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 2015年度の総会・事例発表会・園芸福祉見本市  

情報が行き交う広場、基調講演も同時開催！ 
 つなげよう！「緑の力・仲間の WA」  

 

 5月23日（土）10：30～16：30  会場：東京農大グリーンアカデミーホール 

 

 

 

 

＜ 平成27（2015）年度通常総会 ＞                 

■ 日時：平成 2７年 5月２3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、「２７年度総会・見本市」のご案内を差し

上げます。 

    ＜実践事例発表会・発表者募集＞         

恒例となった実践事例発表会、今年は広く多方面から発表

者を募集します。個人やグループで園芸福祉活動を実践し

ている方、この機会に是非発表してみませんか。 

                             

・高齢者施設や福祉施設・地域の活動・子供達との         

活動・病院や学校での活動・その他様々な活動・ 

発表を希望している方、またこんな素敵な活動をし  

でいる人がいるので是非紹介したいという方、自薦 

他薦どちらでも結構です。 

                            

＊昨年は 3名の方に以下の発表をしていただきました。  

■文京区公園ボランティアで学ぶこと 

■“園芸福祉活動を介して心ふれあうコミュニティー 

  の創造“ 

■“藤沢、自然と親しむ会”への参加 

        ※一人 15分の発表となります。 

 

＊沢山の方（グループ）のご応募お待ちしています。 

（応募多数の場合、地域ごとの人選となります） 

       ※申し込み締め切り：4月 15日 

＊問い合わせ・申し込み：090-6925-6163（五十嵐） 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

いただきます。 

材料費 500 円以内でどんなプログラムでもＯＫ！活動紹

介にもつながります。 

★コンクールも予定しています。 

下記のコーナー、セッションへも、ふるってご参加ください。

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・パート 2』を予定して

います。ご期待ください！ 
            ▲写真は前年度の総会・見本市の風景 
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園芸福祉首都圏ネットの 27（2015）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による実践事例発表会、好評の第 8 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 2 回目となる「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。 

■基 調 講 演■ 

「ビジネスモデルの確立を目指した園芸福祉 

の実践」 
 

講師：株式会社花の企画社 代表取締役社長 

     藤井隆徳 氏 



＊さいたま地域会議 in 川越＊ 

・NPO 法人土と風の舎・コラボレーション&クリスマスツリー 

・講演：「ヨーロッパの市民農園」・・講師：粕谷芳則氏 

11 月 28 日（金）川越市なぐわし公園 PIKOA 会議室にて行われました。 

第 1 部・粕谷芳則先生（日本園芸普及協会事務局長）による講演。先生は 2 年に 

一度は欧州諸国特にドイツを数回訪問調査・交流を行うなど国内外の指導を行って 

いる等大変興味深い講演でした。参加者 50 名 ・第 2 部：地域会議 

          ・講演終了後、今回のお世話人滝沢さんに依る折り紙制作 

クリスマスツリーを作りました。・サンタ・鈴・モールの装飾品を飾り 

可愛いツリーが完成しました。手先の器用な方がいて驚きですね。季節感満載の 

勉強会でした。「市民農園のルーツがイギリスとは」そんな感想も出る程、講演 

会は大好評でした。初めて参加の方も見られ、地域・園芸福祉の広がりを感じる 

地域会議となり今後が楽しみです。参加の皆様ありがとうございました。菊地記 

★地域会議 in 神奈川★ 

１０月２５日(土)、第４回地域会議が江の島にて開催されました。参加者は１

４名で、秋晴れの江の島をお世話人の坪倉兌雄さんの案内で「江の島サムエ

ル・コッキング苑」を中心に見学しました。ここでしか見ることが出来ない大

変珍しい「シマナンヨウスギ」「クックアロウカリア」「ツカミヒイラギ」等、

坪倉さんの説明に耳を傾けました。江の島の海を眺めながらの昼食後、交流会

も大いに盛り上がり、ミニ講座「ハーブソルト作り」も体験。海の香りをいっ

ぱい吸いながら植物に触れ、心地よい時間を過ごすことが出来た１日でした。 (林 記) 

 

 

 

地域会議 in 東京 

櫻の春 小石川後楽園で集いましょう。 

    ボランティガイドの案内で園内を散策、その後「春風萬里」で、 

    昼食・交流会を実施します。 

日  時  平成 27 年 4 月 2 日（木）午前 10 時 30 分から午後 3 時頃（予定） 

集合場所  小石川後楽園入口 午前 10 時 30 分 

問合せ・申込：平野 090-2420-0290 

     

地域会議 in 千葉 

東京ディズニーリゾート内のイクスピアリで、花壇のウォｰクラリｰと「熱帯雨林」

を模した「ﾚｲﾝﾌｫﾚｽﾄｶﾌｪ｣で、ランチを頂きながら交流会を実施します。 

日  時  平成 27 年 4 月 24 日（金）午前 10 時 30 分から午後 3 時頃（予定） 

集合場所  京葉線 舞浜駅南口 午前 10 時 30 分 

問合せ・申込： 大内 090-1032-4459 

1都 1県で地域会議を開催します : 楽しく集いましょう 

2県で地域会議を実施しました：楽しく交流ができました 



 

 

＊平成 26年度スキルアップ実践講座＊ 

 

 

＊4回シリ～ズを振りかえって 

今年度は 70 名を超す参加者で、特に一般参加の方が多くみられました。嬉しい限りで

すね。今年度も趣向を変えて・お出かけ講座・白石農園講話は大変人気でした。 

練馬区の農園を見学、園主の白石氏の大変興味あるお話と、採りたて野菜で新鮮パスタ

料理は 11 月の寒空に体が温まりました・認知症予防講座・身近な出来事、近い将来誰

もが？・そんな思いが込められた交流会は活発な意見が交わされました・ガーデニング

パート 2・先生の経験豊かなレクチャーでクリスマス、正月用寄せ植え実習は「こんな

小さな器に沢山のお花が」「思ったより軽いのね～」など、大変喜ばれました・薬膳料

理パート 5・認知症予防春の薬膳・薬膳料理は難しいと感じますが、身近な材料を沢山

使う、料理も簡単、そして体に非常に良い。こんな良い事は無い！・・と。 

新たな仲間つくりや学びがうまれる、そんな講座になればと思っております・菊地記 

 

 

＊第 1回認知症予防講座・「家族の会」松下より子氏 

           ・10月 17日（金） 

            浜町メモリアル集会室 

            浜町公園ボランティアさんを数名 

            招待をして行われました。 

 

＊第 2回白石農園園主講話・白石好孝氏 

                      ・11月 5日（水） 

            練馬区白石農園 

            体験農園はホーレン草・キャベツ等             

            見渡す限りの畑・畑でした。 

 

＊第 3回ガーデニングパート 2・クリスマス・正月用 

           ・11月 22日（土）多田欣也氏 

            浜町スポーツセンター集会室 

            初めての参加者が全体の半数 

            協力しながら寄せ植え完成。 

             

＊第 4回園芸福祉に役立つ料理教室・薬膳料理パート 5・棚橋伸子氏 

           ・3月 5日（木）緑が丘文化会館 

山芋と松の実のお粥 

鶏肉と大根、大棗の紅茶煮など全 

            4 品を黒豆茶でおいしく頂きました。 



 

 

 

七十才の福祉活動 藤沢市・鈴木悠二さん 

福祉とは：辞書で調べると、公的扶助による生活の安

定・充足・自由の理とありました。 

社会福祉：国民の生存権を保障する為に、貧困種や保

護を必要とする児童、母子家庭、老齢者、身体障がい

者など社会的障がいを持つ人々に対する援助、育成更

生を図ろうとする公私の社会的努力を組織的に行う事。 

自分の活動が福祉と言えるのか自信が有りませんが60

才定年と同時に企業の特例子会社そして「障がい者」

雇用の仕事を通じて自立への支援を目的に取り組んで

きました。 

初年度は 12名採用、スタッフ 6名毎年仕事の幅を拡大

して、雇用者の増加に努めてきました。60歳で雇用期

間完了時は 40名の障がい者とスタッフ 16名の組織と

なりました。 

これからは園芸福祉に専念

できると 26年「首都圏ネッ

ト」幹事の一人に加えてい

ただきました。しかし、昨

年 9月中旬にグル―プ会社

より「障がい者」を雇用し

たいと相談を受け、採用に向けて準備を進めました。

働く場所は社員食堂で仕事内容は食器の洗浄です。 

食堂は 5ヵ所ですから最低でも 5人採用が必要です。

非効率的ですがマンツーマン指導です。複数指導とは

異なり「信頼関係」を大切にす

ることを基本にしています。自

立支援の基本は「自助・共助・

公助」であり、就労支援では「出

来る仕事が有る・仲間がいる・

信頼できる人がいる」がたいせつな要件です。 

一人の作業者に仕事を任せると判断し、二人目・三

人目と教育を繰り返します。 

今後いろいろな課題に遭遇すると思います。一日一

日を大切に精進努力していきたい。 

湘南園芸福祉クラブの活動 平塚市・高山栄治さん 

 湘南園芸福祉クラブは、平成 25年 2月の初級園芸福

祉士試験に合格した 11 名の同窓生により発足したボ

ランティア団体です。 

平成26年4月1日に平塚市民

活動センターへの登録を行い

ましたところ、8 月に伊勢原

の篤志家様より、大山の麓に

無償で約 300坪の畑の提供を受けました。現在は、  

この農地を主体に地元農家の指導を受けながら、野菜

やコスモス花の栽培等の園芸活動を行っており、10月

には平塚のガールスカウトの皆さんとサツマイモの収穫

祭を行いました。 

*見学会報告* 

 実りの秋 東京都薬用植物園へ 

昨年 10月 31日小平市にある東京都薬用植物園で見学 

会が行われ、当日の参加者13名は花咲案内人のガイド

で園内を 1時間半見学しました。はじめに「薬事資料

館」の展示室で薬草、

毒草の話の中でケシ、

アサについての詳し

い説明があり、5 月に

は園内にあるケシ、ア

サ試験区で囲い越し

に見ることができ、有毒植物について、似ている形、

似ている名前に注意すること、また普段食べているジ

ャガイモやギンナンなど調理方法や食べ方にも注意す

ることなど興味深いお話を伺いました。資料として頂

いた「身近にある有毒植物」の小冊子はカラー写真が

多用され、実際にあった食中毒の事例の説明がありと

ても参考になりました。      （田畑記）  

★首都圏ネットのホームページは、下記の

ア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。

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 

ト事務局に届き、会員にそのまま転送さ 

れることはありません。 

★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。 

-------------------------------------------- 
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 FAX03-3268-5704 

E-mail syutoken@engeifukusi.com 

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

園芸福祉の情報交差点 

http://free-force.com/shutoken-net/wordpress/
mailto:syutoken@engeifukusi.com
mailto:syutoken@engeifukusi.com
http://free-force.com/shutoken-net/wordpress/



