




　昨年 3 月 11 日の東日本大震災以降、当
地仙台も何かと落ちつかない日が続きまし
たが、それだけに、お花でいつもの優しい
気持ちを取り戻したいという生徒様に恵ま
れ 5月から、レッスンを再開することができ
ました。
　ただ、Floral Studio KILA 仙台駅前教
室のビルそのものが、大規模半壊の判定の
もと取り壊しが決定、昨年末まで転居先を
探すことに。

花学の絆
【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/

宮城県

　最初はお母様と一緒にフラワーアレンジメン
トを体験された小学生の女の子、今はおとも
だちを連れて５人で Flower Princess の教室
を訪れるようになりました。その中のお一人は
なんと昨年の夏に劇団四季ミュージカル「赤
毛のアン仙台公演」に出演しました。
　この春から小学６年生になる明るく元気な
生徒さんたちは、レッスンに集中したかと思う
と、時々歌ったり、踊ったり、音楽を聴いたり、
おしゃべりをしたり、と楽しくレッスンを続けて
います。なんだか一緒にいる私まで楽しくなっ
てきます。
　好奇心旺盛な時期にいろいろと体験できる
ように、彼女たちが来る日はフラワーアレンジ
メントとポーセラーツの好きな方を選べるよう
に準備しています。
　最近は年齢層が広がってきており、このよ
うなお子様をはじめとして、自分のご結婚の
ために髪飾りを製作されるお嬢様、お孫さん
に節句のポーセラーツの絵皿をプレゼントされ
るためにレッスンをされるご夫人……幅広い年
代の生徒さんたちとお会い出来るのは、とて
も嬉しいことです。
　また生徒さんたちそれぞれの素敵な作品
が完成したときの笑顔を見られる瞬間…私も
嬉しくなってきます。お花を愛する気持ち、ポー
セラーツを楽しむ心……
これからも大切に育てていきたいと思います。

可愛い生徒さんたち
フラワーアレンジメント、ポーセラーツ教室　Flower Princess 主宰　石山 百子

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

宮城県

Floral Seminar Smile
主宰　髙橋 公美

■ ブログ　http://ameblo.jp/fs-smile/

宮城県

　初めまして、この度宮城県石巻市にて、
アーテフィシャルフラワー教室を開講する運
びとなりました。髙橋です。
たった 1 年前までは、普通の専業主婦とし
て、主人や子供のために　過ごしてまいり
ました。そんな中、突然の大震災が起こり、
生活が一変いたしました。私の住む石巻は
ご存じの様に壊滅的な被害に遭いました。
幸運な事に自宅は内陸側でしたので、大き
な被害はなく、家族も無事でした。
　しかしながらこれは、本当にたまたま運
が良かっただけで、何時ものように外出し
ていたら、今こうして生きていたかは、解り
ません。ご近所の方も外出中、勤務中、
九死に一生を得た方もおられまます。あた
りが落ち着いてきて、これから自分がどう
いきるべきかを、考えるようになりました。
このままでいるか、それとも昔夢見ていた
お花の教室を持とうかと……
　悩んで出した結果は、夢に挑戦する事で
した。今年私は47歳になります。自分で頑
張れる最後のチャンスだと思っています。
それ故に様々な事を考え情報を収集し行き
着いた先が、花学の佐久間先生でした。
初めてお電話した時、「わたしを、お花の
先生に導いて下さる先生を探しています。」
と申し上げた時、快くお受けしてくださいま
した。それ以来、手取り足取り、一つ質問
すると十アドバイスして下さり先生には感謝
の気持ちで一杯です。お陰様で 2012 年 3月
12日に私の新しい教室をオープンしました。
失敗を恐れずに、やってみます。
これからもどうか宜しくお願い致します。

　お蔭様で、12 月のクリスマスイブに復興
への希望として灯ったイルミネーションまば
ゆい定禅寺通り新教室をスタートさせること
ができました。
　震災直後から、各地の花学の先生方から、
温かいお見舞いやお励ましを頂戴し花学の
ネットワーク、絆を心強くありがたく感じた
一年でもありました。
　今まで以上に、花学アレンジをお伝えし、
広めていきたいと思います。
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Atelier Fairy（アトリエフェアリー）
主宰　鈴木 順子

宮城県

■ ブログ　http://ameblo.jp/atelier-goal/

　佐久間先生とご縁がありましてアレンジを
教えていただいています。まだまだ経験も浅
いのですが、定禅寺通り教室で、教えてみ
たらと声をかけていただき只今挑戦中です。
他に在住の利府でも教室を考えています。
　震災から 1 年、被災地宮城にあって、わ
たしたちがお花で癒された経験をもとに、こ
れからもっと多くの人に花学アレンジの楽しさ
を広げたいと思います。
　『太陽にむかって花がひらくように他人にも
自分にも優しく』をコンセプトに花に携わり
たいと思っています。
未熟ですが、よろしくお願いします。

震災から1年、花学の
教室をスタートします！

宮城郡利府町＆定禅寺通り教室 /HGA認定教室
花学アトリエ きらり　主宰　加藤 有子

宮城県

　花学に昨年の１１月に仲間いりしました、
立野勝子です。よろしくお願いします。
　３年前にとあるデパートで神宮司先生の
プリザーブドフラワーの作品に出会いフラ
ワーアレンジに秘められた力にひきつけられ
ました。プリザーブドフラワーはカラーバリ
エーションも豊富で、アレンジの幅が広がり
ます。添えの小花やデコレーションにも楽
しめて表現力の自由な発想にも魅力を感じ
ています。　昨年の大震災から考え方や見
方が変わって、エコな自然素材を取り入れ
て自然をテーマにアレンジしていこうと考え
ております。
例えば繭、そして木の革のソーラーフラワー、
和紙をプリザの脇に添えたりと作品を創作
しております。繭は花びらの形ちにたとえて
中にビーズを入れると、ユーモラスな作品に
なりました。人が見て親しみやすい自然素
材を使用してプリザーブドフラワーをアレン
ジしていきたいと考えています。そして「ほっ
として . 気持ちが和らぎました」などの声が
聞かれるとなお嬉しいです。
　フラワーの力を信じる気持ちだけはいつ
も変わらずに持っていたい今日この頃。花
学の皆様これからもよろしくお願いします。

プリザーブドフラワーと出会って
花学スタジオ ルミエ－ルＫ　主宰　立野 勝子

宮城県

　アトリエゴールの小幡先生のセンスの良さ
と気さくな性格で、毎回癒され楽しくレッス
ンをさせていただきました。
　自分の教室でも明るく楽しい、そして癒さ
れる空間を作っていけるよう心がけて行きた
いと思います。

　東日本大震災…私の住んでいる塩竈市に
も大きな被害をもたらしたあの日から1年。
今は少しづつ復興の道を歩んでいます。
　アトリエゴールは東北本線塩竈駅に隣接
し、ワンフロアーにアレンジメント教室、アー
ティフィシャル＆プリザーブドフラワーショッ
プ、カフェを展開しています。
　3月11日午後 2 時 46 分、津波の被害に
はあいませんでしたが、未曾有のあの揺れ
で散乱、破損した諸々を急いで片付け、行
き場がなくお店に入ってこられた帰宅困難の
方々や、駅前で困り果てていた方々にお声が
けをし、ご家族に連絡がつくまでお店にとど
まって頂きました。
　そしてその夜からアトリエゴールは、夫が
理事長を務めるサッカークラブ、塩釜 FCの
独身スタッフ、親戚、家屋を被災し家に帰れ
ない方の私設避難所に化し合宿生活が始ま
りました。
　生花は普段教室で使用する花材だけを仕
入れていますが、その日は時節柄、花束やア
レンジメントのご注文を多く頂いており、午前
中に花市場から沢山のお花を仕入れました。

花に癒されて
【常任理事校】 アトリエ ゴール　主宰　小幡 律子

宮城県

その花々は置き場に困り片隅に追いやられ誰
の目にも入らない状態になりました。
　ショップの飾り棚も、合宿所のロッカーに
変わり、お花のお店の面影はどこにもない程
でした。
　先々の事を考えると、不安でたまらない数
日を過ごしましたが、全国のサッカー仲間か
ら支援物資が届き始め、少しの灯が見えて
来ました。
　続々届く支援物資、それを仕分けして必
要な方 に々ピンポイントで届くように送り出し、
また、支援の来訪者の接待、合宿者の食事
のお世話と心身共に疲れ果てていた頃、あ
の日仕入れたお花が開き、「がんばれー！」
と励ましてくれているようでした。
　ライフラインがストップし水替えも出来ず、忘
れていた花達から癒しと元気をもらいました。
　一ヶ月後支援物資のストック先を変更し、
合宿も解散、そしてお店の清掃。
生徒さんやお客様から、少しでもゆったりし
た場所で癒されたいので早くオープンして欲
しいとのお声を頂きやっと再開に漕ぎ着ける
ことが出来ました。

　カフェの食材も充分に揃えられなくとも、
お花に囲まれて皆様が笑顔でくつろいで下さ
ることに、生きている幸せを噛みしめました。
　今では、震災後お休みしていた生徒さん
も徐々に復活しています。お花に接する時間
と心のゆとりが元のように取り戻せる日が、
一日も早く来ることを願ってやみません。
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　福島市のフラワーデザイン「Tiare」では、
現在 3 名の男性がレッスンしています。
　お教室は女性ばかりだったので、初めは
戸惑いと緊張があったようでしたが、すっ
かりその雰囲気にも慣れて今はお花のスキ
ルアップに懸命に取り組んでいます。
　やはり、将来お花に関わる仕事がしたい、
または植物を仕事にも取り入れたい…そん
な真剣な思いがあるので、毎回のレッスン
にも熱が入り日々の生活の折々にもデザイン
のヒントを見つけているそうです。
　この様な心掛け…私も見習いたいと思い
ます！

男性の生徒さんから学ぶ
花に対する熱意

【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

　福島市、「ティアレ」斎藤まゆみ先生のも
とでの毎回のレッスンを通じ、季節の花に
触れる喜びと、作品が出来た時の感動を覚
えています。
　花という生き物を扱い、それを芸術的に
アレンジすることは、私の生活の中でかけ
がえのない時間となっています。
　色々な新種の花と出会った時は、この上
ない喜びを感じ、花は私の人生を送る上で
心の灯火です。これからもレッスンに通い
ながら、心安らぐ時間を大切にしたいと思っ
ています。

アレンジのレッスンを
続けて想うこと

ティアレ教室　生徒　海野 佳奈子

福島県

　立春とは名ばかりの寒さが続いています。
　はじめまして、1 月から鈴木花図美先生の
教室で、お世話になっております。
　フラワーアレンジとの出合いから 11 年にな
り、6 年前に、趣味から仕事に変える程、花
に魅せられてしまいました。入荷する花で季
節を感じたり、お客様が選ばれた花材でアレ
ンジや花束の注文を受け、自分には無い色
使いに刺激を受けたりと、新鮮です。
　今まではアレンジ中心の勉強をしてきました
が、ブーケやブライダルの知識を深めたいと
思い、もともとお店のお客様として接してきた
鈴木先生のお人柄にもひかれ、教えを請うこ
ととなりました。
　レッスンの後の生徒の皆さんとのティータイ
ムも、色 お々話が聞けて楽しみです。
近々 教室を始めたいと思います。

　お花の魅力を最大限に引き出す、お手伝い
が出来たらいいな…。
　使い捨ての時代から、素敵な物を長く楽し
みたいと考える今、本物志向、又はロングライ
フ志向に応えるデザインが返り咲きしつつある
様に思います。プリザーブドフラワー、アーティ
フィシャルフラワー等、時代はめぐると思いま
すが、35 年位前にアートフラワー、ホンコンフ
ラワーが大流行しました。
　現在のように色も、種類も多くなかった。自
ら染色し、制作してました。

　花学のレッスンでブーケやウェディング装
花を学びました。その経験をいかして、自
分の結婚式でブーケを作りました。何度も
練習を重ね、ドレスの雰囲気に合わせてデ
ザインを考えていきました。
　春らしい薄ピンクのキャスケードブーケと
さわやかな水色のステッキ風のブーケを作り
ました。
　手作りのブーケは、とても思い出深いも
のとなり、満足しています。また、教室の
生徒さん方に手伝って作って頂いた会場装
花は、華やかな出来映えになり、式に出席
頂いたお客さん方からもとても好評でした。

花図美フラワースクール　生徒　小幡 かほり

茨城県

花図美フラワースクール　生徒　飯塚 いづみ

茨城県

お花の魅力を最大限に引き出すお手伝い
【本部理事校】花図美フラワースクール　主宰　鈴木 花図美

茨城県

　大変懐かしく思います。アーティフィシャル
専科が出来たのも喜ばしいですね。
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お花を通じて深まる絆に
喜びを感じています。

花学アトリエ藤枝　主宰　野崎 温野

静岡県

　生花とフラワーアレンジメントの教室を主宰し
ております野崎温野です。私のスクールはご近
所の方、ＯＬさん、親子で等幅広い年齢層。ゆ
えにいつもワイワイと楽しくレッスンをやらせてい
ただいています。クリスマス・お正月などの行
事の花には、生徒さんがお友達を誘ってのレッ
スンはさらに楽しく、にぎやかです。
　不景気、震災と暗いニュースが多い中、少し
でもお花を通して心の充実のお手伝いができ
ればと日々 考えております。
スクールを始めてあっという間の10年。
お花を通して深まる絆に喜びを感じています。

フラワーアレンジ再開
しました。

花のアトリエJEUNO　生徒　山本 育巳

静岡県

大震災から早一年が経過！考えさせられた年月でした。
【本部理事校】花のアトリエJEUNO　主宰　柴 寿恵

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

静岡県

　大震災から早一年が経過！考えさせられた
年月でした。今もって復興が進んでいないこと
に憤りを感じています。そんな中で花に携わっ
ていることの意味を感じさせられています。
　花…私にとって出会いの場、元気の基、心
の癒し、触れているだけで笑顔になれる…毎
日見ていても飽きのこない花の仕事に携われて
いることに今更ながらありがたく思っています。
　今年からウェディングブーケショップをスター
トさせたいと意気込んでおります。看板を作っ
たり、教室をそれなりに飾ったり、広告宣伝な
ど…なかなか考えがまとまらないのですが。
夢が実現できるようにがんばりたいと思ってお
ります。
　私のスクールではフラワーアレンジそのもの
より、花選び、色彩感覚、また花を飾る空間
などに重きを置いてのレッスン。そんな中で自
然のもたらす色彩や花木などを目だけではな
く五感で捉えたい。

　季節の花や木、何度も使うバラなどの微妙
な変化に敏感になったり、楽しんだりすること
で五感が敏感になっていくように思えます。
生徒さんと共に五感を鍛え、いつまでも元気
なスクールでありたいと願っております。
　花学ともどもこれからも応援宜しくお願いい
たします。

静岡県

　私が花に興味を持ち始めたのはまだ最近
のこと。花を贈ることや戴く機会が何回か
続き、色合いや形に感激して、私もこんな
風に生けることが出来たら楽しいだろうと漠
然と思い教室を探して見つけたのが花学本
部校のＪＥＵＮＯでした。
　花の名前や基礎の形もまだまだ判りませ
んが、様々な花と色を合わせていくことでよ
みがえる花、そこに引き締めのさし色。と
ても魅力的です。
自分のアレンジの出来栄えに満足して、先輩
たちの出来上がりを見るとあーあ…とがっか
りすることも。
また花をただ生けるだけでなく、教室に飾っ
てある花や小物、先生の手作りランチ、テー
ブルセッティングなど綺麗な物に触れることで
感性も磨かれるような気がします。
私の夢は花の先生になることです。この教室
で多くのことを勉強して自身の将来につなげて
いければと思っています。
でも今は作品を持って帰った時に驚いてくれ
る娘の笑顔が何よりの楽しみです。

花のアトリエJEUNO　生徒　山田 麻衣

　13年前妹の結婚式のブーケを作りたいと
思いたち、二人でアトリエＪＥＵＮＯへ入会。
自分たちのイメージとは違う花や色使いに
感動したことを思い出します。
　レッスンプロを目指して、二級講師も取得
しましたがその後結婚、出産と…花からは
程遠い生活。でも昨年から遠ざかっていた
お花を再び習い始めました。やはり今も先生
の色使いと、斬新なアイデアに魅了されます。
　先生はお花の見せ方、飾り方など暮らし
の中で役に立つことを惜しみなく取り入れて
くれます。だからより花を身近に感じられる
レッスンが楽しいです。
　今はレッスンで多くのことを吸収してアン
テナを広げて、二級講師が無駄にならない
ように思っていますが、とりあえず今は楽し
く、気楽に花と接していたいです。

5月19、20日（土・日）作品展を開催い
たします。
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生徒さんを家族の様に大切に
細く長くお花の仕事を続けていきたい

【本部理事校】asile（アジュール）　主宰　佐伯 智晴

　アジュールを立ち上げてまだ４年目に入っ
たところで３人の子供の母です。
　２００８年に資格をいただいたと同時に市
の施設と自宅で教室を開き同施設にて販売
もスタートしました。お店のディスプレイ用
のプリザ、学校のＰＴＡ講座でのレッスンな
どと小規模ですが育児と家事をしながら楽
しみながら出来る範囲でと活動してきまし
た。
　また幼・小の行事はもちろん、子供会の
世話役、学校のＰＴＡ役、とホームステイの
受け入れは９年目になり毎年行っていますの

愛知県

で教室の開催日も限られますが、生徒さん
にはご理解いただき感謝しています。
　立ち上げ当初からの生徒さんが、現在プ
リザーブド専科二級、一級にと合格されて
いく事もそうですが、「お家に作ったお花
飾って綺麗なものを沢山見せてあげたい」
とお花のある生活をとても楽しんでいたり、
資格を仕事に生かして頑張っているという
事をお聞きすると、本当に嬉しいです。
　生徒さんを家族の様に大切に細く長くお
花の仕事を続けていきたいです。

　プリザーブドフラワーをはじめて３年にな
ります。習い始めた頃は、まだ中学２年生
でお花の事は何も分からずとまどってばかり
でした。しかし作品を作っていくうちに生け
る楽しさ、創造力、花の個性など楽しみな
がら多くの事を学ぶことが出来ました。
　２月にプリザーブド専科１級の資格をい
ただきました。まだ学生なので本格的には
活動できないので、いつかもっと時間に余
裕が持てるようになった時に活動の場を広
げたいです。

愛知県 asile（アジュール）
生徒　山本 芽生

花学アメニティーフォーラムの主な活動内容

オリジナルテキストを使って、趣味からインストラクターまで。
フレッシュ（生花）やプリザーブドフラ ワーを使ったアレン
ジを学びます。
　 オリジナルテキストを使っての資格取得
　・花学アレンジメントインストラクター資格
　・ブーケアドバイザー資格
　・プリザーブドフラワー講師資格
　・アーティフィシャルフラワー講師資格
　 各種ウェディングブーケのオーダーや、ギフトアレンジ
　 の製作を承ります。
　 花学の勉強会や、会報誌の発行により教室間の情報交 
　 換、レベルアップを目指します。

この他、JEUNO（静岡）、Bloom花舍（千葉）、ディアレ（福島）、
Floral Studio KILA（宮城） の各教室ではプリザの新技術
「フェアリーブルーミング」のライセンスコースもあり、より 華
やかでトレンディなプリザを学べます。
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2
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静岡県

茨城県

福島県

千葉県

宮城県

愛知県

私のリフレッシュできる場所
【本部理事校】asile（アジュール）　生徒　山本芽生

愛知県

独自性や、地域性を大切にライセンス発行も！

花学アメニティーフォーラム指定加盟要項

加盟校だけのお得なキャンペーン実施中！

　私たち花学アメニティーフォーラムは、新しいスタイルのひらかれたスクー
ルネットワークを目指しています。多くの皆様に参加していただけるよう、
料金もリーズナブル！フラワーアレンジメント全般を学べるスクールとしてライ
センスをご自分の教室で発行できることも大きな特色のひとつ。
　各スクールの独自性や地域性を大切に、ご自分に合ったスクール運営が
可能です。

　私たち花学アメニティーフォーラムは、新しいスタイルのひらかれたス
クールネットワークを目指しています。多くの皆様に参加していただけるよ
う、料金もリーズナブル！フラワーアレンジメント全般を学べるスクールと
してライセンスをご自分の教室で発行できることも大きな特色のひとつ。
　各スクールの独自性や地域性を大切に、ご自分に合ったスクール運営
が可能です。

本部理事校
【福島県】花彩工   主宰　加藤 涼子

【宮城県】 Floral Studio KILA  主宰　佐久間 節恵

【茨城県】花図美フラワースクール  主宰　鈴木 花図美

【静岡県】JEUNO  主宰　柴 寿恵

理事校
【福島県】ティアレ   主宰　斎藤　まゆみ

【宮城県】 アトリエ　ゴール   主宰　小幡　律子

【千葉県】 Bloom花舍   主宰　京増　静枝

花学アメニティーフォーラムの加盟校になりませんか？

加盟校の募集

花学アメニティーフォーラムの加盟校になりませんか？

Recruitment of joining school

加盟校の募集

花学アメニティーフォーラム指定加盟要項

指定校加盟希望者は申請書に自作の作品の写真 3 点以上を添えて
H.G.A 本部（常任理事校）に提出していただきます。

書類審査及び実績などを検討し加盟申請書を受理し、結果をご報告します。

教室主宰者既定に従い、インストラクターの育成をスタート

加盟料は、金 200,000 円とし、ご入金戴き指定校の契約を交わします。
その資格はH.G.A1 級講師とします。
（キャンペーン価格150,000 円で実施中）

1.

2.

3.

4.

花学アメニティーフォーラム指定校の特典

1.  H.G.Aオリジナルテキスト・ノート及びパンフレットを実費で購入することができます。

2. 花学ニュースが無料で配布されます。

3. 教室生に対し講師自身の持つライセンスの一段階下までの資格を申請授与できます。

4. 花学アメニティーフォーラムのホームページに掲載できます。

5. 花学アメニティーフォーラムの勉強会に参加できます。

●ブーケアドバイザー養成校（ブーケマイスター）
通常170,000 円 → 加盟校特別価格120,000円

加盟校募集キャンペーン
加盟校様には加盟料金をよりご負担のないようにいたします。

●花学アメニティーフォーラム指定校　（1級講師）
通常 200,000 円 → 加盟校特別価格150,000円


