10/19〜2017.3/15 さぽーとぴあ 声の図書室

車にお道具一式を積み込み、出張式の茶道体験
きっ さ こ
講座へ。茶道キャラバン喫茶去がつなぐのは茶道
の心。着物姿の講師から、子どもたちは相手を思
たつ み くに こ
い遣る心と所作を学ぶ。代表の辰巳邦子さんと広
あ だち ち さと
報担当の足立知里さんを取材した。
（取材・文＝武藤花奈）

もらえるよう、細やかな
心配りでお茶会の準備を
する。相手に少しでも美
味しいお茶を飲んでもら
えるよう、心を込めてお
茶をたてる。常に相手を
思う心を、日常生活に活
かして欲しいですね」と
辰巳さんは語る。
子どもたちの変化はす
ぐに感じとれるという。
講座の終りには、講師が
呼びかける前にきちんと
正座して挨拶する。お辞
儀や挨拶、箸使いなど、

習ったことを家で披露
し、家族を驚かせること
もあるという。
「お箸は右手で上から取
り、左手を添えながら持
ち替え、菓子鉢を左手で

E-mail : caravankissako@gmail.com

持ち込み、茶室に見立て
た空間をつくる。
まずは茶道の歴史や文
化を紹介し、講師による
デモンストレーションの
後、残り 分で子どもた
ちは６人ほどのグループ
で互いにお茶をたて、お
菓子をいただく。茶道の
お辞儀や箸の使い方の練
習、着付け体験を行うこ
ともある。
「茶道は常に相手があっ
て成り立つもの。相手に
心地よい時間を過ごして
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羽田空港にて、
外国人観光客向けのイベント

押さえてお菓子を取るん
です」と箸使いを説明し
てくれた辰巳さんの所作
はなんとも美しい。
相手と向き合う心と姿
勢。たった１時間でも相
手とゆっくり向き合い、
心を交わす時間は貴重な
学びの場となる。

（多摩川線 下丸子駅前）

のメンバーで活動を続け
ている。
講 座 の 時 間 は １ 時 間。
長過ぎず短過ぎず、子ど
もたちに受け入れられや
すいのがこの時間だとい
う。教室に四畳半の畳を
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キャラバンで運ぶ 茶道の心

http://caravankissako.blog.fc2.com
https://ja-jp.facebook.com/caravankissako/

oﬃce@oomori-cafe.com

※お寄せいただいた皆様の個人情報は企画者で厳重に管理し、当選のご連絡、
また
事前に許可を得た方に限りキャンペーン等のご連絡に使用させていただきます。

〒143-0023 大田区山王3-27-6

最新イベント情報はブログ・Facebookで！

◎ 応募方法 ◎ 葉書、
FAXまたはEメールで、
住所・氏名・年代
（例：40代）
・職業・電話番号・本紙を入手したところ・広告/記事へのご意見、
ご感想
・号数とご希望のプレゼント名を明記してお送りください。

活動継続を
目指して

出演・下村明彦・±30〔プラスマイナスサンジュウ〕
（藤岡孝章・バクザンの新ユニット）
・amiIrie（アミアイリ）・DICE

喫茶去

区教育委員会がこの前年
よ り、
「夏 の わ く わ く ス
クール」という夏休みの
課外授業を推進するよう
になり、学校はＰＴＡに
相談を持ちかけた。
「茶道体験のイベントは
どうか」と、現代表の辰
巳さんが提案したことを
き っ か け に、
ＰＴＡ仲 間
の茶道経験者が協力。後
の喫茶去の活動がスター
ト し た。子 が 育 ち、
ＰＴ
Ａを卒業した現在も９名

５組１０名様にプレゼント！

[震災被災者の支援と交流]
日時：9月10日
（土）
16:00開場 16:30開演
会場：大田区民プラザ 小ホール

上梅園で外国人観光客向
けにお茶会を行うなど、
活躍の場を広げている。
喫茶去の体験講座は、敷
居が高い茶道のイメージ
を払拭し、気軽に学べる
貴重な機会を提供してく
れる。ぜひ美味しいお茶
をいただきながら、心の
あり方を学んでみてはい
かがだろうか。心地よく
日常生活を過ごすための
ヒントに出会えることだ
ろう。

トランジスターレコードより

４ 面に掲載！

「萌えコン in 大田」
のコンサートチケットを

DATA
茶道キャラバン 喫茶去
2016 年８月 25 日当日消印有効。当選者の発表は、
当選ハガキの発送をもってかえさせていただきます。

提供：
（株）
トランジスターレコード

辰巳さんは「企業様との
コラボレーションや小学
生向けイベントのスポン
サーになってくださる団
体様、地域イベントへの
参加、場所提供などのお
話も大歓迎です」
と語る。
活 動 強 化 に あ た り、団
体名を「茶道キャラバン
喫 茶 去」と 命 名。
「喫 茶
去」は禅の言葉で「お茶
でも一服どうぞ」という

意味をもつ。キャラバン
は「車にお道具一式を積
み込んで出張するのが
キャラバンみたいだか
ら」と足立さんは笑う。
現在は、まち歩きを推進
する団体「大田・品川ま
ちめぐりガイドの会」と
コラボで、羽田空港や池

ご応募いただいた方の中から
抽選で、ステキなプレゼントをお贈りします。

10月16日 (日）に池上梅園にてお茶会を開催！
詳細はブログをご覧ください。

※チケットは、当日会場受付で、
当選ハガキと引き換えとなります。

スタッフは全員、茶道経
験者。茶道を始めたきっ
かけや年齢、流派もそれ
ぞれだ。辰巳さんは「私
は小学２年生のとき、お
茶菓子につられて茶道を
始 め ま し た。お 菓 子 は
きっかけとして大事！」
と朗らかに笑う。
幼少期から茶道をたし
なんでも、その魅力は大
人になってから気付くこ
とも多いそうだ。常に相
手を思い遣る心。モノを
大切にする意識。しきた
ミュージカル俳優Mark Stein作、全編英語のオリ
ジナルミュージカル「Aeri and the Bear」を５日間集
中で練習し、最終日には照明をつけた舞台で上演
します。初心者も経験者も大歓迎。音楽・ダンス・
英語がいっぱいの舞台で、夏の特別な思い出に。
期間● 8月24日〜28日
対象● どなたでも
（親子参加歓迎！）
場所● 8/24
（水）
〜26
（金）
アートビーズハウス
8/27
（土）
、
28
（日）
山王FOREST
申込・問合● アートビーズイングリッシュ
TEL: 03-6303-7940 E-mail: artbees@artbees.jp
費用等、
詳細は下記HPをご覧ください

常に
相手を思う

音訳者養成初級講座（全17回連続講座）
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りを重んじつつも、その
時どきで臨機応変に動き、
心地良い時間を過ごす精
神。客人をもてなすため
の 段 取 り。
「す べ て が 日
常生活とリンクするんで
す」と辰巳さんは語る。
池雪小学校で始まった
この活動は、口コミで他
校からも依頼が来るな
ど、徐々に広がっていっ
た。２０１４（平成 ）
年には、実施数は８カ所
回に達した。
あくまでボランティア
で活動を続けるなか、交
通費など、スタッフの金
銭的な持ち出しが増えて
しまったという。そこで
２０１５（平成 ）年、
ボランティア活動を継続
するために本格的に動き
出した。
同年に大田区の地域力応
援基金助成事業（スター
トアップ助成）に認定さ
れた。最長２年間の助成
金を受けて広告・宣伝活
動を強化し、この期間に
自立的活動を軌道に乗せ
られるよう奮闘中だ。
http://www.artbees.jp/english/

こ
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茶道キャラバン

04
8/24〜28 アートビーズイングリッシュ

スタッフの皆さん (写真提供：茶道キャラバン喫茶去）

視覚に障がいのある方へ情報伝達するための「音
訳」の技術（発声・発音の仕方など）を学び、修了
後は音訳ボランティアとして活躍していただきます。
※大田区在住か在勤で全日程出席できる方
日時●10月19日〜 2017年3月15日の水曜日
13：30〜15:30 定員● 選考で20名程度
場所・問合● さぽーとぴあ 声の図書室
TEL : 03-5728-9434 FAX : 03-5728-9438
申込● 9月1日までに TEL または FAX にて申込。

さ
きっ

ミュージカル夏休みワークショップ

茶道キャラバン喫茶去
は、大田区内の小学校を
中心に公共施設などに出
張し、茶道体験講座を行
うボランティア団体。そ
のスタートは２００４
（平成 ）年、大田区立
ち せつ
池雪小学校のＰＴＡ活動
だった。
「夏休みに、何かイベン
ト を で き な い か」
。大 田
16

