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花のアトリエ
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JEUNO

柴 寿恵

主宰

HP/Blog http://www.hanajeuno.com

空間のディスプレイ
生花の魅力はなんといっ
ても、季節の移ろいを感じ

初夏をイメージしたティーテーブル

られるところにあります。
又私にとって、いつも違う
表情でいてくれる生花に魅
せられています。
そんなアレンジした花も
置く場所、飾り方でより魅
力のある物にすることが出来ると考えて

アートフラワーでも同じだと思いま
す。今のアートフラワーもずいぶんよ

います。
たった一輪の花でも魅力は倍増に！

くなってきたので、きっと魅力ある季

ちょっとした飾り方、空間の取り方を工

節の空間をつくり出せることと思いま

夫したレッスンが出来たらと思い、生徒

す。

と一緒に考えて、より魅力のある花の暮
らしが出来ればと意欲を燃やしていま

リボンで作ったドレス

空間の取り方の基本は三角です。三
角形を意識して飾ってみましょう。

す。
花のアトリエ

生徒

JEUNO

那須 えつこ

いつかはフラワーショップを！
柴先生の作品と初めて出会ったのは、
２０１７年５月の作品展の時でした。
多種の花や花器を使ってのアレンジや
作品の数々にもかかわらず、一輪一輪の
花たちの個性を見事に生かしつつ、それ
ぞれを引き立たせながら、色彩豊かなセ
ンスで、立体的な空間を、演出していく

ている幸福感に浸りながら、一つの作品

ました。先生からの刺激に影響を受け、

先生の世界観に引き込まれるように魅了

を作り上げていくことで、
『花との生活』

いつしか『好きな事』＝『仕事にしたい』

されました。

をより身近に感じることができるように

と思うようになりお花屋さんで働けるこ

なりました。

とになりました。

先生のご指導のもとで『０』から、さ
まざまな知識と先生の備え持つ『創造力』
『発想力』を１つでも多く身に着けたい

充実感と満足感で満たされていること
をとても幸せに思います。

まだまだ未熟で道半ばな私ですがこれ

これも柴先生との出会いから始まった

からも先生のもとで多くのことを学び、

間もなく２年になりますがレッスンの

ものであり、以前よりも『花』が私にとっ

一日でも早く一人前のフローリストにな

度に、違う刺激や感動を受け、花と接し

て必要不可欠な存在であることを実感し

れるように励んでいきたいと思います。

と思い通い始めました。
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HANAGAKU School infomation
宮城県

本部理事校

仙台 Floral Studio KILA

仙台 Floral Studio KILA

主宰

佐久間 節恵

生徒

五嶋 やよい

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

2 018 花 学 東北ブロック ・ セ ミ ナ ー
講師に漆工房

CASAICO の葛西彩子

先生をお招きし 2018 年 11 月 17 日 ( 土 )
仙台・定禅寺通り Floral Studio KILA ス
タジオで開催。
金箔の貼り方を学びながら参加者ひと
りひとり、オリジナルな作品作りを楽し
みながら、花学のメンバーたちと友好を
深めました。

真剣な表情で、金箔の貼り方の説明を聞いています

アレンジの世界へ
仙台に来て３年近く経ちました。それ
まで北海道で暮らしていた私には、仙台
丁寧なご指導の下、ビギナーならではの大胆な発想で、オリジナルパーツを制作、ボードにレイア
ウトして壁掛け作品完成。

類が異なり、とても新鮮で魅力的でした。
年中ホームセンターで植栽用のお花が販
売されていることにも驚きました。

仙台 Floral Studio KILA

生徒

の街の街路樹や庭の植木、山の木々の種

熊谷 嘉代子

主人は庭の手入れをしてきれいにして
くれます。家の中の担当は私です。それ

Floral Studio KILA でブーケを学んで

まで仏壇のお花には気を使っていました

はしていますが

が、玄関やリビングも生花で飾り、気持

家に帰って写真

ちよく暮らしたいと思い、いろいろと捜

私は、今現在は ウェディングブーケ

を見直すとまだ

していたところ、KILA の佐久間先生と

を繰り返しレッスンをしています。中々

まだといった感

出会いました。生け花とアレンジの両方

こんなに自由に色々な事をレッスン出来

じです。

のレッスンを受けられることを知り、ど

昨年の９月からフローラルスタジオ
KILA に通わせて頂いております。

る所はないと思いながら月１回ですが集

ウェディングブーケは、女性にとって

のようにダブルレッスンをしていただけ

中して通っている所です。スクールの雰

とても憧れのブーケですよね。生花とい

るのかしらとわくわくした気持ちでお教

囲気は、気兼ねなくレッスンに集中でき

う事もあり毎回夢中で制作しています。 室にうかがいました。生け花を先に習い、

る自由な空間のように思います。他の生

わからない事や迷った事は、先生には必

そしてアレンジへ、なるほどと感心しま

徒さんもいる事

ず質問するようにしています。

した。

でモチベーショ

花材は、先生に毎回準備して頂いて

ンもあがりま

います。色んな花やグリーンを使って

まだはじめたばかりですが、ゆっくり

す。

ブーケに挑戦できるのは嬉しいし、あ

一歩ずつ技術を習得して、資格を取得し

りがたいですね。

ていきたいと思います。細く長く楽しく
続けていくつもりです。よろしくお願い

ブーケは、ラ
ウ ン ド、 テ ィ

とにかく、気軽に楽しみながら長く

ア ド ロ ッ プ、

レッスンを続けられたらなと思ってい

ショートキャス

ます。

ケードなど挑戦
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いたします。

宮城県

常任理事校

アトリエゴール

主宰

小幡 律子

Blog http://ameblo.jp/yori1214

に出かけるランチ会が楽しみ
だったと思います。
そんな私がこんなに長い間
お花の仕事に携わり、教室を
継続しているなんて、あの頃
からは想像も出来ない位です。
教室を開いていての楽しみが
生花市場での花選び。その日
のレッスン課題にぴったりの

花学と共に 21 年目に突入
私がフラワーアレンジメントに出会っ
たのは 20 数年前。
佐久間先生が主宰する台原の教室「フ
ローラルスタジオ KILA」に学生時代の
友人達と通う事になったのがきっかけで
す。
フラワーアレンジメントを学ぶという
よりも友人達との語らいやレッスン後
アトリエゴール

インストラクター

イメージの花材に遭遇した時
は、とてもテンションが上がります。
迷って買いすぎたりと失敗もあります
が、何しろ花達に癒されます。
そして、市場で知り合った方々との情報
交換が、もうひとつの楽しみ。会話の中

周りの方々から刺激を頂きながら、生
徒の皆様と共に更にスキルアップして
いきたいと思います。
いつか花学関連の人々が一堂に会す
る機会を持てたらどんなに凄い事で
しょうね !!

千葉県

常任理事校

BLoom 花舎

主宰

京増 靜枝

ありがとう。
無心で花に関する色々な経験や知識
を教える事が私の生きがいです。
そして、それを行い続けられる環境と

から目から鱗のヒントを頂く事も…。

家族の理解があっての事と再度確認し、

花材の扱い方からあしらい迄、学ぶべき

これからも全ての事に感謝を忘れない

事はエンドレスのようですね。

様、勉めたいと思います。

小幡 奈央

アシスタント講師として
生花市場での仕入れの同伴、アーティ
フィシャルフラワーやプリザーブドフラ

回新たなアレンジスタイルに出会い悩
んだり迷ったりしながら成長していく
姿にその都度驚きと感激を味わう事が
私の刺激にもなっています。

ワー等の花材や資材購入、生花の下処理
や教室の準備、販売用アレンジメントの

そして全ての生徒の皆様とのコミュ

製作、そして生徒さんへのアドバイス

ニケーションをとれている事がアシス

等々が私の主な仕事です。

タントとしての一番の喜びです。
（お花
と接する以外の時間は併設しているカ

母の主宰する教室で、生徒の皆様が毎

フェを切り盛りしています。）
母が教室を開いている間は
ずっとアシスタントでいたい
と思いますが、いつかやめる
時期が来たら私も静かにお花
の世界からの卒業です。
どういう訳か独立の意欲が
全くない私なのです。

・写真は手軽な価格で、プレゼント用の作品を
アレンジしたいという生徒様の為に見本として
製作したプリザーブドフラワーのアレンジで
す。
・フラワーボックスは縦 20cm、横 20cm、深
さ 15cm のアトリエゴールオリジナルの生花
用ボックスです。

- 3 -

HANAGAKU School infomation

アレンジメント方法のご紹介
茨城県

本部理事校

加盟校の先生方によるアレンジ紹介です。

花図美フラワースクール

主宰

鈴木 花図美

「ボックスガーデン」を作って見ましょう。
花学の皆様には、益々のご活躍のことと存じます。
さて今回の提案は、ボックスガーデンです。

《材

料》

・木箱（麺や和菓子の空箱）
・水性塗料、つや消しニス。7 対 3。
・あみつけネット（以上ダイソー）
・プリザーブド、アートフラワー、多肉。
・モス。小物（イス、テーブル、動物）。
・スタイロホーム少々

《 作り方 》
①木箱に蓋の部分を貼ります。白く塗ります。
（図 1 参照）
②あみつけネットをカットして、テラスの両サイドに貼ります。
（図 2 参照）
③スタイロホーム、3mm を床の部分に貼り、モスを貼ります。

図1

④ベースが出来たら、遠近感をつけて、プリザ、アートフラワー、
多肉質の枝等を立体的に配置して、動物、テーブル、イス等の
小物をあしらってみて下さい。
※プリザーブドは、非常に小さい小花があります。
※箱の大きさは、適宜で良いと思います。
夢のある庭園を造ってみてください。

図2

今春の発表会の写真です。 LED の額にプリザを飾りました。
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花図美フラワースクール

生徒

高瀬 和子

今年で二十六年目になります。酒門ま

おおわれた

つりが有り、一年間のレッスンの集大成

山の木々が、

です。アレンジ、プリザ、壁かけ、ハー

生き生きし

バリュウム、寄せ植、etc、各自腕を奮

ている様子

入会して二十二年。以前は、飯田深雪

います。会場はいろいろなコーナーが出

を現したも

先生のスタジオに通っておりました。染

来、にぎやかです。フラワーアレンジメ

の で す。 こ

色と製作のみでした。アレンジが上手に

ントのコーナーは華やかで、大勢の見学

れに言葉を

出来ず悩んでいた時、友人より花図美先

者で賑わって居ります。地元の新聞にも

お借りして、

生を紹介して頂き、今に至ります。教室

取り上げて下さいます。

まだ十年、まだまだ十年

「花笑う」と

ではアレンジは元より、プリザ、ハーバ

グループの最年長さんは、八十六才で

いうお花の

リュウム、寄せ植ボックスフラワー、壁

す。元気一杯、頑張っております。私も

創作が出来

かけ、と同じ物はありません。又料理。

まだ十年頑張ってみたいと思ってます。

たら楽しいだろうなとお花をいける時に

健康な身体に良いこと。運動（ストレッ

毎回祈りながら楽しんでおります。先輩

チ）
。人生観、そして色彩学まで、多種

のお花の作品をみせていただいて、今日

多様です。いつも皆で真剣に聞いて居り
ます。又、松林で苔を取ったり、木の実
を拾ったり。苔玉を作ったりします。
先日、パセリサラダ菜一株と、根三つ
葉の根洗いした物を、ガラスの花瓶に活
け、キッチンの窓辺に飾ってみました。
我が家の嫁が、すごくいいねと誉めてく
れました。満足です。小さな花や野菜も、
皆に見てもらう。素敵なことです。私は
この様な風景が大好きです。私達のクラ
スは公民館です。

花図美フラワースクール

生徒

黒田 雪江

花の歌を聴きたくて
フラワーアレンジメントに魅せられて
はや三年の年月が経ちました。四十五年
前に、小原流の華道にご縁があり、家元
の許状をいただきました。花学のお稽古
をさせていただいた時は、華やかな花材
の一つ一つをどのように生かしてセンス
を良くいけられるか、とまどう日々に四
苦八苦していましたが、二年間のお稽古
を通して一筋の光がみえてきました。基
本形を学び、お花の形状・色彩・高さ・
フォーカルポイントにする花を見い出す
ことにより、一つ一つのお花がいきいき
とみえてきました。
俳句の季語に「山笑う」という素敵な
言葉があるのですが、春の時期に新芽に

宮城県

認定教室

Flower Princess

主宰

石山 百子

Insta flowerprincess_momoko

2019 年 1 月 19 日に娘の結婚式があ
りました。
一生の記念にと手作りのブーケを贈る
ことにしました｡ ドレスに合わせて沢山
作ってしまいました｡
手作りのブーケを手にした娘の姿にこ
れまでの思い出が甦ってきて胸か熱くな

は平成の最後の年に結婚しました｡
それぞれ新しい時代に家庭を築いてい
くことになります｡
結婚式の形や結婚に対しての考えが大
分変わりましたが、時代が変わってもウ
エディングドレスにブーケを持つ花嫁の
気持ちは変わらないと思います｡

りました｡
私自身は昭和の最後の年に結婚して娘

母はいつも娘の幸せを祈っています｡
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のお花さん、私に笑いかけてねと、一つ
一つのお花に語りかけながら楽しいわく
わく気分でお花をいけています。
お花は、人に幸せとやすらぎをもたら
してくれるツールだと思います。人々に
幸せを運ぶマネージメントをして、自分
も人も幸せいっぱいに生きていきましょ
う。
一輪の花をいける幸せを
いつも心にとどめおくらむ

寂翠

HANAGAKU School infomation
福島県

常任理事校

Tiare（ティアレ）

主宰

斎藤 まゆみ

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

20 年以上この世界に身を置いて感
じる事…それは、お花が繋いでくれる
ご縁の有り難みと植物の力はこんなに
も人の心を解してくれるものなんだと
いう驚きです。
たくさんの方々がお花と向き合い感
性を磨くのは勿論ですが、心も癒され
ていくと感じています。
お花を始めたばかりの頃、ブーケを

そして今、新ためてフラワーデザイン

作るととっても幸せな気持ちになり、い

と出会えたことに心から感謝していま

つかは娘のウエディングブーケを作って

す。

あげたい…そんな夢をずっと温めて来ま
した。

Tiare（ティアレ）

生徒

平出 智子

今年 4 月にとうとうその夢が叶う日
がやって来ました。
娘の希望で、生花のステムブーケとプ
リザーブドフラワーのティアドロップ
ブーケを作りました。当日、ドレス姿と
ブーケが眩しくて、あれ程楽しみにして
いたのにじっくり見れませんでした。

Tiare（ティアレ）

生徒

菅野 宏樹

まゆみ先生のお教室に通い始めて一年
程になります。主人が趣味で作り貯めて

作品展「森と…風と…花と」

おいた葡萄の蔓の籠に自分で素敵なアレ
ンジが出来たら良いなと思った事がきっ

お花のレッスンを受ける様になってか

かけでした。

らは、他の人の感性に触れる機会が増え

レッスンでは毎回、先生がチョイスし

て大変勉強になっています。

て下さる様々な可愛い花との出会い、時
花展などで大きな作品にも挑戦して来

には主役級になるほどの色鮮やかにいろ

ましたが、一番印象に残っている作品は

いろな形をした緑の葉っぱたちに気付か

「森と、風と、花と…」がテーマで屋外

されることがたくさんあり心動かされま
す。

に展示したアーチの作品です。台風のた
めに直ぐに撤去することになり、残念で

いつも優しく受け止めて下さる先生の

はありましたが心に強く残る作品となり

ご指導の下、出来上がった作品を持ち帰

ました。

り家族に自慢するのが目下の楽しみで
す。
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宮城県
指定校

Atelier Fairy（アトリエ

主宰

鈴木 順子

フェアリー）

Blog http://ameblo.jp/yori1214/

昨年は東京で開催された作品展でステ
ンドフラワーの作品で賞を頂きました。
ステンドフラワーとは、プリザーブドフ
ラワーの花びらなどを使ってステンドグ
ラスの様に見える最新のお花の世界で
す。
また未だ人気のハーバリウムでは 70
名の講座の講師をさせていただくという
Atelier Fairy（アトリエ

生徒

関口 洋子

貴重な体験もさせていただきました。

これからも

そして某サロン様でレンタルフラワー

生徒さんと共

をお届けしていますが、毎回デザインな

に成長し続

どで悩むところではありますが､ その分

け、人々に花

いろいろ調べたり見たりととっても勉強

で癒しを与え

になっています。

喜んでいただ

今年は平成から令和に変わり新たな時
代が始まりました。

けるお花作り
をしていきたいと思います。
アーティフィシャルフラワー スタジオ カラー

フェアリー）

生徒

松本 貴美子

毎回レッスンで素敵なお花を用意して

知人の自宅に招

が並んでいますが、やはり春は特別です。

くれる先生のようになれるよう、種類や

かれたとき、部屋

春の花は気持ちをワクワクさせてくれま

特徴を勉強しています。

の中に豪華な飾り

お店には一年中たくさんの種類のお花

す。つい手がのびるのですが、いつも組

今はインストラクターコースに挑戦し

み合わせで悩んで

ています。まだまだ思うように形作りが

初めてアーティ

しまいます。

できなかったり、生き生きとお花を生け

フィシャルフラ

色 や 形、 ど う 組

てあげることができなかったりと悩みも

ワーを知りました。

み合わせればいい

多いですが、明るい先生のもとで楽しく

素敵だねと声を掛

ん だ ろ う？ 生 け た

レッスンしています。そこにあるだけで

けたら、一緒に習

ときのイメージが

気持ちが優しくなり、癒されるお花の魅

わない？と誘われ

なかなか思い浮か

力に触れ、楽しみながら少しずつレベル

たのがきっかけで

びません。

アップ出来たらと思っています。

した。しかし、そんな簡単にできるもの

宮城県
指定校

つけの花を見つけ、

ではなく毎回悪戦苦闘をし

アーティフィシャルフラワー スタジオ カラー

主宰

ながら汗をかきかき作品作

佐々木 真由美

りをしています。

Blog https://ameblo.jp/s-mimi0323777

教室を始めてからお陰様で５年が過ぎ
ました。

色々な

花材をアレンジして作品を
り入れたいと思いま

作り上げていくのはすごく

す。

楽しいです。

花の表情を

生徒さまにも長く付き気合い頂き感謝

私自身が楽しめ無

の気持ちで一杯になります。長くお付き

いと生徒様も楽しく

先生のアドバイスで花がイ

合いを頂くと私自身も勉強をし努力しな

レッスンができ無い

キイキ活きてくるので流石

いと失礼になるのではと思うことが多々

のではと思いますの

だなあと感動しています。

あります。何をしおう、何か無いかなと

で、これからも楽し

まだまだ先生の手を借りて

いつも見回ししております。自分自身の

い時間を過ごせるように色々私自身が

完成している状態ですが、イメージを膨

レベルアップをしなければと思っていた

体験して楽しみ勉強し、幅を広げて行

らませて思い描いた作品が出来た時はと

時、素敵なハーバリュウムに出会い、一

けたらいいなあと思います。アーティ

ても嬉しいです。

目惚れしてしまいすぐ連絡し資格取得さ

フィシャルフラワーから色々な方向に広

先生の「キレイ、キレイ」と言って

せて頂きました。また何か楽しそうな事、

がって行き益々お花が好きになっている

くださる魔法の言葉やみんなとの楽しい

素敵な物が無いかと見回しております。

自分が居ります。アーティフィシャルフ

会話がとても楽しく癒される時間になっ

素敵な事に出会った時はまた挑戦して行

ラワーを知ら無い方に知って頂き楽しん

ています。

きたいと思っています、アーティフィ

で頂けるようにこれからも楽しんで行き

シャルフラワーのレッスンの時などに取

たいとあもいます。
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活かせず悩んでいるとき、

これからも楽しみながら続けていきた
いと思います。

HANAGAKU School infomation
フローラルセミナー SMILE

宮城県

主宰

理事校

高橋 公美

Blog http://kumismile.com/
smile ブログ

Instagram http://instagram.com/f.s.smile

http://s.ameblo.jp/fs-smile/

方々が集まり
smile 会を発足し

宮城県

認定教室

Flower create 花梨

主宰

熊谷 さち子

年に一度 顔合わ
せ を し て の 勉 強 「お花が大好き」「作ってみたい」
宮城県石巻でアーティフィシャルに特

会と懇談会 今年も仲間が３月に集合し

化した教室をしております。お花を囲み

ました。既に資格を取り 第一線で活躍

そんな私が偶然手にしたタウン情報誌

ながら、和やかな時間が過ごせたらと

のメンバーによるタッセルレッスン、お

が Smile 教室の公美先生との出会いでし

2012 年からスタート今年で７年目とな

互いに切磋琢磨し合えております。

た。

りました。趣味コース、資格コース、ウ

花学は自由です。 でも決して自分勝手

スタートは趣味として、そして同僚か

エディングコース、団体コース、4 シー

な行動ではなく 皆んなが心地よく楽し

らのアレンジの依頼が入る様になりイン

ズンコース、次から次へと歩が進み 私

く 笑顔でお付き合いできることが大切

ストラクターの道へと私の花時間がゆっ

自身毎日を楽しみながら、レッスンをさ

だと考えております。そんな smile レッ

くりと動き出したのです。公美先生の

せて頂いております。

スンを これからも続けて行く所存でお

レッスンは、ただカリキュラムを進める

ります。

だけでなく、時に立ち止まる私に合わせ

今では、インストラクターを目指す

た指導、時には厳しくと一番大事な基本
フローラルセミナー SMILE

生徒

米野

をしっかり学ぶ事が出来ました。

恵美

友人の紹介で体験レッスンを受けて
アーティフィシャルフラワーの魅力と公

将来は、お花が大好きで興味がある方
は、心が穏やかになり、感性が磨かれて
日々の活力源になっています。

美先生の人柄に惹かれ、即決で入会を決
めました。

今後は、公美先生のように誠実・謙虚・

趣味で長い間レッスンを受けてきまし

そして真摯な態度でアーティフィシャル

たが、大好きなお花をさらに奥深く学び

フラワーを楽しく学び、インストラク

たいと思いインストラクターを目指して

ターを目指して知識と技術をしっかりと

花学を学んでおります。Floral Seminar

身につけて、レッスンに励みたいと思い

Smile の公美先生は花材や色の組み合わ

ます。

せ方、ブーケの組み
方などをとてもわか
りやすく丁寧にご指
導してくれます。そ
のような生徒目線の
指導方法が参考にな
り、毎回レッスンが
とても楽しみです。
私がお花と向き合
い作製している時間
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に、お花に触れる楽しさや感動を伝えた
いなと考えております。
よってこれからも Smile ファミリーと
して自分の感性を磨き、学び、ステップ
アップして行きたいと思います。

