






▼一人一人にご指導していただける時間があり、質問も
しやすい。（女性）

▼これまでまったく灰形をやってこなかったが、1年近く
通って、自分で切った灰形で茶会にお客様を招ける
ぐらいになれた。（女性）

▼御家元が現在ご指導されている灰形や茶花を直接
学ぶことができる。（男性、茶花も受講）

▼実習中、一人一人の元を回ってご指導していただける。微妙な力加減やコツが掴みやすい。
（男性）

灰形講習会
【　期　間　】2023年2月～11月 （全10回）

【　会　場　】淡交社　茶研ビル2F

【　クラス　】火曜クラス・木曜クラス・土曜クラス 【　定　員　】各20名 ※椅子席のご用意もございます

【　会　費　】1回　11,000円（税込）
※会費は5回分ずつを前納 【　時　間　】午前の講座 10時～12時

午後の講座 13時～15時
※ご希望のクラスと時間をお選びください

【土曜クラス】講師：北見宗樹業躰

第 1回

4月 8日

2月 11日㊗

5月 13日

3月 11日第 2回
第 3回
第 4回

6月 10日第 5回

第 6回

9月 16日

7月 15日

10月 14日

8月 19日第 7回
第 8回
第 9回

11月 11日第 10回

【木曜クラス】講師：鮒子田宗惠業躰

第 1回

4月 6日

2月 9日

5月 11日

3月 9日第 2回
第 3回
第 4回

6月 8日第 5回

第 6回

9月 14日

7月 13日

10月 12日

8月 17日第 7回
第 8回
第 9回

11月 9日第 10回

【火曜クラス】講師：庄司宗健業躰

第 1回

4月 4日

2月 7日

5月 9日

3月 7日第 2回
第 3回
第 4回

6月 6日第 5回

第 6回

9月 12日

7月 11日

10月 10日

8月 22日第 7回
第 8回
第 9回

11月 7日第 10回

第 1回

二文字押切

灰の話・釡の据え方

二文字押切

二文字押切第 2回
第 3回
第 4回

丸灰第 5回

第 6回

遠山

二文字押切・火入

二文字掻上

遠山第 7回
第 8回
第 9回

復習と1年間のまとめ第 10回

北見宗樹業躰

庄司宗健業躰

鮒子田宗惠業躰

【カリキュラム】

QRコードからも
お申込みできます

風炉を使い実習を中心に学ぶ実践講座。

今日庵業躰部に学ぶ茶の湯特別講習会 今日庵業躰部に学ぶ茶の湯特別講習会

京都教室

QRコードからも
お申込みできます

茶花の入れ方教室
【 期 間 】2023年2月～11月（全10回）

【 会 場 】淡交社 茶研ビル2F

【 定　員 】各20名
※椅子席のご用意もございます

【 会　費 】1回　13,200円（税込）
※会費は5回分ずつを前納

【 時 間 】午前の講座 10時～12時
午後の講座 13時～15時 ※ご希望の時間をお選びください

【木曜日】講師：北見宗樹業躰

第 1回

4月 13日

2月 16日

5月 18日

3月 16日第 2回
第 3回
第 4回

6月 15日第 5回

第 6回

9月 21日

7月20日

10月 19日

8月 24日第 7回
第 8回
第 9回

11月 16日第 10回

毎月、季節の花材を使っておこなう実習講座。

京都教室

北見宗樹業躰

ご受講の皆様に大変ご満足いただいております！

2022年度 講習会受講者の声 灰形講習会

2022年度実施の会場の様子

3 お問い合わせ・お申し込みは 淡交社営業企画部（京都）　☎ 075-432-4090



▼一人一人にご指導していただける時間があり、質問も
しやすい。（女性）

▼これまでまったく灰形をやってこなかったが、1年近く
通って、自分で切った灰形で茶会にお客様を招ける
ぐらいになれた。（女性）

▼御家元が現在ご指導されている灰形や茶花を直接
学ぶことができる。（男性、茶花も受講）

▼実習中、一人一人の元を回ってご指導していただける。微妙な力加減やコツが掴みやすい。
（男性）

灰形講習会
【 期 間 】2023年2月～11月 （全10回）

【 会 場 】淡交社 茶研ビル2F

【 クラス 】火曜クラス・木曜クラス・土曜クラス 【 定　員 】各20名 ※椅子席のご用意もございます

【 会　費 】1回　11,000円（税込）
※会費は5回分ずつを前納 【 時 間 】午前の講座 10時～12時

午後の講座 13時～15時
※ご希望のクラスと時間をお選びください

【土曜クラス】講師：北見宗樹業躰

第 1回

4月 8日

2月 11日㊗

5月 13日

3月 11日第 2回
第 3回
第 4回

6月 10日第 5回

第 6回

9月 16日

7月 15日

10月 14日

8月 19日第 7回
第 8回
第 9回

11月 11日第 10回

【木曜クラス】講師：鮒子田宗惠業躰

第 1回

4月 6日

2月 9日

5月 11日

3月 9日第 2回
第 3回
第 4回

6月 8日第 5回

第 6回

9月 14日

7月 13日

10月 12日

8月 17日第 7回
第 8回
第 9回

11月 9日第 10回

【火曜クラス】講師：庄司宗健業躰

第 1回

4月 4日

2月 7日

5月 9日

3月 7日第 2回
第 3回
第 4回

6月 6日第 5回

第 6回

9月 12日

7月 11日

10月 10日

8月 22日第 7回
第 8回
第 9回

11月 7日第 10回

第 1回

二文字押切

灰の話・釡の据え方

二文字押切

二文字押切第 2回
第 3回
第 4回

丸灰第 5回

第 6回

遠山

二文字押切・火入

二文字掻上

遠山第 7回
第 8回
第 9回

復習と1年間のまとめ第 10回

北見宗樹業躰

庄司宗健業躰

鮒子田宗惠業躰

【カリキュラム】

QRコードからも
お申込みできます

風炉を使い実習を中心に学ぶ実践講座。

今日庵業躰部に学ぶ茶の湯特別講習会 今日庵業躰部に学ぶ茶の湯特別講習会

京都教室

QRコードからも
お申込みできます

茶花の入れ方教室
【　期 間　】2023年2月～11月 （全10回）

【　会 場　】淡交社　茶研ビル2F

【　定　員　】各20名
※椅子席のご用意もございます

【　会　費　】1回　13,200円（税込）
※会費は5回分ずつを前納

【　時 間　】午前の講座 10時～12時
午後の講座 13時～15時 ※ご希望の時間をお選びください

【木曜日】講師：北見宗樹業躰

第 1回

4月 13日

2月 16日

5月 18日

3月 16日第 2回
第 3回
第 4回

6月 15日第 5回

第 6回

9月 21日

7月20日

10月 19日

8月 24日第 7回
第 8回
第 9回

11月 16日第 10回

毎月、季節の花材を使っておこなう実習講座。

京都教室

北見宗樹業躰

ご受講の皆様に大変ご満足いただいております！

2022年度 講習会受講者の声 灰形講習会

2022年度実施の会場の様子

4お問い合わせ・お申し込みは 淡交社営業企画部（京都）　☎ 075-432-4090



【土曜クラス】講師：大内宗哲業躰
第 1回

4月 22日

2月 11日㊗

5月20日

3月 18日第 2回
第 3回
第 4回

6月 24日第 5回

第 6回

9月 9日

7月 8日

10月 14日

8月 26日第 7回
第 8回
第 9回

11月 11日第10回大内宗哲業躰

【火曜クラス】講師：中野宗剛業躰
第 1回

4月 4日

2月 7日

5月 9日

3月 7日第 2回
第 3回
第 4回

6月 13日第 5回

第 6回

9月 12日

7月 11日

10月 10日

8月 22日第 7回
第 8回
第 9回

11月 7日第10回中野宗剛業躰

徳丸宗敏業躰

（炉） ①午前 ②午後

第1回

3月19日

2月 5日

4月 9日

2月19日
3月19日

2月 5日

4月16日

2月19日第2回
第3回
第4回

【日曜日】講師：徳丸宗敏業躰

第1回

6月18日

5月 7日

7月 9日

5月14日
6月18日

5月 7日

7月23日

5月14日第2回
第3回
第4回

③午前 ④午後（風炉）

QRコードからも
お申込みできます

QRコードからも
お申込みできます

【カリキュラム】
・ 茶事の「客の心得」についてのお話（座学）
・ 待合、初座から中立ちまでを学ぶ
・ 茶懐石料理のいただき方を学ぶ（実食）
・ 茶事の「亭主の心得」についてのお話（座学）
・ 中立ちから後座、送り礼までを学ぶ
・ 正午の茶事（通し） ※講師は指導のみ

第1回

第2回

第3回

第4回

【金曜日】講師：吉田宗浩業躰
第 1回

4月 28日

2月 24日

5月 26日

3月 24日第 2回
第 3回
第 4回

6月 23日第 5回

第 6回

9月 22日

7月28日

10月 27日

8月 25日第 7回
第 8回
第 9回

11月 24日第10回吉田宗浩業躰

戸田宗寛業躰

（炉） ①午前 ②午後

第1回

3月 8日

2月 8日

4月 5日

2月22日
3月 8日

2月 8日

4月19日

2月22日第2回
第3回
第4回

【水曜日】講師：戸田宗寛業躰

第1回

6月28日

5月24日

7月 12日

6月 21日
6月28日

5月24日

7月19日

6月 21日第2回
第3回
第4回

③午前 ④午後（風炉）

【カリキュラム】
・ 茶事の「客の心得」についてのお話（座学）
・待合、初座から中立ちまでを学ぶ
・ 茶懐石料理のいただき方を学ぶ（実食）
・ 茶事の「亭主の心得」についてのお話（座学）
・中立ちから後座、送り礼までを学ぶ
・ 正午の茶事（通し）※講師は指導のみ

第1回

第2回

第3回

第4回

花月教室
【　期　間　】2023年2月～11月 （全10回）

【　会　場　】淡交社　茶室「龍翔庵」

【　クラス　】火曜クラス・土曜クラス 【　定　員　】各10名

【　会　費　】1回　11,000円（税込）　※会費は5回分ずつを前納
参加資格  淡交会正会員以上の資格が必要となります 【　時　間　】午前の講座 10時～12時

午後の講座 13時～15時
※ご希望のクラスと時間をお選びください

花月をより理解するための基本（平花月など）を学ぶ実践講座。

今日庵業躰部に学ぶ茶の湯特別講習会

京都教室

レベルアップ講座

茶事教室 全4回

【　期　間　】（炉）2023年2月～4月／（風炉）5月～7月

【　会　場　】淡交社　茶室「龍翔庵」

【　料　理　】祇園 多ら里 【　定　員　】各10名 ※亭主・半東を含む。開催期間中に必ず一度は亭主か半東をして
　いただきます。担当していただく回は淡交社で決めさせていただきます

【　会　費　】全4回分　100,000円（税込）
※会費は全4回分を前納
参加資格  淡交会正会員以上の資格が必要となります

【　時　間　】第1回～第3回 午前の講座 10時～12時30分
午後の講座 13時30分～16時

第4回　正午の茶事 席入り 11時
※炉・午前①　炉・午後②　風炉・午前③　風炉・午後④
　ご希望の時間を①～④の中からお選びください

茶事経験があり、より深く学ぶことを希望する方向けの実践講座。
業躰部より直接指導を受け、正午の茶事の流れ、亭主や客の作法や心得を学びます。

京都教室

レベルアップ講座

花月教室
【 期 間 】2023年2月～11月 （全10回）

【 会 場 】淡交社 東京支社　茶室「慶交庵」 【 定　員 】各10名

【 会　費 】1回　11,000円（税込） ※会費は5回分ずつを前納
参加資格  淡交会正会員以上の資格が必要となります

【 時 間 】午前の講座 10時～12時
午後の講座 13時～15時
※ご希望の時間をお選びください

花月をより理解するための基本（平花月など）を学ぶ実践講座。

今日庵業躰部に学ぶ茶の湯特別講習会

東京教室

レベルアップ講座

茶事教室 全4回

【 期 間 】（炉）2023年2月～4月／（風炉）5月～7月

【 会 場 】淡交社 東京支社　茶室「慶交庵」

【 料 理 】懐石 山よし 【 定　員 】各8名
※亭主・半東を含む。開催期間中に必ず一度は亭主か半東をして
いただきます。担当していただく回は淡交社で決めさせていただきます

【 会　費 】全4回分 100,000円（税込）
※会費は全4回分を前納
参加資格  淡交会正会員以上の資格が必要となります

【 時　間 】第1回～第3回
午前の講座 10時～12時30分
午後の講座 13時30分～16時

第4回　正午の茶事 席入り 11時
※炉・午前①　炉・午後②　風炉・午前③　風炉・午後④
ご希望の時間を①～④の中からお選びください

茶事経験があり、より深く学ぶことを希望する方向けの実践講座。
業躰部より直接指導を受け、正午の茶事の流れ、亭主や客の作法や心得を学びます。

東京教室

レベルアップ講座 QRコードからも
お申込みできます

QRコードからも
お申込みできます

淡交会会員様限定

淡交会会員様限定

淡交会会員様限定 淡交会会員様限定

5 お問い合わせ・お申し込みは 淡交社営業企画部（京都）　☎ 075-432-4090



【土曜クラス】講師：大内宗哲業躰
第 1回

4月 22日

2月 11日㊗

5月20日

3月 18日第 2回
第 3回
第 4回

6月 24日第 5回

第 6回

9月 9日

7月 8日

10月 14日

8月 26日第 7回
第 8回
第 9回

11月 11日第10回大内宗哲業躰

【火曜クラス】講師：中野宗剛業躰
第 1回

4月 4日

2月 7日

5月 9日

3月 7日第 2回
第 3回
第 4回

6月 13日第 5回

第 6回

9月 12日

7月 11日

10月 10日

8月 22日第 7回
第 8回
第 9回

11月 7日第10回中野宗剛業躰

徳丸宗敏業躰

（炉） ①午前 ②午後

第1回

3月19日

2月 5日

4月 9日

2月19日
3月19日

2月 5日

4月16日

2月19日第2回
第3回
第4回

【日曜日】講師：徳丸宗敏業躰

第1回

6月18日

5月 7日

7月 9日

5月14日
6月18日

5月 7日

7月23日

5月14日第2回
第3回
第4回

③午前 ④午後（風炉）

QRコードからも
お申込みできます

QRコードからも
お申込みできます

【カリキュラム】
・ 茶事の「客の心得」についてのお話（座学）
・待合、初座から中立ちまでを学ぶ
・ 茶懐石料理のいただき方を学ぶ（実食）
・ 茶事の「亭主の心得」についてのお話（座学）
・中立ちから後座、送り礼までを学ぶ
・ 正午の茶事（通し）※講師は指導のみ

第1回

第2回

第3回

第4回

【金曜日】講師：吉田宗浩業躰
第 1回

4月 28日

2月 24日

5月 26日

3月 24日第 2回
第 3回
第 4回

6月 23日第 5回

第 6回

9月 22日

7月28日

10月 27日

8月 25日第 7回
第 8回
第 9回

11月 24日第10回吉田宗浩業躰

戸田宗寛業躰

（炉） ①午前 ②午後

第1回

3月 8日

2月 8日

4月 5日

2月22日
3月 8日

2月 8日

4月19日

2月22日第2回
第3回
第4回

【水曜日】講師：戸田宗寛業躰

第1回

6月28日

5月24日

7月 12日

6月 21日
6月28日

5月24日

7月19日

6月 21日第2回
第3回
第4回

③午前 ④午後（風炉）

【カリキュラム】
・ 茶事の「客の心得」についてのお話（座学）
・ 待合、初座から中立ちまでを学ぶ
・ 茶懐石料理のいただき方を学ぶ（実食）
・ 茶事の「亭主の心得」についてのお話（座学）
・ 中立ちから後座、送り礼までを学ぶ
・ 正午の茶事（通し） ※講師は指導のみ

第1回

第2回

第3回

第4回

花月教室
【 期 間 】2023年2月～11月 （全10回）

【 会 場 】淡交社　茶室「龍翔庵」

【 クラス 】火曜クラス・土曜クラス 【 定　員 】各10名

【 会　費 】1回　11,000円（税込） ※会費は5回分ずつを前納
参加資格  淡交会正会員以上の資格が必要となります 【 時 間 】午前の講座 10時～12時

午後の講座 13時～15時
※ご希望のクラスと時間をお選びください

花月をより理解するための基本（平花月など）を学ぶ実践講座。

今日庵業躰部に学ぶ茶の湯特別講習会

京都教室

レベルアップ講座

茶事教室 全4回

【 期 間 】（炉）2023年2月～4月／（風炉）5月～7月

【 会 場 】淡交社　茶室「龍翔庵」

【 料 理 】祇園 多ら里 【 定　員 】各10名 ※亭主・半東を含む。開催期間中に必ず一度は亭主か半東をして
いただきます。担当していただく回は淡交社で決めさせていただきます

【 会　費 】全4回分 100,000円（税込）
※会費は全4回分を前納
参加資格  淡交会正会員以上の資格が必要となります

【 時　間 】第1回～第3回 午前の講座 10時～12時30分
午後の講座 13時30分～16時

第4回　正午の茶事 席入り 11時
※炉・午前①　炉・午後②　風炉・午前③　風炉・午後④
ご希望の時間を①～④の中からお選びください

茶事経験があり、より深く学ぶことを希望する方向けの実践講座。
業躰部より直接指導を受け、正午の茶事の流れ、亭主や客の作法や心得を学びます。

京都教室

レベルアップ講座

花月教室
【　期　間　】2023年2月～11月 （全10回）

【　会　場　】淡交社 東京支社　茶室「慶交庵」 【　定　員　】各10名

【　会　費　】1回　11,000円（税込）　※会費は5回分ずつを前納
参加資格  淡交会正会員以上の資格が必要となります

【　時　間　】午前の講座 10時～12時
午後の講座 13時～15時
※ご希望の時間をお選びください

花月をより理解するための基本（平花月など）を学ぶ実践講座。

今日庵業躰部に学ぶ茶の湯特別講習会

東京教室

レベルアップ講座

茶事教室 全4回

【　期　間　】（炉）2023年2月～4月／（風炉）5月～7月

【　会　場　】淡交社 東京支社　茶室「慶交庵」

【　料　理　】懐石 山よし 【　定　員　】各8名
※亭主・半東を含む。開催期間中に必ず一度は亭主か半東をして
いただきます。担当していただく回は淡交社で決めさせていただきます

【　会　費　】全4回分　100,000円（税込）
※会費は全4回分を前納
参加資格  淡交会正会員以上の資格が必要となります

【　時　間　】第1回～第3回
午前の講座 10時～12時30分
午後の講座 13時30分～16時

第4回　正午の茶事 席入り 11時
※炉・午前①　炉・午後②　風炉・午前③　風炉・午後④
ご希望の時間を①～④の中からお選びください

茶事経験があり、より深く学ぶことを希望する方向けの実践講座。
業躰部より直接指導を受け、正午の茶事の流れ、亭主や客の作法や心得を学びます。

東京教室

レベルアップ講座 QRコードからも
お申込みできます

QRコードからも
お申込みできます

淡交会会員様限定

淡交会会員様限定

淡交会会員様限定 淡交会会員様限定

6お問い合わせ・お申し込みは 淡交社営業企画部（東京）　☎ 03-5379-3227



▼茶花に関する様々な知識を講座の中でお話していた
だける。（女性）

▼実習で使った季節の花材を毎回持ち帰ることが
でき、自宅でも飾れるのが嬉しい。（女性）

▼自分の入れた茶花を茶席に飾れるのが嬉しい。
（女性）

▼自分が入れた花を実際に床に飾った上で修正点やアドバイスを詳細に聞ける。他の人へ
のご指導も聞けるので勉強になる。（女性）

2022年度実施の会場の様子

灰形講習会
【　期　間　】2023年2月～11月 （全10回）

【　会　場　】淡交社 東京支社9F

【　クラス　】月曜クラス・金曜クラス・日曜クラス 【　定　員　】各15名 ※椅子席のご用意もございます

【　会　費　】1回　11,000円（税込）
※会費は5回分ずつを前納 【　時　間　】午前の講座 10時～12時

午後の講座 13時～15時
※ご希望のクラスと時間をお選びください

【月曜クラス】講師：加藤宗雄業躰

第 1回

4月 10日

2月 13日

5月 15日

3月 13日第 2回
第 3回
第 4回

6月 12日第 5回

第 6回

9月 11日

7月 10日

10月 16日

8月 21日第 7回
第 8回
第 9回

11月 13日第 10回

【金曜クラス】講師：石川宗浩業躰

第 1回

4月 7日

2月 10日

5月 12日

3月 10日第 2回
第 3回
第 4回

6月 9日第 5回

第 6回

9月 8日

7月 7日

10月 13日

8月 18日第 7回
第 8回
第 9回

11月 10日第 10回

【日曜クラス】講師：吉田宗浩業躰

第 1回

4月 9日

2月 12日

5月 14日

3月 12日第 2回
第 3回
第 4回

6月 11日第 5回

第 6回

9月 10日

7月 9日

10月 15日

8月20日第 7回
第 8回
第 9回

11月 12日第 10回

第 1回

二文字押切

灰の話・釡の据え方

二文字押切

二文字押切第 2回
第 3回
第 4回

丸灰第 5回

第 6回

遠山

二文字押切・火入

二文字掻上

遠山第 7回
第 8回
第 9回

復習と1年間のまとめ第 10回

加藤宗雄業躰

吉田宗浩業躰

石川宗浩業躰

【カリキュラム】

風炉を使い実習を中心に学ぶ実践講座。

今日庵業躰部に学ぶ茶の湯特別講習会 今日庵業躰部に学ぶ茶の湯特別講習会

東京教室 茶花の入れ方教室
【 期 間 】2023年2月～11月（全10回）

【 会 場 】淡交社 東京支社9F

【 定　員 】各15名
【 会　費 】1回　13,200円（税込）

※会費は5回分ずつを前納

【 時 間 】午前の講座 10時～12時
午後の講座 13時～15時 ※ご希望の時間をお選びください

【火曜日】講師：中島宗爵業躰

第 1回

4月 4日

2月 7日

5月 9日

3月 7日第 2回
第 3回
第 4回

6月 6日第 5回

第 6回

9月 5日

7月 11日

10月 10日

8月 8日第 7回
第 8回
第 9回

11月 7日第 10回

毎月、季節の花材を使っておこなう実習講座。

東京教室

中島宗爵業躰

ご受講の皆様に大変ご満足いただいております！

2022年度 講習会受講者の声 茶花の入れ方教室

QRコードからも
お申込みできます

QRコードからも
お申込みできます

7 お問い合わせ・お申し込みは 淡交社営業企画部（東京）　☎ 03-5379-3227



▼茶花に関する様々な知識を講座の中でお話していた
だける。（女性）

▼実習で使った季節の花材を毎回持ち帰ることが
でき、自宅でも飾れるのが嬉しい。（女性）

▼自分の入れた茶花を茶席に飾れるのが嬉しい。
（女性）

▼自分が入れた花を実際に床に飾った上で修正点やアドバイスを詳細に聞ける。他の人へ
のご指導も聞けるので勉強になる。（女性）

2022年度実施の会場の様子

灰形講習会
【 期 間 】2023年2月～11月 （全10回）

【 会 場 】淡交社 東京支社9F

【 クラス 】月曜クラス・金曜クラス・日曜クラス 【 定　員 】各15名 ※椅子席のご用意もございます

【 会　費 】1回　11,000円（税込）
※会費は5回分ずつを前納 【 時 間 】午前の講座 10時～12時

午後の講座 13時～15時
※ご希望のクラスと時間をお選びください

【月曜クラス】講師：加藤宗雄業躰

第 1回

4月 10日

2月 13日

5月 15日

3月 13日第 2回
第 3回
第 4回

6月 12日第 5回

第 6回

9月 11日

7月 10日

10月 16日

8月 21日第 7回
第 8回
第 9回

11月 13日第 10回

【金曜クラス】講師：石川宗浩業躰

第 1回

4月 7日

2月 10日

5月 12日

3月 10日第 2回
第 3回
第 4回

6月 9日第 5回

第 6回

9月 8日

7月 7日

10月 13日

8月 18日第 7回
第 8回
第 9回

11月 10日第 10回

【日曜クラス】講師：吉田宗浩業躰

第 1回

4月 9日

2月 12日

5月 14日

3月 12日第 2回
第 3回
第 4回

6月 11日第 5回

第 6回

9月 10日

7月 9日

10月 15日

8月20日第 7回
第 8回
第 9回

11月 12日第 10回

第 1回

二文字押切

灰の話・釡の据え方

二文字押切

二文字押切第 2回
第 3回
第 4回

丸灰第 5回

第 6回

遠山

二文字押切・火入

二文字掻上

遠山第 7回
第 8回
第 9回

復習と1年間のまとめ第 10回

加藤宗雄業躰

吉田宗浩業躰

石川宗浩業躰

【カリキュラム】

風炉を使い実習を中心に学ぶ実践講座。

今日庵業躰部に学ぶ茶の湯特別講習会 今日庵業躰部に学ぶ茶の湯特別講習会

東京教室 茶花の入れ方教室
【　期 間　】2023年2月～11月 （全10回）

【　会 場　】淡交社 東京支社9F

【　定　員　】各15名
【　会　費　】1回　13,200円（税込）

※会費は5回分ずつを前納

【　時 間　】午前の講座 10時～12時
午後の講座 13時～15時 ※ご希望の時間をお選びください

【火曜日】講師：中島宗爵業躰

第 1回

4月 4日

2月 7日

5月 9日

3月 7日第 2回
第 3回
第 4回

6月 6日第 5回

第 6回

9月 5日

7月 11日

10月 10日

8月 8日第 7回
第 8回
第 9回

11月 7日第 10回

毎月、季節の花材を使っておこなう実習講座。

東京教室

中島宗爵業躰

ご受講の皆様に大変ご満足いただいております！

2022年度 講習会受講者の声 茶花の入れ方教室

QRコードからも
お申込みできます

QRコードからも
お申込みできます

8お問い合わせ・お申し込みは 淡交社営業企画部（東京）　☎ 03-5379-3227



釜をいためず空気もよごれない
簡単な操作で使える安全設計です

＊サンアイの電熱炉は、有名デパート、全国茶道具店、
　茶舗・花器店でお求めいただけます。

＊淡交社店舗営業部でもお求めいただけます。下記へご連絡ください。
　TEL 075-432-5151（平日9：00〜17：00）

　FAX 0120-310-278（24時間受付）置炉（女桑）

風炉（白さつま）

＊製品の仕様などに関するお問い合わせは下記へ。
有限会社サンアイ｜埼玉県越谷市東大沢3-1-11｜TEL 048-976-0321｜FAX 048-976-0332｜http://www.sanai-tech.co.jp

◉  どの製品も炭の形を模した陶製の電熱器を使用。
◉ ゆかに埋め込む炉壇は、4段階の切替スイッチ付き。
 畳の表面にコードを見せずにセットできます。
◉  電熱器を陶器にセットした風炉は、
 香入、まえかわらけ、敷板付き。
◉  置炉は炉壇を設置できないお部屋で使えます。

サンアイの電熱炉
野々田式電熱炉を作り続けて43年。これからも信頼の技術力でその歴史を継承していきます。

PR



【お問い合わせ】　淡交社営業企画部　淡交カルチャーWEB担当　cultureweb@tankosha.co.jp
淡交カルチャーWEB　https://www.video.tankosha.co.jp/

オンライン茶会・講座の
情報はこちら

https://www.video.tankosha.co.jp/

いつでも、どこでも、お手軽に、
茶の湯動画を愉しみませんか？

茶の湯にまつわる多彩なテーマのもと、
各界で活躍する講師陣が分かりやすく

レクチャーいたします。

〈好評配信中〉
・辻留 懐石料理講座 風炉編（平晴彦）　・末富 和菓子講座（山口富藏）
・灰形を整える（中尾宗勢）　・英語でおもてなし講座（ブルース濱名宗整）　・金つくろい講座（石原律枝）
・自宅で楽しむ袋もの講座（大澤実千世）　・中国語でおもてなし講座（李宗珵）
・茶の禅に学ぶ（米澤宗昭） など

各種オンライン茶会、オンライン講座を
随時開催しております。

10
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定員 20名（1席）

参加費 28,000円（税込）

会場 三井寺（正式名称は長等山園城寺）

※ご都合のよいお日にち、お席をお選びください。
【集合場所】JR湖西線大津京駅（JR京都駅より2駅目）
※三井寺との間は貸切バスで送迎（会場に直行も可能）
※参加いただくお席の時刻の1時間前にご集合いただきます

【 時 間 】 1席目 9：30 〜
2席目 10：30 〜
3席目 11：30 〜
4席目 12：30 〜
5席目 13：30 〜

2023年3月24日（金）・25日（土）

大津市にある天台宗門宗の総本山三井寺（長等山園城寺）は、7世紀に天智天皇ゆかりの寺として創建され、
本朝四箇大寺に数えられる大寺院です。広大な境内には、国宝の金堂・重要文化財の堂塔伽藍・西国第十四
番札所に指定される観音堂等も立ち並ぶ近江を代表する名刹です。前回の「国宝・光浄院客殿（非公開）」
に続き、この度は「国宝・勧学院客殿（非公開）」にて茶席を設け、加えて三井寺に伝わる所蔵品を特別展示
します。
建築の技や庭園、他の重要文化財の美術品などの鑑賞も楽しめます。

琵琶湖のほとり西国第十四番札所

三井寺 春の特別茶会
～国宝・勧学院客殿で茶会～

華麗な障壁画が映える勧学院客殿の内部華麗な障壁画が映える勧学院客殿の内部

滋賀



12お問い合わせ・お申し込みは 淡交社営業企画部（京都）　☎ 075-432-4090

勧学院客殿

三井寺の学問所として創建され、以後
は優れた学僧が住したことより「碩学
の名室」と称される。 現在の建物は
毛 利 輝 元（1553～1625年 ） によっ
て再建。桃山時代を代表する「書院
造」の代表的遺構として国宝に指定。
1985年米国ニューヨークのメトロポリ
タン美術館に一之間が復元され日本文
化を伝える一助となる。

内容

【国宝・勧学院客殿】
 待合 福家長吏の建築の解説
 茶席 続き薄茶（椅子席）
  茶席担当 北野宗道
 展観席 三井寺の寺宝を特別展示

【総本山事務所】
 点心席 三井寺伝統の精進料理（椅子席）※精進料理の解説有り

【山内見学】僧侶の解説有り
	 	勧学院書院の障壁画は複製です。文化財収蔵庫に立寄り、障壁画の現物を鑑賞します

境内にある村雲橋の桜境内にある村雲橋の桜

三井寺伝統の精進点心三井寺伝統の精進点心
※写真はイメージです※写真はイメージです

松尾芭蕉の句にも詠まれた松尾芭蕉の句にも詠まれた
大門（仁王門）大門（仁王門）

国宝・勧学院客殿外観国宝・勧学院客殿外観



13 お問い合わせ・お申し込みは 淡交社営業企画部（京都）　☎ 075-432-4090

月心寺の精進膳月心寺の精進膳

茶室 倚翠亭・憩寂庵茶室 倚翠亭・憩寂庵

「飛天図地紋丸釜（1933 年）」
橋本関雪 地紋図案 大西浄長作

関雪桜植樹関雪桜植樹
許可証許可証

関雪桜関雪桜

会場 白沙村荘 橋本関雪記念館（京都市左京区）

2023年4月6日（木）・7日（金）

琵琶湖疏水の分線沿いに続く「哲学の道」には数多くの桜が植
えられ、一部は日本画家橋本関雪ゆかりの「関雪桜」として、多
くの方に親しまれています。桜が咲き誇り、春爛漫の美しい時期
に、関雪桜の並木を生んだ逸話に触れながら、通常非公開の茶室

「倚
い

翠
すい

亭
てい

」で関雪夫婦ゆかりの茶道具でおもてなし。大正時代に
おける異才たちが分野を越えて、創作を共にした当時京都の一端
をも知っていただける一会です。

哲学の道 関雪桜茶会
橋本関雪生誕140年記念

【 時 間 】 1席目  9：30 〜
2席目 10：30 〜
3席目 11：30 〜

4席目 12：30 〜
5席目 13：30 〜

定員 10名（1席）

内容 濃茶席　橋本眞次（橋本関雪記念館副館長）
煎茶席　佃梓央（一茶庵宗家嫡承）
鑑賞席　 橋本関雪の作品とゆかりのある茶道具

を特別鑑賞
点心席　料理：月心寺の精進膳
橋本家の菩提寺「瑞米山 月心寺」村瀬明道尼
直伝の胡麻豆腐をご提供いたします

参加費 28,000円（税込）

※�ご都合のよいお日にち、
お席をお選びください

京都

橋本関雪（1883～1945）
は神戸出身。
四 条 派 の 写 実 的 な 動 物
の描写を取り入れた新南
画、新古典と呼ばれる絵
画を次々と発表し、官展
で受賞を重ねるなど、大
正・ 昭 和 期 の 画 壇 にお
いて中心的人物の一人と
なった

よね夫人（1876～1933）
は京都出身。
関雪と京都で出会い翌年
に結婚する。画家を目指
す無名の青年であった関
雪を支え続けた。
1921年スペイン風 邪 が
世界的なパンデミックを
迎えていた頃、よね夫人
の提案により京都市に桜
を寄贈した。

「昨 今、 世 情も暗く、 せ
めて皆様の気持だけでも
華やかとなるように桜を
植えることを考えた」と
いう一文が残っている

※現地集合、解散

※料理写真はイメージです
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2023年9月29日（金）【 時 間 】 1席目 15：00 〜　2席目 16：00 〜　3席目 17：00 〜

定員 24名（最少催行人数19名）

内容 密教の世界観を感じる特別拝観　国宝「金堂」と重要文化財「五重塔」など
重要文化財「飛濤亭」で茶席　席主　鈴木宗博（裏千家教授）　濃茶（続き薄茶）
演奏会 人間国宝・藤舎名生氏の笛演奏／仁和寺僧侶の声明
宸殿で辻留の点心席
境内散策　御殿や二王門などのライトアップ	

参加費 100,000円（税込）

� ※各席の定員は8名です　※ご都合のよいお席をお選びください

辻留の料理

夜の特別拝観

僧侶の声明僧侶の声明重要文化財 飛濤亭重要文化財 飛濤亭

真言宗御室派総本山・仁和寺。「旧御室御所」とも呼ばれる世界文化遺産を舞台に特別な時間をご提供します。
光格天皇遺愛の茶室「飛濤亭」での茶席や通常非公開の「金堂」「五重塔」の特別拝観、宵の刻からは貸し
切りの境内にて人間国宝・藤舎名生氏の横笛の調べで中秋の名月をご堪能いただくプレミアムプランです。

世界遺産 
仁和寺で過ごす贅沢な秋

と

宵
き

飛濤亭で茶を愉しみ横笛の調べで名月を愛でる 京都

藤舎名生氏プロフィール
1941年東京生まれ。藤舎流笛家
元、人間国宝。京都芸妓の笛指導
に携わりながら、歌舞伎、ジャズな
ど幅広い音楽活動を展開。1994年
にローマにてローマ法王パウロ2世
に献奏、ニューヨーク・カーネギー
リサイタルホールにてコンサートを
行うなど、海外でも活躍し高評価を
得る。2021年に旭日小綬章

宿泊費 200,000円（税込）（1泊料金、3名様までご利用いただけます）

内容 ・国宝「金堂」での朝の勤行と法話
・中東篤志氏による朝食とお話
・ 僧侶と一緒に過ごすひと時 
通常非公開エリアのご案内

話題の仁和寺「松林庵」を1棟貸切で宿泊茶会参加者限定

※	松林庵（通常非公開）：仁和寺の寺侍、寺医を務めた名家「久富家」の屋敷をリノベーションした数寄屋造りの一棟。2階には居室のほかに、
茶室や仁和寺宝物が並ぶ展示室なども。伝統的な和室と家具が引き立て合うモダンな空間の中、ゆったりとお寛ぎいただけます

※お帰りの際はJR京都駅までお送りいたします（希望者のみ）
※料理写真はイメージです
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茶室「古香庵」

細見美術館細見美術館

点心会場の CAFÉ CUBE点心会場の CAFÉ CUBE

茶碗 志野 銘弁慶

茶室「古香庵」床　鈴木其一筆　歳首の図　茶室「古香庵」床　鈴木其一筆　歳首の図　
2022 年「淡交」新年号を中心に、連載誌面で紹介された美術館の2022 年「淡交」新年号を中心に、連載誌面で紹介された美術館の
名品も実際に茶席で触れ、展観席で間近にご覧いただけます名品も実際に茶席で触れ、展観席で間近にご覧いただけます細見良行館長細見良行館長

会場 細見美術館（京都市左京区）

2023年1月27日（金）・28日（土）

月刊誌「淡交」で好評を博した連載「細見古香庵　数寄がたり」。
細見美術館（京都市左京区）の細見良行館長に細見コレクション
の壮大な数寄世界をご紹介いただいています。一年間の連載が終
了した後の集大成として、そして、新しい年の寿ぎの席として、細
見美術館の茶室「古香庵」としても久々となる茶会を初釜の趣向で
催します。仏教美術と琳派で名高いコレクションを愛でながら細見
館長と語らう、新春のめでたい数寄のひとときをお愉しみください。

細見美術館古香庵
「数寄がたり」新春寿ぎ茶会

「淡交」連載連動企画

【 時 間 】 1席目 10：00 〜
2席目 11：30 〜
3席目 13：00 〜
4席目 14：30 〜

定員 15名（1席）

内容 茶席　　席主 
　　　　細見良行（細見美術館館長、今日庵老分）（続き薄茶） 
　　　　茶室「古香庵」
展観席
点心席　料理：三友居（細見美術館「CAFÉ CUBE」）

美術館展覧会鑑賞

参加費 35,000円（税込）

※�ご都合のよいお日にち、
お席をお選びください

京都
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松平不昧公松平不昧公

守貧庵　腰掛待合蹲と守貧庵蹲と守貧庵

会場 大橋茶寮（東京メトロ日比谷線「神谷町駅」より徒歩5分）

2023年4月15日（土）・16日（日）

松江藩７代藩主 松平不
ふ

昧
まい

公は茶道具の目利きとしても名高く、蒐
集した美術品に加え、自ら茶器、銘菓、茶室を好む茶の湯の造詣に
深い大名でした。
東京都港区にある市中の山居 大橋茶寮には不昧公好みの茶室「守

しゅ

貧
ひん

庵
あん

」があり、ゆかりの茶器も所蔵されております。
大名茶人の名品と席主 大橋宗乃先生が交わる一席。陽春の一日を
お愉しみください。

大橋茶寮 不昧茶会
松平不昧公ゆかりの名品でおもてなし

【 時 間 】 1席目 10：00 〜
2席目 11：00 〜
3席目 12：00 〜
4席目 13：00 〜

定員 10名（1席）

席主 大橋宗乃
内容 濃茶席　薄茶席　点心席

参加費 32,000円（税込）

※�ご都合のよいお日にち、
お席をお選びください

東京



講義＋茶会 ～茶の湯の歳時記～
折々の趣向の講義を通して学んだ後、それにまつわる趣向の
茶会をお楽しみいただきます。
講義を経ることで、席中に
てお道具の取合せを発見で
き、より理解を深めることが
できます。
少人数でゆったりお楽しみ
いただく茶会です。
※5回すべてにお申し込みの方に
は会費を1割引きいたします

定員 10名（1席）

講師･席主 藤井宗悦・宗文
会費 23,000円（税込）

※点心付き
会場 淡交社茶室「慶交庵」および東京教室

初釜 2023年  1月29日（日）　
吉野山 2023年  4月23日（日）
蛍の夕べ 2023年  5月28日（日）
陰陽五行 2023年  8月27日（日）
玄猪 2023年11月26日（日）

1席目 10：00（茶席→講義→点心）
2席目 11：00（講義→点心→茶席）

【時間】

お問い合わせは 淡交社営業企画部（東京）まで

予告

2023年4月、
皆さまを特別な沖縄へご案内いたします。
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会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

会費 32,000円（税込）
定員 7名

茶事教室

茶会・茶事

講師 飯島宗照

［茶事入門］ 初心者のための正午の茶事 ～炉の趣向で～

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

会費 37,000円（税込）
定員 8名2023年11月3日（金・祝）・4日（土）

講師 米澤宗昭

淡交社「龍翔庵」での 新春茶会

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

会費 22,000円（税込）
定員 15名

2023年1月30日（月）
1席目 10：00
2席目 14：00

【時間】 ※ご都合のよいお席をお選びください
※点心付き

席主 吉岡宗直

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

会費 32,000円（税込）
定員 5名

講師 佐山宗準

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

会費 32,000円（税込）
定員 5名

講師 佐山宗準

雪月花の茶事

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

会費 40,000円（税込）
定員 8名（各会）

月の会（跡見） 2023年9月3日（日）
雪の会（大炉・正午） 2024年2月4日（日）
花の会（夕去り） 2024年3月24日（日）

11：00【時間】 ※ご都合のよい会をお選びください

席主 藤井宗悦

朝茶事・飯後の茶事

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

会費 32,000円（税込）
定員 5名

2023年6月29日（木）・30日（金）
朝茶事 8：00
飯　後 12：00

【時間】

※ご都合のよい日時をお選びください
※飯後の懐石は正午とほぼ同じ内容でお出しいたします（順番は異なります）

茶飯釜の茶事
2023年2月28日（火）

午前の席 10：30
午後の席 13：30

【時間】

※ご都合のよい日時をお選びください

大炉の茶事
2023年2月12日（日）

午前の席 10：30
午後の席 14：00

【時間】

※ご都合のよい日時をお選びください

茶書に見る 立礼の茶事
2023年12月9日（土）・10日（日）

午前の席 11：00
午後の席 15：00

【時間】

※ご都合のよい日時をお選びください

11：00【時間】 ※ご都合のよい日をお選びください

講師 佐山宗準

炉開きに合わせた炉の趣向の茶事教室です。亭主や正客などそれぞれ
役を決め、先生に分かりやすく指導していただきます。茶事をしてみた
い方、茶事に参加できるようになりたい方におすすめの教室です。

季節に合わせた3つの茶事でおもてなしいたします。

定員 6名

茶事実践入門クラス
講師 佐山宗準

会費 1回 29,000円（税込）
※会費は半期ごとに前納
※若干名の募集となります
その他日程・曜日のクラスも空き状況により参加
可能ですのでお問い合わせください

入会金 要

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

正午の茶事を1年かけて、露地まわりなど水屋の仕事一切を実践しな
がら学べます。年間を通じて亭主・半東・正客・詰などの勉強をしてい
ただくことができます。少人数でのおもてなしを学ぶ絶好の機会です。

定員 12名

講師 藤井宗悦・宗文

会費 1回 32,000円（税込）
※会費は半期ごとに前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

11：00 ～ 15：30【時間】

11：00 ～ 16：00【時間】

木 曜
第1回 2023年 1月12日
第2回  3月23日
第3回  5月25日

前
期

第4回 2023年 7月27日
第5回  9月21日
第6回  11月9日

後
期

メンバー制の茶事教室
年間を通して固定メンバーで行う茶事教室です。全6回で全員が亭主・
半東・正客や次客以降をローテーションして担当し、実践を通して茶事
のノウハウを学ぶことができます。

月 曜 講習内容
第1回 2023年 5月8日 正午の茶事（端午）
第2回  7月3日 朝茶茶事（涼一味）
第3回  9月11日 正午の茶事（重陽）
第4回  12月11日 夜咄の茶事（幽玄）
第5回 2024年 2月26日 大炉の茶事（節分）
第6回  3月11日 跡見の茶事（早春）

前
期

後
期

飯後

朝茶事
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会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

会費 32,000円（税込）
定員 7名

茶事教室

茶会・茶事

講師 飯島宗照

［茶事入門］ 初心者のための正午の茶事 ～炉の趣向で～

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

会費 37,000円（税込）
定員 8名2023年11月3日（金・祝）・4日（土）

講師 米澤宗昭

淡交社「龍翔庵」での 新春茶会

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

会費 22,000円（税込）
定員 15名

2023年1月30日（月）
1席目 10：00
2席目 14：00

【時間】 ※ご都合のよいお席をお選びください
※点心付き

席主 吉岡宗直

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

会費 32,000円（税込）
定員 5名

講師 佐山宗準

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

会費 32,000円（税込）
定員 5名

講師 佐山宗準

雪月花の茶事

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

会費 40,000円（税込）
定員 8名（各会）

月の会（跡見） 2023年9月3日（日）
雪の会（大炉・正午） 2024年2月4日（日）
花の会（夕去り） 2024年3月24日（日）

11：00【時間】 ※ご都合のよい会をお選びください

席主 藤井宗悦

朝茶事・飯後の茶事

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

会費 32,000円（税込）
定員 5名

2023年6月29日（木）・30日（金）
朝茶事 8：00
飯　後 12：00

【時間】

※ご都合のよい日時をお選びください
※飯後の懐石は正午とほぼ同じ内容でお出しいたします（順番は異なります）

茶飯釜の茶事
2023年2月28日（火）

午前の席 10：30
午後の席 13：30

【時間】

※ご都合のよい日時をお選びください

大炉の茶事
2023年2月12日（日）

午前の席 10：30
午後の席 14：00

【時間】

※ご都合のよい日時をお選びください

茶書に見る 立礼の茶事
2023年12月9日（土）・10日（日）

午前の席 11：00
午後の席 15：00

【時間】

※ご都合のよい日時をお選びください

11：00【時間】 ※ご都合のよい日をお選びください

講師 佐山宗準

炉開きに合わせた炉の趣向の茶事教室です。亭主や正客などそれぞれ
役を決め、先生に分かりやすく指導していただきます。茶事をしてみた
い方、茶事に参加できるようになりたい方におすすめの教室です。

季節に合わせた3つの茶事でおもてなしいたします。

定員 6名

茶事実践入門クラス
講師 佐山宗準

会費 1回 29,000円（税込）
※会費は半期ごとに前納
※若干名の募集となります
その他日程・曜日のクラスも空き状況により参加
可能ですのでお問い合わせください

入会金 要

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

正午の茶事を1年かけて、露地まわりなど水屋の仕事一切を実践しな
がら学べます。年間を通じて亭主・半東・正客・詰などの勉強をしてい
ただくことができます。少人数でのおもてなしを学ぶ絶好の機会です。

定員 12名

講師 藤井宗悦・宗文

会費 1回 32,000円（税込）
※会費は半期ごとに前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

11：00 ～ 15：30【時間】

11：00 ～ 16：00【時間】

木 曜
第1回 2023年 1月12日
第2回  3月23日
第3回  5月25日

前
期

第4回 2023年 7月27日
第5回  9月21日
第6回  11月9日

後
期

メンバー制の茶事教室
年間を通して固定メンバーで行う茶事教室です。全6回で全員が亭主・
半東・正客や次客以降をローテーションして担当し、実践を通して茶事
のノウハウを学ぶことができます。

月 曜 講習内容
第1回 2023年 5月8日 正午の茶事（端午）
第2回  7月3日 朝茶茶事（涼一味）
第3回  9月11日 正午の茶事（重陽）
第4回  12月11日 夜咄の茶事（幽玄）
第5回 2024年 2月26日 大炉の茶事（節分）
第6回  3月11日 跡見の茶事（早春）

前
期

後
期

飯後

朝茶事
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（3月～12月・全10回）
第1回 2023年 3月25日（土）
第2回  4月23日（日）
第3回  5月28日（日）
第4回  6月25日（日）
第5回  7月16日（日）

前
期

第6回 2023年 8月27日（日）
第7回  9月24日（日）
第8回  10月29日（日）
第9回  11月26日（日）
第10回 12月24日（日）

後
期

13：30～ 15：30【時間】

花月入門教室

講師 藤井宗悦・宗文

基礎知識習得から始め、平花月・炭付花月を中心に丁寧に学んでいただきます。初心者の方や花月を広く深く学びたい方まで、
安心してご受講下さい。講習内容はその都度講師より指定いたします。

松クラス（全6回）

定員 10名

会費 1回 7,900円（税込）
※会費は全6回分を前納

入会金 要
会場 淡交社　茶室「龍翔庵」

火 曜 講義内容
第1回 2023年5月23日 軸荘 雪月花（柵を使って）
第2回  7月25日 三友 炭付（柵を使って）
第3回  9月26日 且座 茶箱付（柵を使って）
第4回  11月21日 法磨 四畳半（運びにて）
第5回 2024年1月23日 濃茶付 員茶（台子を使って）
第6回  3月26日 茶カブキ 炭付（柵を使って）

13：00～ 15：30【時間】

講師 吉岡宗直

花クラス（全6回）

定員 10名

会費 1回 7,900円（税込）
※会費は全6回分を前納

入会金 要
会場 淡交社　茶室「龍翔庵」

火 曜
2023年 5月16日
 7月4日
 9月5日

2023年 11月28日
2024年 1月16日
 3月5日

初心者のための 花月ビギナークラス
初心者の方にむけて、花月のお話・所作・足の運びより始め、折据の扱いなど丁寧にゆっくり学んでいただきます。平花月から
徐々に様々な花月の式を習得していきます。まったく初めての方でも、どなたでも安心してご受講ください。

定員 10名

講師 吉岡宗直

会費 1回 7,000円（税込）
※会費は半期ごとに前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」13：00 ～ 15：00【時間】

吉岡宗直　プロフィール
1962年、奈良県生まれ。裏千家直門修竹会会員。奈良市立
一条高等学校茶道部講師。
2014年から淡交カルチャー花月入門花クラス講師森田宗
圓氏の助手を務める

会場 炭屋旅館（京都市）

会費 55,000円（税込） 定員 10名

席主 藤井宗悦・宗文

正午の茶事～端午の趣向～
2023年5月16日（火）

花月教室

炭屋のおもてなし あこがれの茶の湯の宿「炭屋旅館」にて、
藤井宗悦先生のおもてなしの茶事です。

小間での正午の茶事

会場 洛北洗心庵・鈴木宗博宅（京都市）

会費 36,000円（税込）
定員 5名

2023年2月25日（土）・26日（日）
午前の席 9：30
午後の席 13：30

【時間】

※ご都合のよい日時をお選びください

席主 鈴木宗博

辻留の懐石による
夜咄の茶事

会場 洛北洗心庵・鈴木宗博宅（京都市）

会費 49,000円（税込）
定員 10名

2023年11月25日（土）・26日（日）
16：00【時間】 ※ご都合のよい日をお選びください

席主 鈴木宗博

12：00【時間】

会場 炭屋旅館（京都市）

会費 55,000円（税込） 定員 10名

席主 藤井宗悦・宗文

大炉の茶事
2024年2月5日（月） 12：00【時間】

正午〈飯台でおもてなし〉・夕去りの茶事
～京都最古の商家ちおん舎にて花見の趣向を愉しむ～

会場 ちおん舎（京都最古の商家・千吉西村吉右衛門家の旧宅）
（地下鉄烏丸線「烏丸御池」駅より徒歩5分）

会費 42,000円（税込） 定員 4名

2023年4月16日（日）・17日（月）
正午 11：00　夕ざり 16：00【時間】

※ご都合のよい日時をお選びください

席主 佐山宗準

栄春寺 指心庵の茶事 茶事「一味禅」

会場 栄春寺 茶室「指心庵」（京都市伏見区）

会費 39,000円（税込） 定員 8名

2023年5月27日（土）・28日（日） 席主 米澤宗昭
11：00【時間】 ※ご都合のよい日をお選びください

近代数寄者が好んだような仏具を使った禅味のある茶事をお楽しみいただきます。
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（3月～12月・全10回）
第1回 2023年 3月25日（土）
第2回  4月23日（日）
第3回  5月28日（日）
第4回  6月25日（日）
第5回  7月16日（日）

前
期

第6回 2023年 8月27日（日）
第7回  9月24日（日）
第8回  10月29日（日）
第9回  11月26日（日）
第10回 12月24日（日）

後
期

13：30～ 15：30【時間】

花月入門教室

講師 藤井宗悦・宗文

基礎知識習得から始め、平花月・炭付花月を中心に丁寧に学んでいただきます。初心者の方や花月を広く深く学びたい方まで、
安心してご受講下さい。講習内容はその都度講師より指定いたします。

松クラス（全6回）

定員 10名

会費 1回 7,900円（税込）
※会費は全6回分を前納

入会金 要
会場 淡交社　茶室「龍翔庵」

火 曜 講義内容
第1回 2023年5月23日 軸荘 雪月花（柵を使って）
第2回  7月25日 三友 炭付（柵を使って）
第3回  9月26日 且座 茶箱付（柵を使って）
第4回  11月21日 法磨 四畳半（運びにて）
第5回 2024年1月23日 濃茶付 員茶（台子を使って）
第6回  3月26日 茶カブキ 炭付（柵を使って）

13：00～ 15：30【時間】

講師 吉岡宗直

花クラス（全6回）

定員 10名

会費 1回 7,900円（税込）
※会費は全6回分を前納

入会金 要
会場 淡交社　茶室「龍翔庵」

火 曜
2023年 5月16日
 7月4日
 9月5日

2023年 11月28日
2024年 1月16日
 3月5日

初心者のための 花月ビギナークラス
初心者の方にむけて、花月のお話・所作・足の運びより始め、折据の扱いなど丁寧にゆっくり学んでいただきます。平花月から
徐々に様々な花月の式を習得していきます。まったく初めての方でも、どなたでも安心してご受講ください。

定員 10名

講師 吉岡宗直

会費 1回 7,000円（税込）
※会費は半期ごとに前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「龍翔庵」13：00 ～ 15：00【時間】

吉岡宗直　プロフィール
1962年、奈良県生まれ。裏千家直門修竹会会員。奈良市立
一条高等学校茶道部講師。
2014年から淡交カルチャー花月入門花クラス講師森田宗
圓氏の助手を務める

会場 炭屋旅館（京都市）

会費 55,000円（税込） 定員 10名

席主 藤井宗悦・宗文

正午の茶事～端午の趣向～
2023年5月16日（火）

花月教室

炭屋のおもてなし あこがれの茶の湯の宿「炭屋旅館」にて、
藤井宗悦先生のおもてなしの茶事です。

小間での正午の茶事

会場 洛北洗心庵・鈴木宗博宅（京都市）

会費 36,000円（税込）
定員 5名

2023年2月25日（土）・26日（日）
午前の席 9：30
午後の席 13：30

【時間】

※ご都合のよい日時をお選びください

席主 鈴木宗博

辻留の懐石による
夜咄の茶事

会場 洛北洗心庵・鈴木宗博宅（京都市）

会費 49,000円（税込）
定員 10名

2023年11月25日（土）・26日（日）
16：00【時間】 ※ご都合のよい日をお選びください

席主 鈴木宗博

12：00【時間】

会場 炭屋旅館（京都市）

会費 55,000円（税込） 定員 10名

席主 藤井宗悦・宗文

大炉の茶事
2024年2月5日（月） 12：00【時間】

正午〈飯台でおもてなし〉・夕去りの茶事
～京都最古の商家ちおん舎にて花見の趣向を愉しむ～

会場 ちおん舎（京都最古の商家・千吉西村吉右衛門家の旧宅）
（地下鉄烏丸線「烏丸御池」駅より徒歩5分）

会費 42,000円（税込） 定員 4名

2023年4月16日（日）・17日（月）
正午 11：00　夕ざり 16：00【時間】

※ご都合のよい日時をお選びください

席主 佐山宗準

栄春寺 指心庵の茶事 茶事「一味禅」

会場 栄春寺 茶室「指心庵」（京都市伏見区）

会費 39,000円（税込） 定員 8名

2023年5月27日（土）・28日（日） 席主 米澤宗昭
11：00【時間】 ※ご都合のよい日をお選びください

近代数寄者が好んだような仏具を使った禅味のある茶事をお楽しみいただきます。
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定員 10名（各クラス）

やさしい 金つくろい講座

午前のクラス　10：00 ～ 12：00
午後のクラス　13：30 ～ 15：30

【時間】

講師 石原律枝（蒔絵作家・裏千家専任講師）
会費 1回 4,400円（税込）

※会費は全8回分を前納　※教材費別途
■初回に「金つくろい道具　基本セット」を頒布いたします

入会金 要
会場 淡交社 第2ビル

金つくろい（金つぎ）とは、破損した陶磁器を漆で接着し、
継ぎ目に金粉を蒔いて飾る修繕法です。
近年、海外でも話題となっている日本の伝統文化で、大切
な器をよみがえらせてみませんか？

土 曜
第1回 2023年 4月22日
第2回  5月20日
第3回  6月10日
第4回  7月15日

第5回 2023年 8月19日
第6回  9月9日
第7回  10月14日
第8回  11月11日

定員 15名

袋物講習会

講師 金本育子 会費 1回 5,500円（税込）
※会費は半期ごとに前納　※材料費別途
※途中入会可能
■普段ご使用の基本的な裁縫道具をご持参ください
■講習会内容は変更する場合がございますがご了承ください

入会金 要
会場 淡交社 第2ビル

お茶に関するものから普段使いのものまで、さまざまな袋物を
作ってみませんか？
自分だけのオリジナルを完成させる喜びをぜひ味わってください。

木 曜 講習内容
2023年 2月2日 布香合
 3月2日 大の大津袋 4月6日 
 5月11日 志野袋
 6月1日 茶碗の仕覆 7月6日 
 8月3日 数寄屋袋・懐紙入 9月7日 
 10月5日 素襖袋 11月2日 
 12月7日 干支の古帛紗（辰）
  ■古帛紗をたたまずに収納できる入れ物

前
期

後
期

9：30 ～ 16：30【時間】

定員 12名（各クラス）

季節の工夫を学ぶ

午前のクラス 10：00～12：00
午後のクラス 13：00～15：00

【時間】

講師 佐山宗準

会費 1回 7,700円（税込）
※会費は全6回分を前納　※材料費別途
※途中入会可能

入会金 要

会場 淡交社 第2ビル

毎回、時節に合わせた茶の湯にまつわる様々な工夫を、実習を通して学んでいきます。
釡敷や付干香なども講師の指導によりお作りいただきます。

金 曜 AMクラス講習内容 PMクラス講習内容
2023年 5月19日 茶の湯と裂地 折据や香包をつくる
 7月21日 名水かざり 名水かざり
 9月8日 かんたん湿灰 名残の工夫（付干香をつくる）
 11月17日 菓子の工夫（茶巾絞りなど） 利休ふのやきをつくる
2024年 1月26日 有職と神事の荘りもの 金封をつくる・水引をつくる
 3月15日 一文字と汁 組紐で釜敷をつくる

定員 15名

茶の湯の「書」 初級コース

講師 佐山宗準 会費 1回 6,600円（税込）
※会費は半期ごとに前納
※カリキュラム修了後、ご希望の方は中級コースに進級して
　いただき、会記・記録のとり方などを学べます。過去に初級
　を修了された方は中級からもお申込可能です。

入会金 要
会場 淡交社 第2ビル

茶会記や案内状、前礼・後礼の挨拶状……、茶の湯には「書」に
かかわる場面が数多くあります。当講座は、そんな茶の湯の「書」
をしっかりと学ぶ講座です。書道の心得がなくてもご安心くださ
い。講師が丁寧に指導いたします。

講習内容
第1回 2023年 5月22日（月） 日常の書を学ぶ
第2回  7月7日（金） 巻紙の基本
第3回  9月1日（金） 巻紙・案内状①
第4回  11月8日（水） 巻紙・案内状②
第5回 2024年 1月19日（金） 巻紙・前礼状・
第6回  3月1日（金） 後礼状・その他

前
期

後
期

10：30 ～ 12：30【時間】

※本漆を使うため肌がかぶれる可能性があります
うるし
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定員 10名（各クラス）

やさしい金つくろい講座

午前のクラス　10：00 ～ 12：00
午後のクラス　13：30 ～ 15：30

【時間】

講師 石原律枝（蒔絵作家・裏千家専任講師）
会費 1回 4,400円（税込）

※会費は全8回分を前納　※教材費別途
■初回に「金つくろい道具　基本セット」を頒布いたします

入会金 要
会場 淡交社 第2ビル

金つくろい（金つぎ）とは、破損した陶磁器を漆で接着し、
継ぎ目に金粉を蒔いて飾る修繕法です。
近年、海外でも話題となっている日本の伝統文化で、大切
な器をよみがえらせてみませんか？

土 曜
第1回 2023年 4月22日
第2回 5月20日
第3回 6月10日
第4回 7月15日

第5回 2023年 8月19日
第6回 9月9日
第7回 10月14日
第8回 11月11日

定員 15名

袋物講習会

講師 金本育子 会費 1回 5,500円（税込）
※会費は半期ごとに前納　※材料費別途
※途中入会可能
■普段ご使用の基本的な裁縫道具をご持参ください
■講習会内容は変更する場合がございますがご了承ください

入会金 要
会場 淡交社 第2ビル

お茶に関するものから普段使いのものまで、さまざまな袋物を
作ってみませんか？
自分だけのオリジナルを完成させる喜びをぜひ味わってください。

木 曜 講習内容
2023年 2月2日 布香合

3月2日 大の大津袋4月6日 
5月11日 志野袋
6月1日 茶碗の仕覆7月6日 
8月3日 数寄屋袋・懐紙入9月7日 
10月5日 素襖袋11月2日 
12月7日 干支の古帛紗（辰）

■古帛紗をたたまずに収納できる入れ物

前
期

後
期

9：30 ～ 16：30【時間】

定員 12名（各クラス）

季節の工夫を学ぶ

午前のクラス 10：00～12：00
午後のクラス 13：00～15：00

【時間】

講師 佐山宗準

会費 1回 7,700円（税込）
※会費は全6回分を前納　※材料費別途
※途中入会可能

入会金 要

会場 淡交社 第2ビル

毎回、時節に合わせた茶の湯にまつわる様々な工夫を、実習を通して学んでいきます。
釡敷や付干香なども講師の指導によりお作りいただきます。

金 曜 AMクラス講習内容 PMクラス講習内容
2023年 5月19日 茶の湯と裂地 折据や香包をつくる

7月21日 名水かざり 名水かざり
9月8日 かんたん湿灰 名残の工夫（付干香をつくる）
11月17日 菓子の工夫（茶巾絞りなど） 利休ふのやきをつくる

2024年 1月26日 有職と神事の荘りもの 金封をつくる・水引をつくる
3月15日 一文字と汁 組紐で釜敷をつくる

定員 15名

茶の湯の「書」 初級コース

講師 佐山宗準 会費 1回 6,600円（税込）
※会費は半期ごとに前納
※カリキュラム修了後、ご希望の方は中級コースに進級して
いただき、会記・記録のとり方などを学べます。過去に初級
を修了された方は中級からもお申込可能です。

入会金 要
会場 淡交社 第2ビル

茶会記や案内状、前礼・後礼の挨拶状……、茶の湯には「書」に
かかわる場面が数多くあります。当講座は、そんな茶の湯の「書」
をしっかりと学ぶ講座です。書道の心得がなくてもご安心くださ
い。講師が丁寧に指導いたします。

講習内容
第1回 2023年 5月22日（月） 日常の書を学ぶ
第2回 7月7日（金） 巻紙の基本
第3回 9月1日（金） 巻紙・案内状①
第4回 11月8日（水） 巻紙・案内状②
第5回 2024年 1月19日（金） 巻紙・前礼状・
第6回 3月1日（金） 後礼状・その他

前
期

後
期

10：30 ～ 12：30【時間】

※本漆を使うため肌がかぶれる可能性があります
うるし



25 お問い合わせ・お申し込みは 淡交社営業企画部（京都）　☎ 075-432-4090

定員 10名

三友居の趣味の茶料理講習会

講師 山本勝（三友居主人）

会費 1回 17,000円（税込）
※会費は全5回分を前納
※途中入会可能

入会金 要

会場 淡交社 第2ビル

旬の食材を用い、素材の持ち味を生かす茶懐石。
季節に合わせた茶懐石の基本と工夫の数々を、
実践を兼ねて楽しく学んでいただける講習会です。

11：00 ～ 14：00【時間】

辻留の懐石料理講習会

講師 辻留
会費 19,800円（税込）

懐石料理の名門・辻留の包丁捌き、
盛り付けを目の前で見て、
季節の茶懐石を学び、味わう講習会です。

定員 15名（各クラス）

会場 淡交社 第2ビル

2023年 6月3日（土）、
12月2日（土）
11：00 ～ 14：00【時間】

※ご希望のお日にちをお選びください

火 曜 内 容
第1回 2023年 3月14日 茶飯釜
第2回 6月13日 伏笠の茶事
第3回 10月17日 名残
第4回 12月12日 クリスマスの茶会
第5回 2024年 2月13日 立春

志野流香道教室
500年以上にわたり香道の精神を継承してきた志野流。その次期
家元・宗苾若宗匠による基礎から楽しく学べる講座です。裏千家
茶道とも数百年のご縁があり、七事式に組み込まれた聞香の所作、
香道具の扱い、そして聞香を通して心の安らぎや成長と深化を促
してまいります。香木や香道具の知識に至るまで幅広く習得して
いただきます。
第1回は特別展「初代 志野宗信没後五百年記念展 香道 志野流の
道統（仮称）」が開かれる細見美術館（京都市）の「古香庵」を
会場とし、若宗匠による展示についての解説もございます。
第2～4回の会場は淡交社第2ビルです。

講師 蜂谷宗苾（志野流香道二十一世家元継承者）

会費 第1回 11,000円 第2～4回 6,600円（税込）
※いずれも香木代含む、会費は全4回分を前納

入会金 要 会場 淡交社　第２ビル
【講　　義】　５階第１教室
【実践講義】　４階茶室「龍翔庵」
※第1回は細見美術館「古香庵」を会場とします

午前のクラス（初年度参加者クラス） 10：30～ 12：30
午後のクラス（２年目以降参加者クラス） 13：30～ 15：30

【時間】

水 曜
第１回 2023年 ３月8日
第２回 6月７日
第３回 ９月６日
第４回 12月６日
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定員 10名

三友居の趣味の茶料理講習会

講師 山本勝（三友居主人）

会費 1回 17,000円（税込）
※会費は全5回分を前納
※途中入会可能

入会金 要

会場 淡交社 第2ビル

旬の食材を用い、素材の持ち味を生かす茶懐石。
季節に合わせた茶懐石の基本と工夫の数々を、
実践を兼ねて楽しく学んでいただける講習会です。

11：00 ～ 14：00【時間】

辻留の懐石料理講習会

講師 辻留
会費 19,800円（税込）

懐石料理の名門・辻留の包丁捌き、
盛り付けを目の前で見て、
季節の茶懐石を学び、味わう講習会です。

定員 15名（各クラス）

会場 淡交社 第2ビル

2023年 6月3日（土）、
 12月2日（土）

11：00 ～ 14：00【時間】
※ご希望のお日にちをお選びください

火 曜 内 容
第1回 2023年 3月14日 茶飯釜
第2回  6月13日 伏笠の茶事
第3回  10月17日 名残
第4回  12月12日 クリスマスの茶会
第5回 2024年 2月13日 立春

志野流香道教室
500年以上にわたり香道の精神を継承してきた志野流。その次期
家元・宗苾若宗匠による基礎から楽しく学べる講座です。裏千家
茶道とも数百年のご縁があり、七事式に組み込まれた聞香の所作、
香道具の扱い、そして聞香を通して心の安らぎや成長と深化を促
してまいります。香木や香道具の知識に至るまで幅広く習得して
いただきます。
第1回は特別展「初代 志野宗信没後五百年記念展 香道 志野流の
道統（仮称）」が開かれる細見美術館（京都市）の「古香庵」を
会場とし、若宗匠による展示についての解説もございます。
第2～4回の会場は淡交社第2ビルです。

講師 蜂谷宗苾（志野流香道二十一世家元継承者）

会費 第1回 11,000円 第2～4回 6,600円（税込）
※いずれも香木代含む、会費は全4回分を前納

入会金 要 会場 淡交社　第２ビル
【講　　義】　５階第１教室
【実践講義】　４階茶室「龍翔庵」
※第1回は細見美術館「古香庵」を会場とします

午前のクラス（初年度参加者クラス） 10：30～ 12：30
午後のクラス（２年目以降参加者クラス） 13：30～ 15：30

【時間】

水 曜
第１回 2023年 ３月8日
第２回  6月７日
第３回  ９月６日
第４回  12月６日
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定員 20名

京和菓子講習会

講師 鶴屋𠮷信　塩芳軒　千本玉壽軒　亀屋良長　老松
会費 1回 6,600円（税込） ※会費は半期ごとに前納　※途中入会可能入会金 要

入会金 要

会場 淡交社 第2ビル

京菓子の風格、技、品質などを守り続ける京菓子司「菓匠会」を中心に、5軒の菓匠が毎
回交替で指導いたします。
和菓子職人のプロの技を間近で見て学んでいただき、是非ご家庭でも挑戦ください。

13：30 ～ 15：30
【時間】

日曜
第1回 2023年   4月2日 2023年 5月21日
第2回 6月11日 7月16日
第3回 8月20日 9月10日
第4回 10月15日  11月5日
第5回 12月3日 2024年 1月14日
第6回 2024年 2月11日 3月10日

 初級クラス 応用クラス
講習内容 茶の湯英会話の基本・平点前 ディスカッション・点前の教え方など

英語でおもてなし講座

講師 ブルース濱名宗整
会費 1回 7,700円（税込）

※会費は全6回分を前納

“英語でおもてなし” トライしてみませんか？
解説役や点前役、お客様役など毎回お役を交替しながら、茶の湯で用いる基本的な英会話の習得を目指していく講座です。
ブルース濱名宗整先生が収集された海外製の見立ての道具をお愉しみいただけるのも魅力です。

初級編　10：30 ～ 12：00
応用編　10：30 ～ 13：00

【時間】

午前のクラス 10：00 ～ 12：00
午後のクラス 13：30 ～ 15：30

【時間】

定員 10名（各クラス） 会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

木 曜 講 師 講習内容
2023年 2月9日 亀屋良長 道明寺「椿もち」・季節のお菓子
 3月9日 塩芳軒 薯蕷「春霞」・季節のお菓子
 4月13日 鶴屋𠮷信 柏餅・季節のお菓子
 5月18日 老松 ういろう「唐衣」・季節のお菓子
 6月8日 千本玉壽軒 葛「沢辺の蛍」・季節のお菓子
 7月13日 塩芳軒 ういろう「桔梗」・季節のお菓子
 9月14日 亀屋良長 練りきり「珠露」・季節のお菓子
 10月12日 千本玉壽軒 きんとん「秋桜」・季節のお菓子
 11月9日 鶴屋𠮷信 薯蕷「栗まろ」・季節のお菓子

前 

期

後 

期

■講習会にはエプロン・タオル・お持ち帰り用のお菓子を入れる小さい箱・筆記用具をご用意ください
■実習で作られたお菓子を薄茶一服とともにご試食いただけます　※材料の仕入れなどにより、内容が変更となる場合がございます

定員 20名（各クラス）

今さら聞けない 茶の湯の基本

講師 藤井宗悦・宗文 会費 1回 6,600円（税込） ※会費は全4回分を前納入会金 要
会場 淡交社 第2ビル

「今さら誰にもこんなことを聞けない」ということはありませんか？質問しや
すい雰囲気のなかで茶の湯の基礎知識を再確認できる人気の講習会です。

金 曜 講習内容
第1回 2023年 4月14日 香合について
第2回  9月22日 茶入について
第3回  12月15日 千家十職
第4回 2024年 2月16日 八炉の説明

■応用クラスは、初級クラスを修了された方のみご参加いただけます

午前のクラス 10：00 ～ 12：00
午後のクラス 13：30 ～ 15：30

【時間】

定員 15名（各クラス）

亭主の心を読み解く ～茶趣を味わう～

講師 藤井宗悦・宗文 会費 1回 6,900円（税込） ※会費は全4回分を前納入会金 要
会場 淡交社 第2ビル

茶会をよりいっそう楽しめるようになるために、亭主の心づくしの様々なしつらえから茶趣を感じ取る力を身につけるための講
義です。講義後は茶会（点心なし）で講義内容を体験していただきます。

日 曜 講習内容
第1回 2023年 4月30日 炉別れ
第2回  8月6日 初秋
第3回  12月17日 雪見
第4回 2024年 2月25日 梅花祭

11：30 ～ 13：30【時間】

定員 15名（各クラス）

陰陽五行講座 ～講義＋茶会～

講師 藤井宗悦・宗文 会費 1回 11,000円（税込）※点心はありません※会費は全2回分を前納入会金 要
会場 淡交社 第2ビル

茶の湯に深く関わる陰陽五行を学び、席中のお道具の取り合わせについて理解を
深めます。講義を通して学んだ後に、趣向の茶会をお楽しみいただきます。

日曜・月曜 講習内容
第1回 2023年 6月4日（日） 風炉の時季の陰陽五行
第2回  11月13日（月） 炉の時季の陰陽五行
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定員 20名

京和菓子講習会

講師 鶴屋𠮷信　塩芳軒　千本玉壽軒　亀屋良長　老松
会費 1回 6,600円（税込） ※会費は半期ごとに前納　※途中入会可能入会金 要

入会金 要

会場 淡交社 第2ビル

京菓子の風格、技、品質などを守り続ける京菓子司「菓匠会」を中心に、5軒の菓匠が毎
回交替で指導いたします。
和菓子職人のプロの技を間近で見て学んでいただき、是非ご家庭でも挑戦ください。

13：30 ～ 15：30
【時間】

日曜
第1回 2023年   4月2日 2023年 5月21日
第2回 6月11日 7月16日
第3回 8月20日 9月10日
第4回 10月15日  11月5日
第5回 12月3日 2024年 1月14日
第6回 2024年 2月11日 3月10日

 初級クラス 応用クラス
講習内容 茶の湯英会話の基本・平点前 ディスカッション・点前の教え方など

英語でおもてなし講座

講師 ブルース濱名宗整
会費 1回 7,700円（税込）

※会費は全6回分を前納

“英語でおもてなし” トライしてみませんか？
解説役や点前役、お客様役など毎回お役を交替しながら、茶の湯で用いる基本的な英会話の習得を目指していく講座です。
ブルース濱名宗整先生が収集された海外製の見立ての道具をお愉しみいただけるのも魅力です。

初級編　10：30 ～ 12：00
応用編　10：30 ～ 13：00

【時間】

午前のクラス 10：00 ～ 12：00
午後のクラス 13：30 ～ 15：30

【時間】

定員 10名（各クラス） 会場 淡交社 茶室「龍翔庵」

木 曜 講 師 講習内容
2023年 2月9日 亀屋良長 道明寺「椿もち」・季節のお菓子
 3月9日 塩芳軒 薯蕷「春霞」・季節のお菓子
 4月13日 鶴屋𠮷信 柏餅・季節のお菓子
 5月18日 老松 ういろう「唐衣」・季節のお菓子
 6月8日 千本玉壽軒 葛「沢辺の蛍」・季節のお菓子
 7月13日 塩芳軒 ういろう「桔梗」・季節のお菓子
 9月14日 亀屋良長 練りきり「珠露」・季節のお菓子
 10月12日 千本玉壽軒 きんとん「秋桜」・季節のお菓子
 11月9日 鶴屋𠮷信 薯蕷「栗まろ」・季節のお菓子

前 

期

後 

期

■講習会にはエプロン・タオル・お持ち帰り用のお菓子を入れる小さい箱・筆記用具をご用意ください
■実習で作られたお菓子を薄茶一服とともにご試食いただけます　※材料の仕入れなどにより、内容が変更となる場合がございます

定員 20名（各クラス）

今さら聞けない 茶の湯の基本

講師 藤井宗悦・宗文 会費 1回 6,600円（税込） ※会費は全4回分を前納入会金 要
会場 淡交社 第2ビル

「今さら誰にもこんなことを聞けない」ということはありませんか？質問しや
すい雰囲気のなかで茶の湯の基礎知識を再確認できる人気の講習会です。

金 曜 講習内容
第1回 2023年 4月14日 香合について
第2回  9月22日 茶入について
第3回  12月15日 千家十職
第4回 2024年 2月16日 八炉の説明

■応用クラスは、初級クラスを修了された方のみご参加いただけます

午前のクラス 10：00 ～ 12：00
午後のクラス 13：30 ～ 15：30

【時間】

定員 15名（各クラス）

亭主の心を読み解く ～茶趣を味わう～

講師 藤井宗悦・宗文 会費 1回 6,900円（税込） ※会費は全4回分を前納入会金 要
会場 淡交社 第2ビル

茶会をよりいっそう楽しめるようになるために、亭主の心づくしの様々なしつらえから茶趣を感じ取る力を身につけるための講
義です。講義後は茶会（点心なし）で講義内容を体験していただきます。

日 曜 講習内容
第1回 2023年 4月30日 炉別れ
第2回  8月6日 初秋
第3回  12月17日 雪見
第4回 2024年 2月25日 梅花祭

11：30 ～ 13：30【時間】

定員 15名（各クラス）

陰陽五行講座 ～講義＋茶会～

講師 藤井宗悦・宗文 会費 1回 11,000円（税込）※点心はありません※会費は全2回分を前納入会金 要
会場 淡交社 第2ビル

茶の湯に深く関わる陰陽五行を学び、席中のお道具の取り合わせについて理解を
深めます。講義を通して学んだ後に、趣向の茶会をお楽しみいただきます。

日曜・月曜 講習内容
第1回 2023年 6月4日（日） 風炉の時季の陰陽五行
第2回  11月13日（月） 炉の時季の陰陽五行



メンバー制茶事教室

淡交社 営業企画部［京都］・淡交カルチャー
Tel: 075-432-4090

淡交社 営業企画部［東京］・淡交カルチャー
Tel: 03-5379-3227

「茶の湯の旅」や「お茶事」など
あなただけのオーダーメイドプラン

作りませんか？

そのご要望、
淡交カルチャーが
全て叶えます。

グループやご予算に合わせたプランをご提案させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

鎌倉編
JR北鎌倉駅出発→円覚寺塔頭如意
庵［寺内見学、坐禅体験、法話、呈茶］→昼
食（鎌倉「鉢の木」）→旧一条恵観山
荘［解説付きでの見学］→鎌倉彫の見学
→JR鎌倉駅解散

日帰りツアー

名庭を巡る（京都編）
JR京都駅出発→慈照寺（銀閣寺）［国宝東求堂内「同仁斎」､
本堂､庭園見学､呈茶］→金地院［八窓席､鶴亀の庭､長谷川等伯
襖絵見学］→昼食（南禅寺「順正」）→智積院［長谷川等伯一
門国宝障壁画､名勝庭園見学］→東福寺龍吟庵、国宝方丈、
枯山水庭園→JR京都駅到着・解散

目的に特化したツアー

講習会や茶事などのイベント

鎌倉恵観山荘

金地院八窓席

グループ単位で催す
さまざまな

茶事体験
（正午・飯後・夕ざり・夜咄など）

支部や社中単位での

灰形講習会や
花月勉強会

懐石料理専門の
料理人による

懐石料理講習会

オリジナルの仕覆や
帛紗バックを製作する

袋物講習

社中同士で
旅行に行きたい。

有志で灰形や
懐石料理を勉強
できたらなぁ。

本物のお茶事を
体験してみたい！

支部や青年部の
周年記念で

何かしたいのよね。

せっかくなら
茶趣溢れる場所に
行きたいわ。

普段は見られない
ような場所に
入れないかしら？

茶事実践入門教室 茶事の基本となる正午の茶事を、1年かけて学びます。水屋の準備をはじ
め、客の作法を充分に習得していただくことができます。

11：00 ～ 15：30【時間】

火 曜
第1回 2023年 1月17日
第2回  3月28日
第3回  5月16日

前
期

第4回 2023年 7月25日
第5回  9月26日
第6回  11月21日

後
期

定員 8名

講師 佐山宗準
会費 1回 39,000円（税込）

※会費は半期ごとに前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」ほか

茶事実践教室 季節の茶事を勉強していただく実践教室です。　露地まわりなど水屋の仕事一切を実践しな
がら学べます。年間を通じて亭主・半東・正客・詰などの勉強をしていただくことができます。

11：00 ～ 15：30【時間】

月 曜
第1回 2023年 1月16日
第2回  3月27日
第3回  5月15日

前
期

第4回 2023年 7月24日
第5回  9月25日
第6回  11月20日

後
期

水 曜
第1回 2023年 1月18日
第2回  3月29日
第3回  5月17日

前
期

第4回 2023年 7月26日
第5回  9月27日
第6回  11月22日

後
期

定員 8名

講師 佐山宗準

会費 1回 39,000円（税込）
※会費は半期ごとに前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」ほか

立礼で学ぶ 茶事教室 正午の茶事を基本に、立礼のスタイルで学ぶ教室です。正座が難しくなっ
てきた方も、色々な茶事を楽しんでいただけます。

11：00 ～ 15：30【時間】

火 曜
第1回 2023年 2月7日
第2回  4月4日
第3回  6月6日

前
期

第4回 2023年 8月8日
第5回  10月3日
第6回  12月5日

後
期

定員 6名

講師 佐山宗準
会費 1回 39,000円（税込）

※会費は半期ごとに前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

やさしい茶事教室 茶事の基本を学べる教室です。基礎から丁寧にご指導いただきます。
初心者の方は客方から始め、段階を踏んで亭主・半東を担当します。

金 曜
第1回 2023年 4月14日
第2回  5月19日
第3回  6月16日
第4回  8月4日

前
期

第5回 2023年 10月6日
第6回  11月3日
第7回 2024年予定

後
期

定員 8名

講師 小澤宗誠
会費 1回 43,000円（税込）

※会費は半期ごとに前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」ほか
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メンバー制茶事教室

淡交社 営業企画部［京都］・淡交カルチャー
Tel: 075-432-4090

淡交社 営業企画部［東京］・淡交カルチャー
Tel: 03-5379-3227

「茶の湯の旅」や「お茶事」など
あなただけのオーダーメイドプラン

作りませんか？

そのご要望、
淡交カルチャーが
全て叶えます。

グループやご予算に合わせたプランをご提案させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

鎌倉編
JR北鎌倉駅出発→円覚寺塔頭如意
庵［寺内見学、坐禅体験、法話、呈茶］→昼
食（鎌倉「鉢の木」）→旧一条恵観山
荘［解説付きでの見学］→鎌倉彫の見学
→JR鎌倉駅解散

日帰りツアー

名庭を巡る（京都編）
JR京都駅出発→慈照寺（銀閣寺）［国宝東求堂内「同仁斎」､
本堂､庭園見学､呈茶］→金地院［八窓席､鶴亀の庭､長谷川等伯
襖絵見学］→昼食（南禅寺「順正」）→智積院［長谷川等伯一
門国宝障壁画､名勝庭園見学］→東福寺龍吟庵、国宝方丈、
枯山水庭園→JR京都駅到着・解散

目的に特化したツアー

講習会や茶事などのイベント

鎌倉恵観山荘

金地院八窓席

グループ単位で催す
さまざまな

茶事体験
（正午・飯後・夕ざり・夜咄など）

支部や社中単位での

灰形講習会や
花月勉強会

懐石料理専門の
料理人による

懐石料理講習会

オリジナルの仕覆や
帛紗バックを製作する

袋物講習

社中同士で
旅行に行きたい。

有志で灰形や
懐石料理を勉強
できたらなぁ。

本物のお茶事を
体験してみたい！

支部や青年部の
周年記念で

何かしたいのよね。

せっかくなら
茶趣溢れる場所に
行きたいわ。

普段は見られない
ような場所に
入れないかしら？

茶事実践入門教室 茶事の基本となる正午の茶事を、1年かけて学びます。水屋の準備をはじ
め、客の作法を充分に習得していただくことができます。

11：00 ～ 15：30【時間】

火 曜
第1回 2023年 1月17日
第2回  3月28日
第3回  5月16日

前
期

第4回 2023年 7月25日
第5回  9月26日
第6回  11月21日

後
期

定員 8名

講師 佐山宗準
会費 1回 39,000円（税込）

※会費は半期ごとに前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」ほか

茶事実践教室 季節の茶事を勉強していただく実践教室です。　露地まわりなど水屋の仕事一切を実践しな
がら学べます。年間を通じて亭主・半東・正客・詰などの勉強をしていただくことができます。

11：00 ～ 15：30【時間】

月 曜
第1回 2023年 1月16日
第2回  3月27日
第3回  5月15日

前
期

第4回 2023年 7月24日
第5回  9月25日
第6回  11月20日

後
期

水 曜
第1回 2023年 1月18日
第2回  3月29日
第3回  5月17日

前
期

第4回 2023年 7月26日
第5回  9月27日
第6回  11月22日

後
期

定員 8名

講師 佐山宗準

会費 1回 39,000円（税込）
※会費は半期ごとに前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」ほか

立礼で学ぶ 茶事教室 正午の茶事を基本に、立礼のスタイルで学ぶ教室です。正座が難しくなっ
てきた方も、色々な茶事を楽しんでいただけます。

11：00 ～ 15：30【時間】

火 曜
第1回 2023年 2月7日
第2回  4月4日
第3回  6月6日

前
期

第4回 2023年 8月8日
第5回  10月3日
第6回  12月5日

後
期

定員 6名

講師 佐山宗準
会費 1回 39,000円（税込）

※会費は半期ごとに前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

やさしい茶事教室 茶事の基本を学べる教室です。基礎から丁寧にご指導いただきます。
初心者の方は客方から始め、段階を踏んで亭主・半東を担当します。

金 曜
第1回 2023年 4月14日
第2回  5月19日
第3回  6月16日
第4回  8月4日

前
期

第5回 2023年 10月6日
第6回  11月3日
第7回 2024年予定

後
期

定員 8名

講師 小澤宗誠
会費 1回 43,000円（税込）

※会費は半期ごとに前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」ほか
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正午の茶事 ～風炉～

季節の茶事教室

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

会費 43,000円（税込）
定員 8名

淡交社茶室「慶交庵」での茶事

2023年9月23日（土・祝）
11：00【時間】

講師 秋山宗和

趣向を愉しむ茶事教室

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

会費 43,000円（税込）
定員 6名

講師 藤井宗悦

お稽古茶事ですので、ご希望のお役がございましたら、お申し込みの際に
お知らせください。入会金は不要です。

2023年8月26日（土） 11：00【時間】

飯台の茶事「重陽」
2023年11月25日（土） 11：00【時間】

夜咄の茶事「紅葉狩」

2023年5月27日（土） 11：00【時間】

夕ざりの茶事「葵祭」
2023年4月22日（土） 11：00

※吸物・八寸、
　点心付き

【時間】

跡見の茶事「炉塞ぎ」

2023年1月28日（土） 11：00【時間】

正午の茶事「新春」

正午の茶事 ～炉～

会場 秋山宗和宅「要庵」（東京都新宿区）

会費 45,000円（税込）
定員 8名

淡交社茶室「慶交庵」以外での茶事

淡交社茶室「慶交庵」以外での茶事

2023年4月15日（土）
11：00【時間】

講師 秋山宗和

滴々庵茶事教室
会場 松井宗幸宅・滴々庵（東京都小金井市）

会費 38,000円（税込）
定員 10名

講師 松井宗幸

2023年11月22日（水） 11：00【時間】

口切の茶事
2024年3月27日（水） 11：00【時間】

茶飯釜の茶事　
2023年7月26日（水） 11：00【時間】

正午の茶事（台子にて）
2023年5月24日（水） 11：00【時間】

正午の茶事（荘り物にて）

誠之庵 季を感じる茶事教室
「夏はいかにも涼しきように、
冬はいかにも暖かなるように」

会場 小澤宗誠宅「誠之庵」（神奈川県平塚市）

会費 43,000円（税込） 定員 8名

講師 小澤宗誠

2023年7月30日（日） 11：00【時間】

「涼」の茶事（朝茶事にて）
2023年2月23日（木・祝） 11：00【時間】

「暖」の茶事（正午にて）

登録有形文化財 大橋茶寮で愉しむ茶事

定員 8名

席主 大橋宗乃（大橋茶寮庵主）
会費 朝茶事と口切り茶事 各47,000円（税込）

夕ざり茶事 49,000円（税込）
会場 大橋茶寮（東京メトロ日比谷線「神谷町駅」より徒歩5分）

淡々斎宗匠が東京の拠点にした登録有形文化財の「大橋茶寮」。数寄屋大工の名工、木村清兵衛
が手掛けた市中の山居にて茶事をお愉しみください。

2023年7月14日（金）・15日（土） 9：00【席入り】
朝茶事

2023年9月15日（金）・16日（土） 15：00【席入り】
夕ざりの茶事

2023年11月17日（金）・18日（土） 11：00【席入り】
口切茶事

●国宝如庵を模した茶室 ●不昧公好みの茶室「守貧庵」　●裏千家咄々斎写の茶室「葵」
●桂離宮意匠の茶室「桂」 ●茶室「山吹」大橋茶寮の茶室
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正午の茶事 ～風炉～

季節の茶事教室

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

会費 43,000円（税込）
定員 8名

淡交社茶室「慶交庵」での茶事

2023年9月23日（土・祝）
11：00【時間】

講師 秋山宗和

趣向を愉しむ茶事教室

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

会費 43,000円（税込）
定員 6名

講師 藤井宗悦

お稽古茶事ですので、ご希望のお役がございましたら、お申し込みの際に
お知らせください。入会金は不要です。

2023年8月26日（土） 11：00【時間】

飯台の茶事「重陽」
2023年11月25日（土） 11：00【時間】

夜咄の茶事「紅葉狩」

2023年5月27日（土） 11：00【時間】

夕ざりの茶事「葵祭」
2023年4月22日（土） 11：00

※吸物・八寸、
　点心付き

【時間】

跡見の茶事「炉塞ぎ」

2023年1月28日（土） 11：00【時間】

正午の茶事「新春」

正午の茶事 ～炉～

会場 秋山宗和宅「要庵」（東京都新宿区）

会費 45,000円（税込）
定員 8名

淡交社茶室「慶交庵」以外での茶事

淡交社茶室「慶交庵」以外での茶事

2023年4月15日（土）
11：00【時間】

講師 秋山宗和

滴々庵茶事教室
会場 松井宗幸宅・滴々庵（東京都小金井市）

会費 38,000円（税込）
定員 10名

講師 松井宗幸

2023年11月22日（水） 11：00【時間】

口切の茶事
2024年3月27日（水） 11：00【時間】

茶飯釜の茶事　
2023年7月26日（水） 11：00【時間】

正午の茶事（台子にて）
2023年5月24日（水） 11：00【時間】

正午の茶事（荘り物にて）

誠之庵 季を感じる茶事教室
「夏はいかにも涼しきように、
冬はいかにも暖かなるように」

会場 小澤宗誠宅「誠之庵」（神奈川県平塚市）

会費 43,000円（税込） 定員 8名

講師 小澤宗誠

2023年7月30日（日） 11：00【時間】

「涼」の茶事（朝茶事にて）
2023年2月23日（木・祝） 11：00【時間】

「暖」の茶事（正午にて）

登録有形文化財 大橋茶寮で愉しむ茶事

定員 8名

席主 大橋宗乃（大橋茶寮庵主）
会費 朝茶事と口切り茶事 各47,000円（税込）

夕ざり茶事 49,000円（税込）
会場 大橋茶寮（東京メトロ日比谷線「神谷町駅」より徒歩5分）

淡々斎宗匠が東京の拠点にした登録有形文化財の「大橋茶寮」。数寄屋大工の名工、木村清兵衛
が手掛けた市中の山居にて茶事をお愉しみください。

2023年7月14日（金）・15日（土） 9：00【席入り】
朝茶事

2023年9月15日（金）・16日（土） 15：00【席入り】
夕ざりの茶事

2023年11月17日（金）・18日（土） 11：00【席入り】
口切茶事

●国宝如庵を模した茶室 ●不昧公好みの茶室「守貧庵」　●裏千家咄々斎写の茶室「葵」
●桂離宮意匠の茶室「桂」 ●茶室「山吹」大橋茶寮の茶室
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午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

火 曜
第1回 2023年 4月11日
第2回 5月9日
第3回 6月13日
第4回 7月11日
第5回 9月12日

第6回 2023年 10月10日
第7回 11月14日
第8回 12月12日
第9回 2024年 2月13日
第10回  3月12日

定員 10名（各クラス）

花月入門教室

講師 松井宗幸

会費 1回 8,800円（税込）※会費は5回ごとに前納
入会金 要

会場 淡交社茶室「慶交庵」

初心者の方にむけて、平花月・炭付花月を中心に丁寧にご指導
いただきます。
花月を広く深く学びたい方から、初めての方までどなたでも安心
してご受講いただけます。
※科目についてはご希望に添えないこともございます

まったく初めての方の花月教室 花月を初めてやる方でも安心して学べる教室となります。
足の運びから折据の取り方、回し方など、基本から丁寧に
教えていただきます。

メンバー制一から学ぶ茶事教室
固定のメンバーで年6回の茶事をしていただく教室です。
お役（亭主・半東・正客・詰など）を交代で担当し、客方・水
屋方双方の「もてなしの心」を学んでいただきます。初めて
の方でも安心してご受講いただけます。
いずれも榎本宗白・裏千家教授が講師を務めます。

茶事経験のない方を対象に、本席での所
作はもちろん、つくばいの使い方、席入な
ども丁寧に教えていただきます。

火曜クラス（全10回）

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

水 曜
第1回 2023年 2月15日
第2回 3月15日
第3回 4月26日
第4回 5月31日
第5回 7月26日

第6回 2023年 8月23日
第7回 9月20日
第8回 10月18日
第9回 11月15日
第10回  12月20日

水曜クラス
第1回 2023年 3月22日
第2回 5月10日
第3回 7月5日
第4回 9月6日
第5回 11月8日
第6回 2024年 1月10日

木曜クラス
第1回 2023年 4月6日
第2回 6月1日
第3回 7月6日
第4回 9月7日
第5回 11月9日
第6回 2024年 1月11日

定員 10名（各クラス）

講師 小澤宗誠

会費 1回 8,800円（税込）※会費は5回ごとに前納
入会金 要

会場 淡交社茶室「慶交庵」

水曜クラス（全10回）

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

木 曜
第1回 2023年 2月16日
第2回 3月16日
第3回 4月20日
第4回 5月18日
第5回 6月15日

第6回 2023年 7月20日
第7回 9月21日
第8回 10月26日
第9回 11月16日
第10回  12月21日

定員 10名（各クラス）

講師 陶山宗好

会費 1回 8,800円（税込）※会費は5回ごとに前納
入会金 要

会場 淡交社茶室「慶交庵」

木曜クラス（全10回）

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

土 曜
第1回 2023年 2月25日
第2回 3月4日
第3回 4月1日
第4回 5月6日
第5回 6月3日

第6回 2023年 7月1日
第7回 9月2日
第8回 10月7日
第9回 11月4日
第10回  12月2日

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

月曜（2月～11月 全10回）
第1回 2023年 2月20日
第2回 3月20日
第3回 4月17日
第4回 5月29日
第5回 6月26日

第6回 2023年 7月31日
第7回 8月28日
第8回 9月11日
第9回 10月23日
第10回 11月27日

定員 10名（各クラス）

講師 秋山宗和

会費 1回 8,800円（税込）※会費は5回ごとに前納
入会金 要

会場 淡交社茶室「慶交庵」

土曜クラス（全10回）

11：00 ～ 15：30【時間】
定員 8名

講師 榎本宗白

講師 榎本宗白

会費 1回 39,000円（税込）
※会費は全6回分前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

定員 10名（各クラス）

講師 榎本宗白

会費 1回 8,800円（税込）
※会費は5回ごとに前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

初めての季節の茶事

定員 6名

席主（講師） 榎本宗白
会費 1回 36,000円（税込）

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

〔大炉〕 2023年2月18日（土）・19日（日）
〔飯後〕 2023年9月9日（土）・10日（日）

11：00【席入】

まったく初めての方の茶事体験教室

定員 6名

会費 1回 35,000円（税込）
会場 淡交社 茶室「慶交庵」

〔風炉〕 2023年5月20日（土）・21日（日）

〔 炉 〕 2023年11月18日（土）・19日（日）
〔立礼〕 2023年8月26日（土）・27日（日）

11：00【席入】

榎本宗白　プロフィール
1977年、東京生まれ。裏千家学園茶
道専門学校卒。裏千家教授
代々続く稽古場を中心に、学校や企
業での稽古も多数。東京都市大学
非常勤講師
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午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

火 曜
第1回 2023年 4月11日
第2回 5月9日
第3回 6月13日
第4回 7月11日
第5回 9月12日

第6回 2023年 10月10日
第7回 11月14日
第8回 12月12日
第9回 2024年 2月13日
第10回 3月12日

定員 10名（各クラス）

花月入門教室

講師 松井宗幸

会費 1回 8,800円（税込）※会費は5回ごとに前納
入会金 要

会場 淡交社茶室「慶交庵」

初心者の方にむけて、平花月・炭付花月を中心に丁寧にご指導
いただきます。
花月を広く深く学びたい方から、初めての方までどなたでも安心
してご受講いただけます。
※科目についてはご希望に添えないこともございます

まったく初めての方の花月教室 花月を初めてやる方でも安心して学べる教室となります。
足の運びから折据の取り方、回し方など、基本から丁寧に
教えていただきます。

メンバー制 一から学ぶ茶事教室
固定のメンバーで年6回の茶事をしていただく教室です。
お役（亭主・半東・正客・詰など）を交代で担当し、客方・水
屋方双方の「もてなしの心」を学んでいただきます。初めて
の方でも安心してご受講いただけます。
いずれも榎本宗白・裏千家教授が講師を務めます。

茶事経験のない方を対象に、本席での所
作はもちろん、つくばいの使い方、席入な
ども丁寧に教えていただきます。

火曜クラス（全10回）

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

水 曜
第1回 2023年 2月15日
第2回 3月15日
第3回 4月26日
第4回 5月31日
第5回 7月26日

第6回 2023年 8月23日
第7回 9月20日
第8回 10月18日
第9回 11月15日
第10回 12月20日

水曜クラス
第1回 2023年 3月22日
第2回 5月10日
第3回 7月5日
第4回 9月6日
第5回 11月8日
第6回 2024年 1月10日

木曜クラス
第1回 2023年 4月6日
第2回 6月1日
第3回 7月6日
第4回 9月7日
第5回 11月9日
第6回 2024年 1月11日

定員 10名（各クラス）

講師 小澤宗誠

会費 1回 8,800円（税込）※会費は5回ごとに前納
入会金 要

会場 淡交社茶室「慶交庵」

水曜クラス（全10回）

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

木 曜
第1回 2023年 2月16日
第2回 3月16日
第3回 4月20日
第4回 5月18日
第5回 6月15日

第6回 2023年 7月20日
第7回 9月21日
第8回 10月26日
第9回 11月16日
第10回 12月21日

定員 10名（各クラス）

講師 陶山宗好

会費 1回 8,800円（税込）※会費は5回ごとに前納
入会金 要

会場 淡交社茶室「慶交庵」

木曜クラス（全10回）

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

土 曜
第1回 2023年 2月25日
第2回 3月4日
第3回 4月1日
第4回 5月6日
第5回 6月3日

第6回 2023年 7月1日
第7回 9月2日
第8回 10月7日
第9回 11月4日
第10回 12月2日

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

月曜（2月～11月 全10回）
第1回 2023年 2月20日
第2回 3月20日
第3回 4月17日
第4回 5月29日
第5回 6月26日

第6回 2023年 7月31日
第7回 8月28日
第8回 9月11日
第9回 10月23日
第10回  11月27日

定員 10名（各クラス）

講師 秋山宗和

会費 1回 8,800円（税込）※会費は5回ごとに前納
入会金 要

会場 淡交社茶室「慶交庵」

土曜クラス（全10回）

11：00 ～ 15：30【時間】
定員 8名

講師 榎本宗白

講師 榎本宗白

会費 1回 39,000円（税込）
※会費は全6回分前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

定員 10名（各クラス）

講師 榎本宗白

会費 1回 8,800円（税込）
※会費は5回ごとに前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

初めての季節の茶事

定員 6名

席主（講師） 榎本宗白
会費 1回 36,000円（税込）

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

〔大炉〕 2023年2月18日（土）・19日（日）
〔飯後〕 2023年9月9日（土）・10日（日）

11：00【席入】

まったく初めての方の茶事体験教室

定員 6名

会費 1回 35,000円（税込）
会場 淡交社 茶室「慶交庵」

〔風炉〕 2023年5月20日（土）・21日（日）

〔 炉 〕 2023年11月18日（土）・19日（日）
〔立礼〕 2023年8月26日（土）・27日（日）

11：00【席入】

榎本宗白　プロフィール
1977年、東京生まれ。裏千家学園茶
道専門学校卒。裏千家教授
代々続く稽古場を中心に、学校や企
業での稽古も多数。東京都市大学
非常勤講師
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英語DE茶の湯講座
「英語で茶の湯のもてなしをするために」

講師 保科宗眞（裏千家教授）
会費 1回 8,800円（税込）

※会費は5回ごとに前納
入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

海外のお客様を茶道でもてなしたい方向けの英語講座です。
もてなしを十分に愉しみつつ文化的背景を理解していただくための、実践的なプレゼン
テーションスキルの獲得を目指します。
本年度は、英語初心者のための「基本コース」と英語習熟者のための「実践コース」とで
開催します。なお、点前の指導は行いませんので、茶の湯初心者の方はご遠慮ください。
※対象：「基本コース」英検３級以上の英語力、「実践コース」英検２級以上の英語力

基本コース　10：30 ～ 12：30
実践コース　13：30 ～ 15：30

【時間】

香道教室
香道を基礎から楽しく学べます。お香の正しい「たき方」「味わい方」
から、ゲーム感覚の「組香」まで、お香を縁に、毎月、季節の「古典」
や「和歌」などを分かりやすくお話をしていただきます。

定員 10名（各クラス）

講師 谷川ちぐさ（香道御家流木の会主宰）

会費 1回 8,000円（税込）
※会費は5回分ごとに前納
※体験は随時受け付けています（お1人様1回のみ）

※香木代含

入会金 要

会場 淡交社 東京教室

定員 10名

13：30 ～ 15：00【時間】

土 曜（2月～12月・全10回）
第1回 2023年 2月11日
第2回 3月11日
第3回 4月8日
第4回 5月13日
第5回 6月10日

第6回 2023年 7月8日
第7回 9月9日
第8回 10月14日
第9回 11月11日
第10回 12月9日

金 曜
第1回 2023年 2月10日
第2回 3月10日
第3回 4月7日
第4回 5月12日
第5回 6月9日

第6回 2023年 7月7日
第7回 9月8日
第8回 10月13日
第9回 11月10日
第10回 12月8日

保科 宗眞　プロフィール
東京生まれ。茶道裏千家教授。生家は旧大名・旧子爵保科家。
代々が茶の湯をたしなむ環境に育つ一方、幼少期から米国や豪
州で過ごすなど海外経験も豊富。国際茶道文化協会会員

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】定員 15名（各クラス）

灰形講習会

講師 小澤宗誠
会費 1回 8,800円（税込）

※会費は、全11回分を前納

入会金 要

会場 淡交社 東京教室

定員 15名
会費 1回 13,200円（税込）

会場 淡交社 東京教室

お一人ずつ風炉をお使いいただき、ご自身のペースで
お稽古が可能です。幾つかの必要な灰形を学べます。初
めての方でも安心
して受講していた
だけます。

基本コース（全11回） 木 曜 講習内容
2023年 2月９日 灰形の話 火入の灰／二文字押切

3月16日 
4月6日 二文字押切
5月11日 
6月8日 遠山7月6日 
8月17日 二文字押切9月7日 
10月5日 二文字掻上
11月9日 丸灰
12月7日 灰形復習

午前のクラス　9：30～ 12：00
午後のクラス　12：30～ 15：00

【時間】

定員 15名（各クラス）

講師 小澤宗誠
会費 1回 8,800円（税込）

※会費は全5回分を前納

入会金 要

会場 淡交社 東京教室

灰形の基本、二文字押切を
集中的に学んでいただく講座です。

一日で灰形の基本、二文字押切を学んでいただきます。

二文字押切集中コース（全5回） 日 曜
2023年 3月19日

5月21日
7月16日

2023年 9月17日
11月19日

二文字押切を学ぶ
灰形特別講習会　初心者の方、復習の方大歓迎

茶人の習い 湿し灰をつくる

会場 淡交社 東京教室

会費 8,800円（税込） 定員 20名

2023年7月27日（木）

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

会場 淡交社 東京教室

会費 8,800円（税込） 定員 20名

2023年9月28日（木）

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

茶人の習い 藁灰をつくる

2023年8月5日（土）・6日（日）・19日（土）
10：00～16：00（昼休憩1時間）【時間】 ※1日単位で

　お申し込み下さい
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英語DE茶の湯講座
「英語で茶の湯のもてなしをするために」

講師 保科宗眞（裏千家教授）
会費 1回 8,800円（税込）

※会費は5回ごとに前納
入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

海外のお客様を茶道でもてなしたい方向けの英語講座です。
もてなしを十分に愉しみつつ文化的背景を理解していただくための、実践的なプレゼン
テーションスキルの獲得を目指します。
本年度は、英語初心者のための「基本コース」と英語習熟者のための「実践コース」とで
開催します。なお、点前の指導は行いませんので、茶の湯初心者の方はご遠慮ください。
※対象：「基本コース」英検３級以上の英語力、「実践コース」英検２級以上の英語力

基本コース　10：30 ～ 12：30
実践コース　13：30 ～ 15：30

【時間】

香道教室
香道を基礎から楽しく学べます。お香の正しい「たき方」「味わい方」
から、ゲーム感覚の「組香」まで、お香を縁に、毎月、季節の「古典」
や「和歌」などを分かりやすくお話をしていただきます。

定員 10名（各クラス）

講師 谷川ちぐさ（香道御家流木の会主宰）

会費 1回 8,000円（税込）
※会費は5回分ごとに前納
※体験は随時受け付けています（お1人様1回のみ）

※香木代含

入会金 要

会場 淡交社 東京教室

定員 10名

13：30 ～ 15：00【時間】

土 曜（2月～12月・全10回）
第1回 2023年 2月11日
第2回 3月11日
第3回 4月8日
第4回 5月13日
第5回 6月10日

第6回 2023年 7月8日
第7回 9月9日
第8回 10月14日
第9回 11月11日
第10回 12月9日

金 曜
第1回 2023年 2月10日
第2回 3月10日
第3回 4月7日
第4回 5月12日
第5回 6月9日

第6回 2023年 7月7日
第7回 9月8日
第8回 10月13日
第9回 11月10日
第10回 12月8日

保科 宗眞　プロフィール
東京生まれ。茶道裏千家教授。生家は旧大名・旧子爵保科家。
代々が茶の湯をたしなむ環境に育つ一方、幼少期から米国や豪
州で過ごすなど海外経験も豊富。国際茶道文化協会会員

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】定員 15名（各クラス）

灰形講習会

講師 小澤宗誠
会費 1回 8,800円（税込）

※会費は、全11回分を前納

入会金 要

会場 淡交社 東京教室

定員 15名
会費 1回 13,200円（税込）

会場 淡交社 東京教室

お一人ずつ風炉をお使いいただき、ご自身のペースで
お稽古が可能です。幾つかの必要な灰形を学べます。初
めての方でも安心
して受講していた
だけます。

基本コース（全11回） 木 曜 講習内容
2023年 2月９日 灰形の話 火入の灰／二文字押切

3月16日 
4月6日 二文字押切
5月11日 
6月8日 遠山7月6日 
8月17日 二文字押切9月7日 
10月5日 二文字掻上
11月9日 丸灰
12月7日 灰形復習

午前のクラス　9：30～ 12：00
午後のクラス　12：30～ 15：00

【時間】

定員 15名（各クラス）

講師 小澤宗誠
会費 1回 8,800円（税込）

※会費は全5回分を前納

入会金 要

会場 淡交社 東京教室

灰形の基本、二文字押切を
集中的に学んでいただく講座です。

一日で灰形の基本、二文字押切を学んでいただきます。

二文字押切集中コース（全5回） 日 曜
2023年 3月19日

5月21日
7月16日

2023年 9月17日
11月19日

二文字押切を学ぶ
灰形特別講習会　初心者の方、復習の方大歓迎

茶人の習い湿し灰をつくる

会場 淡交社 東京教室

会費 8,800円（税込） 定員 20名

2023年7月27日（木）

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

会場 淡交社 東京教室

会費 8,800円（税込） 定員 20名

2023年9月28日（木）

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

茶人の習い藁灰をつくる

2023年8月5日（土）・6日（日）・19日（土）
10：00～16：00（昼休憩1時間）【時間】 ※1日単位で

お申し込み下さい
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定員 10名（最少催行人数6名）

漆芸家に学ぶ 金つくろい講座

10：00 ～ 12：00【時間】

講師 室瀬智弥（目白漆芸文化財研究所代表）

会費 1回 9,900円（税込）
※会費は全6回分を前納
※材料費別途

入会金 要

会場 目白漆學舎（東京都新宿区）

定員 12名

講師 池田瓢阿（竹芸家）

会費 1回 10,000円（税込）
※会費は5回分ごとに前納　※材料費別途

入会金 要
会場 淡交社 東京教室

室瀬智弥　プロフィール
1982年、漆芸家であり蒔絵の人間国宝・室瀬和美氏の長男として生まれる。早稲田大学
政治経済学部卒業、石川県立輪島漆芸技術研修所専修科卒業、小森邦衞氏に師事。
2013年、フィンランドにて「Urushi by Tokanokai」展開催。2017年、第34回日本伝統漆芸展
新人賞、第64回日本伝統工芸展新人賞受賞。目白漆芸文化財研究所代表

竹芸教室

いま海外でも注目される「金つくろい」の体験講座です。文化財修理の第一線で活躍する講師の指導で、欠けた部分の繕いか
ら仕上げまで、全てに国産漆を使う本格的な金つくろいの工程を体験していただきます。同時に、金つくろいと関連した漆芸に
ついての講義も行い、漆の世界をより深く知っていただくことを目的としています。

竹を「編む」ことを主に、茶席で用いる籠をつくる講座です。
指導は三代・池田瓢阿氏。初めての方はカリキュラムに沿っ
て、蛇の目筒、鉈の鞘籠から始まり、若狭籠、隅田川（菓子
器）、菜籠（炭斗）などを制作し、徐々に希望の籠作品へと進
んでいきます。

金 曜
第1回 2023年 10月20日
第2回  11月17日
第3回  12月15日

第4回 2024年 1月19日
第5回  2月16日
第6回  3月15日

13：00 ～ 16：00【時間】

月 曜
第1回 2023年 2月27日
第2回  3月27日
第3回  4月24日
第4回  5月22日
第5回  6月26日

第6回 2023年 7月24日
第7回  9月25日
第8回  10月23日
第9回  11月27日
第10回  12月18日

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

定員 8名（各クラス）

あらためて学ぶ水屋の扱い

講師 藤井宗悦

会費 1回 9,900円（税込）
※会費は全5回分を前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

茶人にとって水屋しごとは大切なはたらきですが、きちんと学んだことはあるでしょうか。不安になりがちな水屋しごとを実践的
に再確認する講座です。質問もしやすい雰囲気ですので、構えることなく受講していただけます。

火 曜 講習内容
2023年 1月31日 大炉・釣釜・透木について
 4月25日 風炉の茶道具、炉の茶道具
 5月30日 時季や趣向の水指
 8月29日 様々な風炉の約束
 11月28日 菓子器の扱いと懐石道具

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

定員 12名（各クラス）

和歌を詠む

講師 藤井宗文
会費 1回 9,000円（税込）

※会費は全5回分を前納
入会金 要

会場 淡交社 東京教室

日本文化の礎である和歌を、季節とともに学ぶことで、
茶道の中の花鳥風月をより深く知ることができます。
また、簡単に和歌を詠めるようにご指導もいたします。

火 曜
2023年 1月31日
 4月25日
 5月30日
 8月29日
 11月28日
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定員 10名（最少催行人数6名）

漆芸家に学ぶ 金つくろい講座

10：00 ～ 12：00【時間】

講師 室瀬智弥（目白漆芸文化財研究所代表）

会費 1回 9,900円（税込）
※会費は全6回分を前納
※材料費別途

入会金 要

会場 目白漆學舎（東京都新宿区）

定員 12名

講師 池田瓢阿（竹芸家）

会費 1回 10,000円（税込）
※会費は5回分ごとに前納　※材料費別途

入会金 要
会場 淡交社 東京教室

室瀬智弥　プロフィール
1982年、漆芸家であり蒔絵の人間国宝・室瀬和美氏の長男として生まれる。早稲田大学
政治経済学部卒業、石川県立輪島漆芸技術研修所専修科卒業、小森邦衞氏に師事。
2013年、フィンランドにて「Urushi by Tokanokai」展開催。2017年、第34回日本伝統漆芸展
新人賞、第64回日本伝統工芸展新人賞受賞。目白漆芸文化財研究所代表

竹芸教室

いま海外でも注目される「金つくろい」の体験講座です。文化財修理の第一線で活躍する講師の指導で、欠けた部分の繕いか
ら仕上げまで、全てに国産漆を使う本格的な金つくろいの工程を体験していただきます。同時に、金つくろいと関連した漆芸に
ついての講義も行い、漆の世界をより深く知っていただくことを目的としています。

竹を「編む」ことを主に、茶席で用いる籠をつくる講座です。
指導は三代・池田瓢阿氏。初めての方はカリキュラムに沿っ
て、蛇の目筒、鉈の鞘籠から始まり、若狭籠、隅田川（菓子
器）、菜籠（炭斗）などを制作し、徐々に希望の籠作品へと進
んでいきます。

金 曜
第1回 2023年 10月20日
第2回  11月17日
第3回  12月15日

第4回 2024年 1月19日
第5回  2月16日
第6回  3月15日

13：00 ～ 16：00【時間】

月 曜
第1回 2023年 2月27日
第2回  3月27日
第3回  4月24日
第4回  5月22日
第5回  6月26日

第6回 2023年 7月24日
第7回  9月25日
第8回  10月23日
第9回  11月27日
第10回  12月18日

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

定員 8名（各クラス）

あらためて学ぶ水屋の扱い

講師 藤井宗悦

会費 1回 9,900円（税込）
※会費は全5回分を前納

入会金 要

会場 淡交社 茶室「慶交庵」

茶人にとって水屋しごとは大切なはたらきですが、きちんと学んだことはあるでしょうか。不安になりがちな水屋しごとを実践的
に再確認する講座です。質問もしやすい雰囲気ですので、構えることなく受講していただけます。

火 曜 講習内容
2023年 1月31日 大炉・釣釜・透木について
 4月25日 風炉の茶道具、炉の茶道具
 5月30日 時季や趣向の水指
 8月29日 様々な風炉の約束
 11月28日 菓子器の扱いと懐石道具

午前のクラス　10：00～ 12：30
午後のクラス　13：30～ 16：00

【時間】

定員 12名（各クラス）

和歌を詠む

講師 藤井宗文
会費 1回 9,000円（税込）

※会費は全5回分を前納
入会金 要

会場 淡交社 東京教室

日本文化の礎である和歌を、季節とともに学ぶことで、
茶道の中の花鳥風月をより深く知ることができます。
また、簡単に和歌を詠めるようにご指導もいたします。

火 曜
2023年 1月31日
 4月25日
 5月30日
 8月29日
 11月28日
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金 曜 講習内容
第1回 2023年 2月3日 三つポケットの金封入れ・札入れ
第2回  3月3日 　
第3回  3月31日 茶碗の仕覆（お茶碗の重ね 又は 茶碗と棗）
第4回  5月19日
第5回  6月2日 数寄屋袋（古帛紗を折らずに収納できます）第6回  6月30日
第7回  8月4日 　
第8回  9月1日 茶籠・茶箱の仕覆
第9回  10月6日 　
第10回  11月3日 茶筅筒入れ と 茶巾筒入れ
第11回  12月1日 茶扇子入れ

茶の袋物講習会

講師 大澤実千世（大澤和子袋もの研究所主宰）
会費 1回 7,700円（税込）※会費は半期ごとに前納※材料費別途

会費 1講座 9,000円（税込）
※材料費別途
※2講座お申込みの場合は
　1講座8,500円（税込）　2回分前納

入会金 要 会場 淡交社 東京教室

お好みの裂地を用い、さまざまな袋物をご自身のペースでお作りいただきます。
想いを込めてご自身の手で茶の袋物を仕立ててみませんか。

基本を学べる「袋物講習会」
初めてでも安心して取り組んでいただくための
講座となります。難しそうに見える袋物を先生
の丁寧な指導で楽しく仕立ててみませんか。

10：00 ～ 12：30【時間】

13：30 ～ 16：00【時間】

茶杓の袋物を仕立てる
袋物特別講座

2023年 3月3日（金） 「茶杓袋」
 3月31日（金） 「茶杓筒袋」

2回講座「古帛紗と数寄屋袋」
2023年 6月2日（金） “真っ直ぐ”縫う「古帛紗」
 6月30日（金） やさしくできて感動「数寄屋袋」

会費 1回 8,500円（税込）※会費は4回分を前納　※材料費別途

会費 1講座 11,000円（税込） ※2講座お申込みの方は1回9,900円（税込）　2回分前納
※材料費別途

13：30 ～ 16：00【時間】

13：30 ～ 16：00【時間】

4回講座 かがりを学ぶ「茶入の仕覆を仕立てる」
2023年 9月1日（金）・10月6日（金）
 11月3日（金）・12月1日（金）

季節の工夫を学ぶ

講師 佐山宗準

会費 1回 7,700円（税込）
※会費は全6回分を前納　※材料費別途　※途中入会可能

入会金 要

毎回、時節に合わせた茶の湯にまつわる様々な工夫を学び、実際に道具の扱いや簡単にできる湿し灰なども講師の指導により
お作りいただきます。

10：00 ～ 12：00【時間】

木 曜 講習内容
第1回 2023年 ２月16日 一文字と汁
第2回  ４月13日 茶の湯の裂地（簡単アレンジ古帛紗）
第3回  ６月15日 道具の扱いの作法
第4回  ８月24日 かんたん湿し灰
第5回  10月12日 練香をつくる
第6回  12月14日 菓子の工夫（茶巾絞り）

定員 10名（各クラス） 会場 淡交社 東京教室

茶の湯の「書」

講師 佐山宗準

会費 1回 7,700円（税込）
※会費は全6回分を前納　※材料費別途　※途中入会可能

入会金 要

茶会記や案内状、前礼・後礼の挨拶状……、茶の湯には「書」にかかわる場面が数多くあります。当講座は、そんな茶の湯の
「書」をしっかりと学ぶ講座です。書道の心得がなくてもご安心ください。講師が丁寧に指導いたします。

13：30 ～ 15：30【時間】
■ご継続の方は個々のペースで学んでいただきます。

木 曜 講習内容
第1回 2023年 ２月16日 日常の書を学ぶ
第2回  ４月13日 巻紙の基本
第3回  ６月15日 巻紙・案内状①
第4回  ８月24日 巻紙・案内状②
第5回  10月12日 前礼を書く
第6回  12月14日 後礼を書く

定員 10名（各クラス） 会場 淡交社 東京教室
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金 曜 講習内容
第1回 2023年 2月3日 三つポケットの金封入れ・札入れ
第2回  3月3日 　
第3回  3月31日 茶碗の仕覆（お茶碗の重ね 又は 茶碗と棗）
第4回  5月19日
第5回  6月2日 数寄屋袋（古帛紗を折らずに収納できます）第6回  6月30日
第7回  8月4日 　
第8回  9月1日 茶籠・茶箱の仕覆
第9回  10月6日 　
第10回  11月3日 茶筅筒入れ と 茶巾筒入れ
第11回  12月1日 茶扇子入れ

茶の袋物講習会

講師 大澤実千世（大澤和子袋もの研究所主宰）
会費 1回 7,700円（税込）※会費は半期ごとに前納※材料費別途

会費 1講座 9,000円（税込）
※材料費別途
※2講座お申込みの場合は
　1講座8,500円（税込）　2回分前納

入会金 要 会場 淡交社 東京教室

お好みの裂地を用い、さまざまな袋物をご自身のペースでお作りいただきます。
想いを込めてご自身の手で茶の袋物を仕立ててみませんか。

基本を学べる「袋物講習会」
初めてでも安心して取り組んでいただくための
講座となります。難しそうに見える袋物を先生
の丁寧な指導で楽しく仕立ててみませんか。

10：00 ～ 12：30【時間】

13：30 ～ 16：00【時間】

茶杓の袋物を仕立てる
袋物特別講座

2023年 3月3日（金） 「茶杓袋」
 3月31日（金） 「茶杓筒袋」

2回講座「古帛紗と数寄屋袋」
2023年 6月2日（金） “真っ直ぐ”縫う「古帛紗」
 6月30日（金） やさしくできて感動「数寄屋袋」

会費 1回 8,500円（税込）※会費は4回分を前納　※材料費別途

会費 1講座 11,000円（税込） ※2講座お申込みの方は1回9,900円（税込）　2回分前納
※材料費別途

13：30 ～ 16：00【時間】

13：30 ～ 16：00【時間】

4回講座 かがりを学ぶ「茶入の仕覆を仕立てる」
2023年 9月1日（金）・10月6日（金）
 11月3日（金）・12月1日（金）

季節の工夫を学ぶ

講師 佐山宗準

会費 1回 7,700円（税込）
※会費は全6回分を前納　※材料費別途　※途中入会可能

入会金 要

毎回、時節に合わせた茶の湯にまつわる様々な工夫を学び、実際に道具の扱いや簡単にできる湿し灰なども講師の指導により
お作りいただきます。

10：00 ～ 12：00【時間】

木 曜 講習内容
第1回 2023年 ２月16日 一文字と汁
第2回  ４月13日 茶の湯の裂地（簡単アレンジ古帛紗）
第3回  ６月15日 道具の扱いの作法
第4回  ８月24日 かんたん湿し灰
第5回  10月12日 練香をつくる
第6回  12月14日 菓子の工夫（茶巾絞り）

定員 10名（各クラス） 会場 淡交社 東京教室

茶の湯の「書」

講師 佐山宗準

会費 1回 7,700円（税込）
※会費は全6回分を前納　※材料費別途　※途中入会可能

入会金 要

茶会記や案内状、前礼・後礼の挨拶状……、茶の湯には「書」にかかわる場面が数多くあります。当講座は、そんな茶の湯の
「書」をしっかりと学ぶ講座です。書道の心得がなくてもご安心ください。講師が丁寧に指導いたします。

13：30 ～ 15：30【時間】
■ご継続の方は個々のペースで学んでいただきます。

木 曜 講習内容
第1回 2023年 ２月16日 日常の書を学ぶ
第2回  ４月13日 巻紙の基本
第3回  ６月15日 巻紙・案内状①
第4回  ８月24日 巻紙・案内状②
第5回  10月12日 前礼を書く
第6回  12月14日 後礼を書く

定員 10名（各クラス） 会場 淡交社 東京教室
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午前のクラス　10：00 ～ 12：30
午後のクラス　13：30 ～ 16：00

【時間】

茶事や茶会の懐石料理や和菓子を手づくりしておもてなしされる、松井ミチル
先生による和菓子講習会です。家庭で作れ、季節の移ろいを感じる茶席の菓子
（主菓子・干菓子）を学びます。

定員 12名（各クラス）

定員 12名

辻留の懐石料理講習会

会費 1回 24,200円（税込）
※会費は3回ごとに前納　※実習は行いません
※1回単位での募集もいたします。 会費は25,300円（税込・入会金不要）となります

入会金 要

会場 辻留 赤坂店

懐石料理の名門・辻留 赤坂店にて、料理長による調理を間近
でご覧いただき、またお話を伺いながら茶懐石の技・知識を学
んでいただく講習会です。各回、茶事の趣向に合わせたお料理
の実演後、お部屋にてお料理をお楽しみいただきます。

ご主人がおもてなし 茶懐石の名店をめぐる
旬の味を大切に材料を吟味し、素材本来の持ち味を生かす茶懐石。東京の茶懐石
料理店をめぐり、主人のお話を伺いながら名店のお料理をご堪能いただきます。

10：00 ～ 13：00 ※お食事を含んだ終了時刻です【時間】

家庭でつくる茶席の和菓子講習会

講師 辻留

会費 1回 6,600円（税込）※材料費含
※会費は全4回分前納
※1回単位での募集もいたします。会費は7,700円（税込・入会金不要）となります

入会金 要
会場 淡交社 東京教室

講師 松井ミチル（滴々庵）

火 曜 講習内容
第1回 2023年 1月31日 夜咄
第2回  3月14日 花見
第3回  5月16日 水無月 茶事形式
第4回  7月18日 爽涼
第5回  9月12日 名残
第6回  11月21日 師走 茶事形式
■ 5月と11月は茶事形式でのご飲食となります

木曜
講習スケジュール（全４回）

お店 講師 講習内容金曜
第1回 2023年 3月23日 2023年 3月24日 懐石 一文字（神楽坂） 廣瀬和彦 炉の名残り～桜～

第2回 5月18日 5月26日 茶懐石料理   木挽町大野（四谷） 大野友之 江戸懐石の味噌汁～初風炉～

第3回 7月27日 7月28日 懐石 山よし（麹町） 山下和嘉 朝茶の椀種
第4回 9月21日 9月22日 三友居（高輪） 黒木純一 名残の懐石

水 曜
第1回 2023年 3月1日
第2回  7月5日
第3回  9月6日
第4回  11月15日

講師 栗原直子（日本陶芸倶楽部理事長）
筒井伸哉（日本陶芸倶楽部） 会費 1回 8,470円（税込）

※会費は半期ごとに前納　※材料費・焼成費は別途

会費 1回 17,600円（税込）※実習は行いません

入会金 要

定員 8名 会場 日本陶芸倶楽部（東京 原宿・東郷神社境内）

定員 8名（最少催行人数６名） 会場 各店舗

講師 筒井伸哉（日本陶芸倶楽部） 定員 16名
会場 日本陶芸倶楽部（原宿・東郷神社境内）

お好みの形の黒楽茶碗を作っていただく特別講習会です。
2日間で成形と削りを体験していただきます。

黒楽茶碗をつくる
特別講習会～陶芸体験教室～

2023年 2月5日（日）・ 3月5日（日）

会費 37,000円（税込）※茶碗一碗焼成費含、送料別途

10：00 ～ 13：00【時間】

陶芸教室
昭和42年の発足以来、多くのアマチュア陶芸家を輩出した原宿・
日本陶芸倶楽部にて、お稽古や茶事などでお使いいただける茶碗
に限らない様々な種類の茶陶を創作する教室です。作陶初心者の
方にも丁寧にご指導いただきますので、安心してご参加ください。

火 曜 講習内容
2023年 2月7日 信楽蹲掛花入　　　　　　　　
 3月7日 黄瀬戸鉢
 4月4日 織部黒または黒織部沓茶碗
 5月2日 竹蓋置2ヶ・黄瀬戸・織部
 6月6日 朝鮮唐津花入
 7月4日 織部八寸角皿
 9月5日 
 10月3日 花三島茶碗

 11月7日 乾山　梅文茶碗絵付
 12月5日 赤絵盃

前
期

後
期

10：30 ～ 12：30【時間】

11：00 ～ 14：00【時間】

山よし 三友居 木挽町大野 一文字
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午前のクラス　10：00 ～ 12：30
午後のクラス　13：30 ～ 16：00

【時間】

茶事や茶会の懐石料理や和菓子を手づくりしておもてなしされる、松井ミチル
先生による和菓子講習会です。家庭で作れ、季節の移ろいを感じる茶席の菓子
（主菓子・干菓子）を学びます。

定員 12名（各クラス）

定員 12名

辻留の懐石料理講習会

会費 1回 24,200円（税込）
※会費は3回ごとに前納　※実習は行いません
※1回単位での募集もいたします。 会費は25,300円（税込・入会金不要）となります

入会金 要

会場 辻留 赤坂店

懐石料理の名門・辻留 赤坂店にて、料理長による調理を間近
でご覧いただき、またお話を伺いながら茶懐石の技・知識を学
んでいただく講習会です。各回、茶事の趣向に合わせたお料理
の実演後、お部屋にてお料理をお楽しみいただきます。

ご主人がおもてなし 茶懐石の名店をめぐる
旬の味を大切に材料を吟味し、素材本来の持ち味を生かす茶懐石。東京の茶懐石
料理店をめぐり、主人のお話を伺いながら名店のお料理をご堪能いただきます。

10：00 ～ 13：00 ※お食事を含んだ終了時刻です【時間】

家庭でつくる茶席の和菓子講習会

講師 辻留

会費 1回 6,600円（税込）※材料費含
※会費は全4回分前納
※1回単位での募集もいたします。会費は7,700円（税込・入会金不要）となります

入会金 要
会場 淡交社 東京教室

講師 松井ミチル（滴々庵）

火 曜 講習内容
第1回 2023年 1月31日 夜咄
第2回  3月14日 花見
第3回  5月16日 水無月 茶事形式
第4回  7月18日 爽涼
第5回  9月12日 名残
第6回  11月21日 師走 茶事形式
■ 5月と11月は茶事形式でのご飲食となります

木曜
講習スケジュール（全４回）

お店 講師 講習内容金曜
第1回 2023年 3月23日 2023年 3月24日 懐石 一文字（神楽坂） 廣瀬和彦 炉の名残り～桜～

第2回 5月18日 5月26日 茶懐石料理   木挽町大野（四谷） 大野友之 江戸懐石の味噌汁～初風炉～

第3回 7月27日 7月28日 懐石 山よし（麹町） 山下和嘉 朝茶の椀種
第4回 9月21日 9月22日 三友居（高輪） 黒木純一 名残の懐石

水 曜
第1回 2023年 3月1日
第2回  7月5日
第3回  9月6日
第4回  11月15日

講師 栗原直子（日本陶芸倶楽部理事長）
筒井伸哉（日本陶芸倶楽部） 会費 1回 8,470円（税込）

※会費は半期ごとに前納　※材料費・焼成費は別途

会費 1回 17,600円（税込）※実習は行いません

入会金 要

定員 8名 会場 日本陶芸倶楽部（東京 原宿・東郷神社境内）

定員 8名（最少催行人数６名） 会場 各店舗

講師 筒井伸哉（日本陶芸倶楽部） 定員 16名
会場 日本陶芸倶楽部（原宿・東郷神社境内）

お好みの形の黒楽茶碗を作っていただく特別講習会です。
2日間で成形と削りを体験していただきます。

黒楽茶碗をつくる
特別講習会～陶芸体験教室～

2023年 2月5日（日）・ 3月5日（日）

会費 37,000円（税込）※茶碗一碗焼成費含、送料別途

10：00 ～ 13：00【時間】

陶芸教室
昭和42年の発足以来、多くのアマチュア陶芸家を輩出した原宿・
日本陶芸倶楽部にて、お稽古や茶事などでお使いいただける茶碗
に限らない様々な種類の茶陶を創作する教室です。作陶初心者の
方にも丁寧にご指導いただきますので、安心してご参加ください。

火 曜 講習内容
2023年 2月7日 信楽蹲掛花入　　　　　　　　
 3月7日 黄瀬戸鉢
 4月4日 織部黒または黒織部沓茶碗
 5月2日 竹蓋置2ヶ・黄瀬戸・織部
 6月6日 朝鮮唐津花入
 7月4日 織部八寸角皿
 9月5日 
 10月3日 花三島茶碗

 11月7日 乾山　梅文茶碗絵付
 12月5日 赤絵盃

前
期

後
期

10：30 ～ 12：30【時間】

11：00 ～ 14：00【時間】

山よし 三友居 木挽町大野 一文字
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参加費 30,000円（税込） 定員 20名（最少催行人員16名 添乗員同行）

2023年7月13日（木）

京料理萬重 昼食

龍村美術織物 手機龍村美術織物 手機

龍村美術織物 職人とジャカード織機龍村美術織物 職人とジャカード織機

杉本家伯牙山軸飾り杉本家伯牙山軸飾り

菊水鉾ちまき菊水鉾ちまき

京都の夏を彩る祇園祭は１カ月に渡り様々な神事・行事が行われる八坂神
社の祭礼です。千年以上の歴史を持ち、多くの市民から愛され続けている風
物詩の舞台裏はといえば、京都の町衆をはじめ、様々な職人の技が支えて
います。今回は、196年ぶりに祇園祭の巡行に復活した山鉾「鷹山」の懸

け

装
そう

品
ひん

に携わる龍村美術織物をはじめ、山鉾町にある旧家の慣習、お茶など
多彩な側面から祇園祭を愉しんでいただく日帰りツアーです。

夏の風物詩 祇園祭を支える人と技を巡る
京都を愉しむシリーズ

〈内容〉
10：00 JR京都駅八条口集合・出発 
 龍村美術織物烏丸工場（通常非公開） 
  古代裂復元の第一人者として広く知られた初代龍村平藏氏が1894年に創業	

織物の研究と復元、独創性のある帯制作を通して「美術織物」という新しい分野を確立	
・祇園祭懸装品のお話　・ジャカード織機見学　・お買い物

 昼食　京料理萬重 
 きもの文化華やかなりし時代より京都の隆盛を担ってきた西陣。その地で育まれた料亭	
	 ・若主人田村圭吾氏による祇園祭にちなんだ料理のお話

 杉本家住宅（重要文化財） 
  築150年となる市内最大規模の京町家。前では山鉾の「伯

はく

牙
が

山
やま

」が立つ	
・十代目杉本節子氏による旧家の生活ぶりのお話　・祇園祭の室礼を見学

 菊水鉾茶席〜記念お皿と菊水鉾ちまき付き 
	 席主　鈴木宗博（裏千家教授）　・祇園祭限定菓子したたりと共にお茶一服

現地解散
※ツアー中は貸切バスで移動します　※料理の写真はイメージです

鷹山鷹山

龍村美術織物龍村美術織物
鷹山・一番水引鷹山・一番水引
「「金金

かなかな
地地
じじ

麒麒
きき

麟麟
りんりん

図図
ずず

」」

京都
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参加費 36,000円（税込）

定員 20名（最少催行人員16名 添乗員同行）

2023年3月23日（木）

篩月 精進料理篩月 精進料理

夢窓国師こと夢窓疎石（1275-1351年）は、七代の天皇の帰依を受けた
禅師であり、優れた作庭家としても知られます。後醍醐天皇はじめ歴代天皇
だけでなく、足利尊氏ら武家からの信頼も厚く、敵味方関係なく多く人々の
厚い信仰を受けました。
また現在、名勝に指定されている数々の寺院作庭を手掛けたことでも有名
で、特に石組を用いた庭園技法は、以後の禅宗寺院の枯山水へと繋がるモ
デルとなっています。今回は、国師ゆかりの寺院を巡ることで、国師が庭園
に現した禅のこころと美意識をひもといていくツアーです。

夢窓国師とゆかりの庭園 
禅のこころと美をひもとくツアー

京都を学ぶシリーズ

〈内容〉
9：15 JR京都駅八条口集合・出発 
 京都市　臨川寺　夢窓国師の終焉の地（通常非公開） 
 ・夢窓国師の墓参り　・阪上宗英老師（臨川寺副住職）の特別解説

 世界文化遺産　天龍寺 
	 1339年に後醍醐天皇の菩提を弔うため夢窓国師が開山	
	 ・小川宗務総長による禅の庭を解説　・曹源池庭園、法

はっ

堂
とう

の特別参拝

 昼食　精進料理「篩月」
 世界文化遺産　西芳寺 
	 1339年に夢窓国師が禅寺として再興	
	 庭園一面を覆う120余種の苔の美しさから「苔寺」の愛称で親しまれる　	
	 ・本堂にて僧侶の法話	
	 ・開山堂「指

し

東
とう

庵
あん

」と上段の庭の特別拝観（通常非公開）	
	 ・客殿（通常非公開）でお茶一服

17：00頃 JR京都駅八条口到着後、解散
※ツアー中は貸切バスで移動します　※料理の写真はイメージです

西芳寺 下段の庭西芳寺 下段の庭

夢窓国師夢窓国師

天龍寺 曹源池庭園天龍寺 曹源池庭園

臨川寺臨川寺

西芳寺 上段の庭西芳寺 上段の庭

京都
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栄西禅師から贈られた茶の種を栂尾の地に播き、茶の栽培を始めたと「栂尾
明恵上人伝記」に記されている明恵上人（1173-1232年）。その後、茶の普
及のため山城宇治の地を選び、茶の木を移植、これが宇治茶の起源と伝えら
れます。今回のツアーでは、高山寺茶園での栂尾茶の茶摘み、非公開茶室「遺
香庵」で明恵を偲ぶ茶道具の特別展観席をお楽しみください。また、上人の
伝説が残る宇治「駒蹄影園跡碑」や室町時代足利将軍が宇治に開いた「宇
治七茗園」で唯一残存する「奥ノ山」茶園見学など、明恵上人が紡いだ茶と
文化の拡がりを堪能していただきます。

栂尾から宇治へ
明恵上人からはじまる茶の拡がり
と文化をたどる

京都を学ぶシリーズ

高山寺茶室「遺香庵」高山寺茶室「遺香庵」

高橋箒庵作・寄進高橋箒庵作・寄進

明恵上人明恵上人

茶園「奥ノ山」茶園「奥ノ山」

堀井七茗園堀井七茗園堀井七茗園工房堀井七茗園工房

閑臥庵 黄檗普茶料理閑臥庵 黄檗普茶料理

〈内容〉
9：15 JR京都駅八条口集合・出発
 京都市 世界遺産 栂尾山 高山寺 
	 	建永元年（1206）明恵上人が後鳥羽上皇よりその寺域を賜り、名を高山寺として再興	

・「日本最古之茶園」で茶摘み　・呈茶　・遺香庵（通常非公開）で特別鑑賞席
	 ※後日に高山寺新茶（煎茶）のお味見パックをお送りいたします

 昼食　瑞芝山 閑臥庵（黄檗普茶料理）
 宇治へ移動、途中下車「駒蹄影園跡碑」見学
 宇治市　堀井七茗園 
 室町時代より続く、宇治最古の茶園を有す宇治茶の老舗	
	 ・茶園「奥ノ山」、「抹茶工房」見学　・希少抹茶「成里乃」をご賞味	
	 ・県神社非公開茶室「棠

とう

庵
あん

」を見学

17：30頃 JR京都駅八条口到着後、解散
※ツアー中は貸切バスで移動します　※料理の写真はイメージです

2023年4月26日（水）
定員 20名（最少催行人員16名 添乗員同行）参加費 33,000円（税込）

京都
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10：00 JR桂川駅集合・出発（京都駅からJR京都線にて2駅目）
10：30 檜垣邸着
11：00 作陶（削り・外側） 
 昼食（木乃婦弁当※）と茶室（又隠写し）にて呈茶 
 作陶（削り・内側）
15：30 檜垣邸発
16：00頃 JR桂川駅到着後、解散
※滞在中、作品展示室ペースを常時開放します。作品購入も可
※	作品は檜垣先生が施釉・焼成し、桂窯の極めをした桐箱に茶碗を入れて後日、お手元にお送りします
※	昼食の弁当は変更になる場合がございます

土風炉師初代寄神崇白が開いた「桂窯」。築窯100年を超え、当代 檜垣青子先生と次代 良多先生はお二人と
も茶の湯者に広く知られる茶陶作家です。
今回、ご自宅に新たに設けられた工房やワークスペースのお披露目を兼ねて、先生たちが実際に使われる粘土
で茶碗を削り、世界に一つの黒楽茶碗を作成します。茶室での呈茶もあり、両先生と触れ合いながらゆっくり
作陶を楽しんでいただく一日です。

京都洛西 桂窯 黒楽茶碗作陶 1日ツアー

桂窯黒楽茶碗桂窯黒楽茶碗檜垣青子先生檜垣青子先生 檜垣良多先生檜垣良多先生

2023年2月17日（金）

〈旅程〉

工房扁額工房扁額

作陶ワークショップ風景作陶ワークショップ風景

会場 檜垣青子・良多邸（京都市）

定員 12名
講師 檜垣青子先生・良多先生

参加費 50,000円（税込） ※焼成・桐箱・発送代・昼食代・移動費込
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9：00 JR京都駅八条口ご集合
 京都市　高台寺 【𠮷野太夫と灰屋紹益のロマンス】 
 ・	茶室「遺芳庵」（𠮷野太夫遺愛の席）、茶室「鬼瓦席」（灰屋紹益遺愛の席）の見学	

※共に通常非公開
	 ・境内拝観（自由拝観）
	 昼食　島原 乙文 【島原ならではのお食事とお話】 
	 ・若主人による島原の歴史解説　・特製「輪違点心」のお食事
	 角屋もてなしの文化美術館 【𠮷野太夫の生きた街を感じる】 
  文化サロンの役割も担った島原のもてなしの場で揚屋建築唯一の遺構として	

国の重要文化財の指定を受けている　・中川清生館長のご案内で1階を見学
 鈴木時代裂研究所 【𠮷野間道について】 
	 名物裂、時代裂、古渡更紗を蒐集、研究、復原、再現、創作している	
	 ・鈴木一弘所長のお話「𠮷野間道について」　・お買い物
 常照寺 【茶の湯と𠮷野太夫】 
	 	元和元（1616）年に本阿弥光悦が土地を寄進し、日蓮宗中興の祖、日乾上人が創建した𠮷野太夫所縁の寺	

・	茶室「遺芳庵」にて特別茶席とお話　・奥田正叡住職とご一緒に境内拝観（𠮷野門と𠮷野太夫墓所など）
18：00頃 JR京都駅到着後、解散
※ツアー中は貸切バスで移動します

寛永の時代、数々の伝説的な逸話を残した名妓、二代目𠮷野太夫。当代一流
の教養人であるうえ仏教に深く帰依し、また𠮷野棚や𠮷野間道など茶の湯の世
界にも影響を残したことでも知られています。
そんな𠮷野太夫と茶の湯に所縁のある史跡を訪れ、その遺徳を偲びます。𠮷野
太夫が生まれたうららかな春の京都で、その人となりに思いを馳せてみませんか。

春の京都逍遥
𠮷野太夫の所縁を訪ねて

常照寺 𠮷野門常照寺 𠮷野門 𠮷野太夫像（常照寺蔵）𠮷野太夫像（常照寺蔵）

参加費 39,800円（税込）

定員 20名（最少催行人員16名 添乗員同行）

2023年3月29日（水）

〈旅程〉

遺芳庵遺芳庵

輪違点心輪違点心

角屋（外観）角屋（外観）

鈴木一弘氏鈴木一弘氏

京都
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松阪駅ご集合
射
いざ

和
わ

文庫（竹川竹斎邸）通常非公開
玄々斎の直書き「月白風清」が残る書院や茶室「吉葛園」を有する	
・お話 東竹川家13代当主 竹川裕久 
　利休尺八花入写と花所望	
・伊勢茶の呈茶　・所蔵品と建物の見学

旧長谷川治郎兵衛家 
丹波屋を屋号に江戸に出店を構えた木綿商	
茶席は伊勢商人の繁栄の証を伝える文化遺産を会場に	
・茶席 席主 松阪市茶道協会（続き薄茶） 
・所蔵品と建物の見学

旧小津清左衛門家　・建物の見学	
紀州藩の御為替御用を命じられた江戸一番の紙問屋の旧宅

昼食　和田金　松阪牛の顔ともいえる有名店	
看板料理の寿き焼をご賞味ください

松阪駅　①16：10頃　②16：20頃　③17：10頃 
	 着後解散いたします
	 ※ツアー中は貸切バスで移動します

アクセス　東京駅─（東海道新幹線）─名古屋駅─（近鉄線/
JR紀勢本線）─松阪駅　（約3時間）
※松阪でご宿泊をご希望の方はお申し付けください

旧長谷川治郎兵衛家旧長谷川治郎兵衛家

射和文庫

旧小津清左衛門家旧小津清左衛門家

和田金の寿き焼和田金の寿き焼
（料理の写真は（料理の写真は
イメージです）イメージです）

参加費 39,000円（税込）定員 15名（1席）

ご集合場所 松阪駅南口（近鉄線/JR紀勢本線）

【ご集合時間】
① 10：10ご集合 

（旧長谷川治郎兵衛家→和田金→射和文庫→旧小津清左衛門家）

② 10：20ご集合 
（射和文庫→和田金→旧長谷川治郎兵衛家→旧小津清左衛門家）

③ 11：10ご集合 
（旧小津清左衛門家→旧長谷川治郎兵衛家→和田金→射和文庫）

※ご都合の良い日程をお選びください
2023年3月2日（木）・3月3日（金）

松阪はお伊勢参りの宿場町として、そして商人のまちとして発
展しました。豪商 竹川竹斎、長谷川治郎兵衛、小津清左衛
門と茶の湯の師である玄々斎との交わりに触れます。
利休尺八花入写と玄々斎との逸話に名品鑑賞、茶席と贅沢な
一日。松阪で過ごす、豪商のまちの茶の湯をご堪能ください。

裏千家11代 玄々斎と
伊勢松阪の茶の湯

利休尺八花入写と花所望

日帰り
ツアー

三重

〈旅程〉








