
展示会情報 花学加盟校の作品展をご紹介します。 お知らせ

いけ花からフレッシュフラワーアレンジ、プリザー
ブドフラワー作品まで生徒さまの日ごろの成果を発
表する教室展として2013年6月9日Floral Studio 
KILA定禅寺通り教室で開催いたしました。
日ごろのレッスンではご用意できない沢山のお

花を思い思いに自由にアレンジし来場者の皆様と
堪能することができました。スタイリッシュなアイア
ンの花台は花学仲間の静岡の柴さんのご主人の
会社で作っていただき、テーブルクロスも沢山貸し
ていただき感謝です。ハーブ専科葉月さんのご協
力により、上質アロマを使って仙台初・サノフラワー
のアロマディフューザー作りのワークショップも好
評をいただきました。

2013季節の「花あしらい展」を開催

主宰　佐久間 節恵
Floral Studio KILA宮城県

本部理事校

HP　http://kila.main.jp　　　Blog　http://ameblo.jp/fs-kila/

アレンジメント方法のご紹介 加盟校の先生方によるアレンジ紹介です
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花との語らいを、もっと自由に、あなたらしく。

花学オフィシャルサイト http://www.hanagaku.com/
花学アメニティーフォーラムは会員の皆様が創る花を学ぶ団体です。

花学の皆様。お元気ですか？私は自由なアレンジをシンプルに、しかも、飽きのこないデザインでと、日頃
考えてます。趣味を見つけたい。習い事をしたい。スキルアップをしたいと考えている方も多いはず。花学
ニュース多いに役立ててまいりましょう。

ダックスフンドは直径50センチ、花を入れるスペースが背中にあいてます。ここではポットの花三ケ、
隙間にアイビーと、こてまり、ドラセナを細い器に活けてます。講習会に良いと思います。

簡単なアレンジ三つ御紹介します。

主宰　鈴木 花図美
花図美フラワースクール茨城県

本部理事校

震災後、心折れそうな時もありましたが、立ち上
がるきっかけになってくれたのは、お花を通して繋
がった方 で々した。
生徒さん達のためにも、居心地の良い空間でお

花を楽しんで頂けたら…と、昨年自宅のお庭に小さ
なアトリエを作りました。硝子に囲われた中に木の建
物が入っているという、ちょっと変わった工法です。
木の中は、「蔵」の様に夏は涼しく、冬は暖かです！外
見は、お庭の温室？といった感じに見えて、住宅地に
ありながら自然にとけこんでおります。
木の香りに包まれてのレッスンは、皆さん「心が落

ち着く」と仰ってくださり、会話も弾み一層和やかな
雰囲気になっている事を嬉しく感じております。初め
てティアレを訪ねて下さる方も増えましたし、懐かし
い友人達との再会が出来たりと、アトリエのお陰で
繋がりが持てた事に感謝しております。
出先でのレッスン以外は、アトリエで製作したり

レッスンしたり、またはお客様と珈琲を飲みながら楽
しくお喋りしたり…少しずつティアレらしい心地良い
空間に近づけていきたいと思っています。是非、お近
くにお越しの際には、「小さな硝子のアトリエ」にお立
ち寄りくださいませ！

TiareのアトリエがOpenしました！

主宰　斎藤 まゆみ
Tiare（ティアレ）福島県

常任理事校

HP/Blog　http://flower-design-tiare.com

昨年初めてアーティフィシャルフラワーの展示即売会を開催しました。製
作過程は楽しく、発見したことも多々有りいい勉強になりました。だけど私は
やはり生花にこだわりたいと…今の時代のニーズに対応できることを模索
中。今年は作品展開催を考えているのですが何しろ三保の松原が世界遺産
に登録されてから、土・日の道路渋滞がひどくて新しい道路が出来るまで無
理かも知れませんね。思わぬところで世界遺産の負荷が……。

アーティフィシャルフラワー展示即売会開催

主宰　柴 寿恵
花のアトリエ JEUNO静岡県

本部理事校

HP/Blog　http://jeuno.naraigoto.jp/index.html

写真③

写真②写真①

写真①

プリザーブドは、従来の器に盛るだけではなく、背景のある、デザインが面白いと思います。物語り
を作品にしてみてはシャドウアートの額の中に人形、動物、等を使っても良いのでは…写真②

③は昨年十一月に、クリスマス用に作った物。花を変え、何度でも使用出来ます。ダンボールを、星
形にカットして、中央に八センチ、丸くくり抜き、こけをはります。スパイラルで花を挿してます。残り
花で充分です。とても長く楽しめます。（ちなみに写真撮影は3月下旬です）

写真③

「秋の研修会」のご案内「秋の研修会」のご案内

ウエディング装花やブーケを
メインに講習会・開催決定 !!

2014年秋＊花学セミナー開催

花学仲間と集い、お花が益々好きになる
セミナーです。詳細は追って、各教室にご連
絡します。皆様のご参加お待ちいたします。



HANAGAKU School infomation

毎回の「大丈夫です!!」のお言葉にいつも励まされています。

生徒　清水 陽子
アトリエ ゴール

東日本大震災で津波被害を受けた勤務先の病院が診療再開となった5月
に、アトリエゴールの小幡先生とお会いする事が出来ました。当時、病院の待合室
にセンスの良いフラワーアレンジ（造花）を飾りたいと思い、レンタルのお店を探し
ていた所、電話帳で職場からも近い先生のお店を見つけました。 
早速先生にお会いしてお話を伺うと「レンタル料を払う予算で、自分でアレンジ

したお花を飾る事ができますよ。」と教えて頂き、生け花をやっていた事もあり、とても興味があったので、その日
の内にスクールに通う事を決めました。自分の時間に合わせて無理なく自由に通われ、フルタイムで働いている
者にとっては、これ以上はないアレンジスクールでした。現在も、自分のペースで通わせて頂いております。自分も
レッスンを受けながら、出来上がった作品を待合室に飾らせて頂く事は大変光栄であり、病院の先生やスタッ
フの皆さん、患者様にも喜ばれ、季節に合わせてお花の交換をする時は雰囲気も変わり、楽しい瞬間です。
レッスンの日は、先生がお選びになった花材に目を楽しませて頂き、珍しい花びらの形や、新種のお花に驚い

たり、完成した作品を眺め、心身ともに癒されたりしています。未だオアシスにスムーズに茎を挿せない時や、フ
リースタイルでのイメージが湧かない時などは、先生に甘えてばかりですが、毎回の「大丈夫です!!」のお言葉に
いつも励まされています。まだまだ沢山の課題が残っていますが、資格取得の夢に向かって楽しく学んで行きた
いと思います。

平成10年に教室を開き、今年で16年目を迎え
ました。振り返れば、あっという間の時の流れ…？
多くの生徒の皆様と楽しく学んできた日々や、様々
な出来事が走馬灯のように駆け巡ります。昨年体
調を崩し、しばらくの間レッスンをお休みにしました
が、健康である有難さを心から痛感しています。
お花に癒されながら、生徒様と共に向上してい

きたいと願っている今日此頃です。

今年で16年目を迎えました

主宰　小幡 律子
アトリエ ゴール宮城県

常任理事校

Blog　http://ameblo.jp/atelier-goal/

スクールを立ち上げて、丸二年がたちました。震災をきっかけに、いつか始め様では
なく、今、動き出そうと、心を換え、とても大きな決断をし、無我夢中の二年間でした。
どの道、何も失う物はなかったので、只 自々分が長年、培ってきた技術を認めて下さる
方 の々為に、喜んで頂こうと、そう思って、取り組んで参りました。お陰様で、毎月来て下さ
る趣味コースの生徒様、資格コースで基本を学びたい生徒様、カルチャーで募集し毎
回、楽しんで下さる生徒様、完全なるオーダーで自分だけの作品を作りに来る生徒様
と、様 な々ニーズに答え、お一人お一人が、100％笑顔一杯で、帰宅される様を見届け見送る毎日です。
花の経験は25年以上、様 な々教室にお世話になり、最後にたどり着いたのが花学ですが、こんなにも、自分流

で、お花をお伝えできる場所は、ありませんでした。これから先も、長く、たくさんの方にお花をお伝え、幸せになる手伝
いが出来たらいいなと、感じる毎日です。

スタートして三年目

主宰　髙橋 公美
Floral Seminar Smile宮城県

指定校

HP&Blog　http://ameblo.jp/fs-smile/

インストラクターを目指してます

生徒　佐々木 真由美
Floral Seminar Smile

今私は、インストラクター資格を目指して頑張っています。歳がかさむにつれ、覚
えも悪く、手の細い動きも悪くなり、そのうえ目の方も老眼との戦いをしながらの毎
日です。その老いも進んで行きながらも頑張っています。先生に教えられる時間が
楽しくて、楽しくて通っていますが、でも、家に帰って練習をすると、「あれ！どうだっ
け」と言う繰り返しです。ノートを見たり、写真を見たりしても、「あれ、あれ」と、また
次の教室の時、忘れた所を教えていただいています。覚えの悪い私ですが、今まで
二人の方にブーケを作ってあげられる事が出きました。（先生に優しく指導していた
だきながら）とても、とても喜ばれ、私も幸せになりました。もっと、もっと沢山の方に
喜ばれるように、私も幸せな気持ちになれるように、もっといろいろ教えていただき、インストラクターの資格
をどうしても取りたいと思っています。
この歳で目標とする物と出合えて、楽しく勉強することが出来るのは、とても幸せです。花学という物に出

合い、髙橋先生と出合い、この出合いは大切な私の宝物です。この出合いに感謝の気持ちで一杯です。これ
からも、もっと、もっと勉強したいと思っています。覚える事って楽しいですね。

初めまして

生徒　小野 政道
花学アトリエ きらり

去年の１２月から加
藤有子先生の生徒とし
てフラワーアレンジを学
ばせて頂く事になった小野政道といいます。
フラワーアレンジを習いたいと思ったきっかけ

は、自分の仕事が菊の花を栽培している農家で、そ
の花を毎日みながら何百品種もある綺麗な菊の花
を仏花以外でも何か魅力を伝えれないかなと思
い、その為にはフラワーアレンジの技術をみにつけ
たいと思い習い始めました。
実際に習い始め日々先生に教えていただく中で

改めて花の魅力を感じ習い始める以前よりも花を好
きになり今は楽しく通わせていただいております。
花の事は仕事で覚えてきたつもりだったのです

が、実際アレンジしてみると今まで見てきた花の世
界観が全然違う角度から感じられ自分自身の花の
世界の幅が一気に広がり本当に毎回レッスンが楽
しいです。中でも、初めてラウンドブーケに挑戦した
時は自分で作ったスプレー菊をアレンジで使わせ
ていただき、本当に嬉しかったです。そのラウンド
ブーケを会社に持ち帰り皆にみせたら、菊のイメー
ジが変わったとか当初自分がそうしたいと思った
事を周りの人達に感じてもらえたので、今後ももっ
ともっとフラワーアレンジを勉強して技術を学び、
菊農家として全国の皆さんに菊の魅力をアレンジ
を通して知っていただけるように日々勉強していき
たいとおもっています。

今年、生徒さんのご子息のウェディングにかかわることがあり、花に関わる部分のプロデュー
スをしました。ブーケ製作のためのドレスチェック、花の色合い、テーブルクロス、花器、キャンド
ルなど、テーマに合わせコーディネート！活けこみはフラワーショップにお任せで。多くのことを
学ぶことが出来ました。ウェディングの仕事は失敗が許されない一発勝負！クライアントの満足
度が成功のバロメーターだけにどきどきします。プランナーのこと勉強してみたくなりました。

失敗が許されない一発勝負！

主宰　柴 寿恵
花のアトリエ JEUNO静岡県

本部理事校

HP/Blog　http://jeuno.naraigoto.jp/index.html



私がフラワーアレンジを始めるきっかけと
なったのは、次女の部活の追っかけが終わ
る頃何かを始めたいなぁ～と考え、娘たち二
人に自分でブーケを作ってあげられたらと
思ったのが始まりでした。しかし思いのほか
次女の結婚が早く殆どアトリエゴールの先
生にお手伝いをしていただく状態で製作しま
した。でも娘にブーケを作ってプレゼントする
のはやっぱり嬉しいですね。
その後も趣味程度に月2回位のペースでレッスンを受けていましたが、勤めて

いた会社を辞めるのを機に資格を取り教室をスタートさせました。自分でもその
行動力にはびっくりでした（笑）その教室も今年で3年目を迎えました。
スタート時は生徒様が来てくれるか等不安は色 あ々りましたが、周りの方 の々

支えもあり今日という日を迎えることができています。少しずつですが会員様も増
え、生徒様と共に日々勉強させていただいています。今は楽しそうにレッスンして
いる生徒様の笑顔が一番うれしいです。
日々忙しい昨今、多くの方にそれぞれが個性を生かした作品づくりを提案し、

自然を愛することを伝え、花で癒しと元気をそして心のゆとりが持てるお手伝い
ができれば嬉しいです。今後も自分自身が知識と技術を深め、それらを多くの方
に伝えていけるよう努力と勉強を続けていきたいと思います。

教室も今年で3年目を迎えました

主宰　鈴木 順子
アトリエ フェアリー

Blog　http://ameblo.jp/yori1214/

宮城県
認定教室

日々楽しみながら成長していきたい

生徒　門馬 知佳
アトリエ フェアリー

お花に携わる仕事をしていきたいと思ったのが
きっかけで月4回、資格取得に向けてレッスンを受
けています。お花の扱いもわからない全くの初心
者だったので、初めは不安のほうが大きかったの
ですが、体験レッスンでの先生の親切丁寧な対
応を見て、より強く資格取得に向けて頑張ってい
きたいと思いました。先生の意向もあって、生徒さ
んのイメージや好みに合わせて変わった品種や
色の花材をそれぞれ用意して教えてくださるので
毎回楽しくレッスンを受けています。また生徒さん
によって作る作品も毎回それぞれ違うので、沢山
の作品や感性にふれることができてとても勉強に
なります。失敗して思い通りにならないことも多い
のですが、そういったことも含めて先生自身が楽し
んで教えてくれているので前向きに進んでいけると
おもいます。今はやっとプライマリーコースの終わ
りが見えてきたという段階なので、まだまだ勉強す
ることがあって楽しいだけではないのですが、やっ
ぱりお花のある空間は心が癒されます。
いつか私も癒しの空間を提供できる側になれ

るように日々 楽しみながら成長していきたいです。

先日、息子の幼稚園の卒園式がありました。毎年卒園式に子供たちがつけ
るコサージュは花屋さんに依頼していたのですが、あるお母さんから今年はお
母さん達で、自分の子供の分を作ってみようと提案がありました。 良い機会でし
たので、少し不安はありましたが、私が作成のお手伝いをさせていただこうと思
いました。花選び、作成のノウハウを柴先生にご指導いただきながらの準備。子
供のつけるコサージュはどうしてもその日限りになりがちですが、後日お母さん
達が使えるように色合いを考え、また初めて作る人たちでも簡単にできるという
ことにポイントを置き、進めていきました。参加者は20人、前半、後半に分かれて
の作成でしたが、わかりやすく説明しようと思っても一度に集まらないので要領
も悪く、時間がかかってしまいました。後半は先に作成したお母さん達の手助け
もあり、なんとか時間内に終えることがで来ました。コサージュは個性にあふれ、
どれも素敵な作品になりよい思い出も作ることができました。
今回のコサージュづくりを通し、教えることの楽しさ、普段の先生のご苦労も

わかりとても良い経験となりました。

息子の卒園式用
コサージュづくり

生徒　山本 育巳
花のアトリエ JEUNO

私がフラワーアレンジメントを始めて
約1年半が経ちます。
今までに色々なアレンジメントを教わりま

した。先生も先輩方もとても親切で、初心者
の私にもわかりやすく教えていただけ、そのせ
いか上達が早いような気がしています（あり
がとうございます）。
私にとって、フラワーアレンジメントで出会

うもの全てが、新鮮で大きな刺激になってい
ます。花束を習った時など、機会があれば私
作のものを誰かに贈りたいなと前向きで優し
い気持ちになれます。また雑誌の中のような
センスのいいアレンジメントを習った時は、ま
さか『自分があのあこがれのアレンジを…！』
と喜びはひとしお。
花を通して様 な々体験が沢山でき、今まで

より心が豊かになってきたと感じています。
これからもっともっと感性を磨き、人として

も成長していけたらいいなと思っています。

生徒　千葉 恵
花のアトリエ JEUNO

まゆみ先生との出会いは約2年前のことです。ちょうど末娘が進学のため家を離れてしまった時期で、私は子育てがひと区
切りついたのと同時に、寂しさを紛らわすため自分の打ち込めるものを何か見つけたいと思っていました。
縁あってプリザーブドフラワーアレンジの体験レッスンに参加させていただき、初めての世界に戸惑う中、好きな色のお花を

選び自分で考えて作品にするという作業はとても新鮮で楽しいものでした。先生が同い年だったこともあり、初対面の時から
親しみを感じ、素敵なお人柄に魅かれ、ぜひずっと習い続けていきたいと思いました。ガラスのアトリエ「ティアレ」での月2回の
レッスンは私にとって、日常の慌ただしさから解放される癒しの時間であり、お花に囲まれながら過ごす至福のひとときです。
先生やお仲間の皆さんとの会話もとても楽しく、また完成した皆さんの作品を見るのはとても勉強になります。
家の中には自分の作品がだいぶ増え、自己満足に浸っております。季節感のある作品は平凡な日常にアクセントと彩りを与

えてくれます。たまに帰って来る末娘は、自分の代わりに家の中が花で占領されると危機感を募らせつつ喜んでいます。不器用
な私はなかなか技術が身に付かず、先生にとってはいつまでも教え甲斐のある生徒であり続けると思いますが、少しずつ自分
らしさを表現出来るおもしろい作品が作れるように学んで行きたいと思いますので、先生、今後とも気長にご指導の程お願い
します。

ティアレ教室

生徒　船山 和子
Tiare（ティアレ）



昨年は、プリザーブドフラワー資格取得コースの
受講者が途切れる事なく続き、又、一級講師、二級
講師を目指し学ばれる方がいました。又、自分自身に
おいても、ヨーロピアンデザインのマイスターフローリ
ストの試験を受け合格しました。花業界も存続が厳
しい折、輸入切花企業で商品の提案、売上向上の
方法、スタッフの技術力向上に協力依頼を受けまし
た。全力で対応に当たっていたら、新しい講座開設
の話をいただいたりと、嬉しい事ばかりです。
春は、別れの季節でもあり、大人でも何かを卒業

してゆくのでしょうか？！そうだとしたら、次のステージ
へのステップでもあるのです。新たな出会いに希望を
もって元気に行きましょう。

千葉の現況

主宰　京増 靜枝
BLoom花舎千葉県

常任理事校

HANAGAKU School infomation

フラワーアレンジメントを始めてもうすぐ9年が経ちます。その中
で、一番続けてきてよかったと感じる事は、大切な人に自分が手作
りしたものをプレゼント出来た時や、作品で場の雰囲気を作り出
せた事です。渡す相手の雰囲気・その時の季節・飾る場所を考え、
花を選び、心を込めて作るお花のアレンジを、喜んでもらえた時
は、本当に嬉しく思います。
現在、インストラクターの試験を目指し奮闘中ですが、もっと技

術と感性を磨き、フラワーアレンジメントで『おもてなし』の心を表
現できる様になりたいです。

フラワーアレンジメントで「おもてなし」を

生徒　山口 美紀
BLoom花舎 成田教室

主宰　塩沢 良江

花図美フラワースクールでレッスンを始めてなんと20年になります。
思い起こすと、フレッシュフラワー以外に様 な々レッスンを体験してきま
した。プリザーブド、苔玉、鉢植え、野外研修、ブライダル会場の装飾な
ど、沢山の貴重な体験をさせて頂きました。他のスクールでは出来な
い体験だと思います。私も、自宅、小美玉市、水戸と3教室を同時開設
し、18年になります。少数レッスンで、親切、丁寧に基本を忠実に教え
ていくのがモットーです！講師の免状を取得した方も多数おります。有
難い事に長年通って来て下さる方も多いので、私も新しいデザイン、
新しい世界に挑戦して行きます。
私の生徒さん達へ、これからもランチしたりお花見したり、楽しく生きがいとなるアレンジメント教室を目指してい

きますので、長くお付き合いのほど、宜しくお願いしますね～

フラワースクール花飾り

フラワースクール華飾り茨城県
理事校

昨年7月より鈴木花図美先生の教室でお世話
になっております。教室に通い始めて季節の花に触
れ、月3回のレッスンが楽しみです。アレンジの作品
制作自体が小さいのに慣れた私には最初戸惑い
もありましたが、先生のアドバイスを受け四方見の
作品が出来あがり、今までに作ったことのないス
ケールの大きい作品が出来たときは感動でした。
毎回の稽古で戸惑いながらやっていると素早く

先生の適切なアドバイスがいただけ何とか、作った
ことのない花の形であってもイメージが思い浮か
ぶようになりました。毎日、仕事に追われている私
ですが、稽古に通い作品を作っているときは無の
境地になります。花材も豊富なので最初は全部使
いきって活けていましたが、花材も色彩、分量を見
極め花の形によってはあえて空間も大事ということ
がわかりました。
長年勤めた仕事は3月で卒業となりますが、アレ

ンジの稽古は卒業することなく、鈴木先生のパワー
をいただきながら、季節感を感じ花のある生活を 
続けていきたいと思っております。

生涯の生きがいフラワーアレンジメント

生徒　肥田 朋子
花図美フラワースクール

僕は子どもの頃から花が好きで、ずっと生け花やフラワーアレ
ンジメントというものに興味がありました。すると幸運なことに去
年の7月に鈴木先生に出会うことができ、悩む間もなく花図美フ
ラワースクールへ通うことに決めました。
教室では先生の丁寧で分かりやすいご指導のおかげで、時間

が経つのも忘れるぐらい夢中になってます。教室で先生にほめて
いただけるのはもちろんですが、作品を自宅に持ち帰った時に家
族が喜んで玄関に飾ってくれている時が一番うれしいです。こう
やって自分の知らない所で自分の作品によって誰かが少しでも
幸せな気持ちになってもらえることがフラワーアレンジメントの力
だと思うので、とてもやる気になります。
まだ高校生で、しかも男で、この世界に挑戦していくことは少し変わっているように思われがちですが、こ

れから色 な々経験をして、その歳しか出来ない作品作りと、男である自分でしか出来ない表現力を身につけ
ていきたいと思います。そのためにもまずは、新たに挑戦する小原流とプリザーブドフラワーを頑張っていき
たいです。

花大好き

生徒　五十嵐 仁彰
花図美フラワースクール

洗面台の一輪の花が一日を元気にスタートさせてくれます。
「おはよう、今日も綺麗だね！」花に話しかけるとこちらも元気をもらえます。お気に入りはピンクの花です。
ピンクはやさしい気持ちになれます。特に女性には、美と愛のパワーを引き出してくれるので、いいといわれて
います。疲れたときには、淡いパープルと白い花が癒してくれます。花は神様がくれた最高のプレゼントです。
昨年9月に一級講師の受験のため、仙台に行ってきました。仙台は欅並木が美しく、洗練された素敵な街

でした。試験のときも花たちと向き合う時間がとても楽しく、佐久間先生の明るく気さくな人柄も素晴らしく
て、とてもいい思い出になりました。
一級講師の資格を取得することにより、花を生けることに自信が持てるようになりました。そのせいか、ア

レンジメントやコサージュを人に贈って喜んでいただける機会が多くなりました。これからは、フラワーアレン
ジメントを通して、自分らしさを表現し、自分も人も癒していけたら幸せです。

花に癒されて

生徒　伊藤 弓
BLoom花舎 成田教室


