
2023年５月１４日 掲出 

 

 入会検討のために見学をご希望の皆様へ 

 

茶の湯稽古場 雪後会 
 

 

会員公募 ならびに 稽古場見学のご案内 
 

 

 
 
 ５月８日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上 ５類に分類変更されました。それに対応する稽古運営方

法は現在改訂検討中です。そのため、以下の案内文は２類時の対応表記のまま未更新です。ご了承ください。 

 

・コロナ禍での安心安全な稽古場運営策の説明のため、次頁以降の案内文内容は文字数が多く煩雑となって

いますが、これも稽古参加する皆様のためとご理解の程よろしくお願いいたします。 

・ホームページ掲載文 と 当 PDF 案内文の内容にいくつか差異の部分があります。ホームページ掲載文はコロナ

禍以前(～2020年５月まで)の内容で作成されたものです。2020年６月以降から現在に至るまでは、コロナ禍中に

ありますため、目まぐるしく変化するその時々の時局に合せて安心安全を第一とする稽古場運営法を随時検討し

ながら運営しています。そのため、ホームページ掲載文 と 当 PDF 案内文の内容に差異がある場合には、当 PDF

案内文の内容が最新の情報となります。 その点ご注意のうえ閲覧をお願いします。 

 ホームページ掲載文との大きな変更点は、金曜日昼の部と臨時稽古日を発展的に解消して、日曜日 昼の部

稽古を新設しています。 

 

・これまでの数年、コロナ禍の感染者数の急拡大等の時期があったために、お問合せ・ご見学をしたものの入会

の志願を躊躇して中断されていた方もいるかもしれません。コロナ禍の多少の改善によって、入会希望が改めてあ

る場合には再度のご見学をご相談ください。 

・コロナ禍中での稽古場運営について細かく案内していますが、ご見学に当たり、わからずご心配な点がありました

らご遠慮なくお問い合わせください。 

 

 

五月六日に立夏を迎え、茶の湯も初夏の装い 

の季節となりました 

   

 風薫るこの季節、 茶の湯の世界に 

出会ってみませんか 
 

 

 

ご見学は次頁以降の案内を確認のうえ、稽古日程のうち 

から 見学ご希望日をお知らせください。 
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 入会検討のために見学をご希望する皆様へ 

茶の湯稽古場 雪後会 
 

会員公募 ならびに 稽古場見学のご案内 
 

 入会をご希望の方は 下記要領をご確認のうえ、下部 ニ．のメール項目を記載のうえご見学お申込みください。 
 当会での今現在の新型コロナウイルス感染症予防のための対応策は、４ページ目にまとめましたので予めご確認ください。 

 

記 

イ．会員公募の状況：  （状況は随時変化がありますのでご不明の点はお問合せください) 

 昼の部 【午前10時半～午後５時半頃】  ・・・ 若干名 

 夜の部 【午後４時～午後10時40分頃】 ・・・ 若干名（但し、～午後6時半頃までの早い時間帯に到着可能な方歓迎） 

ロ．会員公募(稽古場見学)のご対象者： 

 茶の湯稽古場 雪後会への入会にご関心ある方を対象とします。 

茶の湯未経験者の場合は５０歳迄の方（但し、稽古努力の意思ある方は５５歳位迄 応相談。 経験者は年齢不問） 

稽古経験の有無は問いません。茶の湯を始めてみたいというご興味とご意欲さえありましたら大歓迎です。どうぞお気

軽に見学にお越しになってみてください。 ご自分の目で実際に稽古場への通学都合や相性を確かめてみてください。 

 ハ．見学要領： （以下の1.～.7の流れにて） 

◆1. 稽古日（次頁に掲載の見学可能日）をご確認のうえ、見学日を前々日迄にメールにてご予約ください。 

(見学日前の日曜日までに早めのお申込みが可能でしたら準備手配のため より幸いです)  

◆2. 見学当日は当会会員の点前稽古の客役として菓子と茶(濃茶点前と薄茶点前)を召し上がっていただき、炭

点前というものもご見学いただける予定です。未経験者には、見学時は細かな作法等を強要しません。周りの会

員を真似る程度にてお気軽にお過ごしください。稽古の合間や終了時にて、ご質問・ご相談等がありましたらどうぞ。 

◆3. 見学当日の持ち物は以下のとおり。当会 WEB の「Q&A 欄」の3番・4番もご参考にしてください。 

・「見学者記録カード」 (当要領の最終頁書式を事前印刷・記入のうえ持参。または当日に用紙を渡し記入) 

・「ご本人を証明するもの(免許証または保険証 等)」のご掲示 

・見学料 千円  封筒などに表書「見学料 ＋ 氏名」、裏書「見学日付(年月日)」)をお願いします。 

・経験者の場合、お持ちでしたら扇子・懐紙・履替用の靴下をご持参ください。未経験者は履替用の靴下のみ。 

◆4. ご見学・ご帰宅後、入会へのご志願が固まりました場合には、ご入会希望の旨をお会いしました印象が薄く

ならない程度のうちにメールまたは電話にてご連絡ください。入会志願書類について案内を差し上げます。 

または、ご通学都合や稽古場相性をより良く・より深く確認できるように、２回目の見学を希望することも可能とし

ています。2回目の見学希望の場合は、1 回目の見学日からあまり日が空きすぎない日程(1か月間を過ぎないうち

程度)にて再度ご予約ください。1回目と見学曜日が違っても可能です。 

◆5. 入会志願書類のご提出後、入会の可否を追ってお知らせします。 

 入会志願者数が公募数を越える場合などは、入会をお断りさせていただきます場合があります。 

◆6. 入会が決まりましたら、初回稽古ご参加時に入会手続きをお願いします。 

 所定の入会料、初回月謝、施設料のご納付 <詳細は当会ＷＥＢの「入会案内」→「学費」の項を参照> 

 

二． 見学申込みのメール項目： （以下の項目をもれなくご記入ください） 

以下の全項目をご記入のうえ、前々日迄に info@setugoken.tokyo 宛にご送信ください。折り返し返信差し上げま

す。（各項目に記載漏れがありますと見学受付いたしかねますのでご注意ください。各項目名はコピー＆ペーストしてメ

ール作成にご利用か、または項目名はなくとも項目順に改行してご記入があればわかりますのでそれでも構いません。） 

メール件名(メール表題)： 見学申込み（氏名●● ●●） 

氏名・フリガナ・年齢： 

郵便番号・住所： 

e メールアドレス： 

電話番号(携帯電話の方が望ましい)： 

見学希望日時： 2023年●月●日(●曜日)、ご希望の見学時間枠①～④希望まで（時間枠は次頁を参照） 

稽古所属希望曜日と昼・夜の部の希望(希望の稽古曜日を第一志望から第三志望まで、来軒可能時刻)： 

茶の湯のご経験有無(流儀や稽古をしていた時期 等)： 

自由記述欄(見学動機、ご質問等あれば)：  

以 上
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 入会検討のために見学をご希望する皆様へ 

茶の湯稽古場 雪後会 

 

2023年 稽古日(見学可能日)のご案内 
 

 下記の稽古開催日のうち、見学ご都合の良い日時をご確認のうえ、前々日までにメールにてご予約ください。 

 (誤って、稽古開催のない日程や時間帯に見学を申込みされる方がいます。開催日と時間帯<昼また夜の部の区

別>を事前に十分ご確認願います。) 

 見学の曜日と稽古時間帯（夜の部・昼の部）は、ご所属希望の稽古曜日・時間帯と異なっても構いません。 

 夜の部はお仕事帰りの時間からのご参加が多いことと思います。そのため、当日は予約時刻の多少の前後は

ご連絡なくとも構いませんが、大きく時刻が異なります場合は、当方心積もりのためご一報をお願いします。 

 昼の部は、開始時刻からご参加が可能でしたら、稽古の流れが理解しやすいと思いますのでお勧めします。こ

の場合は午前10時半頃目安にご来軒ください。また稽古準備の様子をご覧になりたければ、準備始め時刻(午

前10時)からのご見学も可能です。また、昼の部は昼休みがありますので、お時間都合よろしければ昼食をご持参

のうえ ゆっくりと午後も稽古場にご滞在ください（但し、コロナ禍中はご見学滞在枠数に制限の場合があります）。 

 新型コロナウイルス感染症予防策として、当稽古場では稽古時に次の取り組みをしています。 

・少人数での稽古 ・手洗いの励行 ・マスク着用 ・使捨手袋の使用 ・換気の励行 

・布巾類の熱湯消毒 ・茶碗の非共有(濃茶も薄茶も各服<一人一碗>) ・共有部の消毒(スイッチ類、蛇口類等)   

 見学の際は、手指消毒等へのご協力・ご理解をお願いします。また、マスクと使捨手袋の持参をお願いします。 

新型コロナウイルス感染症予防策の詳細は次ページをご覧ください。 

記 

 

◆稽古時刻のご案内： 見学は下表の稽古時刻の中で行っています。 

茶の湯の稽古は、炭の流れや釜の煮え具合に合わせて進行をします。また初心者に対してであれば教えるた

めには時間が掛かり 大変にゆっくりと進みます。そのように茶の湯の稽古は本来は時間通りには進まないものです

し、あまり時計ばかり気にしながら進めるのもせわしいものです。 

しかしながら、コロナ禍の当初は、人と人との接触を避ける、同室することを出来るだけ避けるまたは短時間とす

る。そのようなことに迫られましたので下表のような時刻を設けてコロナ禍対策への一役としました。 

今現在ではコロナ禍初期のような同室を避けるまでの対策は設けておらず、４頁に記載したような基本的な対

策事項に留めています。しかしまだコロナ禍中でありますので稽古時刻表は念のため廃止せずに設けています。 

ご見学の際には、稽古は下表の時刻通りには進まないことも予め心得ていただいたうえで、うしろのお時間に余

裕をもってご参加くださいますようお願いします。 
  

◇昼の部： 開講曜日 火曜、水曜、木曜、日曜 

  朝の公共交通機関の混雑を回避希望する者は、2番目枠以降の稽古枠からの稽古参加選択可能。 

昼
の
部 

新
旧 

(コロナ禍前) 昼の部時刻 （1枠50分） ５月現在 昼の部 時刻 （1枠50分） 
 

会員準備開始 9:30- 

1. 10:00-10:50  

2. 10:50-11:40  

3. 11:40-12:30  

4. 12:30-13:20 

 

 

5. 14:00-14:50 

6. 14:50-15:40 

7. 15:40-16:30 

8. 16:30-17:20 

準備開始9:10- 

1. 9：40-10：30 

2. 10:30-11:20  

3. 11:20-12:10  

4. 12:10-13:00 

 

5. 14:00-14:50 

6. 14:50-15:40 

7. 15:40-16:30 

8. 16:30-17:20 

 

◇夜の部： 開講曜日 火曜、水曜、木曜、金曜 

夜
の
部 

新
旧 

(コロナ禍前) 夜の部時刻 （1枠50分） ５月現在 夜の部 時刻 （1枠50分） 

平日の夜間に実施 

会員準備開始15:15- 

1. 16:00-16:50 

2. 16:50-17:40 

3. 17:40-18:30 

4. 18:30-19:20 

 

 

5. 19:20-20:10 

6. 20:10-21:00 

7. 21:00-21:50 

8. 21:50-22:40 

 

左側時刻と同様に実施 
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 以下掲載の稽古開催日のうち 見学ご都合の良い日時を確認のうえ、前々日までにメールにてご予約ください。 

昼 印： 昼の部稽古開催日、 日曜 印： 昼の部と時刻同様、 夜 印： 夜の部稽古開催日 

 

 
 

 

 ◆見学対象外の稽古活動： （日程表に／斜線の入った日は見学対象外） 

◇茶事・課外行事： 今現在、茶事はコロナ禍の状況が落ち着いた時期、また気候がよく窓を開放して換気 

が可能な時期に限り、また現在は懐石(食事)は除いて実施。   ※見学対象外 

懇親会行事はコロナ禍落ち着きまでは実施を見送り中     ※見学対象外 

◇水屋作務日：  灰作り、灰形作り等の水屋仕事体験実施日。会員は任意で誰でも参加可能 ※見学対象外 
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新型コロナウイルス感染症予防のための稽古運営方法の変更について 
 

 ５月８日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上 ５類に分類変更されました。それに対応する稽古運営方

法は現在改訂検討中です。そのため、以下の案内文は２類時の対応表記のまま未更新です。ご了承ください。 
 

 

 当会では、新型コロナウイルス感染症予防のため、2020年６月から当面の間、時局の変化に応じた新しい稽古

場運営方法を行っています。来軒者の安心・安全のための方法ですので、ご理解とご協力をお願いします。 

 

1. 稽古運営方法の変更：             コロナ禍の状況から、当面は下表右側の要領に変更して運営 

 項目 従来(コロナ禍以前)の方法 2023年３月現在 コロナ禍による臨時方法 

稽古参加時間 

（会員の参加） 

 

 各自の時間の許す限り長居可能 

(会員数名による集合型稽古)  

最短時刻での退出も可。また希望により時間の

許す限り長居も可能(但し、参加者数は少人数制

を前提として密回避)。今後のコロナ禍の状況では

稽古場滞在時間を短く制限する可能性もあり。 

見学参加時間 

(入会希望の 

見学者参加) 

 各自の時間の許す限り長居可能 見学は稽古時間中から最大4枠まで可能 

稽古場内の滞在者数をできるだけ少なくするた

め、見学は１名ずつお申込み願います。ご友人等

を同伴する見学申込は現在中止しています。 

稽古日の振替 

 

振替は当月中のほか、前後の3ヶ月

間まで取得可能 

振替は当月中のほか、前3ヶ月間・後9ヶ月間まで

取得可能（コロナ禍中の暫定規則） 

例: 2023年３月稽古では昨年６月以降の稽古欠

席分の振替が可能 

2. 軒内の換気： 2023年３月現在。 

暖かくなってきましたが花粉対策のため窓の全開までは出来ず、換気のために玄関付近と稽古場内の窓を常

に隙間を少し空け、水屋と台所の換気扇 計2台を常時運転。また、稽古１席を終える毎に窓を大きく開けて5分

程換気。 そのほか、ダイキン社製 加湿ストリーマー空気清浄機を稽古場と水屋の計2台設置して常時運転。 

3. 稽古場内の消毒方法： 安心安全のために下表のとおり消毒等を行っています。 

茶道具の保護という観点からはこれまでの常識では茶道具に対して不適当と考えられる消毒方法も含んでい

ますが、コロナ禍中での身体の安心安全を優先して止む無くこのような徹底した消毒対策を行っています。 

項目 消毒の要領 

消毒液等の 

設置 

玄関:       アルコールスプレー 

洗面所・トイレ:  アルコールスプレー、泡ハンドソープ、ペーパータオル、紙コップ 

台所:      アルコールスプレー、泡ハンドソープ、食器用洗剤※、ペーパータオル 
※新型コロナウイルスへの消毒有効性が製品評価技術基盤機構により検査済のもの 

水屋:      アルコールスプレー、泡ハンドソープ、ペーパータオル 

座敷:      アルコールスプレー 

使捨手袋の使用： 菓子の盛り付け時、菓子器の取り回し時、拝見物の取り回し時 

稽古開催前の

消毒 

 

アルコールシート拭き： 

畳面・板床面 （稽古場、水屋、台所、洗面所、トイレ）、乱れ盆（荷物置の箱） 

手指接触物のアルコール拭き： 

稽古場・水屋・台所・洗面所・トイレの建具引手、棚板、電気スイッチ、水栓、ポット、便座 

そのほかの消毒: トイレの履物 （履物は複数用意し日毎に交換。使用後、約一週間放置） 

点前ごとの消毒 点前道具と水屋道具を二組用意し、ひとりの点前が終わるごとに（入替ごとに）消毒 

アルコール消毒:  水指の胴部、茶杓、茶入・茶器、 

水屋の棚・竹釘・水栓・スイッチ・板床 

            畳面(茶道口、点前畳)、ポット、台所・洗面所・トイレの手指接触部分 

食器用洗剤消毒: 水指の蓋、茶碗、建水、柄杓、蓋置、茶筅 

水屋桶の蓋、かいげ、水越柄杓、茶巾だらい 

菓子器、黒文字 

布巾用石鹸後に熱湯消毒: 茶巾、布巾、雑巾、手拭 

そのほかの消毒: 茶入の袋 （仕服。袋は複数用意し、１度の点前に使用ごとに交換。 

使用後は約一週間放置し、新型コロナウイルスの感染力が失われるのを待つ） 



見学日時  20  年  月  日（  ） 午前・午後   時   分 頃  証明 1回目 2回目 

  20  年  月  日（  ） 午前・午後   時   分 頃     
 

雪後会 ご見学者記録カード 

 当カードの太枠内をご記入のうえ、①所定の見学料 と ②ご本人・ご住所を証するもの（免許証・保険

証・学生証など） の２点をあわせてご提出・ご掲示ください。 

◆当用紙に記入された個人情報は、ご見学者の記録・アンケートならびに講師から折り返しの連絡を差

し上げる必要がある場合に利用いたします。（その他の目的への無断転用・提供はいたしません） 
 

◆見学後、入会志願の判断・お返事などは、その場での必要はありません。ご帰宅後、ゆっくりとご検討し

てください。入会志願が固まりましたら、お会いしました印象が薄くならない程度のうちに後日ご連絡ください。 

 ご連絡がありませんでした場合は、入会のご縁がなかったものと考えております。執拗な入会勧誘などは

行いませんのでご安心ください。 何処かで再会がありましたらご挨拶いたしましょう。 
 

ｶﾅ  
氏 

名 
                                              男 ・女 ,  生年(西暦)：    年 ,  年齢    歳 

自 

宅 

ご 

住 

所 

〒       －             

          都道 

            府県 

電話番号：                                                                (※ご本人に連絡のつきやすい携帯電話が望ましい) 

e-mail   : 
 

ア
ン
ケ
ー
ト
欄 

     

当アンケート欄は、簡単なご記入で結構です。詳しいことは直接お話・ご相談させていただきます。 

・雪後会を知ったごきっかけ： 

 □ 雪後会のWEBサイトを見て    
□ 知人からのご紹介（ご紹介者名：                       ）       
□ そのほか： 

・入会をご希望することとなった場合の稽古ご希望曜日・時間帯： できるだけ複数希望のご記入を 

昼：午前10時半～午後5時半頃(準備開始 午前9時45分)  、 夜：午後4時～午後10時40分頃(準備開始 午後3時15分) 

 第一希望（ 火・水・木・金・日  曜日の  昼 ・ 夜 の部を希望 来軒可能時刻       頃～ 

  ご都合記述:                                      ） 

 第二希望（ 火・水・木・金・日  曜日の  昼 ・ 夜 の部を希望 来軒可能時刻       頃～ 

  ご都合記述:                                      ） 

 第三希望（ 火・水・木・金・日  曜日の  昼 ・ 夜 の部を希望 来軒可能時刻       頃～ 

  ご都合記述:                                      ） 

 第四希望（ 火・水・木・金・日  曜日の  昼 ・ 夜 の部を希望 来軒可能時刻       頃～ 

  ご都合記述:                                      ） 

 第五希望（ 火・水・木・金・日  曜日の  昼 ・ 夜 の部を希望 来軒可能時刻       頃～ 

  ご都合記述:                                      ） 

・茶の湯の稽古ご経験： （ なし ・ あり ） 
 ありの場合は以下に流儀や稽古していた時期・期間等ご記入ください。そのほか何かあれば 

 

 

 

 
(20220831更新) 


