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本年度の総会・事例発表会・園芸福祉見本市

5 月 24 日（土）10：30～16：30

会場：東京農大グリーンアカデミーホール

園芸福祉首都圏ネットの 26（2014）年度の通常総会を下記により開催しま
す。恒例の園芸福祉の資格登録者 3 名による実践事例発表会、好評の第７回
「集まれ首都圏！園芸福祉見本市」も同時に開催します。引き続き午後より、
今回新たな試みとして「基調講演」を予定しています。園芸福祉仲間が集まる！
楽しい“イベント”に、ふるってご参加下さい。
▲前年度の総会風景

＜ 平成 26（2014）年度通常総会 ＞
■ 日時：平成 2６年 5 月２４日（土）10:30～16：30
■ 場所：東京農業大学グリーンアカデミーホール
（東京都世
田谷区桜ヶ丘 3－9－31）
＊引き続き午後より、実践事例発表会・見本市を行います。
詳細は４月末に、
「２６年度総会・見本市」のご案内を差し

■基 調 講 演■
「もっと行きたい（生きたい）施設になるため
の、園芸福祉の実践」
講師：NＰO 法人たかつき代表理事・「デイサービス
センター晴耕雨読舎」所長 ・石神洋一氏。

上げます。

＜実践事例発表会＞
＊以下の３名の仲間の活動を予定しています。
（タイトルはいずれも仮題です）
＊日本園芸福祉普及協会の現況報告もあります。

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

であい・ふれあい・つなぐ・・・
園芸福祉見本市 ＜出展者募集中！＞

見本市に出展してくださる方 5 組グループを募集します。
実際に活動で行っているプログラムを参加者に体験していただきま
■文京区公園ボランティアで学ぶこと
す。 材料費500 円
平野由美子さん（東京都）
以内でどんなプロ
文京区の協力を得て、区内の色々な公園で、仲間と共
グラムでも OK！
に植物とのふれ合いを楽しむセラピー活動の紹介。
活動紹介にもつな
がります。
■“園芸福祉活動を介して心ふれあうコミュニ
★コンクールも予
ティーの創造”
定しています。
園芸福祉 MI：DO：RI 共同代表 中園勤美さん（神奈川県）
下記のコーナー、
千葉県・東京都・神奈川県からなるメンバーが参加す
セッションへも、
るグループで、学童や高齢者施設等、園芸をとおして地
ふるってご参加く
域コミュニティーを創造する活動状況の発表。
■“藤沢、自然と親しむ会”への参加
坪倉兌雄さん（神奈川県）
藤沢市教育委員会、商工会議所等、共催のイベント
で発表した園芸福祉と植物をテーマに。地元藤沢で活動、
「江ノ島の植物・季節の花」を出版。

ださい。当日持参、飛び入り参加も大歓迎です！
◆活動紹介ポスター・セッション（Ａ全サイズが最適）
◆ミニ・ミニ交換バザー（当日持ち寄りブース）
◆お国自慢・味自慢、お酒、郷土菓子なども大歓迎！
★新冊子企画＊『すぐに役立つ・・・園芸福祉プログラム・
クラフト編』を制作中です。ご期待ください！

＊緑のフラッグもお目見え！
＜さいたま地域会議 in 盆栽村＞
７月９日、第３回地域
会議が盆栽村にて
開催されました。グリ
ーンの旗がデビュ
ー！美術館・盆栽
園・盆栽四季の家・
植竹稲荷館・漫画館
など、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。お世話人有賀さん
のリードで交流会やミニ講座があり、「香りのワイシャツ」を作
りました。ラベンダーの香りと共にバッグや小物入れにお勧
めです。地域活性化の為に、これからも楽しく行きましょうと、
大変盛り上がりました。(菊地 記)

＊目黒天空庭園から目黒川沿いに中目黒公園へ
＜地域会議 in 東京＞
10 月10 日、17 名が参加して、最寄り駅から 3 分の目黒天空
庭園を見学。隣接するビルのエレベーターで上がると、主
に５Ｆ～９Ｆに位置する和風モダンな回遊式庭園は数多くの
樹木が植えられ築山、灯篭、四阿(あずまや)などが各所に

配置され、菜園や稲穂の畑も見られました。
庭園の脇を流れる目黒川
沿いを散策してレストラン
で昼食。その後中目黒公
園に移動して「花とみどり
の学習館」で交流会。ハ
ーブティーをご馳走にな
り公園チーフの飯塚さん
より幼児から高齢者まで
それぞれの年代の方が
参加できるイベントやクラブ などの活動紹介やハーブ類
や秋の花が咲きそろう園内をガイドして頂き、有意義な一
日でした。（田畑 記）

＊仲間が広がる、大山の風になれ！
＜地域会議 in 神奈川>
神奈川地域会議は、
９月２８日（土）参加
者３２名が伊勢原市
大山にて、世話人さ
んの桐生洋子さんに
よる、「仲間が広がる、
大山の風になれ！」
というタイトルをもと
に午前は阿夫利神社を参拝、午後は加藤京子さんを講師
に迎え、「エディブルフラワーの楽しみ方」を学び、会員同
士の情報交換を交わし終了いたしました。次回もお楽しみ
に！（淤見 記）

結果、委員総意で意見書をまとめました。
組織には存在意義、活動（事業）指針、使命、社会貢
献などを定めた理念がありますが、
首都圏ネッﾄには確た
意見書 「園芸福祉首都圏ネッﾄ
るものは有りません。そこで設立趣意並びに平成 25 年度
の在り方」を提出
活動計画の一部を基本にその他の要素も加味して整理を
園芸福祉首都圏ネッﾄ組織検討専門委員会（委員長
行い、次の通り理念を明確にしました。
小清水征雄）は、このほど園芸福祉首都圏ネッﾄ 五十
＜基本理念＞
嵐久美子代表に「園芸福祉首都圏ネッﾄの在り方」に関
「仲間をつくり、植物と接して、幸せになろう」
する意見書を提出しました。
＜基本目標＞
1、ネットワークを通じ、会員相互の情報交換・共有
２、仲間をつくり活動を実践
写真左は、
3、園芸福祉士の地位向上
これまで５回にわ
神奈川地域会議は平成２５年９月２８日
4、こころ豊かな暮らしやすいコミュニティの創造
たって開催された
6、園芸福祉の社会的認知を高め社会貢献に寄与
専門委員会の風景
園芸福祉の広がりと普及に向け社会的認知と、園芸福
祉士の信用を高め活動指針として活用していく事ができ
ます。仲間を増やし会員相互の情報交換を図り、園芸に
関する技術を高め合うことができる組織、会員から信頼
うタイトルをもとに、午前は阿夫利神 社 され愛される格調高い組織をめざし、将来とも永きにわ
専門委員会は委員 10 名（正会員 5 名、幹事 5 名）で
たり存続できるよう委員会では財源確保、役員の交代な
構成し 25 年 6 月～26 年 2 月まで 5 回開催しました。
ど 7 項目の課題と方策について審議し、委員会は検討会
委員会では首都圏ネッﾄの組織、活動、運営、存続、
議における意見を集約し意見書作成をもって解散いたしま
ネットワーク形成など、直面する課題を洗い出し
した（文責・小清水）
課題解決の糸口となる方策まで踏み込み検討協議した

組織検討専門委員会

スキルアップ研修講座
４回シリーズを振りかえっ
て
＠＠＠
スキルアップ講座も４年目となりました。ことしの講
座をふりかえってみました。首都圏ネットのブログでも
今少しくわしく報告していますのでご覧ください。
＊

◆第１回：
「寄せ植え体験・花壇デザインの基礎
と考え方」
台風 27 号襲来のため各イベントが中止の中、当日は
太陽が顔を出して天気も味方？解りやすいレクチャー、
実習が進められた。
わかっているつもりでも、
「う～ん！
納得」と大好評でした。

◆第２回：こえどファーム「農のある暮らしづ
くり・親子で農業体験」
本日は晴天なり。本日の予定は焼き芋・すいとん作
り・食育教育である。親子共同作業で料理を作った。出
来立てのホカホカの焼き芋・すいとん等おいしくいただ
き、食後はパネルシアター食育教育が始まり子供達は興
味津々！参加者１００名で大変な賑わいでした。
写真はいずれも
こえどファームで

予告と募集！
久々に首都圏ネット主催のツアー企画です。ふるっ
てご参加をお待ちしております。

見学ツアーのご案内
■「園芸福祉の旅 in たかつき」
今年の「園芸福祉見本市」で基調講演をされる石
神洋一さんが所長を務める「NPO 法人たかつきデ
イサービスセンター晴耕雨読舎」の見学ツアーを企
画しました。ここでは利用者さん一人一人に小さい
ながらも「マイ畑」があり、自分の好きな野菜を自由
に育てることができます。植物の生長を楽しみに、
“行きたい”デイサービス、“生きたい”デイサービス
です。
◆期日：平成 26 年 7 月 8 日（火）～9 日（水）
◆晴耕雨読舎さんの見学は 8 日（8 日のみの参加
可）◆行き先：大阪府高槻市原 2235◆応募人数：
15 名。詳しくは下記までお問い合わせください。
渋谷雅史 shibuya@bb.mbn.or.jp
菊地京子

＊世界の薬草が楽しめる・・・
東京都薬用植物園 へ行きませんか？
昭和 21 年設
立以来業務行政
の一つとして薬
用植物を収集、
◆第３回：こえどファーム「農のある暮らしづ 栽培。 約 1,600
くり・障害者と農業体験」
種類の薬用植物
本日は雨。スタッフに付き添われ、４名の方が参加。 や有用植物が植
野菜の収穫を一緒に行い、採りたての野菜ですいとん作 えられています。
り、寒い日にはこれにかぎる、そんな感じの楽しい一時 東京では唯一と
でした。
なる大麻やケシなどの麻薬植物も栽培。秋の同園をボ
◆第４回：
「病に負けない体を作る！春の薬膳」 ランティアガイドの方と見学しませんか？１０月ごろ、見
学会の実施を予定しています。

春は、肝の働きが活発になりその働きが上手くいかな
いとイライラしたり、不眠、精神、情緒不安定などの症状
が出やすくなり、こういった症状が長続きすることはガン
の発生を招く事にもつながります。棚橋先生の説得力あ
るレクチャーに真剣に耳を傾けながら実習が進められま
した。交流会ではひと事とは思えない・・そんな意見も出
るほど盛り上がりました。

４講座とも無事終了、参加いただいた皆さん有難うご
ざいました。
（菊地 記）

活動拠点紹介/ネットワーク一覧の作成
情報をお寄せください！
かねてより首都圏ネット会員の方からご要望がありました
会員の活動拠点の紹介一覧表を作成中です。資格を取ら
れて活動場所を探しておられる方と、すでに活動をされて
いてボランティアさんなどを希望されているグループなど
の出会いの場として活用していただくものです。
5 月の総会までにまとめて、参加者に配布する予定です。
募集要項は次の通りです。①活動されている場所(施設な
ど)、②活動日時、内容、特徴のＰＲ、③最寄り駅、④グル
ープ名、⑤連絡者名・電話番号など。この件の詳細・問い
合わせ＝首都圏ネット: 田畑

園芸福祉の ＜情報交差点＞
会員の活動をご紹介！
＊障がい者支援施設での
農園芸活動

められるように努めています。多くの人に楽しんでもらえる
公園づくりをボランティアさんと一緒に行うことができる、とて
も楽しいお仕事です。

＊楽しいクラフト作り

東京都・ コウ インスンさん
横浜市・徳田千春さん
私はあるＮＰ
私は、横浜市戸塚
Ｏ 法人で障害
区にあります障がい
者・児の身の回
者支援施設（ 朝日
り の介助や同
塾）に勤めています。 行援助などに
日中活動の1つに農
係る仕事をして
園芸活動があり、そ
います。園芸福
の担当をしています。 祉士に興味が
施設の近くの約 500
あり勉強をして
坪ほどの畑で週に 2～3 回活動を行い、えんどう豆、ジャガ いるうちに、当センターで利用者とスタッフが一緒に楽しく出
イモ、ナス、トマト、スイカ、サツマイモ、サトイモ、長ネギ、大 来ることは何かないかと考えるようになりました。昨年秋頃か
根、ニンジン、ブロッコリーなどの野菜を、利用者さんと一緒 ら利用者と一緒に公園に散歩に行くと“どんぐり”や“松ぼっ
に汗をかきながら作っています。野菜を上手く育てるのは難 くり”などの木の実を拾い集めクラフトづくりを試みました。
しく、失敗ばかりしていますが、利用者さんが笑顔で活動に そんなある日、スタッフの一人が「地域で開かれる学校や福
参加しているのを見ると、とても嬉しくなり、やりがいを感じま 祉まつりのバザーに出してみない？」との誘いがあり、沢山
す。
作って売る事になりました。利用者が不自由な体で頑張って
園芸福祉士の資格は、本屋でたまたま手にした「園芸福祉 クリスマスリースを作ったり、売ったりしてとても楽しそうにし
入門」を読んで、これは仕事に役立ちそうだと思い資格を取 ている姿を見て、やってよかったと思います。その売上金で
得しました。以前から土や植物と触れ合うのは、情緒の安定 次回も継続して行くことになり、利用者もスタッフも達成感を
に必ず役立つと感じていましたが、本を読んで、そのことに 味わう事が出来ました。
ついて、確信を得ることができた気がします。
――――――――――――――――――――
これからも、利用者さんと一緒に楽しく農園芸活動に取り
★首都圏ネットのホームページは、下記のア
組んでいきたいと思っています。
ドレスからご覧いただけます。最新情報はブログでどうぞ。
＊「ボランティアコーディネート
http://free-force.com/shutoken-net/wordpress/
のお仕事」
★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
東京都・原田知子さん
いください。このアドレスは首都圏ネッ
地域住民と 行
ト事務局に届き、会員にそのまま転送さ
政が協力して、よ
れることはありません。
り良い公園づくり
★園芸福祉のホットな情報やＨＰの更新をお知らせ致しま
にチャレンジして
す。e メールアドレスを登録ください。
いる二子玉川公
★最近アドレスを変更の方も、
園。そこで、ボラ
syutoken@engeifukusi.com へご連絡をお願いします。
＜事務局だより＞
ンティアさんと行
★応援・協力スタッフの募集！：①広報協力スタッフ（会報の
政の橋渡しをする
ＷＡの編集やホームページの作業をお手伝いいただけ
のが、「ボランティアコーディネート」というお仕事です。
る方）②運営会議､事務局作業スタッフ（会議や発送作
ボランティアグループの一つ「公園サポーター・みどりグ
業）・・・随時受け付け中です。事務局へ登録いただいた
ループ」では、住民花壇の運営管理を主に行っています。
方に日時等をお知らせします。
花壇のデザインから植え替え、日々のお手入れも行ない、 -----------------------------------------------------------------年間を通じていろいろな作業を楽しんでいます。ボランティ 園芸福祉首都圏ネット
アさんだけではなかなか進められないことの相談や活動の 〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町 58 番地 ㈱花の
お手伝い、園芸作業を進める上で必要な知識や安全管理 企画社内 TEL 090-6925-6163 FAX 03-3268-5704
などを勉強会などの開催でお伝えし、安全で楽しく作業を進 E-mail syutoken@engeifukusi.com
URL http://free-force.com/shutoken-net/wordpress/

