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        2018年度 総会・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！＞ 

11年目・新たな 1歩！「花と緑の園芸福祉」  
 

 5月27日（日）10：30～16：30  会場：東京農大グリーンアカデミーホール 

 

 

 

＜ 平成30（2018）年度通常総会 ＞                 

■ 日時：平成 30年 5月 27日（日）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、「基調講演」・見本市を行います。詳

細は４月末に、「30 年度総会・見本市」のご案内を差し上

げます。 

      ＜基調講演＞         

■ 講師：新井 利昌（あらい としまさ） 

 ・埼玉福興株式会社 代表 

 

＜農福一体のソーシァルファーム＞ 

～埼玉福興の取り組みから～（仮題・著書より） 

 

埼玉県熊谷市で障害者雇用の支援を行うソーシャル 

ファームとして活動しています。2頭のヤギが遊ぶ 

広いオリーブ畑の様子や、一般に就労するのが困難な 

方たちが生き生きと活動する様子をお話しいただける 

予定です。NHKテレビでも紹介！是非ご期待ください。                            

    ※4月末に詳細をご案内します！！ 

   

✻＜首都圏 4地域の活動発表＞                         

昨年好評だった、首都圏４地域、埼玉・千葉・東京 

神奈川の各活動発表と、地域ごとに分かれて行った。 

グループディスカッション、今年は少し時間をかけて                          

交流したいと思います。ご自分の体験やこんな活動を 

している等、是非ご紹介下さい。 

 

＊＜見本市出展者募集＞ 

見本市に出展を希望の皆さん(個人・グループ)ご応募

お待ちしています。 

   ※申し込み締め切り：4月 13日（金） 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 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！ 
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園芸福祉首都圏ネットの 30（2018）年度の通常総会を下記により開催します。好評の第 11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、新たな 1歩にふさわしい「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。 



＊地域会議 in 東京＊                              

平成 29 年 11 月 10 日(金)東京地域会議は参加者 13 名で、京葉線舞浜駅に集合し 

実施。ディズニー全体を外側ら眺めるディズニーリゾートラインに乗車しました。 

リゾートランで一周すると、運営部長の根岸さん、グリーンアンドアーツの河野 

さん、インフォメーションの西嶋さんが待っていて下さいました。 

主に、河野さんの案内にて、見学をいたしました。参加者は、植物好きの方々ば 

かりでしたので、予定時間を大幅に伸びてしまいましたが、大変貴重な体験を 

することができました。 

園内のお食事どころで楽しい懇談会を実施して、交流深めることが出来て、大変 

有意義な一日でした。 

 ★地域会議 in 埼玉・熊谷★ 

平成 29 年 11 月 21 日（火）、第 7 回さいたま地域会議 in 熊谷が開催されました。 

園芸福祉士 7 名と、埼玉福興（株）新井社長の 8 名が参加されました。 

最初に訪問した、埼玉福興（株）では、オリーブの木々の葉の輝きが 

私たちを迎えてくれました。これらのオリーブは、障がい者の方たちが 

日々、世話をしているものです。昼食は、埼玉福興（株）で育てられた 

野菜を扱うレストラン、パブリックダイナーさんで頂きました。 

皆さんと自己紹介などを行い、たのしく食事をすることができました。 

その後、埼玉県農業大学校へ。埼玉県産の木材をふんだんに使った校舎 

は、温かみに溢れていました。最後に、埼玉生協病院に行き、施設の 

ところどころに植えられた野菜・ハーブ、花、木々などを見学しました。 

＊地域会議 in 千葉＊  

平成 30 年 1 月 12 日（金）、地域会議 in 千葉が、開催されました。 

参加者は、7 名。稲毛海岸駅に集合後、三陽メディアフラワー 

ミュージアムにて、館長さんの案内にて見学会を実施しました。 

館長さんの軽妙な案内で、和やかな見学となりました。 

案内が終了後、各自自由散策をしましたが、通常の展示とは、 

別に、新春洋ラン展があり大変華やかでした。 

三陽メディアフラワーミュージアムは、65 歳以上は無料ですので 

是非、見学をお勧めいたします。 

見学を終了後、千葉市中央卸売り場に移動して、同卸売り場内にある 

食事処「ととんちゅう」にて、昼食・懇談をしました。 

★地域会議 in 神奈川★ 

平成 30年 1月 18日（木）、第７回地域会議 in神奈川が開催されました。    

参加者は 14名。会場は茅ヶ崎の「ふらっとパル茅ヶ崎」で、 

今回のテーマは 

「ハーブとエディブルフラワーでキッチンパーティー」。 

メニューは 

ハーブチーズのサンドイッチとガンボスープでした。 

調理実習は初めての試みでしたが、皆さんで作って、食べて大いに盛り上 

がり、美味しい体験を通して、お互いの交流を深めることが出来ました。 

今回初めて参加の方や、オープンガーデンをされている会員の方がいらし 

て、バラの季節にご案内をお願いしました。楽しみです。 

1都 3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２９年度スキルアップ実践講座★ 

4 回シリ～ズを振りかえって 

◎ 第 3講座終了のご報告と・・次回のお知らせ     企画担当・菊地 

第 1回・ガーデ二ングの基礎パート 5：「初夏のハンキングバスケット」講師・多田欣也氏 

・6月 30日（土）浜町公園スポーツセンター 

・参加人数浜町ボランティアさん含む 19名 

・材料・・「ヒューケラ・アンゲロニア・サルビア・ケイトウ・バスケット」 

ヒューケラ中心の初夏らしいハンキングバスケットの寄せ植え。 

第 2回・薬膳料理教室パート 8：「夏の薬膳」・講師・棚橋伸子氏 

・7月 14日（金）目黒区緑が丘文化会館 

・ 参加人数 14名・★本日のメニュー 

「トウモロコシご飯・冬瓜の蟹あんかけ・トマトのファルシー・スイカとキウイ 

フルーツのミントソース」＊薬茶・・ハイビスカスティー・クコ茶 

熱を冷ましてくれる緑茶や、熱を取り除き、体を守る食材を使った薬膳料理教室。 

第 3回・健康講座パート 2：「歯医者の見解」・中田政博デンタルクリニック院長 

・平成 30 年 2 月 24 日（土）浜町メモリアル集会４階会議室 

・参加人数浜町ボランテイアさん含む 11 名 

          歯を健康的に保つためには丈夫なエナメル質と歯磨き･うがい 

          です。人に対しても嫌がる事はしないなど精神面のケア。 

          何よりも基本的生活習慣を整えて日々楽しく過ごす事が一番。 

          これが歯や体のメンタルに繋がる・事例を交えて楽しいお話し。 

 

 

＊第 4 回・「成田新農場見学会」3 月 24（土）について 

次回の WA21 号にて後半の案内と合わせてご報告させて頂きます 

今年もスキルアップ実践講座 3 講座は無事終了致しました。ご参加頂き有難う御座います。 

年が明けると申込みの方が冠婚葬祭や体調不良等でキャンセルが発生し残念・無念となりました。 

次回からは季節を考慮したプログラムや日程など考えて行きたいと思います。 

お楽しみに！ 

  

 

 

◎平成 30年スキルアップ実践講座（前期）のお知らせ  

＊第１回ガーデニングの基礎パート６・・講師・多田欣也氏             きんや先生 

・日 時・・平成 30年 6月 29日（金）午後 12:45～15:30                 

・会 場・・浜町公園スポーツセンター第 3会議室予定 

＊第 2回薬膳料理教室パート 9・・講師・棚橋伸子氏・「秋の薬膳」 

・日 時・・平成 30年 8月 31日（金）午前 9:45～15：30 

・会 場・・東京都目黒区緑が丘文化会館 調理室予定        

＊尚・公的会場予約の為、会場、講師の変更等が有る場合もありますのでご了承下さい。担当又はお近

くの幹事役員にお問い合わせください。申し込み、先着順。皆様の参加をお待ち致します。 

平成 30 年 3 月 



   

 

 

＊園芸療法と園芸福祉・文京区・宮下直子さん  

園芸療法・園芸福祉に出会って  

10年がすぎました。 

高齢者施設で園芸療法のお手伝い    

をしながら緩和ケアと言う 

場所で「千葉大学際チーム」によ

る園芸療法を実践する機会を通し人、植物との関わりの 

深さ、影響力に改めて驚かされました。 

季節の移り変わりを感じ、折々に贈ったり贈られたり、

毎日の食卓の上にと当り前の様に身近にある植物。 

そのために施設に入って居ると植物の存在がひときわ大

きく感じるようです。「こんな所で土にさわれるとは思わ

なかった」「庭の木を思い出すわ」「昔は畑で育てていた

のよ」等の会話が笑顔と一緒に広がってゆきます。昨年

末、高齢者施設での園芸福祉活動のお手伝いをさせてい

ただき、プログラム内容が園芸療法とほとんど同じで有

る事を再認識した所です。 

今の状況に見合った活動を 

通して、思い出がよみがえらせる 

園芸。花の好きな人が毎日を 

より楽しく豊かに過ごせるように 

園芸療法・園芸福祉活動を推進してゆきたいと思います。 

*見 学 会 報 告* 

エリザベスサンダースホームから旧吉田邸へ  

１１月１８日（土曜日）＊福祉の原点に立ち歴史に触れてみ

よう＊と参加者２５名が大磯に集合しました。澤田記念館は、

駅から見える小高い丘の上にあります。 

故美喜夫人が蒐集した遺物を鑑賞した 

後、サンダースホームに向かいました。 

この施設には２才から１８才までの 

子供たちが生活をしています。 

戦後２０００人もの孤児達の母として 

半生を捧げた美喜夫人の生涯を、 

ビデオで観たり、職員の方からその素顔をお聞きしました。  

この後、旧吉田邸に足を運びました。 

「兜門」をくぐり、ローズルーム 

（食堂）等を見学し和風庭園に案内

されました。吉田茂は晩年この地で

過ごしました。 

最後に、食事・交流会が近くの食

堂で行われました。自己紹介、活動

状況等、活発に意見が交わされ、充

実した１日になりました。   

（桐生記）（林撮影） 

行事のお知らせ 
＊旧古河庭園バラの見学会・・お誘い 

旧古河庭園は洋館、洋館庭園、日本庭園で構成されてい

ます。和と洋の調和が最大の特徴です。洋館は大正６年

に古河邸が建てられ、日本庭園は大正８年に完成しまし

た。 

今年は旧古河庭園 100年 

記念事業が 4/7・8(日)に 

オープニングフェスティバ 

ルが行われます。５月は 

洋館庭園が薔薇の香りに包 

れます。薔薇の効果は 

リラックス効果抜群といわれています。 

今回は日本庭園のご案内になります。大変混み合う事が

予想されますが、皆様のご参加をお待ちいたします。  

＊日 時：平成 30年 5月19日（土） 

9:45～14:00予定  

＊集合場所：東京都北区西が原１ 

旧古河庭園正門入り口付近 

＊参加費：１000円（資料代含む） 

＊入場料：65才以上・他団体割引き有り・各自お支払い 

＊講師ガイド：秋田 ゆう子 園芸福祉士 

＊交 通：ＪＲ山手線駒込駅下車徒歩 7分 

 ❤お食事交流会があります・食事代・各自お支払い 

★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 
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