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    「横浜国際園芸博覧会に向けて 
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＜公１＞１展覧会 １－１．本部展                 いけばな芸術に関する普及啓発 

 

第５６回日本いけばな芸術展 開催要項 

名 称     第５６回日本いけばな芸術展 

主 催     公益財団法人 日本いけばな芸術協会 

会 期     令和５年９月２７日（水）～１０月２日（月） 

第１次展 ９月２７日（水）～９月２８日（木） いけこみ９月２６日（火） 

第２次展 ９月２９日（金）～９月３０日（土） いけこみ９月２８日（木） 

第３次展 １０月１日（日）～１０月２日（月） いけこみ９月３０日（土） 

※いけこみ・あげ花の時間は二部制 

会 場     東京 日本橋髙島屋 ８階ホール  １階正面ステージ （草月流） 

後援予定    文化庁 他 

入場料     当日券 1,000円（高校生以下無料） 前売券 800円 （消費税込み） 

出品者  本部役員（副会長・相談役・理事長・副理事長）6名（通し出品） 

        東部役員（特別参与・参与・評議員・理事・監事・常任委員）118名 

        西部役員 6名、東部名誉特別会員（任意）・特別会員 420名、正会員 200名 

  出品者総数７５０名  東部既加入流派 １９２流派を対象 

        （予定総数 花席２１８席 出品数７５０名） 

花 席     本部役員席    間口 1,800×奥行 1,800×高さ 300 

        １人席      間口 1,200(900)×奥行 1,200(900)×高さ 600 

        １人席 BOX席   間口 1,200(900)×奥行 1,200(900)×高さ 450 

        ３人席      間口 2,100×奥行 1,800×高さ 300 

        ５人席      間口 3,600×奥行 1,800×高さ 300 

        正会員席     間口 900(700)×奥行 900(700)×高さ 650 

        正会員席 BOX席  間口 900(700)×奥行 900(700)×高さ 300 

参加料 上段：参加料 下段：前売券（招待券）配布数     

本部役員 200,000円 500枚（500枚） 

 特参・評・理・監 参与・常任委員 特別会員 正会員 

A地区 

東京 神奈川 千葉 埼玉 

100,000円 

300枚（300枚） 

75,000円 

250枚（250枚） 

60,000円 

200枚（200枚） 

30,000円 

100枚（100枚） 

B地区 

北関東 長野 山梨 静岡 

65,000円 

200枚（200枚） 

50,000円 

150枚（150枚） 

40,000円 

120枚（120枚） 

25,000円 

75枚（75枚） 

C地区 

北海道 東北 新潟 富山 

65,000円 

200枚（200枚） 

40,000円 

120枚（120枚） 

30,000円 

100枚（100枚） 

20,000円 

60枚（60枚） 
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開会式     日  時：９月２７日（水）午前９時（予定）  

名誉総裁常陸宮妃殿下のテープカットで開会、その後、会場御巡覧予定 

こどもいけばな体験教室   

        日  時：９月３０日（土）①午前 10時 30分～ ②午後 1時 30分～ 

        会  場：日本橋髙島屋多目的ホール 

        参加総数：30名 小学 1年生～中学 3年生を対象に募集 

        参 加 費：無料 花材・花器・剣山・テキスト「こどものいけばな」を進呈 

出品説明会 日 時：７月２６日（水）午後 

 会 場：ＡＰ虎ノ門（東京都港区西新橋１丁目６−１５ NS虎ノ門ビル） 

オンラインで参加できるようにし、出欠をとる時に荷物の郵送希望を確認（着払い） 

出品申込    家元・流派代表者へ関係書類送付 

申込書へ記入のうえ５月１５日（月）までに東部事務局へ返送 

参加料納入  出品代表者説明会で配布の明細書にもとづき、流派一括で８月３１日（木）までに 

 東部事務局へ納付 
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＜公１＞１．展覧会 １－２．地区展           いけばな芸術に関する普及啓発 

 

日本いけばな芸術中国展 開催要項 

 

名 称  日本いけばな芸術中国展 

主 催  公益財団法人日本いけばな芸術協会 

会 期  令和５年４月１２日（水）～１７日（月） 

前期展 １２日（水）～１４日（金） いけ込み１１日（火） 

後期展 １５日（土）～１７日（月） いけ込み１４日（金） 

会 場  岡山高島屋８階催事場（岡山市北区本町６番４０号） 

後 援  岡山県 岡山市 岡山県教育委員会 岡山市教育委員会  

入場料  当日券 800 円（高校生以下無料）   前売券 600 円 

出 品 者と総数 

本部役員        6 名（通し出品） 

東西役員       10 名（西部 8 名 東部 2 名） 

本協会加入流派の内から、中国地区、特に岡山県を主体にして募る。 

名誉特別会員・特別会員・正会員      216 名 

（鳥取 26 名、島根 13 名、岡山 64 名、広島 94 名、山口 36 名、新入会者） 

名誉特別会員は任意出品 

一般出品            100 名（予定） 

               予定総数  花席数 121 席 総数 332 名 

花 席  本部役員席（全期展示席） 間口 1,800×奥行 1,800 

５人席（合作席）        間口 3,600×奥行 1,800×高さ 300 

３人席（合作席）        間口 2,100×奥行 1,800×高さ 450 

１人席 会員席          間口 1,200×奥行 1,200×高さ 600 

一般出品席                間口 900×奥行 900×高さ 600 

（単位：mm） 

参加会費および入場券配布枚数上段 会費（単位 円）下段 前売券（招待券）枚数（単位 枚） 

   
特別参画会員 

評．理．監．特参 

特別参画会員 

参与．常任委員 

名誉特別会員 

特別会員・正会員 

一般出品 

 

Ａ地区 

 広島・岡山 

70,000 

350（350） 

70,000 

350（350） 

50,000 

250（250） 

30,000 

150（150） 

Ｂ地区 

 鳥取・島根・山口 

70,000 

350（350） 

60,000 

300（300） 

40,000 

200（200） 

30,000 

150（150） 
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開会式  日時／４月１２日（水） 午前９時（予定） 

名誉総裁常陸宮妃殿下の御臨席を仰ぎ開会、引き続き御巡覧 

交流会  日時／４月１２日（水） 正午開会 

会場／ホテルグランヴィア岡山４階「フェニックス」 

会費／12,000 円（写真代含む） 

名誉総裁御臨席を仰ぎ執り行い、終了後記念撮影を予定 

こどもいけばな体験教室 

日時／４月１５日（土） 午前、午後各１回 

  会場／高島屋岡山店 

出品者総会  日時／２月２１日（月） 午後２時～ 

会場／ホテルグランヴィア岡山４階「フェニックス」 

ポスター・入場券ほかの配布と、花席仕様などの説明を行う 

出品申し込み 家元・代表者へ送付の申込書に出品者名を記入のうえ流派一括で１２月２３日 

までに西部事務局へ申し込むこと 

会費納入 出品者総会で配布する精算額明細書・払込取扱票により流派一括で３月２０日

までに指定口座に納めること 
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＜公１＞１展覧会 １－２．地区展         いけばな芸術に関する普及活動 

 

 

「第 9 回日本いけばな芸術信越展」説明会・実行委員会 

 

令和６年に開催を予定している「第９回日本いけばな芸術信越展」は、いけばな芸術の振

興を図ること、地域文化と出品者によるコラボレーションにて、地域の再発見を促すこと

などを目的に開催する。その準備のため、会場の視察、会員、一般出品者への説明を目的

とし、「第９回日本いけばな芸術信越展説明会」を実施する。また同日、「第９回日本いけ

ばな芸術信越展実行委員会」を開催する。 

 

実施時期   令和５年７月５日（水） 

開 催 地   新潟県新潟市 

人  数     １００名    信越地区会員、一般出品予定者、役員 

参加会費         ２,０００円 

会  場     ホテルオークラ新潟  新潟県新潟市中央区川端町 6-53                 

 

信越地区会員数 217 名（令和４年１月１日現在）         （単位：名） 

 特別参与 参与 監事 評議員 理事 常任委員 会員 計 

新潟  2    1 57 60 

富山  1    2 38 41 

長野  1      115 116 

計 0 4 0 0 0 3 210 217 

信越展 

 第１回 昭和５２年 ４月 甲信越地区展  長野 丸光百貨店 

 第２回 昭和５６年１０月 北陸信越展   富山  富山県民会館 

 第３回 昭和６０年１０月 信越展     新潟 伊勢丹 

 第４回 平成 元年 ９月 北陸信越展   富山 大和百貨店 

 第５回 平成 ３年 ４月  信越展     長野 東急百貨店 

 第６回 平成１０年１０月  信越展     新潟 伊勢丹 

 第７回 平成１６年１０月 信越展     新潟 伊勢丹 

 第８回 平成２４年１０月 信越展     富山 富山大和 
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＜公１＞３会誌・事務局報の発行、ＷＥＢサイトの運営   いけばな芸術に関する普及活動 

 

会誌「花」第４８号 

・掲載内容 

令和４年度恒例事業報告 

１  創立 55周年にむけて 

２  創立 55周年祝花作品写真 

３  創立 55周年記念式典 

４  第 23回いけばな褒賞杯 

５  創立 55周年記念午餐会 

６  創立 55周年記念日本いけばな芸術九州展 

７  創立 55周年記念日本いけばな芸術九州展 こどもいけばな体験教室 

８  創立 55周年記念日本いけばな芸術展 

９  創立 55周年記念日本いけばな芸術展 交流会 

10  いけばな普及活動報告 

11  第 23回いけばな褒賞杯受賞者紹介 

12  令和 5年度理事会・評議員会報告 

13  貸借対照表 

14  正味財産増減計算書 

15  都道府県別会員数 

特集 「協会のあゆみ」 

 

・作成部数  ４，０００部 

・発行時期  令和５年（2023）８月 

・ページ数      カラー４８へ―ジ 
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＜公１＞３会誌・事務局報の発行、ＷＥＢサイトの運営   いけばな芸術に関する普及活動 

 

事 務 局 報 

 

・ 発行時期  年 2回（4月・12月）発行 

・ 部数    4,100部 

 

 

 

 

 

ＷＥＢサイトの運営（案） 

 

 ・ホームページ・ＳＮＳ 

① 情報公開の更新 

・令和 5年度事業計画の掲載  

・令和 4年度事業報告の掲載 

・令和 4年度会計報告の掲載 

（収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録） 

・令和 5年度収支予算書の掲載 

② 新着情報、流派紹介、リンクなど随時更新 

③ いけばなの花展情報ページ制作 
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＜公１＞４いけばな普及に関する出版物頒布      いけばな芸術に関する普及啓発 

 

「こどものいけばな」「はじめよう！いけばな」頒布 

 

「こどものいけばな」「はじめよう！いけばな」は、こどもいけばな体験教室やワークショ

ップにおいてテキストとして使用し参加者に贈呈している。また、展覧会場等や事務局で

販売を行っている。 
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＜公１＞５いけばな普及活動事業         いけばな芸術に関する普及啓発 

 

農林水産省 YouTube チャンネル「BUZZ MAFF」における 

「花いっぱいプロジェクト」の動画投稿 

 

令和９年（2027 年）に横浜で開催される「国際園芸博覧会」を見据え、農林水産省が

発信する公式 YouTube「花いっぱいプロジェクト」にて、いけばなの動画を発信し、

機運を高める活動、花卉の需要拡大を図る。 

 

 

投稿       令和５年３～４本 

撮影期間    令和５年１月～１２月 

撮影会場     東京都内 

担当流派    ６流派  HP 会員ページで公募 

        希望が多い場合は抽選、採用された流派と委託契約をする 

主催者     農林水産省 

目的      ・いけばな作品の制作過程を通じて、いけばなの紹介､花材の紹介を

する 

・新世代に向けたいけばなの普及となる機会とする 

・「国際園芸博覧会」にむけても本協会 HP、SNS の充実をはかる 
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＜公１＞５いけばな普及活動事業               いけばな芸術に関する普及啓発 

 

「横浜国際園芸博覧会に向けて－６月６日いけばなの日 いけばな LIVE-」 

 

令和９年（2027年）に横浜で開催される「国際園芸博覧会」を見据え、会場となる横浜市において「６

月６日いけばなの日-いけばな LIVE-」を開催する。 

横浜市、一般社団法人 2027年国際園芸博覧会と共催にすることで、横浜市の広報媒体に告知掲載（広

報よこはま（160万部）、SNSなど）、会場費、設備費、花材費、委託費が補助される。 

 

 

目的       ・いけばな作品の制作過程を通じて、いけばなや､花材の紹介をする 

・新世代に向けたいけばなの普及となる機会とする 

・「国際園芸博覧会」にむけて、動画撮影、本協会 HP、SNSの充実をはかる 

日時    令和５年６月３日（土）午前 11時 30分～13時 

会場    ホテルニューグランド２階「レインボールーム」 

       神奈川県横浜市中区山下町 10番地  

       横浜高速鉄道みなとみらい線「元町・中華街駅」1番出口より徒歩 1分。 

       273㎡ シアター200名 

入場料   無料 

担当流派  ７流派 HP会員ページの役員、家元・流派代表者ページで公募 

       希望が多い場合は抽選、採用された流派と委託契約をする 

共催    公益財団法人 横浜市緑の協会 
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＜公１＞５いけばな普及活動事業                いけばな芸術に関する普及啓発 

 

「横浜国際園芸博覧会に向けて－教育プログラム-学校へ行こう—」 

 

令和９年（2027年）に横浜で開催される「国際園芸博覧会」を見据え、会場となる横浜市において小

学校での「いけばな体験教室」を開催する。 

横浜市、一般社団法人 2027年国際園芸博覧会協会と共催にすることで、横浜市の広報媒体に告知掲載

（広報よこはま（160万部）、SNSなど）、花材費、委託費が補助される。 

 

 

目的       ・いけばな作品の制作過程を通じて、いけばなや､花材の紹介をする 

・新世代に向けたいけばなの普及となる機会とする 

・「国際園芸博覧会」にむけて、本協会 HP、SNSの充実をはかる 

日時    令和５年１月～ 

会場    横浜市内小学校９校２クラス 各 30名 

担当流派  ９流派 HP会員ページの役員、家元・流派代表ページで公募 

       希望が多い場合は抽選、採用された流派と委託契約をする 

共催    公益財団法人 横浜市緑の協会 
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＜公１＞５いけばな普及活動事業                いけばな芸術に関する普及啓発 

 

「横浜国際園芸博覧会に向けて－動画撮影、編集、発信—」 

 

令和９年（2027年）に横浜で開催される「国際園芸博覧会」を見据え、会場となる横浜市において 

6月に開催するいけばな普及活動事業「いけばな LIVE」「学校へ行こう」などの撮影動画やいけばなの

歴史、家元の紹介、横浜山手西洋館でのいけこみ過程、装飾された館内の撮影、編集、イベント会場

での放映、YouTubeをはじめメディア配信をする。 

横浜市、一般社団法人 2027 年国際園芸博覧会協会に協力することで、横浜市の広報媒体に告知掲載

（広報よこはま（160万部）、SNSなど）、業務委託費として補助される。 

 

 

目的       ・いけばな作品の制作過程を通じて、いけばなや､花材の紹介をする 

・新世代に向けたいけばなの普及となる機会とする 

・「国際園芸博覧会」にむけて、本協会 HP、SNSの充実をはかる 

日時    令和５年６月～ 

主催    公益財団法人 横浜市緑の協会 

協力    公益財団法人日本いけばな芸術協会 
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＜公１＞５いけばな普及活動事業           いけばな芸術に関する普及事業  

 

 

農林水産省「和の空間」いけばな展示 

 

 

農林水産省より、省庁内の組立式茶室「和の空間」での作品展示依頼。 

 

会 期 令和５年１月～１２月内で定期的に依頼あり 
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＜公１＞５いけばな普及活動事業           いけばな芸術に関する普及事業  

 

2023 年ドーハ国際園芸博覧会 

 

株式会社 JTB コミュニケーションズより、いけばな展示の依頼あり。 

 

博覧会概要 

（1）博覧会の名称及び種類 

 ・2023 年ドーハ国際園芸博覧会（The International Horticultural Exhibition Expo 

2023 Doha, Qatar） 

 ・国際博覧会に関する条約に基づく認定博覧会 

（2）テーマ 

 ・緑の砂漠、よりよい環境（Green Desert, Better Environment） 

（3）開催地、会期及び開催主体 

・開催地：カタール国ドーハ アル・ビッダ公園 

 ・会期：令和 5(2023)年 10 月 2 日～令和 6 年(2024)年 3 月 28 日 

 ・開催主体：2023 ドーハ国際園芸博覧会調整局 

 

担当流派：池坊・小原流・草月流（予定） 
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＜公１＞６助成（非応募型）及び寄附           この法人の目的達成のための助成  

 

助成（非応募型）及び寄附 

 

困っている人達（動物を含む）を助ける活動に資金を提供することを通して、  

助け合いに支えられた豊かな人間性に根ざすより良き社会に近づけることを目的としてい

る。 

 

令和５年度 下記の団体に助成を行う予定  

 

   公益社団法人 日本動物福祉協会  

   公益財団法人 がん研究会  

   公益財団法人 高松宮妃癌研究基金  

 

大規模災害が起きた場合は被災地への寄附を行う。  

寄附先と金額は、改めて理事会で決議する。  
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＜その他の事業（相互扶助等事業）＞他２．周年事業      その他この法人の目的達成に必要な事業 

 

 

 

認証式 

 

日  時：９月２７日（水）正午開会～午後２時 

会  場：ホテルニューオータニ東京「鳳凰の間」 

会  費：15,000円 

名誉総裁ご臨席のもと、創立 55 周年記念式典以降の名誉特別会員・特別会員・正会員の認証を行

う 
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