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池坊

松永滋特命教授

1594 年前田利家邸に豊臣秀吉が訪問した際に池坊専好（初代）が立てた作品の復元
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Friendship Through Flowers
— in 55 countries and areas

世界約５５の国と地域に広がる花を通じての友好

１９６０年頃のいけばなレッスン風景
（Virginia Peninsula 支部、
米国）

エレン・ゴードン・アレン夫人

■

一般社団法人いけばなインターナショナルについて

一般社団法人いけばなインターナショナルは、１９５６年
アメリカ人故ミセス・エレン・ゴードン・アレンにより東京に
おいて創立された日本内閣府認可の非営利文化団体です。
アレン夫人は、１９５０年に米国軍司令部勤務の夫である
アレン陸軍少将と共に来日し、ふとした機会にいけばなと出会
い、その芸術性に深く感銘を受けました。以後いけばなの研究
に没頭し、師範の資格をとるまでになったアレン夫人は、この
素晴らしい芸術を世界の人々に知らせたいとの熱意から、２１
名の協力者を得て「いけばなインターナショナル」を設立する
こととなりました。「花を通じての友好」をモットーに、国際
親善の輪を広げ、現在では世界約５５の国と地域、１６２支部
を有し、会員約 ７，５００人を数えます。
運営については、池坊、小原流および草月流をはじめとす
る各流派家元方の流派をこえたご支援と、会員のボランティア
による熱心な活動によって支えられております。
いけばなを学ぶ楽しさ、深い精神性を通して世界の人々の
心を結び相互理解を呼びかけたアレン夫人の願いは、５９年を
迎えようとする現在もなお、世界中の会員に受け継がれて前進
しております。
いけばなインターナショナルは、諸外国との親善交流の功
績により１９８５年には外務省より表彰を受け、また１９８６
年に開催いたしました「第５回いけばなインターナショナル世
界大会」
、２００６年に開催いたしました「第９回いけばなイ
ンターナショナル世界大会」の折には、時の郵政省より特別記
念切手が発行されました。また世界の各地における会員の努力
が認められ、日本政府より叙勲の栄を受けた者は２０１４年現
在３６名に及んでおります。

■

活動内容

会員誌及びニユースレターの発行
い け ば な 及 び 日 本 文 化 を 掲 載 し た 英 文 会 員 誌「Ikebana
International」及び支部活動、本部活動を掲載した２種類のニ
ユースレターを発行し、会員に配布しております。
いけばなインターナショナル世界大会
５年毎に「いけばなインターナショナル世界大会」を日本国内
で開催いたします。世界各地より参集した会員が、いけばなのデ
モンストレーシヨン、講習会、花展、その他のプログラムに参加
し、いけばなについての新しい知識を学びながら友好を結びま
す。一般の見学者を含め、延べ２万人を超える参加者を集めての
大会は、いけばな関係だけでなく内外から大きな反響と期待を集
めております。
いけばな地区大会
中北米、南米、ヨーロッパ 、オーストラリア・ニュージーラ
ンド、中近東、アジア、アフリカ の各地区に所在する支部主催
の地区大会が開催され、いけばなのデモンストレーシヨンをはじ
め、日本より招いたいけばな講師による講習会等を通して各地区
での会員の交流をはかっております。
いけばな講師の派遣
世界各支部の要請に基づき、いけばな講師を派遣しております。
支部活動
各支部の会員によるデモンストレーシヨン、ワークショップ、
いけばな展、バザー等を開催し、その収益金を地域のボランティ
ア活動に役立てる等、地元に根づいた活動、交流を積極的に行っ
ております。
地球温暖化による環境問題への認識を深め、自然保護の大切さ
を人々に訴えるためにグリーンキャンペーン（植樹）を各支部に
推進しています。

■ About Ikebana International

Ikebana International was founded by the late Ellen Gordon Allen in
1956. It is a nonprofit cultural organization authorized by the Cabinet
Office of Japan.
As the wife of a U.S. Army Major General, Mrs. Allen came to Japan
with her husband in 1950. Soon after her arrival, she was invited to take
some ikebana lessons. She was fascinated, and, through her intensive
study of ikebana, she obtained teacher’s diplomas from various ikebana
schools. She wished to introduce this wonderful Japanese art form to the
world; her idea eventually extended to form a group, and, with the
support of 21 members, Ikebana International was established.
With its motto “Friendship through Flowers,” Ikebana International
has now expanded to 162 chapters in 55 countries and areas with a
membership of 7,500.
We are grateful to the ikebana schools and iemotos (headmasters)
who have given us their tireless support. The organization is
administered by members of Ikebana International, who serve on a
voluntary basis.
Mrs. Allen’s wish for mutual understanding between nations through
the pleasure of learning ikebana and the deep spirit of its art form has
been vividly inherited by the worldwide members of Ikebana
International during the 59 years since its foundation.
In 1985, Ikebana International was given an award by the Ministry of
Foreign Affairs for its goodwill missions abroad. Also, a commemorative
stamp was issued by the Ministry of Telecommunications in 1986
(Ikebana International Fifth World Convention) and 2006 (Ikebana
International Ninth World Convention). There are 36 members, as of
2014, who have been awarded special decorations by the Japanese
government for their long-time dedication to the promotion of Japanese
art and culture abroad.

■ Activities

Ikebana International Magazine and Newsletters
Every member receives three issues of the Ikebana International
Magazine per year — a publication richly illustrated with color plates of
ikebana and articles about the culture of Japan. They also receive I.I.
Activities newsletter with each magazine and Sakura News three times a
year reporting the activities of I.I. Headquarters.
World Conventions
World Conventions are held in Japan every five years. Members
gather from all over the world to observe and learn from ikebana
demonstrations, exhibition, workshops and other programs. This is a
perfect time to renew old friendships and start new friendships as in our
motto, “Friendship through Flowers.” The conventions, with more than a
total of 20,000 people participating (including the general public), have
great appeal, not only to the ikebana field but also to the general public.
Regional Conferences
Ikebana International's seven regions—North and Central America,
South America, Europe, Australia/New Zealand, the Middle East, Asia,
Africa—hold Regional Conferences for educational and cultural
purposes such as ikebana demonstrations and workshops conducted by
teachers invited from Japan.
Dispatching ikebana teachers
Highly qualified, expert ikebana teachers are dispatched at the request
of any chapter throughout the world.
Activities by chapters
The members of each chapter hold ikebana demonstrations,
workshops, exhibitions and bazaars as local activities.
We are promoting the “Green Campaign” (tree planting program) to
increase awareness of global warming and to convey the importance of
preserving nature.

