
東北書道会のあゆみ

年代 東北書道会関係 書壇 社会一般

〈戦前〉

昭和八年（一九三三年） 東北書道院創立 謙慎書道会創立 金融恐慌

三月、月刊誌発行 国際連盟離脱

昭和九年（一九三四年） 帝都の書道展に多数入選 弘法大師一、一〇〇年記念展 満州国帝政（皇帝薄儀）、ヒトラー総統となる

東郷平八郎没

昭和十年（一九三五年） 「東北書道」三周年記念特典期間 中林悟竹遺墨展 ペルシャ、イランと改称

坪内逍遥没

昭和十一年（一九三六年） 第一回段級試験施行 中村不折博物館 二、二六事件、魯迅没

昭和十二年（一九三七年） 「東北書道」五〇号となる 第一回文展 日華事変、文化勲章制定

昭和十三年（一九三八年） 支部訪問活発 日満書道展（新京） 国家総動員法施行

昭和十四年（一九三九年） 会員増加の一途を辿る 比田井天来、吉田苞竹没 ノモンハン事件、第二次世界大戦

昭和十五年（一九四〇年） 八月をもって特高より休刊命令 物価統制令実施

皇紀二千六百年記念式典

〈戦後〉

昭和二十八年（一九五三年）
高橋鳳翠を中心として二水会関係県内書道愛好家の間で伝統書道
擁護論起こる

大沢雅休を中心とした前衛書道全国を席巻 アイゼンハウアー大統領就任

第九回日展（雅休の作品陳列拒否さる）、辻本史邑芸術院賞受賞 第五次吉田内閣成立

朝鮮休戦協定調印

ＮＨＫ、テレビ本放送開始

昭和二十九年（一九五四年） 宮城書道連盟（東北書道会）結成（会長・高橋鳳翠） 第六回毎日展 福竜丸事件、自衛隊発足、洞爺丸事件

宮城書道連盟展（第一回東北書道展）（審査顧問・相沢春洋） 第十回日展（右卿「虚」を出品、少字書の先駆をなす） 鳩山一郎首相就任、造船疑獄

昭和三十年（一九五五年） 第二回宮城書道連盟展　第二回東北書道展（審査長・高橋鳳翠） 西川寧芸術院賞受賞 砂川事件

昭和三十一年（一九五六年） 月刊誌発行機運高まる 第十二回日展 日ソ国交回復調印、スエズ動乱、日本国連加盟

東北書道会結成　会長・高橋鳳翠 石橋湛山首相就任

昭和三十二年（一九五七年） 月刊「東北書道」復刊 現代書道二十人展（第一回） 南極に昭和基地建設

発行・東北書道会本部、発行責任者・高橋鳳翠 辻本史邑・尾上柴舟・野元白雲没 岸信介首相就任

鈴木翠軒芸術院賞受賞 東海村原子炉稼働、ソ連人工衛星一号打ち上げ

昭和三十三年（一九五八年） 第五回東北書道展（藤崎）（審査長・高橋鳳翠） 新日展発足、改組第一回日展 関門国道トンネル開通

日本書道代表団訪中（団長・豊道春海） 東京タワー完工

昭和三十四年（一九五九年） 第一回昇位検定の実施 第二回日展 皇太子ご成婚



伊勢湾台風

昭和三十五年（一九六〇年） 第七回東北書道展（マルエー） 松本芳翠芸術院賞受賞 安保闘争激化、池田勇人首相就任

中村春堂没 浅沼稲次郎暗殺さる、ケネディ大統領就任

津金鶴仙没 カラーテレビ本放送

昭和三十六年（一九六一年） ペン字部競書募集始まる 中村蘭台芸術院賞受賞 ソ連人間衛星一号打ち上げ

東北書道十二人展

昭和三十七年（一九六二年） かな条幅部門独立 炭山南木芸術院賞受賞 キューバ危機

第五回日展

昭和三十八年（一九六三年） 第九回東北書道展タテ七尺ヨコ制限なしで藤崎で開催 相沢春洋没 ケネディ暗殺さる

昭和三十九年（一九六四年） 第十回東北書道展（三越）（審査顧問・松本芳翠） 第八回現代書道二十人展 東京オリンピック

木村知石講習会開催・本会顧問に就任 マッカーサー没

新潟大地震

昭和四十年（一九六五年） 東北書道会が主唱し中心となって学校毛筆書道強化の大運動始める 日比野五鳳芸術院賞受賞 チャーチル没

大東文化大学夏期講習会を青山杉雨など招聘し本会主催で開催 ベトナム戦争激化

佐藤栄作首相就任

昭和四十一年（一九六六年） 鳳翠書作百選展（丸光） 青山杉雨芸術院賞受賞 全日空機羽田沖に墜落（一三三人死亡）

国民の祝日法改正公布

昭和四十二年（一九六七年） 「東北書道」Ｂ5版に一新、第十三回東北書道展 金子鴎亭芸術院賞受賞 吉田茂没（89才）

福島県原町市で東北書道展の移動展開催 日本航空世界一周線の営業始む

昭和四十三年（一九六八年） 第一回高橋鳳翠ジャンボ書初め「寿」字、大新年会 村上三島芸術院賞受賞 小笠原諸島返還、十勝沖大地震

第十四回東北書道展、石巻市で東北書道展の移動展開催 文化庁発足、郵便番号制度発足

第一回橘角山ジャンボ書初め 川端康成ノーベル賞、三億円事件

昭和四十四年（一九六九年） 第十五回東北書道展（丸光） 日展改組、改組第一回日展 東大入試中止を決定

第三回常磐書道展（原町市） 南極隊極点旅行成功、アポロ11号人類初の月着陸

昭和四十五年（一九七〇年） 第十六回東北書道展（丸光） 豊道春海没 〝よど号〟乗取らる、大阪万博開催

三島由紀夫割腹自殺

昭和四十六年（一九七一年） 本部事務局仙台市青葉区中央二丁目の角川ビルに移転 小学校三年生以上書写書道必修となる 中国ピンポン外交展開

実用体部、臨書部、条幅初等部各部門の新設 大石隆子、金田心象芸術院賞受賞 環境庁発足

第十七回東北書道展（仙台美術館） 松本芳翠没 雫石上空で自衛隊機空中衝突

浮乗水郷講習会

昭和四十七年（一九七二年） 第十八回東北書道展（十字屋） 広津雲仙芸術院賞受賞 札幌で冬季五輪

中村淳・本会顧問に就任 三室小石没 沖縄返還、日中国交回復（田中首相）



グアム島で横井庄一、二十八年ぶりに発見

浅間山荘事件

昭和四十八年（一九七三年） 第十九回東北書道展（仙台美術館） 石油危機

江崎玲於奈ノーベル賞

昭和四十九年（一九七四年） 第二十回東北書道展（仙台市民会館）（教育部の出品四千点に達す） モナリザ一般公開（国立博物館）

師範位検定試験席上実技揮毫となる（郵政会館） エネルギー危機で終末論流行

天石東村・大岡皓崖講習会（日本生命） 連続企業爆破事件、原子力船むつ洋上漂流

田中角栄金権政治問題化、三木武夫首相就任

昭和五十年（一九七五年） 第二十一回東北書道展（市民会館）、高橋鳳翠県教育文化功労賞 木村知石芸術院賞受賞 新幹線博多まで延伸

佐藤雨渓塩釜市より教育文化功労賞、鳳翠講習会（消夏放談・市民
会館）

都美術館新築改館 エリザベス女王夫妻来日、天皇皇后アメリカ訪問

塩釜市美術展に本会員が大いに活躍、注目を浴びる 松丸東魚没 日本女性として初めてエベレスト登頂に成功

皇太子夫妻沖縄訪問、佐藤栄作没（74才）

昭和五十一年（一九七六年） 第二十二回東北書道展（市民会館） 鈴木翠軒没 ロッキード事件

組織充実の「会務分掌」決まる カーター大統領就任

昭和五十二年（一九七七年） 第二十三回東北書道展（市民会館）、篆刻講習会 二〇〇カイリ漁業領海法施行

「東北書道」誌全ページ上質コート紙使用 福田赳夫首相就任

昭和五十三年（一九七八年） 鳳翠喜寿書作展、第二十四回東北書道展（市民会館） 「日本の書」特別展（東京国立博物館） 宮城県沖地震（マグニチュード7・4）

細字部新設、篆刻同好会発足 沖縄県交通切りかえ実施、中国の鄭小平来日

四〇〇号記念誌上展

高橋鳳翠会長死去（77才）

昭和五十四年（一九七九年） 佐藤雨渓・会長に就任 炭山南木没 サッチャー英首相就任、東京サミット

鳳翠前会長ブロンズ胸像除幕式 大学入試共通一次実施、カーター大統領来日

第二十五回東北書道展（市民会館）（審査長・佐藤雨渓）（審査顧問・
中村淳）

大平正芳首相就任

篆刻部新設

昭和五十五年（一九八〇年）
第二十六回東北書道展（市民会館）（審査長・佐藤雨渓）（全作品額装
展示）

東大寺昭和大納経会 イラン・イラク全面戦争、浩宮徳仁親王成年式

本会会員倍増運動始める 深山竜洞没 京都冷泉家古文書調査、大平正芳没（70才）

本会役員揮毫諸潤規発表

昭和五十六年（一九八一年） 第二十七回東北書道展（市民会館）、近代詩文・少字部新設 小坂奇石芸術院賞恩賜賞受賞 レーガン大統領就任、サダトエジプト大統領暗殺

加藤翠柳講習会・本会顧問に就任、本会主催で中国訪問旅行企画積
立始む

国家公務員の週休二日制施行

第一回支部長訪問記事掲載、東北書道百人展 鈴木善行首相就任、福井謙一ノーベル賞

共助会発足

昭和五十七年（一九八二年） 第二十八回東北書道展（市民会館） 東北新幹線開業



鳳翠遺墨展と門流展 中曽根康弘首相就任

昭和五十八年（一九八三年） 第二十九回東北書道展（市民会館） 木村知石没 日本海中部地震

本展より国の後援（総理府・文部省・文化庁）となる（審査顧問・加藤
翠柳）

金融機関の第二土曜休日始まる

東北書道会五十周年記念式典、西村松堂・後藤青峯河北展審査員と
なる

三宅島大噴火

東北女流書展（市民ギャラリー）

昭和五十九年（一九八四年） 第三十回東北書道展（市民会館）、東北書道小品展 浮乗水郷没 国鉄、余剰人員二五、〇〇〇人の出向などで苦慮

甫田鵄川講習会・本会顧問に就任、東北書道選抜書作展 第一回読売書法展 新札発行（福沢・新渡戸・夏目）

第一次日中友好東北書道訪中団（団長・橘角山）、西村松堂教育文
化功労賞

昭和六十年（一九八五年） 故高橋鳳翠前会長頌徳碑建立、第三十一回東北書道展（市民会館） 西川寧文化勲章受章 両国の新国技館落成、世界最長の青函トンネル貫通

小山素洞本会顧問に就任、東北書道選抜書作展 男女雇用機会均等法成立

書道教場公認看板交付始める 日航ジャンボ機、御巣鷹山に墜落

昭和六十一年（一九八六年）
第三十二回東北書道展（市民会館）（中曽根首相代理として伊藤元国
務大臣が総理大臣賞・文部大臣賞の受賞式に出席）、小山素洞講習
会

アキノ大統領就任、衆参議院同日選挙自民大勝

東北書道選抜二〇〇人展、錬成部主催研究発表会 スペースシャトル空中爆発七名死亡

ハレー彗星地球に最接近、三原山大噴火

昭和六十二年（一九八七年） 第三十三回東北書道展（市民会館）、五〇〇号記念誌上展 今井凌雪芸術院賞恩賜賞受賞 仙台地下鉄開業

東北書道三〇〇人展、錬成会（二口山荘） 手島右卿没 利根川進ノーベル賞

佐藤雨渓県教育功績賞、第二次日中友好東北書道訪中団（団長・粟
野松雲）

竹下登首相就任

昭和六十三年（一九八八年） 第三十四回東北書道展（市民会館）（教育部の出品六、四〇〇点） 楼蘭王国展（西武） リクルート事件

粟野松雲書作展、東北書道選抜四〇〇人展 松井如流没 なだしお潜水艦、遊魚船と衝突

師範模擬試験実施 天皇重体、大量輸血くりかえす

長春市書法家代表団一行東北書道展のテープカットに出席交流始ま
る

各種興業自粛ムード問題化

第三次日中友好東北書道訪中団（団長・粟野松雲）

昭和六十四年（一九八九年） 第三十五回東北書道展（市民会館）、東北書道選抜四〇〇人展 西川寧没 昭和天皇崩御（87才）

平成元年（一月八日から） 錬成部研究発表会、教育書道講演会（猪股勇） 広津雲仙没 仙台市政令都市（十一番目）、消費税三％決定

天石東村没 宇野宗佑首相就任、ブッシュ大統領就任

ベルリンの壁撤去始まる、海部俊樹首相就任

平成二年（一九九〇年） 第三十六回東北書道展（市民会館）、東北書道選抜四〇〇人展 金子鴎亭文化勲章受章 秋篠宮家を創設

粟野松雲書作東京展（上野の森美術館）、東北書道会、株式会社に
認可

天皇即位礼挙行

粟野松雲教育文化功労賞、小野寺峰秋県芸術選奨

長春市書法家代表団東北書道展参観・交流

平成三年（一九九一年） 第三十七回東北書道展（市民会館）、東北書道秀抜展 大岡皓崖没 雲仙岳火砕流発生、湾岸戦争

粟野松雲河北展審査員となる ソ連共産党解体、皇太子立太子の礼



第四次日中友好東北書道訪中団（団長・粟野松雲） ペルシャ湾で自衛隊掃海部隊作業、宮沢喜一首相就任

平成四年（一九九二年） 第三十八回東北書道展（市民会館）、東北書道秀抜展 青山杉雨文化勲章受章 バブル経済崩壊

「東北書道」第一巻第一号復刻版限定二、〇〇〇部印刷 小学校毛筆習字正科となる 佐川事件

長春市書法家代表団東北書道展参観・交流 黄庭堅三十二代目黄綺氏来仙

平成五年（一九九三年）
東北書道会創立六十周年記念式典、第三十九回東北書道展（市民
会館）

中学校毛筆習字正科となる 皇太子妃決まる

東北書道秀抜展 クリントン大統領就任

平成六年（一九九四年）
第四十回東北書道展（市民会館）、阿部松山河北書道展審査員とな
る

青山杉雨没 羽田孜首相就任

かな書道講演会（小山素洞）、東北書道秀抜展（茶掛展） 宇野雪村没 ニューヨーク外為一時一〇〇円の大台割る

栗原蘆水芸術院賞受賞 日本初の女性宇宙飛行士誕生（向井千秋）

日本人平均寿命長寿世界一

平成七年（一九九五年） 橘角山会長に就任、第四十一回東北書道展（市民会館） 高木聖鶴芸術院賞受賞 地下鉄サリン事件（オウム真理教）

小野寺峰秋河北書道展審査員となる、東北書道六〇〇号記念誌上
展

阪神大震災

橘角山会長死去（75才）、後藤青峯会長に就任

東北書道秀抜展（茶掛展）

平成八年（一九九六年）
第四十二回東北書道展（市民会館）、遠藤栖峯書道講習会（読売
ホール）

榎倉香邨芸術院賞受賞 北海道トンネル事故、ペルーの日本大使公邸をゲリラが占拠

山口桂月河北書道展審査員となる 橋本龍太郎首相就任、Ｏ一五七大量感染

バブル崩壊

平成九年（一九九七年）
第四十三回東北書道展（市民会館）、山崎晁秋かな講習会（読売ホー
ル）

甫田鵄川日本芸術院賞受賞 香港が中国に返還、神戸市の男児殺害事件

初代会長高橋鳳翠没後二十年祭、東北書道秀抜展 上條信山没 消費税率五％に引き上げ、ダイアナ元英皇太子妃死去

菅井帥光著「ペン字レクチャー」上梓 山一証券などの金融機関破綻

平成十年（一九九八年）
第四十四回東北書道展（市民会館）、佐々木折柴漢字講習会（読売
ホール）

村上三島文化勲章受章 長野冬期五輪開催、中国国家主席江澤民来仙

小渕恵三首相就任

後藤青峯会長県芸術選奨受賞、東北書道秀抜展 アフガニスタン・タカールで大地震

後藤青峯傘寿記念図録発行 インドが地下核実験、パキスタンも二度の核実験

ケニア・タンザニアの両アメリカ大使館で同時多発テロ。死者一八七
人

日本初の火星探査機「のぞみ」が打ち上げに成功

和歌山ヒ素カレー保険金詐欺事件

向井千秋さん二度目の宇宙へ

長銀・日債銀の破綻と一時国営化

不況の荒波、倒産相次ぐ

防衛庁調本めぐる背任・収賄で逮捕者続出

平成十一年（一九九九年） 後藤青峯書作展（仙台市民ギャラリー）、大友青陵漢字講習会 日比野光鳳芸術院賞受賞 トルコ大地震、台湾大地震



後藤大峰河北書道展審査員となる、第四十五回東北書道展（市民会
館）

欧州連合（Ｅ、Ｕ）単一通貨ユーロ導入

東北書道秀抜展、後藤青峯会長死去（80才） マカオ、ポルトガルから中国に返還

粟野松雲会長に就任（第五代） 国内初の脳死ドナーからの臓器移植

銀行合併・経営統合相次ぐ

「ＪＯＣ」東海で国内初の臨界事故

サッカー、五輪出場決定

平成十二年（二〇〇〇年） 千田得所顧問に就任、第四十六回東北書道展（市民会館） 杉岡華邨文化勲章受章 小渕恵三首相没、森　喜朗首相就任

東北書道秀抜展、書法研究会発足（第一回） 十七歳少年犯罪多発、皇太后没九十四歳

ソ連原子力潜水艦沈没百三十余全員死亡、三宅島大噴火

シドニーオリンピック開催

白川芳樹、ノーベル科学賞

平成十三年（二〇〇一年） 出品券貼付施行、菅埜暢水河北書道展審査員となる 千田得所没（七十四才） ニューヨーク同時多発テロ、小泉内閣発足

第四十七回東北書道展（市民会館）、東北書道秀抜六百人展（アエ
ル）

企業人員削減相次ぎ（リストラ）失業者増加

支部長会議（県民会館） 米でジョージ・ブッシュが大統領に就任

米・英がテロの首謀者ウサマ・ビン・ラディンの潜伏地を空爆。難民救
済のため日本は自衛隊をアフガニスタンに派遣

実習船えひめ丸と米の原子力潜水艦と衝突沈没

国内初、狂牛病感染の乳用牛発見

敬宮愛子さま誕生

平成十四年（二〇〇二年） 高橋孤舟講習会、千田務河北書道展審査員就任 小柴、田中二氏ノーベル賞受賞

第四十八回東北書道展（市民会館）、阿部松山会長に就任（第六代）
小泉首相、平壌にて金正日と会談（平壌宣言）拉致の五人のみ連れ
帰国

東北書道秀抜六百人展（アエル）、本田（主任）事務長へ ユーロ圏十二ケ国で欧州単一通貨「ユーロ」が流通開始

チェチェン共和国の武装勢力がモスクワの劇場を占拠、人質一二九
人死亡

住民基本台帳ネットワークが稼動

ソルトレークシティーで冬期五輪開催

平成十五年（二〇〇三年）
「東北書道」誌一般と小中版に分冊、後藤大峰毎日書道展審査会員
就任

井茂圭洞芸術院賞受賞 フセイン政権崩壊

東北書道七十周年記念式典（国際ホテル）、第四十九回東北書道展
（市民会館）

「宮城県北部地震」発生

「東北書道」誌七〇〇号記念誌上展、東北書道秀抜七〇〇人展（アエ
ル）

地上デジタル放送開始

支部長会議（市民会館）

平成十六年（二〇〇四年） 第五十回東北書道展（市民会館） 小林斗文化勲章受章 スマトラ沖で大地震・大津波、新潟県中越地方で震度七の地震

書法研究会（エルパーク） 東北書道秀抜七〇〇人展（アエル） 米・ブッシュ大統領再選

新井光風芸術院賞恩賜賞受賞 アテネ五輪で日本のメダル過去最多

新紙幣発行（一万円札・五千円札・千円札）



参院選で自民敗北・民主躍進

平成十七年（二〇〇五年） 東北書道新春選抜展（メディアテーク） 黒野清宇日本芸術院賞受賞 衆院選で小泉自民党が歴史的大勝

第五十一回東北書道展（市民会館）、書法研究会（エルパーク） 村上三島没 尼崎のＪＲ西日本脱線事故・一〇七人死亡

東北書道秀抜七〇〇人展（メディアテーク） 中村　淳没 郵政民営化法成立

誌代改定 原油価格高騰

七月「文字・活字文化振興法」が制定。十月二十七日を「文字・活字文
化の日」とする

平成十八年（二〇〇六年） 東北書道新春選抜展（メディアテーク） 劉　蒼居日本芸術院賞受賞 安倍政権が発足

第五十二回東北書道展（メディアテーク） 北朝鮮が地下核実験・ミサイルも発射

千書会（エルパーク） ジャワ島地震

東北書道秀抜七〇〇人展（メディアテーク） 秋篠宮家に男子誕生

トリノ五輪で荒川静香が金メダル獲得

フセイン元大統領の死刑執行

平成十九年（二〇〇七年） 東北書道新春選抜展（メディアテーク） 池田桂鳳芸術院賞恩賜賞受賞 参院選で自民党が民主党に歴史的惨敗。「ねじれ国会」が出現

阿部松山河北書道展運営委員就任 劉　蒼居没 安倍晋三首相が突然退陣。後任の新総裁に福田康夫氏

第五十三回東北書道展（メディアテーク）、研究会（エルパーク） 成瀬映山没 原油価格高騰。穀物など商品価格も上昇

東北書道秀抜展（メディアテーク） 小林斗没 地球温暖化問題でゴア前米副大統領らにノーベル平和賞

六本木・国立新美術館オープン

平成二十年（二〇〇八年） 創立七十五周年記念東北書道新春選抜展（メディアテーク） 杭迫柏樹芸術院賞受賞 中国ギョーザに殺虫剤「メタミドホス」

東北書道七十五周年記念式典（国際ホテル）、一般部誌上展 福田首相退陣、麻生内閣発足・後期高齢者医療制度スタート

第五十四回東北書道展（メディアテーク） 米大統領選でオバマ氏勝利

書法研究会（エルパーク） 中国四川大地震発生

東北書道秀抜展（メディアテーク）、村山柳雅日展入選 米証券大手リーマン破綻、世界的金融危機に

平成二十一年（二〇〇九年） 東北書道新春選抜展（メディアテーク） 小山やす子芸術院賞恩賜賞受賞 衆院選民主党圧勝・鳩山内閣発足

第五十五回東北書道展（メディアテーク） 裁判員裁判スタート・オバマ新政権スタート

書法研究会（エルパーク） 米自動車大手ＧＭ、クライスラーが経営破綻

北朝鮮が六ヵ国協議を離脱

平成二十二年（二〇一〇年） 東北書道新春選抜展（メディアテーク） 樽本樹邨芸術院賞受賞 尖閣諸島で中国漁船が巡視船に衝突

第五十六回東北書道展（メディアテーク） 榊莫山没 参院選で民主党が大敗、ねじれ国会に

東北書道秀抜展（メディアテーク）、書法研究会（エルパーク） 北朝鮮が韓国を砲撃・チリ鉱山落盤事故

ハイチでＭ七・〇の地震、二十三万人死亡

平成二十三年（二〇一一年） 東北書道新春選抜展（メディアテーク） 黒田賢一芸術院賞受賞 東日本大震災（Ｍ九・〇）と東電福島第一原発事故

菅井帥光副会長死去（84才）、書法研究会（エルパーク） 今井凌雪没 菅首相退陣、野田内閣発足



第五十七回東北書道展（メディアテーク・東日本大震災により会期を
十一月に延期）

サッカーの「なでしこジャパン」Ｗ杯世界一

北朝鮮の金正日総書記が急死・欧州の財政危機拡大

中東民主化とカダフィ大佐死亡・ビンラディン容疑者殺害

平成二十四年（二〇一二年） 東北書道秀抜展（メディアテーク）、「東北書道」誌八〇〇号（二月号） 杉岡華邨没 衆院選で自公が政権奪還、第二次安倍内閣発足

山口桂月顧問死去（83才） 尖閣・竹島の領有権で日中・日韓関係悪化

第五十八回東北書道展（メディアテーク）、小日向慶可河北書道展審
査員就任

消費税増税法案成立・ｉｐｓノーベル賞

小・中版に条幅部・かな部新設、書法研究会（エルパーク） オバマ氏再選、政権二期目へ

中国指導部交代・北朝鮮ミサイル発射・欧州景気低迷長期化


