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「総会」の開催報告
＜情報が行き交う広場、第 11 回園芸福祉見本市も同時開催！＞

11 年目・新たな・1 歩！・「花と緑の園芸福祉」
5 月 27 日（土）10：30～16：30

会場：東京農大グリーンアカデミーホ‐ル

園芸福祉首都圏ネット 30（2018）年度の通常総会と、恒例となった第 11 回「集まれ首都圏！園芸福祉見本
市」が、開催されました。
11 年目にふさわしい「基調講演」
・障害者就労支援の取り組みの内容で大変興味深い講演でした。
多くの参加をいただき、皆さんが、うなずいている姿が印象的でした。

＜ 平成 30（2018）年度通常総会 ＞
園芸福祉首都圏ネット総会
総会は、10 時 30 分に開会、
①29 年度活動報告、②同収支決算、③監査報告、
④30 年度活動計画、⑤同収支予算、
その他の臨時案件は特に無く、無事承認を頂き
予定された時間に閉会されました。
（総合司会：渋谷雅史氏）

（議案説明者：菊地京子氏）

<基調講演>
講師：新井 利昌氏（あらい としまさ）
・埼玉福興株式会社 代表
埼玉福興の取り組みとして、農福連携の一環として、企業での就労が難しい
知的障害者に働く場を提供する福祉施設として、熊谷のオリーブ園を開園。
昨年から、養蜂家の指導を受けて、養蜂経営を実施。
精神障害で、人とのコミュニケーションは、苦手だが、巣箱の様子を頻繁に
チェックするなどミツバチの世話を積極的に行う人も出てきている。
将来は、国の定めた最低賃金を支払い、個々人が、自立した生活を出来る様に、
支援したいと、熱っぽく語る姿に、感動しました。
収穫した野菜も出店していただき、大好評でした。
園芸福祉首都圏ネット代表 五十嵐久美子氏よりのお詫びのコメント
このたび、私の不注意により、自宅にて転倒して、右足を骨折してしまいました。
入院して、手術も無事終わり、リハビリに励んでおります。
首都圏ネットの WA21 号が、皆様方に届くころには、外出が出来ると思っており
ます。11 年目を迎えるにあたり、新たなる気概で、皆様方と一緒に活動して行きたいと
願っております。今後ともよろしくお願いいたします。

（熱く語る新井利昌氏）

（会場の様子）

第 11 回園芸福祉見本市を実施：楽しく交流ができました
緑の相談コーナー

H&T クラブ

いきいき園芸クラブ

ゆうらいふの仲間たち

はなの和

わきｉｉ

い

交流・懇親会
ミニミニ・バザー

１都 3 県で地域会議の開催を計画中です
<埼玉>
1. 日時

平成 30 年 11 月 24(土)

2. 場所

川越市内公共施設

3. 集合場所 同上
4. 参加費

2000 円
（食事代別途）

5. 担当

渋谷

<千葉>
平成 30 年 9 月下旬
初清園；葡萄狩
新京成電鉄くぬぎ山駅

1000 円
（食事代別途）
大内

<東京>
平成 30 年 10 月 20 日(土)

<神奈川>
平成 31 年 2 月頃

新宿御苑

三浦半島(三崎)

新宿門横

京急

500 円
（食事代別途）
田畑

「三崎駅」

1000 円
（食事代別途）
日高・林

地域会議の詳細は、地域ごとの会員あて、別途ご案内いたします。お楽しみに。

ともに学ぶ

スキルアップ

実践講座

《平成 29 年度》＊終了しました・・以下ブログ掲載してあります。 ＊企画担当・菊地
＊第 4 回成田新農場見学会園主講話：講師（株）花の企画社代表：藤井隆徳氏
・日時：平成 30 年 3 月 24 日（土）今年度のスキルアップ
研修会の締めくくりとして開催されました。桜咲き誇る中
13 名の参加者。藤井社長の案内で大型ハウスを見学。成田新
農場歴史の説明が有りました。又スタッフの親切丁寧な対応にも
癒され、隣接の成田飛行場滑走路見学も感動しました。
＊欣也先生の「春の寄せ植え講座」体験もあり楽しい新農場見学会となりました。

《平成 30 年度スキルアップ実践講座》＊2 講座無事終了しました。
＊第 1 回ガーデニング基礎パート６：「夏の寄せ植え講座」講師：多田欣也氏
・日時：平成 30 年 6 月 29 日（金）浜町公園スポーツセンター第 3 会議室にて行われました。
浜町ボランテイアさん含む 11 名の参加者・材料：コリウス２種類
ベコ二ア２種類・アンゲロ二ア等夏色の鮮やかな赤色・涼しげな緑色
爽やかな白色の植物を使い寄せ植え講座が行われました。
マリーゴールドの夏の花などは切り戻しをし、風通しを良くして
おくと、涼しい季節になると花が咲き又、長く楽しむ事が出来ます。
＊欣也先生アドバイス・・・

＊第 2 回薬膳料理教室パート 8：
「秋の薬膳」講師：棚橋伸子氏（管理栄養士・国際薬膳士）
・日時：平成 30 年 8 月 31 日（金）目黒区緑ヶ丘文化会館実習にて行われました。
・《本日の実習メニュー》湯葉と貝柱のお粥・くわい入り豆腐ハンバーグ・蓮根と胡瓜の胡麻和え
・銀耳と梨の杏仁ミルクかけ

＊薬茶・・・①クコの葉茶・②陳皮棗茶。

「秋」は、乾燥によりダメージを受けやすい季節です。潤いを好む肺を浸しやすく、秋は肺を潤し、津
液を補う食材を中心に実習が行われました。暑さ厳しい残暑の中
15 名の参加者。３グループに分かれて行われました。
メニュー４品・各自分担しながら楽しく進められ、ハンバーグは
サクサクとして、蓮根と胡瓜の胡麻和えは歯ざわりも良く、銀耳
梨の杏仁は、少量の梨で優しいデザートなりました。早速今夜の
メニューに！＊良い食材で良く噛んで食べ、元気な毎日を過ごしましょう・・棚橋先生より。

《これから始める講座》・・・・・・＊お申込み方法は・・・別紙にておねがいします（先着順）
＊第 3 回：秋の見学会：板橋区立赤塚植物園： ボランティアガイドによる講話があります。
武蔵野の面影を色濃く残す植物園。約 600 種の樹木、草花、山野草が楽しめます。
・日 時：平成 30 年 11 月 17 日（土）
・集合場所時間：東武東上線・ 「成増駅北口」 10 時集合～緑の旗
・参加費：1000 円：当日お払い下さい
・交流会：蕎麦屋「大仏禎」を予定。食事代各自。

＊第 4 回：多肉植物講座・・「サボテンや多肉植物を楽しもう」講師：森屋
経験豊かなお話しと《寄せ植え＆手入れ》を楽しんでいただきます。
・日 時：2019 年 2 月１４日（木）１３：３０～15：30
・参加費：2500 円（材料代含）当日お支払下さい
・場 所：
「風のやすみば」東京都京区千石４－５－２ 水野ビル１階
・集合場所、時間：JR 山手線「巣鴨駅」南口花屋さん前１３時１５分集合～緑の旗

進氏

園芸福祉の＜情報交差点＞
ふれあいパーク・城南の家グループの活動拠点

見学会の報告
春の見学会は
旧古河庭園、バラの見学

「南馬込うえだい公園」見学の報告

平成 30 年 5 月 19 日（土） 旧古河庭
園、薔薇の見学会は 9 名の参加で
連日の暑さが続く一日、大田区の高台にある「南馬込うえだ 行われた。日本庭園は大正 8 年開園。今年は 100 年記念事
い公園」を訪ねました。ここは園芸福祉士の岡田久男さんが 業の為、賑わっていました。日本庭園は深緑真最中、森林
地域の方々と協働でボランティア 浴をたっぷり受けながら散策、
活動をされている公園です。この
震災に耐えた灯篭１５基、水の流れを表した石の滝等。
公園は 1000 平方㍍の広さで、ゆ ガイドの秋田さんの名調子に乗り他の見学の方も聞入る程
るやかなＳ字型を描く園路が流れ、 いつのまにか沢山の人が集まりました。
3 つの花壇や実のなる樹々、藤棚 メインのバラを観賞し見学を終えました。その後の交流会で
など、まわりの住宅街では珍しい
は自己紹介や近況報告など行い、深いお話しを聞きながら
（会話が弾む公園が目標） “原っぱ”公園になっています。
楽しく盛り上り無事終了解散しました。（小山記）
この原っぱは、子供達に大人気で、蝶が舞いバッタやカマ *熊谷圏オーガ二ックフェスタ２０１８ご案内
キリなど捕虫網を持って追いかける姿が見られます。園内の ・熊谷・埼玉は２０１９年ラグビーワールドカップ会場・２０２０年東
実のなる樹はどれも太幹で、梅、柿、杏、ビワ、石榴、花梨、 京オリンピックパラリンピック開催を迎えます。
葡萄などがたわわに実り、「梅もぎ会」や「収穫祭」はご近所 ・日 時：9 月 23 日（日）10：00～17：0０
にも声掛けをして賑やかに行われます。
・会 場：熊谷スポーツ文化公園内・熊谷ラクビー場周辺
花壇作りは菜の花、向日葵、カンナ、グラジオラス、立葵、百 ・県内 63 市町村の展示など、ローカルを極め、グローバルに繋
日草、コスモス、綿花（コットンボール）など昔なつかしい がる。地元からはじまり、世界とつながるために・・開催趣旨より
花々が次々に咲きます。
体験参加や見学も可です。ぜひ出かけてみませんか？
『園芸福祉シンポジウム報告』
・・6 月９日～10 日
月 3 回の午後、放課後の児童のお世話をしている母親グ 第 17 回園芸福祉シンポジウム in 岡山
ループ「よりみちのいえ」の子供らが三々五々集まり、刈っ テーマ「人と人がつながる園芸の輪」
た草を手押し車で運んだり、花の種を播いたり採ったりの農 基調講演：未光茂氏・福祉の心は園芸に有り
作業を手伝い、ベーゴマや缶けり、ハンモックや木登りなど 見学会・・日本三名園の後楽園をガイドの
昔遊びを用意する大人グ
案内でゆったり見学をする事が出来、
300 年の歴史に触れる事が出来ました。
ループが、最低限の安全
園内井田でのお田植え祭り姿も昔懐かしく
を守りながらゆるやかに
感じられました。
見守っています。
今回は深緑眩しい後楽園の庭園、癒しと学び
子供たちには自分のやり
の充実した研修会でした。（菊地）
たい事を見つけて友達と
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自由に遊べるところであり
世代を超えて様々な交流
を図れる場所でもありま
（思い想いの遊びに満足）
す。
この公園は東西に入口がありバス停に抜ける近道になる
ため通行人が多く、手入
れをしながら土地の昔話
を聞いたり、花壇の花にま
つわる“会話がはずむ”公
園でもあります。
「まあ、世代のちがう人び
とが、共有できる庭づくり
かな・・・」と、代表の岡田
さん。地域のメンバーの
（園路脇に咲くカンナ）
熱い思いから、子供から
高齢者まですべての方々が、力まずに助け合い、安心でき
る出会いの場を作られていることに、とても羨ましく感じまし
た。中央の藤棚のお休み処には気持ちの良い風が吹いて
いました。（田畑 記）

★首都圏ネットのホームページは、下記のアドレ
ス、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下さい
このアドレスは、首都圏ネットの事務局
にのみ届き、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。
-----------------------------------------------------------------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/

