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デモンストレーション＆体験 

「生け花」は、花を器の中で表現する日本の伝統文化です。その一流派であ

る一葉式いけ花の家元をお招きし、生け花のデモンストレーションと体験教

室を開催します。 

お花と器はお土産に持って帰れるので、家でも楽しむことができます！ 

家元の技を間近で観て、指導が受けられる貴重な機会！ 

日本が誇る花の芸術に、触れてみませんか？ 
 

Ikebana is the traditional Japanese art of arranging flowers for display. 
For this Ikebana event, the headmaster of one of the premier ikebana 
schools will give an ikebana demonstration followed by an ikebana 
workshop, where you can try making your own display. After the 
workshop, you'll be able to take the container and the flowers with 
you as souvenirs that you can enjoy in your home! This is a great 
chance to see up close the skill of a master ikebana artist and receive 
instruction from him. 

 

Ikebana Demonstration & Workshop 

 May 29 (Thu)   @Okuma Garden House (Bldg. 25),  1F 

◆第一部  生け花デモンストレーション（14:30～15:30） 

対 象：早大生・教職員・一般 

参加費：無料  

事前登録：不要 

言 語：日本語 

 

◆第二部  生け花体験教室（15:30～16:15）  

対    象 ：早大生（インターナショナル・スチューデント歓迎） 

参 加 費 ：無料 

事前登録：Waseda-net Portalから登録してください。 

登録締切：5月23日（金）9:00am 

定    員 ：40名（申込者多数の場合は抽選を行います。 

                 参加の可否は同日中にメールでお知らせします） 

言   語 ：日本語 

 

◆Part 1  Ikebana Demonstration (2:30-3:30pm) 
Eligibility: Waseda students, faculty, staff,  and the general public 
Fee: Free 
Registration: Not required 
Language: Japanese 
 
◆Part 2  Ikebana Workshop (3:30-4:15pm) 
Eligibility: Waseda students (international students highly  welcome) 
Fee: Free 
Registration: Online via Waseda-net portal 
Registration deadline: May 23rd  (Fri), 9:00am 
Capacity: 40 students (in the event of a large number of applications,  
                  a lottery will be held. Result will be informed by emails on 
                  the same day) 
Language: Japanese 
 

ゲスト：粕谷 明弘 
        （一葉式いけ花 家元） 
 

東京都生まれ。幼少の頃より花を学び、 17歳より作品

の発表を始める。1967年渡米。 ニューヨークでインテ

リアデザインを学ぶ。1972年、副家元襲名、1983年、

一葉式いけ花第三代家元を襲名。いけばなデモンスト

レーション（いけばなライブ）を30年以上継続して開

催。海外からも高く評価され、世界38ヶ国、86都市を

訪問し、延べ180回以上の海外公演を行う。 

5月29日(木)  @大隈ガーデンハウス（25号館）１階  

Guest : Akihoro Kasuya 
     Ichiyo Ikebana Headmaster 
 

Born in Tokyo. Began studying flowers at a young 
age,  and starting making ikebana from age 17.  
1967: Studied interior design in New York. 1972: 
Became Vice-Headmaster, 1983, became the third 
Headmaster of the Ichiyo School of Ikebana. Has 
been giving ikebana demonstrations (ikebana 
live) for over 30 years. Has received recognition 
internationally, visiting 38 countries,  86 cities, 
and has given over 180 demonstrations overseas. 

ICC Japanese Cultural Week 

Come and feel the art of flowers, and 
try creating your own masterpiece.  

Program 

花 け 生 


