花のチカラ

緑のココロ

２０１4 年 春号

植物と人間の絆を強めよう

諸事情により新春号が発行できず申し訳ございませんでした。新しい年度が始まりました。消費税
率のアップもあり、日本経済の動向もしばらくは手探りかも知れませんが、我々は経済でなく、日本
人の生き方・暮らし方、ライフスタイルを築くという気概を持って一年のスタートを切りたいもので
す。
この度、初級園芸福祉士養成講座のテキストである『園芸福祉入門』の４８頁下から５行に記載し
てある、レヴィス著「Green Nature Human Nature」の和訳本を協会監修で出版いたします。毎年
６月に行っている協会の総会とシンポジウムは、５年前から園芸福祉活動が盛んな地域の持ち回りで
開催されています。今年は、訳本の出版を機に、東京で開催することになりました。シンポジウムの
テーマは、
『植物と人間の絆を考える』を予定しております。シンポジウムの後に交流会を農大校内の
食堂で予定しておりますのでご参加ください。
また、当日のシンポジウムの前に、ＮＰＯ正会員を対象とした通常総会も開催します。正会員の方
には、総会開催通知と出欠席返信と共にお送りする議案の理事会承認等の関係から、５月中旬頃の送
付となることをご承知ください。但し、６月２８日（土）の１１時から、シンポジウムと同会場で開
催することをご予定して頂ければ幸いです。
シンポジウムについては、同封のチラシの申込欄にご記入してＦＡＸか、協会ホームページより申
込書をダウンロードしてメールにてお申し込みお願いいたします。
事務局長

第１３回

園芸福祉シンポジウム in とうきょう
～植物と人間の絆を考える～

２０１４年６月２８日（土）１３：３０～

東京農業大学横井講堂に於いて開催

●基調講演

白石好孝氏（白石農園

大泉風のがっこう代表）

●絆 談 義

吉長成恭氏（日本園芸福祉普及協会理事長、広島国際大学教授､医師）
ほか数名で植物と人間とのさまざまな絆について座談します。
出席者は折衝中です。

●交 流 会

農大校内の食堂にて会費制で行います。

粕谷芳則

活動プログラムのご紹介
畑や庭がなくても、ちょっとした空間があれば誰でも簡単に野菜づくりが楽しめます。鉢やプラン
ターの代わりに丈夫な袋を使い、移動も片づけも手軽。畑や花壇の少ない幼稚園や保育園、福祉施設
などでも容易に取り入れることができます。今回はそんな袋栽培をご紹介します。

誰でもできる『やさいの袋栽培』
用意するもの

手順

●袋

①袋の底の両端の角を 5 ㎝ほど三

●用土
●肥料

肥料や培養土の袋（30～40ℓ）
黒土、川砂、腐葉土、堆肥、

角に切り落として水抜き穴をつ

バーミキュライト（市販の培養土でも可）

くり、内側から寒冷紗や水切り

配合肥料、発酵油粕など

ネットでふさぐ。

●野菜の苗または種
●道具

移植ゴテ、寒冷紗または水切りネット、
ジョウロ、支柱、紐、ハサミ

②袋の口の部分を２～３回折り曲
げる。
③用土（黒土 60％、川砂 20％、バ
ーミキュライト 10％、腐葉土か
堆肥 10％）と肥料をよく混ぜて、
袋に入れる。
④袋の中央部に苗を植える。一袋
に一本。
⑤支柱を立て、紐で苗を固定する。
⑥たっぷり水をあげる。

置き場所 日当たりがよく、風通しの良いところ。
水やり 用土の表面が乾いたらたっぷりあげる。
水のやりすぎは過湿を招くので注意しましょう。
詳しい育て方は、タキイ種苗のホームページや
「ビックリするほどよくできる 野菜の袋栽培」
（農文協）にも出ていますので、ご参考ください。

春におすすめの二冊
「びっくりするほどよくできる 野菜の袋栽培」 増田 繁 農文協 ISBN4-540-96006-7
袋栽培なら庭やベランダの片隅、屋上などどこでも野菜を育てることが出来ます。子供や
高齢者と一緒に育てる楽しさや収穫する喜びを手軽に味わえ、園芸福祉活動の大きな味方
です。でも、上手に育てるにはちょっとしたコツも必要。この本では、袋栽培におすすめ
の 20 種類の野菜の育て方がわかりやすく紹介されています。袋栽培の手引書としてぜひご活用くだ
さい。
「えこよみ」 ブロンズ新社 ISBN978-4-89309-457-5
二十四節気を約 5 日ずつさらに 3 つに分割し、一年を 72 に分けた歴を七十二候といいま
す。中国のものがそのまま使われている二十四節気に対して、七十二候は日本の気候風土
に合わせて、季節の移ろいや動植物の変化を短い言葉で記しています。日本人の感性が育
んだ 72 の美しい季節の言葉、自然の移ろいを楽しめる歴の絵本です。

昨秋、園芸福祉士に認定された方々をご紹介いたします。今後のます
ますのご活躍を期待しています。

福島県
新潟県
板屋 良子様

海老名 富男様

木村 茂和様

風間 孝子様

雙田 みどり様

紺野 ヤエ子様

福井県
村田 すゑ子様

飯田 朝輝様

橋本 芳郎様

京都府

松枝 芳子様

奥田 豊造様

小池 守雄様

田島 悟様

岐阜県

神奈川県

熊本県

髙木 邦子様

長谷川 洋子様

田中 聡子様

舘林 洋子様

阿部 可純様

宮崎県

岡山県
成瀬 寛様

片田 義孝様

吉田 馨様

池上 敬代様

広島県
赤嶺 光様

田村 操様
富樫 和子様

沖本 清美様
千布 美鈴様

井上 欣也様

今川 きみ様

佐藤 松雄様

宮崎 充様

齊藤 孝治様

高原 幸子様

東京都

三輪 賀代子様

静岡県

佐藤 則仁様

外崎 あつ子様

海野 英子様

渋川 朝子様

根津 実千代様

二見 清様

中俣 正枝様

三瓶 富子様

海津 錬子様

小久保 修様
兵庫県
野田 有久美様

埼玉県

荒井 純様

愛知県
澤登 明子様

日野 優理様
沖縄県

栃木県
群馬県
松本 百合子様

山口県

細川 るり香様

丸山 雄子様

渡辺 祐美様

長野県

周藤 康令様

龍 節子様

折笠 稔様

石川県

島根県
福岡県

岡山 邦男様

三重県
田中 久美子様

成田 早知子様

農地を活用した園芸福祉活動にアドバイザー派遣

平成２５年度の農林水産省交付金により「農」のある暮らしづくり支援
対策として、（一財）都市農地活用支援センターが、農業者や都市住民
等による「農」ある暮らしづくりの取り組みを支援するため、依頼内容
に応じて専門家を派遣してくれました。この事業は、平成２６年度も継
続すると聞いております。当協会も事業の関係協力団体の一つになって
おりますので、ご希望の方は協会事務局にご一報ください。（メールか
電話）申請方法等についてご案内いたします。

コラム

市民農園万国記

～北の国の市民農園：スウェーデン～

求む！各地・各人の活動情報

～
デンマークでの国際会議の後にスウェーデン

地域組織や個人の園芸福祉活動の情報を事務局

を訪問しました。首都のストックホルムは、複数

宛にお送りください。また、下記 mail アドレスに

の湖と島で構成された美しい街です。私は２２年

ご連絡ください。会報などはＰＤＦファイルを添付

ぶり二度目の訪問です。前回は、今では当たり前

してメールしていただければ皆様に広報させてい

となった“レイズドベット”を見て、さすが福祉

ただきます。

の国だと驚き、各地に紹介し導入していただきま

HP アドレス：http://www.engeifukusi.com/

した。

mail アドレス：kyoukai@engeifukusi.com

今回は、数日前まで一緒の会議に参加していた
スウェーデン市民農園協会のオスカーソン会長の

正会員を募集しています

農園を始め、数カ所訪れることができました。そ
の中で、今回はソドラ農園をご案内します。この

日本園芸福祉普及協会は、ＮＰＯ法人です。Ｎ

農園の特徴は、湖に面した急斜面に立地している

ＰＯ法人は、正会員で成り立つ組織です。協会の

ことです。利用者の区画も当然斜面で、耕作地も

正会員の内７０％以上の方は、初級園芸福祉士の

小さな棚田になっています。利用者にストックホ

資格を取られた後に正会員になられた方達です。

ルム在住の日本人の方がおり、今回もお尋ねし夕

多くの方に正会員になっていただき、協会運営に

食をご馳走になりました。この農園の欠点は、園

お力添えをお願いいたします。

路が急な階段であり移動が大変なことと、下水の
敷設が限られることから、共同のトイレが斜面下

おすすめの一冊

部に数棟しかないことです。しかし、その欠点を
補って余りある素晴らしい景観が、各区画、各休

ただ今、会報で紹介させていただくお勧めの本を

憩施設から得られます。（写真参照）我が国にも、

募集しています。みなさんのおすすめの一冊をぜひ

長野県松本市や兵庫県多可町に、遊休化した棚田

お知らせください。ただし、園芸福祉に関連する、

に整備した滞在型市民農園があり、良い景色を提

あるいは関連すると思われる本に限らせていただ

供してくれていますが、もっと斜面を活用した方

きます。お待ちしています！！

が良いと思います。しかし、夕食時にワインをた
らふく飲み、帰路の階段の上り下りはちょっとキ
ツイ！（粕谷）

編集後記
昨 年 の暮 れにたまたまＮＨＫＢＳプレミアムで観
た番組がとても面白くて、またやらないかとチェック
していたら４月 から始 まることに！都 会 の片 隅 で
植物を育てる孤独な男、自称“ベランダー”。ベラン
ダの植物の成長に一喜一憂する男の不思議なドラ
マ。水曜日の夜 11 時 15 分から放送の新感覚の植
物番組「植物男子ベランダー」植物の数だけ、ドラ
マがありそう。お薦めですよ。（今井）

階段園路の途中から

NPO 法人日本園芸福祉普及協会発行
〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町 58

Tel:03-3266-0666

Fax:03-3266-0667

