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           2019年度 通常総会 開催 

＜…新しい時代のはじまり・・・！＞ 

花と緑を未来へつなぐ～「仲間のWA」  
 

 5月26日（日）13：00～16：00  会場：東京農大グリーンアカデミーホール 

 

 

 

＜ 2019年度通常総会 ＞                       

■ 日時：2019年 5月 26日（日）13:00～16：00 

■ 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）2F会議室 

＊引き続き総会終了後、交流会とワークショップを行いま

す。是非ご参加下さい。 

 

✻詳細は別紙総会案内と申込みハガキをご確認ください。 

 沢山の皆様の参加お待ちしています。 

 

                                       

第 17回・園芸福祉シンポジウム in岡山 見学会      

■昨年の岡山シンポジウムの見学会は日本三名園の 

 “後楽園”を見学しました。美しい庭園の写真を 

  掲載します。2018年 6月 9日～10日                             

 

         

 

 

 

 

  

                                          

 

 

 

 

 

 

✻シンポジウム in岡山のテーマ 
「人と人がつながる園芸の輪」                               

                           

                            

 

 

 

 

 

＜第 18回・園芸福祉シンポジウム inとうきょう＞ 
■日時：2019年 6月 15日（土）14：00～ 

■場所：三茶しゃれなあどホール 

 ■内容：「基調講演」坂東眞理子（昭和女子大学総長） 

    

 ※詳細は園芸福祉普及協会より案内が郵送されます。 

    

 ✻見学会・・6月 16日（日）10:00～12:00 

  「～皇居東御苑・ぶらり散歩～江戸城見学！」 

     ※歴史の第一歩を見学しましょう！！ 
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園芸福祉首都圏ネットの 2019年度の通常総会を下記により開催します。恒例の事例発表や見本市は 6月

に開催される「第 18回園芸福祉シンポジウム inとうきょう」と一部内容が重複するので今回は行いません。

首都圏の皆様には 6月開催のシンポジウムへも是非ご参加いただけますようお願い致します。 



＊地域会議 in 東京＊ 

・～新宿御苑で秋のバラを愉しみましょう！～ 

・日時：平成 30 年 10 月 20 日（土）9:30～14:00 

秋晴れで最高の天気の中“新宿御苑バラ園見学会”が行われました。参加者は 11 名です。新宿御苑は皇室庭園

で、現在国民公園として一般公開されています。今回見学するバラ園はフランス式整形庭園の中に有り、東と西

の花壇に分かれ 111 種、540 本のバラが栽培されているそうです。今回秋に開催された「ガイドウオーク」に参

加しました。ガイドをして下さるのは、東京農大グリーンアカデミーで勉強された方々で、バラの系譜と分類、

栽培、歴史等、大変興味深く丁寧に説明していただきました。とにかくどのバラも素晴らしくとても綺麗！香り

と共に堪能しました。開花状況はまだ 4 分咲きであと 1 週間後が見頃 

との事。満開になったらそれは見事な事でしょう！！この園の特徴は 

世界バラ会連合で「殿堂入りしたバラ」17 品種が全て植えられている 

という事です。午後は園内のレストランに移動し、食事会と交流会を 

行いました。皆さんとても満足され、話も弾み、バラの余韻はいつ 

までも続いていました。（五十嵐 記） 

             ＊地域会議 in 神奈川＊ 

平成 31 年 2 月 16 日(土)、第 8 回地域会議 in 神奈川が開催されました。                  

参加者は２０名。今回のテーマは、「三浦海岸をゆる～く散策しながら                                 

河津桜を愛でながら・・」京急三崎口に集合後、そこから三浦にお住まい        

の幹事の日髙さんのご案内で三浦海岸駅までゆる～く散策。河津桜も４分  

咲きほどに。菜の花の黄色い絨毯も広がって、水仙も満開でした。         

三浦海岸駅前広場で買い物もして、お昼は日髙さんの知り合いのお店で 

ちらし寿司付マグロ丼に舌つづみ！お天気にも恵まれて会話も多いに弾み、                

カラオケも飛び出す楽しい交流会となりました。（林 記）                                                        

          ＊地域会議 in 埼玉＊ 

平成 30年 11月 24日（土）、「地域会議 inさいたま」が川越市内のなぐわし公園ピコア 

にて開催されました。参加者は 24名。今回で 8回目となる地域会議はこれまでとは 

趣きを変え、園芸福祉フォローアップ研修を兼ねて開催。 

ハーブ研究家で雑誌やテレビなどでも活躍されている高浜真理子さんの講演、 

ワークショップ「ハーブのたねダンゴ」、交流会の三本立て。講演では講師自身 

が教鞭を執る保育専門学校での取り組みを中心に話が進み、鋭い視点とユーモア 

溢れる語り口に会場はグイグイ引き込まれていきました。 

ワークショップではハーブのたねダンゴに挑戦。講師も参加者もスタッフも 

一緒になって学び合いました。（渋谷 記） 

             ＊地域会議 in 千葉＊ 

地域会議千葉は、平成 30 年９月 29 日に、「梨がりを中心にした地域会議」を 

予定しておりましたが、台風が予想されたため、中止させていただきました。（大内 記） 

3県で地域会議を実施し、楽しく交流ができました 

 
 

 

 

 

 

 

http://free-force.com/shutoken-net/wordpress/?attachment_i


★平成 30～31 年度スキルアップ実践講座★ 

 

4 回シリ～ズを振りかえって      企画担当・菊地 

★第３・4回講座終了のご報告と次回のお知らせ★ 

＊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講話 

秋晴れの１１月１７日（土）板橋区立赤塚植物園の見学会が開催され 

参加者２８名、約１時間 30分の園内を楽しみました。 

秋特有の落ち葉（コナラ、クヌギ）や木の実（ピラカンサ） 

風の音など、ひっそりと楽しめる園内は、中秋の佇まいを 

満喫させてくれました。最後に、近くの蕎麦屋さんで食事・交流会が 

和やかに行われ解散となりました。 

               （桐生記 林撮影） 

                   

＊第 4回「サボテンや多肉植物を楽しもう」講師：森屋 進氏 

・  平成 31年 2月 14日(木)１４名の参加者で行われました。 

森屋講師はサボテン・多肉植物栽培の愛好家です。 

       体験をベースにされた分かりやすいお話で、楽しんでやって 

       おられるお人柄が印象的でした。20種類を超える材料からの寄せ植え実習は 

大いに楽しめ、大盛況でした（平野 記） 

 

 

今年度スキルアップ講座も好評の内に無事終了致しました。２０１９年度講座は以下の様に 

揃いましたのでお知らせします。詳細は９月号発行ＷＡ２３号にてお知らせ致します。お誘いあ

わせの上、奮ってご参加くださいます様お待ち致します（菊地 記） 

 

★2019年度スキルアップ実践講座のお知らせ★ 

＊第１回：ガーデニング講座基礎パート７・季節の花を使い「秋の寄せ植え」を楽しみましょう。        

・講師：多田欣也氏（ガーデンデザイナー・グリ－ンコーディネーター）」             

・2019年 10月中旬・・会場：東京都中央区浜町公園内スポーツセンター第３会議室予定。 

  

＊第２回：秋の見学会ボランティア講話 

・2019年 11月初旬～中旬。 

見学場所はＷＡ２３号掲載予定です。 

そこは、はるか昔この地に広がるはずの原生林でした。 

さあ！太古の森を訪ねてみましょう。ご期待下さい。 

           

＊第３回：球根の植え方や育て方「春の芽出し球根」を体験しましょう。 

・講師：大出英子氏（地域環境科学部准教授/グリ－ンアカデミー主任講師） 

・2020年 1月中旬・・会場：東京農業大学グリ－ンアカデミー予定。 

 

＊第 4回：薬膳料理教室講座パート９・滋養強壮効果のある「参鶏湯サムゲタン」を作りましょう。 



★平成 30～31 年度スキルアップ実践講座★ 

・講師：棚橋伸子氏（駒沢女子大非常勤講師/管理栄養士・国際薬膳士） 

・2020年 2月上旬～中旬・・会場：東京都目黒区緑が丘文化会館調理室予定。 



園芸福祉の＜情報交差点＞    
「熊谷圏オーガニックフェス２０１８」 

を見学して 

２０１９年ラグビーワールドカップ、２０２０年東京オ

リンピック、パラリンピックを世界からアスリ―トを迎

えるスポーツの街・熊谷。「熊谷圏オーガニックフェス２

０１８」に９月２３日(日)見学を兼ねて行ってきました 

会場は熊谷スポーツ文化公園内・熊谷ラグビー場周辺で

す。 

近隣市町村がつながり支え合うオーガニック＆サステナ

ブル都市構想、それが熊谷圏です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日は県内６３市町村の展示、農福連携ヴィレッジ他の

出店を見て回りました。 

埼玉復興株式会社代表の新井利昌氏が開会式で「農福連

携ヴィレッジ」代表としてオーガニックフェス宣言をさ

れました。当日は、45,000名の来場がありました。 

 

お昼はフェスの公式食堂 

「熊谷オーガニック食堂」で、 

美味いランチを食し、「暮らしの 

マルシェ」のエリアで、楽しく 

買い物やワークショップにも 

参加させていただきました。 

帰りには、埼玉復興（株）から 

オーガニックのオリーブの大枝 

も分けていただき、あらためて 

農業と福祉の連携をオールジャパン 

世界レベルで取り組んでいる様子も 

知ることが出来ました。 

来年も楽しみです。          （林 記） 

   行事のおしらせ 

国営昭和記念公園の 

チューリップ畑が見頃です！ 

世界一美しいと言われるオランダのキューケンホフ 

（球根）公園の前園長をお招きしてデザインの設計、施 

工監理まで 4年間を経て、今のような幻想的で美しい春 

の景色となりました。園内を流れる小さな川。その両岸 

を埋め尽くす圧巻のチューリップの花たち。様々な色の 

織りなすカラフルな絨毯が一面に広がります。ガイドボ 

ランティアの案内で贅沢な春の散歩を楽しみましょう。 

    

＊日 時：平成 31年 4月11日（木）10：00～14：00 

＊集合場所：ＪＲ西立川駅改札口  

＊参加費：1000円（資料代含む） 

＊入園料：大人 400円 シルバー210円 各自お支払い 

＊交流会：お食事交流会があります。各自お支払い 

❤申込先 田畑（080-1195－1094）まで 

見学日が迫っています。今すぐ、お申し込みを！！ 

 

旅先での発見や体験・試み等ワクワク感の記事を是非 

「園芸福祉の旅」～下記アドレスへお寄せ下さい。 

 

★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/ 

テーマは有機的なつながり

(オーガニック)そして持続可

能性(サステナビリティ)なフ

ェスを目指します。オーガニ

ックとは食だけにとどまら

ず、自然と人、人と人とが有

機的につらなる暮らしや生き

方、サステナビリティとは人

間・社会・地球環境の持続可

能な未来への取り組みのこと

です。 
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