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令和３年１０月２０日現在 

 

行事のお知らせ 

（令和３年 １０／１～１２／３１） 

 

不   審   菴 

表 千 家 同 門 会  

 

 

１. 家元本部行事 

２. 家元懸釜 

３. 献茶式 

４. 支部・青年部行事・家元臨席による周年記念行事など 

５. 支部・青年部行事（地域別） 

 

更新された行事については、字体がゴシック体になっております。 

 

 令和３年度の、支部総会、一般講習会、資格者講習会、教授者講習会は、全国各支部、下半期の 

開催を予定しておりましたが、現状に鑑み、今年度はすべてとりやめとなりました。詳細は、別紙

「支部総会、資格者講習会、教授者講習会とりやめのお知らせ」をご覧ください。 

 

 

１．家元本部行事 

 家元稽古（１０／３より再開） 

    東京稽古（１０／１より再開） 

 

茶の湯への誘い展「茶会への招待」（北山会館）開催中 

８／１８～１０／１６ 第 1期「秋声を聴く」 

１０／２２～１２／１８ 第 2期「炉を囲んで」 

 

９／２９・３０ 表千家教授資格授与式（令和 4年 3/10・11に延期） 

１０／１２    寿お祝いの会（規模内容を縮小して開催） 

２４・２５ 表千家教授資格授与式 

３１    学校茶道指導者研修会（午前午後入替制で開催） 

１１／２８    支部事務長会議（とりやめ） 

１２／１３    来菴入門 
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２．家元懸釜 

    妙喜庵懸釜（年内はとりやめ） 

１０／２８ 京都府  聚光院月釜（人数制限、事前登録制にて参会あり） 

１１／ １ 京都府  二条城市民茶会（とりやめ） 

      ３ 京都府  洛趣会（とりやめ） 

  １２／１２ 東京都  東京慈善茶会（とりやめ） 

 

 

３．献茶式 

１０／ ２ 京都府  北野御旅所（献茶奉仕のみ） 

    ３ 京都府  宇治茶まつり（献茶奉仕のみ） 

   １０ 三重県  伊勢神宮献茶式（献茶奉仕のみ） 

１３ 東京都  乃木神社献茶式 

（献茶奉仕のみ、事前申込にて参列あり、茶席 1席） 

１４ 大阪府  水無瀬神宮献茶式 

（献茶奉仕のみ、事前申込にて参列あり、茶席 2席） 

   １５ 奈良県  東大寺献茶式（献茶奉仕のみ） 

   １７ 福岡県  宗像大社献茶式 

（献茶奉仕のみ、代表者参列あり、茶席なし） 

１９ 京都府  平安神宮献茶式 

（献茶奉仕のみ、事前申込にて参列あり、茶席なし） 

２０ 東京都  東京大神宮献茶式 

（献茶奉仕のみ、事前申込にて参列あり、茶席 1席） 

２９ 東京都  薬王院献茶式（献茶奉仕のみ） 

  １１／１０ 京都府  醍醐寺献茶式 

（献茶奉仕のみ、事前申込にて参列あり、茶席未定） 

１６ 大阪府  大阪天満宮献茶式（献茶奉仕のみ） 

     １７ 滋賀県  坂本日吉大社献茶式 

（献茶奉仕のみ、事前申込にて参列あり、茶席未定） 

     １９ 広島県  厳島神社献茶式（献茶奉仕のみ）                                                           

 

 

４．支部・青年部行事・家元臨席による周年記念行事など 

    今年度の予定はありません。 
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５．支部・青年部行事(地域別) 

令和３年度の、支部総会、一般講習会、資格者講習会、教授者講習会は、全国各支部、下半期の 

開催を予定しておりましたが、現状に鑑み、本年度はすべてとりやめとなりました。詳細は、別紙

「支部総会、資格者講習会、教授者講習会とりやめのお知らせ」をご覧ください。 

 

札幌     ９／１２ 茶の湯文化にふれる市民講座（１１／２１へ変更） 

    １０／３１   秋の茶会（とりやめ） 

 

道南    １１／ ７ ななかまど茶会（とりやめ） 

 

 

 岩手 １０／ ３ 岩手芸術祭茶会（とりやめ） 

１１／２１ 盛岡月釜茶会（とりやめ） 

 

秋田  第 16回 茶の湯文化にふれる市民講座（令和 4年へ延期） 

 

山形 １１／２１ 茶の湯文化にふれる市民茶会（とりやめ） 

 

福島 １０／１０ 福島県青年部 お寺で親子茶道体験教室（１１／７へ延期） 

 

 

 東京  東京稽古（１０／１より再開） 

１０／１３    乃木神社献茶式 

（献茶奉仕のみ、事前申込にて参列あり、茶席 1席） 

２０    東京大神宮献茶式 

（献茶奉仕のみ、事前申込にて参列あり、茶席 1席） 

２９    薬王院献茶式（献茶奉仕のみ） 

１２／１８・１９ 東京支部茶会（とりやめ） 

 

 神奈川 １０／２４     建長寺四ツ頭茶会（とりやめ） 

 

山梨  １２／ ５     茶の湯文化にふれる市民講座（とりやめ） 

 

 

愛知  １２／１９    茶の湯文化にふれる市民講座（令和 4年へ延期） 

 

岐阜  １２／ ５     茶の湯文化にふれる市民講座・チャリティ茶会（とりやめ） 

 

三重  １０／１０    伊勢神宮献茶式（献茶奉仕のみ） 
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 新潟  １０月      燕市民茶会（とりやめ） 

１０月      菊月茶会（とりやめ） 

１０／１８    第 12回 茶の湯文化にふれる市民講座（令和 4年へ延期） 

１０／２４    清友会茶会（とりやめ） 

 

富山  １１／１４    支部茶会（とりやめ） 

 

 

滋賀   ９／２５    支部茶会（１２／１１へ延期） 

    １１／１７    坂本日吉大社献茶式 

（献茶奉仕のみ、事前申込にて参列あり、茶席未定） 

 

 京都    家元稽古（１０／３より再開） 

茶の湯への誘い展「茶会への招待」（北山会館）開催中 

８／１８～１０／１６ 第 1期「秋声を聴く」 

１０／２２～１２／１８ 第 2期「炉を囲んで」 

１０／ ２    北野御旅所（献茶奉仕のみ） 

    ３    宇治茶まつり（献茶奉仕のみ） 

１２    寿お祝いの会（規模内容を縮小して開催） 

１７    御香水保存会月釜（とりやめ） 

１９    平安神宮献茶式 

（献茶奉仕のみ、事前申込にて参列あり、茶席なし） 

２４・２５ 表千家教授資格授与式 

２８    聚光院月釜（人数制限、事前登録制にて参会あり） 

３１    学校茶道指導者研修会（午前午後入替制で開催） 

１１／ １    二条城市民茶会（とりやめ） 

３    洛趣会（とりやめ） 

１０     醍醐寺献茶式 

（献茶奉仕のみ、事前申込にて参列あり、茶席未定） 

１２／１３    来菴入門 

兵庫  １０／２４    ふれあいの祭典 大茶会（とりやめ） 

 

 大阪 逸翁美術館呈茶（調整中) 

  さかい利晶の杜呈茶・体験（調整中） 

１０／１４    水無瀬神宮献茶式 

（献茶奉仕のみ、事前申込にて参列あり、茶席 2席） 

１１／１６    大阪天満宮献茶式（献茶奉仕のみ） 
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奈良  １０／１５    東大寺献茶式（献茶奉仕のみ） 

 

 

岡山  １０／１０    黒住教茶会（とりやめ） 

 

備後  １０／１０    秋の茶会（とりやめ） 

 

広島  １１／１９    厳島神社献茶式（献茶奉仕のみ） 

 

 

香川  １０／３１    支部茶会（とりやめ） 

 

徳島  １０／ ３    月例研究会（とりやめ） 

   １７    観菊茶会（とりやめ） 

１１／ ３    秋季合同茶会（とりやめ） 

    ３    阿南市文化祭茶会（とりやめ） 

 

高知  １０／ ３    支部天然忌（とりやめ） 

             支部月釜（年度内すべてとりやめ） 

 

 

 福岡  １０／１７    宗像大社献茶式 

（献茶奉仕のみ、代表者参列あり、茶席なし） 

２５・２６ 九州茶道館月釜・研修（とりやめ） 

１１／ ７    秋季学生茶会（とりやめ） 

 

大分  １０／１０    中津地区 月釜（とりやめ） 

       ２１    大分地区 月釜（とりやめ） 

    １２／ ５    慈善茶会（とりやめ） 

 

 長崎   ９／１１～１０／３０ 茶の湯文化にふれる体験学習「こども茶道クラブ」 

（とりやめ） 

１１／ ３     茶の湯文化にふれる市民講座（とりやめ） 

１１／１４    茶の湯文化にふれる市民茶会（とりやめ） 

 

鹿児島 １０／２４     鹿児島県青年部 妙円寺詣り呈茶（とりやめ） 

１１／２１     秋季茶会（とりやめ） 

 


