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■会報に関するお問い合わせ先

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

花学オフィシャルサイト http://hanagaku.com

花との語らいを、もっと自由に。あなたらしく。

花学ニュース花学ニュース花学ニュース
展示会情報

作品展を開催しました。7回を迎えた作品展。
今年は『煌きの秋』と題して（キラッと輝く花々）
（キラッとジャパン）（キラッとウェディング）い
つも輝いていたい私たち。いつも前向きに生
きることで煌き、いつもワクワク・ドキドキに煌
き、多くの人に支えられていることの感謝にキ
ラッ！そんな思いの詰まった作品展でした。今
回はとても落ちついた雰囲気で前回より質の
高い作品展だったように思います。ＪＥＵＮＯ
の作品展は他と違い空間も花のうちというコン
セプト。和の空間、洋の空間、ウェディングの

7回目を迎えた作品展「煌めきの秋」

花学加盟校の作品展をご紹介します。

【本部理事校】花のアトリエJEUNO　主宰　柴 寿恵

■ ホームページ＆ブログ　http://blog.goo.ne.jp/jeuno

静岡県

空間。これらの3空間を、花の色あわせは勿
論のこと、背景もマッチする空間になるように
構成していきます。だから一人一人の作品では
なくグループでひとつの空間をつくりあげてい
く、そんな作品展です。今回の主だった構成
は生徒さんだけで考え、私は言われたものの
準備と背景を整える役目。この役目もコンセプ
トがはっきりしていたので、とても楽に探し出
せました。生徒の成長ぶりが何よりの作品展
となりました。辺ぴな場所にもかかわらず沢山
の人にいらしていただきました。

10月の声を聞き、気候もようやく秋めいて参りま
した。それにしても暑い夏でしたね！花学の会
員の皆様、お元気でご活躍のことと存じます。
この一年間、いろんな行事をしました。ピック
アップしてお知らせします。

第8回習作展、秋の彩りと題して
 [平成21年10月24日、25日]
●出瓶作品：小原流、アレンジメント、押し花
コラージュ、プリザーブド
外では手作りのバスケットアレンジ、花木の苗
木等の即売も行いました。天候にも恵まれ、
大勢の皆様方に御来場頂きましてうれしく思っ
て居ります。会場は花図美フラワースクール　
1F、2F、開放しました。

第8回習作展「秋の彩り」と題して
【本部理事校】花図美フラワースクール花学　主宰　鈴木 花図美

茨城県

私共のお教室では、天然石の作家さんや陶
芸家の方、キルトの先生などとのコラボ展を開
催する機会が多くなっています。その作品の
持つイメージを壊さず、さらに引き立てられるよ
うに、お花の選び方デザインを工夫する事で
とても勉強になっています。また、お客様や
作家さん達からの感想をお聞きする事が、レッ

コラボ展の開催
【常任理事校】FLOWER DESIGN Tiare～ティアレ～　主宰　斎藤 まゆみ

■ ホームページ＆ブログ　http://flower-design-tiare.com

福島県

スンへの励みに繋がります。これからのコラボ
は…なんと！「ヨガ」とお花です！
さぁ～て、どんな結末になるのか…乞うご期
待といったところです(笑)
来年は作品展開催を予定しております。近くな
りましたら、ＨＰでお知らせする予定です。是
非、お出掛け下さいませ。

下向きの花がテーブル越しに写って
いるのを見ています。

白いパネルの下側に刺したバラの花
がガラスのテーブル越しに見えます。
テーブルの下にはアンティークな鏡を
置いています。



花学を 4 名のチャーターメンバーと立ち上げ
てから、もうすぐ 14 年になります。(KILA
の教室をスタートしてからは 28 年…早いも
のです )
お蔭様で、仙台の花学メンバーさんから指
導者になられた方も多く、今現在も厳しい
フラワー事情の中、花を愛する心を忘れず
しっかり教室運営なさっているのは、本当
に嬉しくも頼もしい限りです。
KILA としても、教室独自のホームページを
立ち上げ、アメブロは基本的に毎日更新を
心がけています。数年前から本格的に取り

花学のメンバーに囲まれて
【本部理事校】Floral Studio KILA　主宰　佐久間 節恵

■ ホームページ　http://kila.main.jp/　　■ ブログ　http://ameblo.jp/fs-kila/

組み始めたフェアリーブルーミングという技
法を使ったプリザ開花レッスンも好評で、
他にサノフラワーを使った AFC（青山フラ
ワーコンシェルジュ）のピュアスタイルコース、
桂由美の花びらメイキング受講など、多角
的にお花の世界を広げてまいりました。
最近は、ネットで教室をお知りいただき、ご
入会いただくことも多く、皆さまと花学を共
有できる幸せを感じております。
プリザ、アーティフィシャルを含め、ひとり
でも多くの生徒様と花の学び（花学）を深
めていきたいと願っています。 ☆生徒様のお持ちになったブライダルブーケ (KILA製作 )

宮城県

「ゴール？」
「お花の教室なのに、ネーミングがお洒落じゃな
いですね…。」
よく言われます。でも…理由があるんです。
フラワーアレンジメントの教室はアーティシャルフラ
ワー、プリザーブドフラワーのショップとカフェを同
じフロアーでオープンしたのが平成10年です。
それまでも貸店舗業の他に、学習塾や飲食店
等いろいろな商売を変えて今日迄きましたが、
全ての屋号に「ゴール」の文字を使っています。
なぜなら夫が 1964 年に地域の小さなサッカー
チームを創設し、以来 Jリーガーをこれまでも多
数輩出している社団法人塩釜フットボールクラ
ブの運営に携わっているからです。塩釜 FCと
いう名称で、ジュニアから社会人迄のチームが
あり、今年はジュニア、ジュニアユース、ユース、
3 つのカテゴリーが全国大会出場を果たしてい
ます。
…というわけで我家族は、どっぷりとサッカーに
漬かっており、サッカーの大会やイベントのある
日は教室をお休みする程、サッカー中心のライ
フスタイルなのです。生徒さん全員の方 に々そ
れを御理解頂いていることに心から感謝してい
ます。
生徒さんも多種多彩な方々 がいらっしゃいます。
インストラクターを目指す方、趣味の方は勿論の
事、教室を月1回の待ち合わせ場所にされ、レッ
スン後ランチやティナーに行かれる方々 、テーブ
ルコーディネートの先生、パンフラワー教室の先
生、ストレス発散の場所にされている方、年に 2
回のみ来られる方、挙げたらきりがない程です。
教室の1番の自慢は、1度通って来られると、遠
くへの転居や転勤がない限り辞める方がいらっ
しゃいません。出産や育児、介護等で長期の
お休みをされている方も「籍だけは抜かないで

アトリエゴール…とは…。
【常任理事校】 アトリエ ゴール　主宰　小幡 律子

■ ブログ　http://ameblo.jp/atelier-goal/

下さい！」と全員のお声です。本当に有難いで
すね。
アトリエゴールは基本的にマンツーマンレッスン
で、細部に至るまでより詳しく指導をしています
が、レッスン後のティータイムでは皆さんゆっくりく
つろいでいかれます。時間を忘れて会話が弾
みますよ。
とにかく気軽に、でも最先端の流行に敏感に
対応する教室です。
ショップも兼ねていますので、ウェディングブーケ
の注文も多くディスプレイしているブーケや、これ
まで手がけたブーケの写真を参考にして頂い
て打合せをしています。最近は個性的なブーケ
の依頼も多く花材を選ぶ楽しみが増えました。
日々 勉強ですね。
教室をオープンして 13 年目のアトリエゴールで
すが、1度も作品展示発表会を催した事があり
ません。そろそろ1 度位やってみても良いかもし
れませんね…。反省…。
サッカーの行事がない日を選んで…。

宮城県

仙台市五橋でネイルサロンdearsを開いており
ます。この度、花学プリザ専科の 1 級講師
を取得し以前から学んでいたプリザをより個
性的にアレンジして、教室や、販売で多く
の皆さまに「花学」をご紹介していきたい
と思っています。
また、これからはアーティフィシャルフラワー
の作品も展開してまいります。また、サロン
ではポーセラーツやヴィクトリアンクラフトの
レッスンや製作販売も行っています。
大好きなお花も“dears らしく ”をモットー
に表現していきたいと思っていますので、ど
うぞよろしくお願いします。

■ ホームページ　http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=dears_nail

■ ブログ　http://yaplog.jp/dears-nail/

dears　主宰　神宮司 信香

宮城県



北の大地から取り寄せたハロウィーンのかぼ
ちゃアレンジから始めたのでもう一年たちまし
た。ネット注文で小さな花と大きな葉っぱが
大量に届くというハプニングもあり…忙しい
あっという間の一年でした。フラワーアレンジ
メントが楽しいから つい一生懸命やってしま
います。というよりも一生懸命やるから楽しく
なるのでしょうか…
何事もそうだと思いますが…
やればやるほど面白い部分が見えてきます。
夢中になってしまいます。始めに友人の何人
かが教室を訪ね、また友人の友人を紹介して
くれました。フラワーアレンジメントが好きで、
本当にその良さがわかる素敵な生徒さんが
徐 に々集まり定着しました。時に生徒さんの
作品は私にとって新しい発見だったり想定以
上の素晴らしいものだったりします。そんな時
生徒さん以上に喜んでいるのは私です。

～花学の教室を始めました～
【認定教室】Flower Princess　主宰 　石山 百子

■ ブログ　http://ameblo.jp/princess-peach0210/

KILAの佐久間先生とは家も近く、いつも先
生にご指導を頂き相談をしながら教室運営
が出来、大変恵まれた環境にいます。花学
の基本を大切にしながら、新しいことを柔軟
に取り入れたいです。
アレンジメントのバリエーションは正に無限
大！もっともっとフレッシュフラワーやプリザー
ブドフラワーの魅力を知りたいし、伝えていき
たいと思います。Flower Princessを会話が
生まれ笑顔が生まれ素敵な作品が生まれる
教室にしたいです。
恩師の佐久間先生、友人、フラワーアレンジ
メントを通じて知り合えた生徒さんは私の宝
物です。
ひとりひとりとの関係を大切にしたいです。
いつも喜んでいたいです。
小さなことにも大きな愛情を込めて、全ての
ことについて感謝していきたいと思います。

宮城県

アメリカロサンゼルス空港から一時間ぐらいの
海沿いの地域。新しく開発されたこともあり、
とてもゆったりした避暑地の雰囲気。そんな
一角にニシエのフラワーショップ…
小さいながらもパリの花屋のように店内は素
敵なディスプレイに彩られていました。
そんなニシエが手がけるホテルウェディングの
お手伝いが今回の目的！
アメリカではプランナーがすべてをセッティン
グしていきます。プランナーがフラワーデザイ
ナーの場合もあります。ウェディングをトータ
ルでデザイン！フラワーデザイン、照明、ゲス
トとの色のバランス、ケーキ、リネン、撮影
など。それらの業者と何度も何度もディスカッ
ションし、最高のウェディングレセプションに
仕上げていくのです。なんともうらやましい話
です。ブーケにしてもテーブル花にしてもそ

初めてのアメリカＣＬでのウェディング体験ツアー
【本部理事校】花のアトリエJEUNO　主宰　柴 寿恵

■ ホームページ＆ブログ　http://blog.goo.ne.jp/jeuno

静岡県

れほど凝ってはいないのですが洗練された
センスのよさに脱帽！花だけではなく多方面
で勉強になりました。この先ウェディングに関
連したあらゆることを勉強していきたいと意気
込んでおります。機会がありましたら学んだこ
とを花学メンバーに伝授できればと思っており
ます。この先も花学を宜しくお願いいたします。

柴先生にご指導頂く様になって 7 年目となり
ます。きっかけは先生宅で開催された作品
展があまりにも素敵だったので、自分もこの
先生から学びたいと思い、入学させていただ
きました。先生の教え方は、見本を見て皆が
同じ形に挿すのではなく、個性を伸ばすため
豊富な花材を各自に与え、好きな花で規定

花のアトリエJEUNO　生徒　今泉 典代

静岡県

柴先生の下で学ぶことは、花の技術が向上す
るのはもちろん、人生を豊かなものにしてくれま
す。花屋に並ぶ高価な花で作った豪華なアレ
ンジだけが素晴らしいのではなく、庭に咲く１
本の野草でも十分素敵だということを学びまし
た。１本１本の花の表情をとらえ、日々 の暮ら
しの中にもっと楽しくもっと素敵に花を飾れるセ
ンスをこれからも磨いていきたいと思います。

花のアトリエJEUNO　生徒　池田 菜央子

静岡県

はじめまして。私は佐久間先生にお世話に
なっております、佐藤えみと申します。
さて、早速ですが教室の紹介をさせて頂き
たいと思います。
はじめてから10 年になる eye 教室を担当し
ております。某病院関係で、現在登録メン
バーは 8 名、月1回女性会員様のみで会社
福利厚生で開催しております。
皆様は仕事帰りや、夜勤前に出席されて、
先日も暑さの中にもかかわらず、熱い思いで
作品を完成させていらっしゃいました。仕
事柄、大変に手早く、素晴らしい作品に毎
度脱帽しております。機会がありましたら、
次回は是非写真を掲載させて頂きたいと思
います。

eye 教室　主宰　佐藤 恵美宮城県

の形を活ける方法で、最初は戸惑いました
が、今となっては各自の良さを伸ばしていくの
に必要な過程であったことを実感しておりま
す。出来上がった皆の作品を並べて挿し方、
選んだ花材の違いなどでも学ぶことが多 あ々
ります。コーディネートされたテーブルで、レッ
スン前にお茶などを戴きながらのおしゃべり
も魅力です。今の私にとってすばらしい先生
の元で、楽しい教室の仲間と好きなお花を
学べるひと時がとても幸せで、有意義な時間
となっております。
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レッスン NO.1
昨年 12 月、シルバーの方達の講習会で、
こけを使った、和風庭園を作りました。そ
の時の作品、9月に撮影しました。こけは 2
種類使用。土台は水苔、まわりは山苔を使
用します。
3 月～ 6 月位まで、外に出し半日陰で管理
します。雑草の種が自然に生えてとても風
情があります。

苔を使ったアレンジレッスン
【本部理事校】花図美フラワースクール花学　主宰　鈴木 花図美

茨城県

ここ何年かで、プリザーブドフラワー人気は急
上昇していますが、生花を中心にレッスンして
いた私共のお教室も、昨年よりプリザーブドフ
ラワーのコースを設ける事となり、その注目度を
実感しているところです。特に、ブルーミングし

プリザーブドフラワーの人気を実感！
【常任理事校】FLOWER DESIGN Tiare～ティアレ～　主宰　斎藤 まゆみ

■ ホームページ＆ブログ　http://flower-design-tiare.com

福島県

たプリザーブドフラワーの美しさは、生花に引
けを取らず豪華で迫力があり、ご紹介頂いた
事に感謝致しております。花学で活動出来て
本当に良かったと実感すると共に、益 仲々間を
増やして楽しんで行きたいと思っています。

色々な団体、教室が有る中、花学アメニ
ティーフォーラムを、そして私の主宰する教
室を選んで頂いた事に、まずは「感謝し
たい」と思います。
自分の目標を達成した後も、これで終わり

志（こころざし）
【常任理事校】Bloom花舍　主宰　京増 静枝

千葉県 花学・花楽千葉県

ではなく、色々な物を見聞きし、学習し、
経験を積んで、自分自身のデザイン開発や、
知識の引き出しを増し、更なる習練に励む
事、願ってやみません。最後に皆様のご健
康とご活躍を心より祈ります。

資格をいただいたら終わりでは淋しいもの
があります。
そこで、京増先生の御指導のもと、「花学」
より資格をいただいた仲間が集まり、お互い
に向上心を持って育ち合おうということで、
京増先 生にアドバイスをお願いし、
「BLOOM SEED」（会の名称）を 2009 年
4月に立ち上げ活動を始めました。しかし、

「BLOOM SEED」活動開始
【理事校】マリアージュ花舍　主宰　吉田 悦子

千葉県

昨年度はなかなか時間の調整が進まないた
めに小規模のフラワーデザイン展のみで終
わってしまいました。
そのようなことから、今年度はもう少し時間
を調整し、そして余裕を持って研修会・デ
ザイン展等を開催し、「花学」の名に恥じな
いようお互いに技術を磨き育ち合いたいと
思っております。

つい先頃 4 月に受験し、5 月に取得の通知
をいただきました。
京増先生を初め仙台の佐久間先生、旭教
室の先輩の先生方にやさしくしていただいて

「どうしても…」欲しかった一級資格
宮内 たま子

千葉県

取得することが出来ました。
私の回りにはたくさんの心の有るやさしい
方々がいることに気づき幸せです。
「ありがとうございました。」

旭教室に参加する様になって8年になります。
一昨年、一級講師の資格をいただきました。
今では、いただいた資格を活かして、たく
さんの人達にお花の良さ、フラワーアレン
ジメントの楽しさを知ってもらおうと、機会
を見つけてお教室を開いたりしています。
同じ教室で知り合った花屋さんから、ウェ
ディングブーケの依頼をいただいたりもして
います。実際に教える側、仕事をする側に
立ってみてわかること、学ぶことはまだま
だたくさんある様に思います。
これからは、自分はもちろん、周りの方 も々、
花と楽しく関わっていける様にしていきたい
と思っています。

押田 衣里

レッスン NO.2
夏の暑い時にピッタリです。
花留を苔玉でします。直径 2～ 5cmの苔玉を
７ヶ位作ります。花を挿す場合は、オアシスを
中心に（1cm 位）入れても良いと思います。
花は丸い物を選びます。風になびく、ススキ、
カルカヤ、枯枝も面白いです。
（注）苔玉を作る時は絹糸のグリーンを使用、
苔になじみます。

レッスン NO.1

レッスン NO.2


