茶道裏千家前家元
プロフィール

鵬雲斎 千 玄室 大宗匠氏

大正 12 年、京都府生まれ。昭和
昭和 24 年斎号『鵬雲斎』安名『玄秀宗興』を受け若
宗匠となる。昭和 39 年 10 月、裏千家第
裏千家第 15 代家元となり今日庵主として宗室を襲
名。平成 14 年 12 月家元を譲座し、
、汎叟千 玄室大宗匠。(哲学博士、文学博士)
「一碗からピースフルネスを」の理念
理念を提唱し、道・学・実をもって世界 60 数か国を
300 回以上歴訪し、茶道文化の浸透
浸透・発展と世界平和の実現に向けた活動を展開
している。日本・国連親善大使、ユネスコ
ユネスコ親善大使。

12：00～14：30 呈茶
（コンサートホール
コンサートホール）

11：30～14：00 点心・茶会
(名鉄トヨタホテル６F)

プログラム
14:40 Tｓｕｎａｍｉヴァイオリン
ヴァイオリン演奏
奏者：西村洋美
西村洋美
15:00 主催者挨拶
15:05 講演
〒471-0025 愛知県豊田市西町 1 丁目 200 番地 豊田参合館 10 階
TEL 0565-35-8200
0565
FAX 0565-37-0011

16:35 終了

■チケット：チケットぴあ、名鉄トヨタホテル
トヨタホテル、「スーパーやまのぶ」各店、釣り具の「天狗堂」各店
各店、「神戸屋」山之手本店、
ノエビア豊田販社、晴海堂
晴海堂、ステーキワン、豊田健康生活センター、お茶の純平、
純平、オイスカ中部日本研修セ
ンターにてお求め頂けます。
。各店の場所は、裏面広告或いは HP にてご確認下さい
さい。
■問合せ：オイスカ豊田推進協議会 光岡保之
〒471－0046 豊田市本新町
豊田市本新町５－３７ TEL 0565－33－6723 FAX 0565－32－
－7658
◆この事業の収益が出た場合には、東日本大震災復興支援
東日本大震災復興支援、（公財）オイスカ中部日本研修センターに
センターに全額寄付させていただきます。
主
後

催：オイスカ豊田推進協議会、NPO 法人グリーングラスロッツ
法人
援：環境先進都市国際会議実行委員会
環境先進都市国際会議実行委員会、豊田市、豊田市茶友会、（公財)オイスカ愛知県支部、
、豊田市教育委員会、みよし市、
(公財)豊田市文化振興財団、とよた
とよた防災フェスタ実行委員会、豊田音楽家協会、（一財）Classic
Classic for Japan、中日新聞社
Japan

とよた
とよた世界環境ウィーク２０１５
（2015.1.10～1.18）

世界
世界のミライを、とよたから。
2015 年 1 月 15 日、16
日
日の２日間、豊田市で「環境先進都市
国際会議」が開催されます。「持続可能な都市」をテーマとし、
国連との共催を予定
予定しています。会議では、経済、社会、そし
て環境的にも「持続可能
持続可能な都市」をつくるにはどうすべきか、各
国の専門家が集まり
まり議論が行われます。この国際会議を挟ん
だ 1 月 10 日から 18 日を「とよた世界環境ウィーク２０１５」とし、
市民向けフォーラム
けフォーラム、こども会議、ビジネスフェアそして記念講
演会・茶会などのイベントが
などのイベントが開催されます。
いろんなイベントに参加して、ミライのためにできること、一緒
いろんなイベントに
に考えてみませんか
えてみませんか。

豊田市コンサートホール
〒471-0025

愛知県豊田市西町 1-200 豊田参号館 10 階 TEL 0565-35-8200

交通アクセス
■東名高速道路「豊田インター」から、
、車で 15 分
■名鉄豊田線・三河線「豊田市」駅前
駅前
■愛知環状鉄道「新豊田」駅から、徒歩
徒歩 5 分

えぷろんフーズ 株式会社

▲駐車場あり

（五十音順）

代表取締役 河合 岳史

おいしさの夢散策
夢散策 菓舗 近江屋
代表取締役 野場 康男

〒４７１－００３８ 豊田市宮上町３
３－３９－３
電話０５６５（３３）２２４８ FAX０５６５
０５６５（３３）０７４４

〒４７３－０９１４ 豊田市若林東町棚田２４
豊田市若林東町棚田
電話０５６５（５２）０１０８
０１０８ FAX０５６５（５２）０１３６

お茶の純平

静閑の昔
昔 薄茶 豊の白
代表 山内 祥正
濃茶

〒４７３－０９１６ 豊田市吉原町屋敷畠
豊田市吉原町屋敷畠３８
電話０５６５（５２）３１１９ ＦＡＸ０５６５
０５６５（５３）５０３７

キングパン協業組合
協業組合
代表理事 倉橋 良幸
〒４７０－１２１５ 豊田市広美町北繁１－１
豊田市広美町北繁
電話０５６５（２１）０１８１ FAX０５６５
０５６５（２１）１７９６

太啓建設 株式会社

楽器晴海堂
器晴海堂 株式会社
代表取締役 伊藤 安信
〒４７０－０２２４ みよし市三好町湯の前１０－３
みよし
電話０５６１（３２）１２７８
１２７８ FAX０５６１（３２）１２０６

ル

ポミエ

神戸屋

Ｌｅ Ｐｏｍｍｉｅｒ

電話０５６５（２７）３６１８

電話０５６５（２９）７０００

代表取締役 須賀 碩二
〒４７１－０８３３ 豊田市山之手６－６９
豊田市山之手

（有）タカハマカンパニー

ノエビア
ノエビア豊田販社

代表取締役社長 大矢 伸明

代表取締役 高濱 耀圭美

〒４７１－００７１ 豊田市東梅坪町１０－３－３
豊田市東梅坪町
電話０５６５（３１）１２７１ FAX０５６５
０５６５（３１）９１７３

〒４７１－０８３２ 豊田市丸山町３－５５－１
豊田市丸山町
電話０５６５（２６）７７１２ ＦＡＸ０５６５（２６）７７１３

フィッシング・キャンプ・登山 天狗堂
代表取締役 水野 宏幸

株式会社 豊田エイタツ
豊

〒４７１－０８７１ 豊田市元宮町５－７
豊田市元宮町
電話０５６５（３２）５５５７ FAX０５６５
０５６５（３３）３５３７

〒４７１－００４４ 豊田市新町２－２６－１
豊田市新町
電話０５６５（３３）３３５７
３３５７ FAX０５６５（３３）６２１５

医療法人 平吹医院
院長 平吹 広一

取締役会長 清水 健治

株式会社 名鉄トヨタホテル
名鉄

〒４７０－１２０７ 豊田市鴛鴨町小畔屋敷１３０－１
豊田市鴛鴨町小畔屋敷
電話０５６５（２７）８０００ ＦＡＸ０５６５
０５６５（２７）９８９５

〒４７１－００２７ 豊田市喜多町１－１４０
豊田市喜多町
電話０５６５（３５）６６１１ ＦＡＸ０５６５（３５）７８１１

安田工業 株式会社
会社

株式会社 スーパーやまのぶ

代表取締役 安田 忠

代表取締役
取締役 山中 浩晃

〒４７３－０９３２ 豊田市堤町寺池９３
豊田市堤町寺池
電話０５６５（５２）０５３９ FAX０５６５
０５６５（５２）５２５４

〒４７１－００２７ 豊田市喜多町２－５０
豊田市
電話０５６５（３３）０２４９
０２４９ FAX０５６５（３３）０３４９

