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Tokyo Founding Chapter October Monthly Meeting

It seems hot summer is finally over and it is getting cool and comfortable now.
We would like to inform you of our October Monthly Meeting as follows.
The Ikebana demonstration will be given by Mr. Keiho Hihara, Iemoto of Misho-Ryu.
Please image the theme from Iemoto’s demonstration.
Gagaku music performance will be given by priests of Zojoji Temple.
We do hope many of you will be able to attend the Meeting.
Date:

Friday, October 19th 1:00 - 3:30 p.m.
(12:00 Reception desk opens.)

Place:

Zojoji Temple Koshoden 1F Hall
4-7-35, Shibakoen, Minato-ku, Tokyo
Subway / Toei Mita Line, Onarimon Station - 3 min. walk
Asakusa Line & Oedo Line, Daimon Station - 5 min. walk
JR & Tokyo Monorail / Hamamatsu-cho Station - 10 min. walk

* Ikebana Demonstration by Mr. Keiho Hihara, Iemoto of Misho-Ryu
1:15 - 2:25 p.m.
* Gagaku Performance by priests of Zojoji Temple
2:40 - 3:00 p.m.
* Viewing the 100 pictures on the coffered ceiling
Fee: TFC Member ¥3,000 Other Chapter Member ¥3,500
Guest ¥4,000
You will be seated on a first-come-first-served basis.
Reservation & Payment deadline: Friday, October 12th
Cancellation deadline: Tuesday, October 16th
Please note that a refund is not possible if one is unable to attend.
Payment information for Yucho Bank (Post Office):
Ikebana International Tokyo Founding Chapter Account: 00160-7-633276
For your reservation and payment, please complete the correspondence column and other
necessary information on the enclosed payment slip and pay fee(s) into the TFC’s account
at Yucho Bank. Please give your mobile number which can be accessed on the payment slip
for emergency contact. Your receipt is your confirmation, so please bring it to the meeting.
Please be aware the fee is not refundable in case of unavoidable cancellation of the Meeting
due to emergency.

Midori Murayama

Ikebana International Tokyo Founding Chapter
1st Vice President (Program Coordinator)
5F, Misaki Bldg., 3-28-9 Kanda Ogawa-machi,
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052
Tel: 03-3295-0720
Fax: 03-5283-3199
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東京支部 10 月例会のおしらせ
秋のさわやかさを感じられるようになりました。皆様いかがお過ごしでございますか。
今月の例会は、未生流家元 肥原慶甫先生のデモンストレーションです。
テーマはご覧になった皆様がご想像下さいませ。
併せて増上寺雅楽会の僧侶様による雅楽演奏がございます。
大勢の皆様のご参加をお待ち申し上げております。
日時：

2018 年 10 月 19 日（金）午後 1 時 – 3 時半
(正午受付開始)
場所： 大本山増上寺 光摂殿 1 階 講堂
港区芝公園 4-7-35
都営地下鉄三田線 御成門駅徒歩 3 分
浅草線・大江戸線大門駅 徒歩 5 分
JR 線・東京モノレール 浜松町駅 徒歩 10 分
会費： 東京支部会員 3,000 円、他支部会員 3,500 円
ゲスト(非会員) 4,000 円
当日は早くお越しいただいた方からお席をご案内いたします。
* いけばなデモンストレーション
未生流家元 肥原慶甫先生
午後 1：15 - 2：25
* 雅楽演奏 増上寺雅楽会の僧侶様 午後 2：40 – 3：00
* 天井絵拝観
◎お申し込み、お支払い方法
・名簿に登録されたお名前でのお申込みをお願いいたします。
・同封いたしました振込取扱票の通信欄に必要事項をご記入の上、
ゆうちょ銀行の口座にお振り込み下さい。緊急時対応のため、
連絡がつくお電話番号を必ずご記入下さい。
・必ず振込でのお支払いをお願い致します。その振り込みをもってお申し込みとなります。
なお、お手数ですが振込受領書を当日お持ち下さい。
・緊急事態発生（すべての交通機関が止まった場合）により例会を中止せざるを得なくなった
場合はご返金できませんことをご了承ください。
郵便振替 いけばなインターナショナル東京支部
口 座 番 号 00160-7-633276
※銀行からのお振込みも可能です。ゆうちょ銀行 〇一九(ｾﾞﾛｲﾁｷｭｳ)店 当座 0633276
申し込み、お支払い期限：10 月 12 日（金）
キャンセル期限

：10 月 16 日（火）

キャンセル期限後のご返金は致しかねますのでご了承の程お願いいたします。
いけばなインターナショナル東京支部
第一副支部長（プログラム担当）村山 みどり
〒101-0052 千代田区神田小川町 3-28-9 三東（みさき）ビル 5F
Tel.03-3295-0720 Fax.03-5283-3199

