
公益財団法人　国際茶道文化協会

青山グリーンアカデミー
第７７期講座ガイド
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≪消息を読む≫崩し字によって書かれる手紙を読む

≪茶の湯概論≫茶の湯初心者を教える先生のための講座

≪茶の湯茶書≫稲垣休叟『松風雑話』を読む

≪茶の湯の美≫漆の世界

≪茶席の禅語≫茶席の禅語

≪茶の湯文化学≫桃山期の茶人たちⅡ
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講座受講方法
第７7期青山グリーンアカデミー講座は、新型コロナウイルス感染症対策の為、ご自宅からインターネット
回線を利用して視聴頂く形式で行います。
配信・視聴には「Zoom（ズーム）ウェビナー」のシステムを利用します。
視聴方法は以下の2通りです。

受講に必要なもの

①インターネット環境

②パソコン、スマートフォンもしくはタブレット端末（iPad）等
　　　　　　　

③メールアドレス

インターネットに接続できるかご確認ください。
【確認方法の例】
・Yahoo!やGoogleなどを開いて検索することができる
・Youtubeなどの動画を視聴できる　など

10年程前の古い端末は使用できない場合があります。
スマートフォン・タブレット端末の場合は、Wi-Fi環境での視聴
をお勧めします。

@chado.or.jp及び@zoom.usからメールを受信できるように
してください。

方法①　ライブ配信　
各講座の開催日時に、生配信を視聴する方法です。

方法②　録画配信
ライブ配信に参加できなかった場合も、1週間以内であればお好きな時に何度でも録画が視聴できます。
お願い：配信内容の録画や受講を申し込まれた方以外への公開は固く禁止致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                       １

【配信元】

　　　　　　　　　【ご自宅】                                                                                                     【ご自宅】

初めての方もお気軽にご相談ください。
平日９時～１７時
０３-５２２５-3664

パソコン　　　　　　　　　　　　スマートフォン



                       ≪消息を読む≫講座
「崩し字によって書かれる手紙を読む」

　筆で書かれた個人の手紙は、実はたいへん読みにくいものです。しかし、「茶は人なり」という言葉が
あるように、書にはそれを書いた人の生き方、 が端的にあらわれるというのも事実です。
　この講座では安土桃山・江戸初期の手紙をとりあげ、崩し字を解読することにより、書の崩し方を学
びます。本阿弥光悦、近衛信尹、松花堂昭乗、沢庵宗彭、小堀遠州をはじめ、お茶席の床に飾られる武
将や僧侶、公卿など様 な々手紙を多角的にとりあげます。オンライン開催でも、画面を通して現物の細
部までご覧いただけるよう工夫しております。そして、それを書いた人やその歴史的背景を知ることで、
いっそう美術品としての鑑賞も深まります。
　書の世界を楽しみながら、読解力を養いましょう。

講師：愛知東邦大学客員教授・博士（文学）
　　　　　　　書跡史家

増田　孝

時間：13：30～15：30
受講料(全5回):
　一般16,500円
　（受講料15,000円、消費税1,500円）
　賛助会員13,200円
　（受講料12,000円、消費税1,200円）

1948年生まれ。東京教育大学卒業。博士（文学）。
愛知文教大学教授、学長を経て、現在、愛知東邦大学
客員教授。永青文庫評議員。「開運！なんでも鑑定団」
鑑定士。
主な著書：『光悦の手紙』（1980年河出書房）
『茶人の書』（1985年文献出版）
『書の真贋を推理する』（2004年東京堂出版）
『古文書・手紙の読み方』（2007年東京堂出版）
『書は語る 書と語る－武将・文人たちの手紙を読む－』
（2010年風媒社）
『本阿弥光悦－人と芸術』（2010年東京堂出版）など

第1回　10月19日（火）
第2回　11月     9 日（火）
第3回　12月14日（火）
第4回　2月8日（火）
第5回　3月8日（火）

消
息                

概
論               

茶
書                

美           

　
　
　

禅
語            

文
化
学

   

２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３



                       ≪茶の湯概論≫講座
「茶の湯初心者を教える先生のための講座」

初心者を指導している教授者、また茶の湯に関わる
幅広い知識を得たい方を対象とする講座です。

第1回　10月１３日（水）
江戸の園芸文化と茶花ー菊と朝顔を中心にー
　　　　　　　　　　   　　　　台東区立中央図書館 郷土・資料調査室専門員　平野 恵
本講座では最初に、史料が多い朝顔と菊の栽培史のあらましを述べます。その後、切り花の
栽培書である『剪花翁伝（せんかおうでん）』や茶花の図譜『茶席挿花集（ちゃせきそうかしゅ
う）』を紹介し、今まで触れられることの少なかった江戸時代後期の園芸文化と茶花の関係を
お話します。

第２回　１１月１７日（水）
鎌倉・室町時代の仏教と茶　
　　　　　　　　　　　　　      　　国立文化財機構 東京文化財研究所研究員　米沢 玲
日本の茶文化は、平安時代に唐へ渡った僧侶たちが持ち帰ったことに始まると考えられます。
以来、茶は仏教と深い関わりを持って日本に根付いてきました。鎌倉から室町時代にかけて
寺院で行われていた儀礼や喫茶の習慣を通して、仏教と茶の歴史を紹介します。

第３回　12月１５日（水）
茶の湯と香　　　　　     　　　　　　　　　株式会社 松栄堂 代表取締役社長　畑 正高
日本の歴史とともに歩み、今日に至った茶の湯と香。王朝貴族から受け継がれてきた季節感
や美意識を、寄合の芸道として共に発展してきました。四季の移ろいを豊かに感じ、香りで暮
らしを彩る香文化の面白さを見つめてください。

第４回　２月１６日（水）
炉壇と炭灰　                                                                      京都先端科学大学・裏千家学園講師　飯島 照仁
茶室の炉壇は、主に聚楽土と黄土で仕上げられたものが「本炉壇」で、このほか金属質の炉
壇や石質の炉壇などがあります。特に裏千家では大炉も存在します。茶の湯炭は、一般にクヌ
ギの菊炭を使用し、風炉用と炉用がありますが、さらに流儀によっても寸法が異なります。特
徴的な枝炭も炭手前には欠かせません。また灰も風炉に使用される灰と炉に使用される灰も
異なり、流儀によって名称や種類も異なります。今回の講座では、炉壇と炭灰の「基礎知識」と
「歴史的な成り立ち」を解説いたします。

第５回　３月１６日（水）
茶の湯に生きる文芸ー和歌・俳諧を中心に     
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　筑波大学教授　石塚 修
  
茶の湯と文学とは、武野紹鷗が連歌師であったと伝えられるように、緊密な関係にあった。実
際に、和歌や俳諧を道具の銘として取りいれたものも数多く残されている。その場合、古歌か
らの引用も多く、ともすると茶人は和歌をたんなる知識として考えがちであるが、和歌を詠むこ
とは茶人同士の交流において、とても大切な役割を果たしていた。
その点について、裏千家十二世又玅斎夫人であり、十三世円能斎の母である真精院猶鹿女
史(1850-1916)の詠まれた和歌作品などを参考にしつつ、茶人の教養としての和歌とはどの
ようにあるべきなのかを探究していきたい。(参考『茶人のたしなみ　和歌・俳句に学ぶ-11人
の「文遊び」』淡交社　2021)
　

時間：13：30～15：30
受講料(全5回):
　一般1４,３00円
　（受講料13,000円、消費税1,300円）
　賛助会員11,440円
　（受講料10,400円、消費税1,040円）
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                  ≪茶の湯茶書≫講座
「稲垣休叟『松風雑話』を読む」

　江戸時代に入ると、茶道逸話の書が次 に々出版されていく。その最初は久須美疎安の『茶話指月集』
だったわけだが、八十数話が収められているだけであった。次いで、近松茂矩によって『茶湯古事談』
が編集されて三百五話に膨らみ、『茶窓閒話』と題されて出版された。
　一方、今回取り上げる『松風雑話』の筆者稲垣休叟は、『茶道筌蹄』の著者としても知られている。『茶
道筌蹄』は江戸時代を通じた一番のベストセラーの茶書であり、千家を学ぶ茶人の必読の書であった。
休叟は膨大な茶書を読んで『茶道筌蹄』を著述したのだが、その中から、利休や宗旦をはじめとする多
くの茶人の数寄雑談を編集したのが『松風雑話』である。
　大変興味深い逸話が沢山収録された本書を、受講の皆様と共に楽しく読んでいきたいと思っている。

第1回　10月20日（水）
第2回　11月24日（水）
第3回　12月22日（水）
第4回　2月9日（水）
第5回　3月9日（水）

講師：茶道資料館顧問

筒井　紘一
1940年福岡県生まれ。早稲田大学文学部東洋哲学
科卒業。同大学院文学研究科修士課程日本文学専攻
修了。文学博士。現在、茶道資料館顧問、京都府立大
学客員教授。
著書に『茶書の系譜』(文一総合出版)、『茶人の逸話』
『懐石の研究』『茶書の研究』『茶人　交友抄』『南方
録（覚書・滅後）』『利休の逸話』『茶道具は語る』『記憶
に残る茶事を催すコツ』『現代語でさらりと読む茶の
古典　茶窓閒話』『知って得する茶道のいろは』（共に
淡交社）など多数。

４

時間：13：30～15：30
受講料(全5回):
　一般1４,３00円
　（受講料13,000円、消費税1,300円）
　賛助会員11,440円
　（受講料10,400円、消費税1,040円）
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漆について、原料となる漆の栽培から製作、鑑賞までを
学び、先人たちの生み出した知恵の足跡を辿ります。

時間：13：30～15：30
受講料(全5回):
　一般1４,３00円
　（受講料13,000円、消費税1,300円）
　賛助会員11,440円
　（受講料10,400円、消費税1,040円）

第1回　10月29日（金）
漆の魅力ー漆掻きの実際ー　 浄法寺漆産業代表取締役　松沢 卓生
茶道具をはじめ、漆器、工芸品、建造物など幅広い分野で使われている漆。すべての源は一滴の漆、一
粒のウルシの種からです。生産地ならではの話題を交えながら、漆をとりまく現状、課題を事例を紹介
しながらお話します。

第２回　１１月26日（金）
茶と漆　　　　　　　　　　　　　　　 東京国立博物館研究員　福島 修
アジアの歴史を支えてきた漆のわざが、茶の文化においてどのような役割を果たしてきたか。
装飾や修復、模倣など茶の湯から生じる「ああしたい」「こうしたい」の声に、漆の持つ多彩な
特性が応える様子を概観します。

第３回　12月１7日（金）
螺鈿の美ー歴史と鑑賞ー　　静嘉堂文庫美術館学芸部長　小池 富雄
　　
虹色に輝く貝殻を材料にして器物を装飾する螺鈿（らでん）は、正倉院宝物にみられるとおり
奈良時代の日本、唐時代の中国で高度な美術工芸に発達していました。この講座では、その
後の発展を名品でたどります。

第４回　２月１8日（金）
蒔絵の美　        　　　 京都国立博物館学芸部教育室室長　永島 明子
日本で独自の発達を見せた漆芸である蒔絵は、日本のみならず世界の貴顕に愛され、蒐集の対象とさ
れた歴史を誇ります。基本の技法や通史をおさらいしつつ、蒔絵の魅力についてたくさんの画像を交
えてお話いたします。

第５回　３月１8日（金）
金継ぎの美      　　　　　　　　　　　　　　   戸栗美術館学芸顧問　森 由美
 
「金継ぎ」とは、割れた陶磁器を漆で接着し、金を蒔いたもの。傷を装飾に見立てる技です。接着剤に始
まり、芸術表現に至る、やきものと漆の出会いをたどりましょう。あわせて漆以外の陶磁器の修復も紹介
します。

　

≪茶の湯の美≫講座
   「漆の世界」 消
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≪茶席の禅語≫講座

時間：１０：３０～１２：３０
受講料(全３回):
　一般８,８００円
　（受講料8,000円、消費税800円）
　賛助会員７,０４０円
　（受講料6,400円、消費税640円）

　茶席では、掛物や道具の銘など、様 な々

禅のことばとの出会いがあります。禅語は

中国唐代から宋代における禅者の闊達自

在な会話のなかに、現代に通ずる生き方

の指針が込められたことばです。様々な

禅語を紹介解説し、禅の思想、禅の生き

方を楽しく学んでいただきたいと思ってい

ます。お寺の季節の花 な々ども紹介しなが

ら美しい禅の表現も味わいながら、混迷

する現代に心のつかえ、ストレスを少しで

も解放できるようわかりやすく禅の教えを

ユーモア交えて楽しく学びましょう。

第1回　10月29日（金）
第2回　11月26日（金）
第3回　12月17日（金）

講師：満願寺住職
　　　　　　　　　　　　　臨済宗建長寺派元教学部長
　　　　　　　　　　　　　淡交会横須賀支部支部長

禅僧。神奈川県横須賀市。臨済宗建長寺派岩戸山
満願寺住職。1963年横須賀市生まれ。京都・嵐山
天龍寺専門道場にて修行後、2003年臨済宗建長
寺派教学部長に就任。現在は建長寺派布教師会
副会長、臨済宗連合各派布教団布教師。茶道裏千
家淡交会横須賀支部長。朝日カルチャーセンター
講師。禅の法話や執筆活動、坐禅指導などを広く行
っている。
著書：『禅、ていねいな生き方』（知的生きかた文庫）
　　  『無心のすすめ』（集英社）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『禅の坊さんもぼやく。そして学ぶ。』（角川書
　　　店）など。
共著：『ふっと心が癒される禅のことば』（西東社）
監修多数。

永井　宗直

６
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時間：13：30～15：30
受講料(全5回):
　一般16,500円
　（受講料15,000円、消費税1,500円）
　賛助会員13,200円
　（受講料12,000円、消費税1,200円）

７

     ≪茶の湯文化学≫講座
「桃山期の茶人たちⅡ」

最新の文献や史料研究から浮かび上がる、桃山期
に活躍した茶人たちの魅力に迫ります。

第1回　10月2３日（土）
山上宗二　　　　　　　　　　　　　　　　　茶道史家　神津 朝夫
　
千利休の弟子とされる人物は多いが、山上宗二は利休がまだ無名の時から20年以上も兄事・師事し
た本格的な弟子であった。『山上宗二記』から宗二の「わび」についての考え方を探り、その利休との違
いにも言及したい。

第２回　１１月2７日（土）
今井宗久と津田宗及　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茶道資料館顧問　筒井 紘一
千利休、今井宗久、津田宗及は、桃山時代には天下三宗匠といわれてきた。織田信長の時代には最も
勢力を振っていた宗久は、豊臣秀吉の時代になると位置が逆転してしまう。その間にあって名家天王寺
屋の当主宗及がどのような緩衝材の役割を荷っていくのか、考えてみたい。

第３回　12月１8日（土）
織田有楽の生涯と茶の湯－千少庵・宗旦との交流も含めて　

　　　　  　　　　　裏千家学園講師　谷端 昭夫
　　
織田有楽は主に前半生には武将として、後半生は茶人として過ごしたといえます。茶の湯は「利休の高
弟七人」の内に数えられることがあるほどの武家茶人として知られています。有楽の生涯・茶風とともに
千少庵や宗旦の交流にもふれてみたいと思っています。

第４回　２月１2日（土）
豊臣秀吉　     　静岡大学名誉教授・（公財）日本城郭協会理事長　小和田 哲男
秀吉の茶の湯は、信長譲りの道具蒐集から始まっていますが、千利休などの指導を得て、侘
び茶の趣向が加わっています。北野の大茶会、黄金の茶室など話題も豊富です。天下人秀𠮷
と茶の湯の関わりをお話しします。

第５回　３月１2日（土）
古田織部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京国立博物館名誉館員　矢部 良明
千利休の高弟の織部が、利休唱導のコンセプトの茶の湯を離れ、創作茶道具を普及させて
ファッションの旋風を巻き起こし、天下一宗匠の誉れを獲得した様子を語る。と同時に、武将
茶の湯樹立を目論む織部の姿を描く。
　

消
息                

概
論               

茶
書                

美           

　
　
　

禅
語            

文
化
学
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申込みから受講までの流れ

①希望講座の送信
　メールもしくはFAXで
　お申込みください。
　（記載事項は裏表紙を
　ご覧ください）

②申込受付
　kouza@chado.or.jp
　から5日以内に【受付
　完了】メールが届きま
　す。

③お振込み
　メールの内容を確認し、
　受講料をお振込みくだ
　さい。

①受講案内
　講座開講日の１週間前に
　Zoomの事前登録及び当
　日の受講方法がメールで
　届きます。

②録画配信（1週間）
　ライブ配信終了後、
　メールが届きます。
　1週間以内であれば
　何度でも視聴できます。

STEP　1

STEP　2

STEP　３

お申込み

視聴の事前準備

視聴する（２通りどちらもご利用いただけます）

【口座名義】公益財団法人国際茶道文化協会　
　ザイ）コクサイチヤドウブンカキヨウカイ
【ゆうちょ銀行】
　振替先：００１９０-５-０１４０４７９
　他金融機関からの振込先：
　０１９（ゼロイチキュウ）店　当座預金０１４０４７９

振込先情報

難しいところは事務局が
サポートします。

・復習したい！
・見逃してしまった！

そんな時は...

①ライブ配信
　開講日当日はご自宅にて、  
    Zoomを利用し受講します。
　※受講者の顔は映りません。
　

②事前登録
　メールの案内に従って　
　事前登録をしてください。
　（@zoom.usからの受信が
　できるようにしておきます）



受講上の注意

賛助会員制度

公益財団法人 国際茶道文化協会は「茶道をもって世界平和のために貢献し、国際文化交流
に資する」という事業目的のもと、「賛助会員」制度を設けています。
賛助会員の方は、各種講座受講料の割引等の特典がございます。ご希望の方は、この機会に
ぜひ資料をご請求ください。(ご入会の際は、別途申込書が必要です）

◇入会資格
当協会の事業目的にご賛同いただける方であれば、どなたでもご入会できます。

◇入会手続
所定の入会申込書に必要事項を記入の上、事務局までお送りいただき、最寄りの金融機関よ
り入会金及び初年度の年会費をお振込みください。当講座の受講料と合わせてお振込みい
ただくこともできます。

◇入会金及び年会費
《会員資格期間》　4月より翌年3月まで。
《会費》入会金：5,000円　　年会費：10,000円　
　　　　　※10月以降にご入会の方は年会費が半額(5,000円）となります。

◇その他
・当協会の賛助会員の入会金及び年会費は、特定公益増進法人に対する寄付金として税法　

　上の優遇措置が適用されます。

・入会金・年会費は、事業活動の他、当協会の運営のために５０％を超えない範囲で法人の管
　理費に充当させていただきます。

①一旦納入いただいた受講料は原則としてお返しできません。
②配信内容の録画や受講を申し込まれた方以外への公開は固く禁じます。
③講師の病気や受講者が一定数に達しない場合など、開講を見送る場合があります。
　開講しない場合は、開催日の１週間前までにご連絡いたします。
④ご本人の都合により当該講座を視聴できなかった場合、他講座への振替はできません。
⑤当協会側の都合により、申込時にお知らせした日時をやむを得ず変更することがあります。
　この変更により当該講座を受講できなくなった方は、代替の講座を振替受講することがで
　きます。　　　

公益財団法人 国際茶道文化協会
〒162-0856
東京都新宿区市谷甲良町1-4　茶道裏千家東京茶道会館内
TEL:０３-５２２５-３６６４
FAX:０３-５２２５-０７８２
E-Mail：kouza@chado.or.jp
http://www.chado.or.jp

問合せ・申込み先
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消息を読む 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　火             １３：３０              １９         ９         　１４                               　８           ８
茶の湯概論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水            　　 １３：３０              １３　　 　１７                  　　１５                             １６                    １６
茶の湯茶書                　　　　　水               １３：３０              ２０         ２４          　２２                        ９                          　9
茶の湯の美                                                                                              　　　　　金　　        １３：３０              ２９        　２６                   　１７                      １８                     １８
茶席の禅語                                                                                              　　　　　金                １０：３０              ２９        　２６                   　１７                       　ー                        ー
茶の湯文化学                                             　　　　　土                １３：３０              ２３        　２７                   　１８                      １２                     １２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

【講座スケジュール】
  講座名                   曜日　  開始時間　   10月　    １１月　   　　１２月　      ２月　　  ３月

77

一般　／　賛助会員　（○を付けてください）

西暦　　　　　年　　　　　月　　　　　日

講座名
受講料

（一般）
受講料

（賛助会員）
消息を読む「崩し字によって書かれる手紙を読む」                                                                            １6,500円         13,200円

茶の湯概論「茶の湯初心者を教える先生のための講座」                １4,300円          11,440円

茶の湯茶書「稲垣休叟『松風雑話』を読む」                                                                        14,300円                                      11,440円

茶の湯の美「漆の世界」                                                                                                                                                                                   14,300円                                     11,440円

茶席の禅語「茶席の禅語」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       8,800円                                                            7,040円

茶の湯文化学「桃山期の茶人たちⅡ」                                                                                                                                                                                                                  16,500円                                     13,200円

　フリガナ
①お名前

②区分

③生年月日

④メールアドレス

⑤郵便番号

⑥ご住所

⑦電話番号（日中連絡可能な番号）

⑧申込希望講座（「申込講座」欄に○をつけてください）

≪通信欄≫

【講座申込】
必要事項をご記入の上、この面をFAXもしくはメールでお送りください。
必要事項を直接メールの本文に記載いただいてもかまいません。
FAX:03-5225-0782　メール︓kouza@chado.or.jp

申込
講座

一般　／　賛助会員　（○を付けてください）


