
３委員会の委員募集  
 

組織の運営と事業活動を円滑にすすめるた

め、次の委員会を設置しています。幹事と共に

委員会に参画していただける委員を募集して

います。会議は随時の開催ですので参加でき

る時の出席で結構です。３つの委員会の主な

役割は以下のようなことです。会員の皆様の知

恵をお貸し下さい。  

「1」 研修・視察企画委員会：スキルアップ 

 

講座・研修、会員の実践現場視察会、交流

会等に関する企画開催を主な職務とします。  

「2」  広報委員会：園芸福祉「首都圏ネッ

トのWA」の編集・発行、ホームページ（ブログ）

による情報発信と情報の収集等を主な職務と

します。 

「3」  相談委員会：ネットワーク形成、仲間

づくり、園芸作物に関わる栽培技術等の相

談、助言にあたります。  

 

 

 

 

 

 

発行所：園芸福祉首都圏ネット/〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町 58 番地㈱花の企画社内  

 

  

 

首都圏ネットの組織運営の安定・継続・財源確保等の方策について検討協議するために

設けられた委員会は、第１回（６月１４日）、第 2 回（8 月 23 日）を開催しました。 

今後、持続性のある魅力的で求心力のある組織を構築するために「園芸福祉首都圏ネット

の在り方」の現状と課題および今後の方策についてとりまとめ答申（意見書）として首都圏ネッ

トに提言するため継続します。以下は第１～第２回会議の概要です。 

委員長に小清水征雄氏（神奈川）を選出  

  第１回の会議では「委員会の運営について」（1）目的、（2）委員の定数、（3）申し合わせ事

項、スケジュール等を確認し出席委員は全員了承し、会議をすす

めました。  

委員長に小清水征雄（神奈川県）、副委員長に大内一浩（千葉

県）が選任され、委員には近藤章江、菊地京子（埼玉県）、藤井

隆徳（千葉県）、小野知華子、白井貴美子、五十嵐久美子、田

畑正子（東京都）、伊藤忠夫（神奈川県）氏の 10 名がそれぞれ

就任しました。        ▲写真は専門委員会の推進を決議する今年度の総会風景▼  

 基本理念の再確認と理解を促進 

第２回では、「首都圏ネットの基本理念の再確認 」

「首都圏ネットの理解促進」をテーマに検討協議をしま

した。基本理念では再確認をふまえ理念を明確にし、

園芸福祉活動をすすめることとなりました。  

また、首都圏ネットの理解促進では、当会の正会員

は入会申込書を提出することなく会則 5、6 条により協

会認定の資格登録者手続き完了をもって入会とすると

規定され、手続きをした者は自動的に会員となるため、

首都圏ネットの組織を知らず入会となるので、あらゆる

機会を通じて首都圏ネットの組織について広報活動、現会員からの声かけを行い理解促進

に努めることになりました。（文責・小清水）  

あなたも運営に参加しませんか？みんなで築こう！広げよう！首都圏ネットのＷＡ    
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熱のこもった！ 実践事例発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「公園ボランティアの 

経験を生かして」 

秋田 ゆう子さん（埼玉県） 

旧古河庭園ボランティアガイドでは年間100名以

上の方々を案内されて

いて、その他に夢の島

熱帯植物園のガイドも

なさり、先の首都圏ネッ

トの見学会でも、それ

ぞれの箇所の魅力や

楽しみ方をガイドして

下さいました。園芸福祉の効用を心掛けて更なる勉強

をされておられるご様子に感銘を受けました。 

 

「デイホーム“実りの庭”の 

開設と園芸福祉の実践」 

沢田 慶子さん（東京都） 

国分寺のビルの 4階、約70㎡のテラスガーデンを活

動の場としたデイサー

ビスを開設されて３年

目、管理者として日々

苦心されたことや、地域

の方との交流の場を目

指して園芸福祉の実践

事例を、利用者さんの

エピソードを交えて熱くお話しいただきました。 

 

「私のおはなしキャッチボール」 

日高 志郎さん（神奈川県）  

横浜市のケアプラザでの花壇づくり、樹木の手入れ

の合間にかわす子供や大人、お年寄りとの会話を紹

介くださいました。会話のきっかけとなるようなパイナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

ップルの株を花壇に

植えて興味を引き出

し、会話をすることで、

お互いに心豊かにな

る事が多いという話

が印象に残りました。 
＊３人の事例発表は、

どなたも、時間制限のある中、熱心な発表に会場の皆さん

が聞き入っていました。来年はさらに多くの方が総会に出席

され、事例発表を聞いて頂きたいです。（田畑 記） 

  -------------------------------------- 

 新企画が目立った見本市！ 
      

仲間のスキル、貪欲に体験 
「ネットワークのＷ

Ａを広げよう」のス

ローガンのもとに、

恒例の「集まれ首

都圏！園芸福祉

見本市」も、総会

のあった午後から

開催された。今年

も６グループに、

当日参加の３チー

ムが加わり、ミニ・

バザーや物販コーナーが出展した。 

見本市は５回目とあって、今年はこれまでになかった

新企画や、花材小物のコーナーに人だかりが多かった。

園芸相談コーナー、懇親会も２０名が参加して、なごや

かに情報交換を行った。 

＊＜総会・見本市のアンケートの結果より＞ 

 見本市参加人数６０名。参加動機では「事例を知りたいか

ら」が最多。 実践事例発表では「興味がある内容でとても

良かった」の感想が多くありました。地域会議の参加では

「日時が合えば参加したい」と半数以上の回答があったのも

注目したい。地域会議は、今年度も、これから神奈川・東京・

千葉と予定されております。積極的に参加され情報収集し

て頂ければと思います。（まとめ・淤見） 

 みんなでネットのＷＡをひろげよう！ を確認       
＜平成２５年度の総会報告＞ 

園芸福祉首都圏ネットの平成２５年度の総会は、５月２６日（日）、東京農大グリーンアカデミーホールで

五十嵐代表を議長に開催、各号議案が承認されました。出席者数４０名。総会は午前１０時３０分に開会、

①平成２４年度の活動報告（第１号議案）、②同決算報告（第２号議案）、③平成２５年度活動計画（第３号

議案）、④同活動収支予算（第４号議案）と審議がすすみ、第５号議案の役員承認では、沢田慶子、島村

光典の両氏が退任、五十嵐久美子代表ほか、現幹事の留任が承認されました。今年度は、これまでの組

織・運営・活動の強化をベースに計画案のさらなる具体化、３つの委員会、２つの専門委員会を機能させ

ながら、スキルアップ研修ほか、地域特性をいかした地域会議の開催、交流イベントの開催など会員向け

に多様な情報交流を積極的にはかる、などの方針が確認されました。（１頁に関連記事） 

 

 



 

 

 

 

 
＜視察交流会＞  こえどファームで 

   快適・農園ライフ体験！       

誰もが共に安心して農や自然とふれ合えるこえどフ

ァームの活動を体験します。市民・障がい者との農作業

を通して人と人、人と自然とつながりを体感してください。

＊日時 １１月１５日（金）１０：００～１３：３０ 

＊場所 こえどファーム（JR・東武東上線川越駅、西武

新宿線本川越駅よりバスで 20分）＊内容：市民・障がい

者と一緒に農作業を体験。＊参加費 1,000円 （野菜

のお土産付き）＊持ち物：昼食、飲み物、Myカップ、My

バック、汚れてもよい服装、タオル。＊問い合わせ先：

企画担当・渋谷 ０９０－１４６１－９７２２  

shibuya@bb.mbn.or.jp 
こえどファーム：子どもから高齢者、障がい者など世代や立

場を超えて、誰もが自然とふれ合える参加体験型の農園で

す。NPO法人土と風の舎が運営しています。 

 スキルアップ実践講座の予定   
実践講座4年目。今年度は受講された皆さんのアンケー

トを参考にスタイルを変え、下記の４回構成で実施します。 

            ＊ 

第１回 「寄せ植え体験・・・花壇デザイン

の基礎と考え方」 

◆日時：平成25年10月25日（金）・13：00～16:00◆場

所：東京都中央区浜町公園 メモリアル第３会議室◆

参加費：2000円◆講師：多田欣也氏 （Earth works代

表 ・ガーデンデザイナー・グリーンコーディネータ

ー・フォークアーティスト。全国でガーデニングの楽し

さを広めるために講習会を開き、テレビ、ラジオでも活

躍しています。寄せ植えの実習が有ります。ハサミ・エ

プロン・持ち帰り袋・筆記用具持参下さい。 

            ＊ 

第２回 「農のある暮らしづくり/親子･市民との農業体験」 

◆日時 ：10/5、11/9、12/14（土） 9：00～14：30 

◆参加人数：各日5名。 

            ＊ 

第３回 「農のある暮らしづくり/障がい者･市民との農業

体験」 

◆日時：10/18、11/15、12/20（金） 9：30～14：30 

◆参加人数：各日2名◆場所：こえどファーム（２回、３

回とも）。埼玉県川越市下小坂（JR・東武東上線川越駅、

西武新宿線本川越駅よりバスで 20分） 

◆参加費： 無料◆講師 ：渋谷雅史（NPO法人土と風

の舎代表理事、園芸福祉士）◆持ち物： 汚れてもよい

服装・靴、タオル、弁当、飲み物。 
★農のある暮らしづくり活動は、様々な人々が身近な場

所で農とふれあう機会を増やしていくための農業体験活動

です。参加者と一緒に農作業体験をしていただきます。 

  

            ＊ 
第４回 「薬膳料理を学ぶ・薬膳で 

生活改善！」パート 4 

◆日 時：公共施設予約のため、平成２６年３月 ５日、６

日、７日、１２日が候補日。お申込みの方に決定次第お

知らせ致します。◆時 間：１０：００～１６：００ ◆場所：

東京都緑が丘文化会館（目黒区緑が丘二丁目14番23

号）◆参加費：３０００円◆講 師：棚橋伸子氏・東京農業

大学非常勤講師・管理栄養士 ◆持ち物：エプロン、手

拭き・三角巾、筆記用具。❤実習後、交流会。  

◆問合わせ先：企画担当・菊地 ０９０－２６７５－７７６９ 
 

＜見学会＞ 

 紅葉が美しい 小石川植物園 へ   

 

♦日時：１１月２２

日(金)  １０：３０

～♦場所：小石川

植物園（東京大学

大学院理学系研

究科附属植物園・

文京区白山３-７-

１）♦定員：２０名。

♦参加費：入園料330円 資料代500円。おすすめ散策コー

ス（約1時間）ボランティアガイド有り。♦集合場所・時間：都

営地下鉄三田線 白山下車 A3出口方面改札口１０時３0分。

♦昼食：蕎麦屋「斉藤庵」1,000円。 

♦お申し込み・問合わせ：林 080－1095－9239 

   ----------------------------------------- 

*さいたま地域会議 in盆栽村  
去る7月9日、第3回

地域会議が盆栽村にて

行われました。グリーン

の旗デビュウ！盆栽美

術館・盆栽園・盆栽四季

の家・稙竹稲荷・漫画館

等・ボランティアガイドさ

んの案内でタップリと堪

能しました=写真。 

ランチ交流会は場所を大宮へ移し、近況報告など活発な

意見の交換で盛り上がり。今回の世話人有賀さんのミニ講

座・「香りのYシャツ」は、形がYシャツなのでラベンダーの

香りと共にバックや小物入れにお勧めです。参加者11名と

共に楽しいひと時を過ごす事が出来ました。（菊地記） 

＜地域会議の予定＞ 

◆地域会議iｎ神奈川：9月28日（土）：大山国定公園（阿夫利神

社周辺散策、情報交換＆昼食（大山豆腐料理 よもぎ亭）、ベジ

タブル（エイディブル）フラワーの楽しみ方  会費：1000円。 

◆地域会議 in東京 ：10月10日（木）。今春オープﾝの目黒

天空庭園を見学。情報交換＆昼食（各自）。資料代500円

（同封チラシ参照） 

たのしく、共に学ぶ・・・交流イベント  あ・ら・か・る・と 

mailto:shibuya@bb.mbn.or.jp


園芸福祉の＜情報交差点＞ 

会員の活動をご紹介！ 

 

 

 

 

＊公園が趣味のサロンに 

柏市・杉山厚子さん 

私が住む柏市の「公園里親制度（市民が公園の里親

となって愛情を持って世話をするボランティア活動）」を

利用し、自宅マンション敷地内の公園の世話を20人の

有志と始め3年になります。毎朝9時から1時間、公園

内の清掃、植栽の

世話をしています。

花壇には種から育

てたたくさんの苗

を植付け、満開に

なった花はフラワ

ーアレンジメントや

クリスマスリース作りに利用しています。この活動を始

めてから思わぬ副産物がありました。 

公園で活動している時間に人が集まるようになり、手

芸、折紙、万華鏡作りなどの趣味の仲間が増え、公園

がささやかな交流の場となりました。植栽の世話をして

いると通りすがりの人達から、ここの花壇の花を楽しみ

にしています！とか、リハビリにこの公園を通るのが楽

しみです！と有り難い言葉をいただきます。 

＊園芸ボランティア１２年目！ 

      相模原市・ 古橋 ユキ子さん 

相模原市にあ

る老人介護施設

で週１回（火曜

日）、約２時間園

芸のお手伝いを

しています。室

内でのレクレー

ションの時間に、園芸（花植え、生け花、押し花等）が

ある日は、職員さんの補助をした後、中庭と玄関回りの

花壇の手入れ（草取り、花柄摘み、水やり）をします。な

かでも水やりは大事な作業です。水不足で枯れてしま

うのが、いちばん残念です。 

 一年に２回（６月、１１月）は、全体の花の植え替えを

します。夏はマリーゴールド、ベゴニア、冬はパンジー、

ビオラを中心に、職員さんと２人で植えていきます。毎

年花の種類は、ほぼ決まっているので、作業も慣れて

早くなりました。中庭は芝生に囲まれた六角形の花壇

が中央にあり、今は白とピンクのベコニアが満開に！

盆踊りも近いので提灯の飾り付けも！入所者さんの「き

れいだね」「ありがとう」の笑顔に癒され、一人だけのボ

ランティアですが、楽しみながら続けています。 

*和の意匠を生かした活動  

横浜市・ 村上美和子さん 

園芸福祉士を取得したの

は子育て中の出来事がきっ

かけでした。子どもが３歳頃、

毎日が慌ただしく疲れてい

ました。そんな中、庭に花を

植えようと土に触れた瞬間、

気持ちが落ち着き、懐かしさ

がこみ上げてきました。 子

どもの頃、実家の庭で花や

葉をいじり、土を掘って遊んでいた感覚が蘇えり幼少

期に植物に接することへの大切さを認識しました。 幼

い時の体験はたった一度でも記憶され、何かをきっか

けに呼び起されると信じています。それが何年後か、

数十年先かもしれませんが、悩みを抱えた時に心が安

らげる拠り所になってくれたらと。 

グリーンズＨ3O の他に小川和紙継承会、横浜三渓

園庭園ボランティアで活動しています。将来は松の保

護、日本の伝統文化、和の意匠を生かした園芸福祉活

動を行いたいと思っております。 

―――――――――――――――――――― 

★首都圏ネットのホームページは、下記のア

ドレス 又は「園芸福祉ブログ」のネット検索でご覧いただけ

ま す 。 最 新 情 報 は ブ ロ グ で ど う ぞ 。

http://free-force.com/shutoken-net/wordpress/ 

★首都圏ネットへのご相談・お問合わ 

せ、情報提供は下記のアドレスをお使 

いください。このアドレスは首都圏ネッ 

ト事務局にのみに届き、会員には転送 

されません。 

★園芸福祉のホットな情報やＨＰの更

新をお知らせ致します。eメールアドレスを登録ください。 

★最近アドレスを変更の方も、 

syutoken@engeifukusi.com へご連絡をお願いします。 

＜事務局だより＞ 

★応援・協力スタッフの募集！：①広報協力スタッフ（会報の

ＷＡの編集やホームページの作業をお手伝いいただけ

る方）②運営会議､事務局作業スタッフ（会議や発送作

業）・・・随時受け付け中です。事務局へ登録いただいた

方に日時等をお知らせします。 

★“情報交流”は首都圏ネットのキーワード。仲間の活動情

報が飛び交い、出会う＜情報交差点＞に、皆さまのお便

りをお待ちしています（広報・岡田） 

------------------------------------------------------------------ 
園芸福祉首都圏ネット 

〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町 58 番地 ㈱花の

企画社内 TEL 090-6925-6163 FAX 03-3268-5704 

E-mail syutoken@engeifukusi.com 

URL http://free-force.com/shutoken-net/wordpress/ 
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