもお役にたてるよ

をはじめ、ＮＰＯ法人檜の会の理事、役

り、ご高覧くださいました多くの方に感

員の方々、御忙しいなか、ご来場くださ

最後になりましたが、今回「第８回伝

う活動を続けていきたいと考えておりま

困難かもしれません。原寸の大きさに合

謝いたします。

（いさ まさゆき・型絵染制作）

作品について述べたいと思います。数年

では、もう少し詳しく、私の型絵染の

す。

わせたら型紙に写し、糊で防染したい箇

い作業です。作品となる和紙は水に強い

込むように着色します。私には一番楽し

で、筆ではなく刷毛で和紙の繊維に浸み

ます。このとき、後で水洗いするのでの

い浮かべながら、画面を塗り分けて行き

豊かな自然、色とりどりの服装などを思

ます。日本の原風景、澄んだ空の色や、

が残ります。糊が良く乾いたら、着色し

がすと和紙の彩色したくない箇所には糊

糊を置く。糊が動かないように型紙を剥

紙）に載せ、上からヘラで延ばしながら

切り抜いた型紙を和紙（作品になる和

所を小刀で切り抜いていきます。

前から、万葉集の歌のテーマに制作に取
今回は、四季に合わせ、

り組んでまいりました。
春の歌

一(九 四-一三九 大伴家持 )

春の苑 くれなゐにほふ 桃の花
した照る道に 出で立つをとめ
夏の歌

七( 一-〇七四 作者未詳 )

春日山 おして照らせる この月は
妹が庭にも 清けかりけり
秋の歌

八( 一-五六七 大伴家持 )

雲隠り 鳴くなる雁の 行きて居む
秋田の穂立 繁くし思ほゆ
冬の歌

沫雪の ほどろほどろに 降りしか
ば 平城の京し 思ほゆるかも
八( 一-六三九 大伴旅人 )

（３）
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会員情報

編集後記

【会員の特典】

当会の安田紀美子理事長が主宰される

典芸能･民族音楽･美術工芸･文学など)を各分野の専門家から学び、新しい文化や芸能

の息吹を京都から世界に発信できれば素晴らしいことだと思って活動を続けています。

【入会金及び会費】

会報はホームページでもお読み頂けます。

隆・大黒屋彰（賛助会員）

田中重太郎・中田節・奥村澄子・木下

伝統文化芸術・芸能の研修会や、ホールや劇場での鑑賞会にご招待またはご優待。

東峯塾（当会会員）は芸能セミナーを定
期的に開講され、その道の大家が親しく
講師をおつとめになり大勢の方々が受講
されています。
◆第十三回「三味線音楽の考証」
講師 杵屋勝七郎氏〔長唄〕
日時 平成 年３月１日（土）
○
年８月

日「伝統芸能奉納会」

会場 エルイン京都
平成

でもご演奏下さった能管野中久美子氏は
能管独奏の他、世界の様々な楽器や舞、
朗読との共演を行っておられます。

──ＮＰＯ法人「檜の会」入会のご案内──

企画・編集：檜の会会報編集部

正会員 (入会金) (年会費) 賛助会員 (入会金)

【理事会】
◆Ｈ ・１・ （日）
於：当会事務所
◆Ｈ ・３・９（日）
於：当会事務所
【協議会】
◆Ｈ ・ ・ （土）
於：当会事務所
◆Ｈ ・ ・７（土）
於：当会事務所
○
【事 業】（行事・催事）

『四季の光・櫻の音ない』

◆先人が良く言ったもので、東大寺の
お水取りの満行にて、春の訪れを告げる
桜の開花予報のお知らせを耳にするよう
になり、躍動を感じる季節となりました。
当ＮＰＯでの大きな事業であります、
「伝統文化の精華」の運営で、京都国際
交流会館に行きました。参加の皆さんは
熱心に、貴重な作品に見入っておられ感
激しました。
また、地先の蹴上は、水力発祥の発電
所立地地点でもあってインクラインや疎
水経路でとっても見ごたえのある場所で
桜の名所です。一足早く「つぼみ」鑑賞
もしました。是非訪れて頂きたい界隈で
すネ。
（木下 ）
◆昨年の十二月四日、ユネスコの無形
文化遺産に「和食」が登録されました。
次元が全く違うのですが、「食文化」に
ついてある思い出があります。
私は山口から京都に来て、約二十年前
に檜とのご縁がありました。そこで生ま
れて初めて口にしたのが「ニシンなす
煮」。他にも初めて口にするものは数多
くあり、京都は奥深いなと若いながらに
感動した覚えがあります。
この度、檜の会会報編集部員としてお
手伝いさせていただくこととなりました。
まだまだ微力とすらいきませんが、今後
ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
致します。
（大黒屋）
「檜の会」会報原稿募集
会員の皆様からのお知らせなどを積極的
に掲載いたします。催事の予定や参加行
事、情報・ご意見など掲載したい記事を編

「檜の会」は日本の伝統芸能を守り楽しむ会として発足、日本の伝統芸能文化（古

編集部ＦＡＸ：〇七五 七-一一 四-七七四
メール： alphankt@gmail.com

（４）

◆今西家書院コンサート

（室町時代・重要文化財）

会場 今西家書院
奈良市福智院町 ３演奏 「能管の四季」 野中久美子氏
○
◆世界禁煙キャンペーン京都主催
『高台寺ライトアップ無料公開』
花柳双喜美氏

日時 平成 年５月 日６時～９時
奉納舞 「鐘供養」

他バイオリン演奏

◆文化講演会『芸能フォーラム』
平成 年５月 日（日）午後１時

（編集部）

「檜の会」会報誌の無料送付。

◆新春お茶会
花柳双喜美（安田紀美子理事長）席主
茶道円位流（家元・花輪嘉純）

日時 平成 年３月 日 金( 春･分の日 )
３月 日 土(） 日 日( )
23

会場：左京蹴上 京都国際交流会館

集部までお寄せ下さい。

3,000円 20,000円

学生会員 (入会金) (年会費)
(年会費)
1,000円 5,000円(１口)
免除 2,000円
2,000円 10,000円(１口)

（団体）

平成 年１月 日（日）
午後３時～４時半
於：高台寺真葛原 西行庵
（１頁関連記事参照）
◆新年会
平成 年１月 日（日）午後５時
会場：祇園・料理旅館花楽
祝舞：「七福神」
花柳双喜美（安田紀美子理事長）
（２頁関連記事参照）
◆第８回『伝統文化の精華』展
会期：平成 年３月 日（土）

24

会場 吉田 京都大学稲盛ホール
担当 田村副理事長

11

2,000円 10,000円

25

２階特別会議室
（２・３頁関連記事参照）

26

（個人）
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26
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12

午前 時～午後５時

22 21

31

26

26

～ 日（日）

16 15
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26

26

26
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25

26

26

25

25

26
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