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展示会情報

花学加盟校の作品展をご紹介します。

静岡県 【本部理事校】花のアトリエ JEUNO
■ ホームページ＆ブログ

主宰

柴 寿恵

http://jeuno.naraigoto.jp

昨年５月に
『花模様』
と題して第８回作品展を開
催しました。
２年に一度の作品展に参加者の想い
が伝わった作品展となりました。今回市川バラ園
のバラをふんだんに使用できました。
作品展準備当日の参加者は初めて出会うバラ
たちに感動！ウェディングコーナーでは淳子さんの
指導の下ブーケ、テーブルと誰もが憧れるようなイ
メージに！今回は和のテイストも取り入れ充実した
『花模様』になりました。和のコーナーは糸巻きを使
い、
野草、
和の花をメインにした市松の
『花模様』
に。
洋のコーナーでは絵画をイメージして作り上げ、大
きな
『花模様』
が出来上がりました。
作品展を終えるたびに参加者の技術の向上は
目を見張るばかりです。次回の作品展がまた楽し
みになってきます。来年９回を予定しております。
作品展を楽しみにしてくださる人たちも年々増え
嬉しい限りです。

茨城県

竹をテーマに作品展
【本部理事校】花図美フラワースクール
主宰 鈴木 花図美

春まだ浅く風が冷たく感じられる今日、
この頃、
皆様お変わりなく御活躍の事と推察します。
昨年の行事を振り返れば、パーティー会場、ブ
ライダル、キッズのリース作り、熟年のこけ庭と多忙
な毎日でした。三月三日に竹をテーマに公民館の
作品展をしました。

アレンジメント方法のご紹介

花学加盟校の先生方によるお花の素敵なアレンジ紹介です

フレッシュのミモザリース１Dayレッスンのご紹介
【本部理事校】Floral Studio KILA 主宰

佐久間 節恵

フレッシュのミモザリース１Dayレッスンのご紹介です。
① クラフトワイヤーで直径 18cm のリース台を作る
② ①にティッシュを巻き、フローラルテープで巻きとめる。
③ 摘み（つまみ・短い花枝）のミモザを麻紐で巻き留めながら一周。
④ 最後に太さを均一になるよう枝を挟み込んでいく。
注意点・・・麻紐はミモザがドライになっ
ても落ちないように絞める。
フレッシュのふわふわ感と、ドライで長く
楽しめる点が好評でした。季節ならで
はのリースぜひ、お楽しみ下さい。
参 考レッスン 費：花 材 費 2,000〜
2,500 円とレッスン費

簡単アレンジメント方法
【本部理事校】花図美フラワースクール 主宰
簡単、
低価格なアレンジを御紹介します。
材料：
■板（縦15cm、横60〜70cm位）
ホームセンターにて。
■芽出し物１本
（木苺、
万作、
レンギョ等）
■竹の筒高さ7〜8cm１個
なければ小鉢、ポットのままいれる。
こ
こではジュリアン。花は残り物で良い。
苔少々、板の上に並べます。間合いを
取って、三個位。

鈴木 花図美

花学スクール情報
宮城県

震災を機にリニューアル移転 !
【本部理事校】Floral Studio KILA 主宰

■ ホームページ

http://kila.main.jp/

■ ブログ

２年前の3.11東日本大震災の影響で、Floral
Studio KILA 仙台駅前教室は移転を余儀なくさ
れ、2012年1月から仙台イルミネーションや、仙台
ジャズフェスの発祥の地として有名な定禅寺通り
にリニューアル移転しました。
移転の最初の企画として、教室で開講する講師

宮城県

娘の成人式に
手作り和装ブーケ

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/

私の娘もいよいよ成人式。母親として普段あまり
手をかけられない分、精一杯の愛情とまごころを
込めて和装ブーケを手作りしました。
かんざしの色に合わせて赤の椿、紫、ピンク、白
等様々な色のピンポンマムを組み合わせ、中でもピ
ンクとホワイトパールの蝶々が寄り添うように翔ん
でる雰囲気を表現しました。
娘が情緒豊かなバランスのとれた女性となって
未来にはばたいて欲しいという願いをこめたつもり
です。その思いが届いたかどうかは別として娘はこ
の飾りを大変喜んでくれました。
作り手の思いを込めたフラワーアレンジメント等
で人を喜ばせることに娘も興味を持ってくれたら嬉
しいのですが…娘でなくともFlower Princessを訪
れる生徒さんたちに広まってくれればいいな…と
願っています。

宮城県

Floral Seminar Smile
生徒 佐々木 真由美

私は、花の名前もあまり知りません。
四季折々にどんな花が咲くのかも、ほんの少しし
か知りません。そんな私が「ワ〜、キレイ」
と感激し
て、花学に一歩踏み入れてしまいました。
少し不安のまま教室に行きますと、先生は笑顔
で私を受け入れてくれました。先生に手取り足取り
教えていただき、少しずつ色々な花が出来上がり、
それを見ると幸せな気持ちになります。でも、直して
いただいた花を見ると、
また感激しまた幸せな気持
ちになります。
楽しくてこれからも、いろいろな事を学び、花学
を通して心豊かな自分になりたいと思います。
これからもよろしくお願いいたします。

佐久間 節恵

http://ameblo.jp/fs-kila/

たちで協力しあって、
アーティフィシャルの手作りコ
サージュ作り、
アロマの手作り石鹸、西洋上絵付け
体験、そして、手作りケーキ教室のご協力を得て、
震災後まだ落ち着かないなかにも楽しく美味しい
イベントを開催できました。
今年も 6月9日
（日）10：00〜17：00 一日限定の

宮城県
■ ブログ

ゆったりと……。
【常任理事校】アトリエ ゴール 主宰

お花で癒されたいとお見えになるカフェのお客
様の中には、そのままショップで販売しているお花
で飛び込みレッスンを受けられる方もいらっしゃい
ます。花あしらいの基本は、一人一人の個性を大
切に…、そしてさらなるスキルアップに役立つカリ
キュラムがいっぱい。
洗練されたデザインが魅力的なアレンジを、
ゆった
りとレッスン出来る……それがアトリエゴールです。

インストラクター
目指しています

アトリエ ゴール 生徒

大友 祐美

私は小さい頃からお花が好きだったので、
いつか
フラワーアレンジメントを習ってみたいと思っていま
した。
しかし、
フラワーアレンジメントの知識もなく、
セ
ンスにも自信がなかった為、
自分に出来るか心配で
した。
そんな私に、先生はとても親切に毎回楽しいレッ
スンをして下さいました。
マンツーマン指導なので、
わからないことはすぐに質問することができ、
いつも
あっという間に可愛い作品が出来上がります。
主に、仕事帰りに通っているのですが、
お花に触
れることで一日の疲れが癒されていきます。
また、
お
花屋さんの前で足を止めることも多くなりました。
珍
しいお花を見つけたときには、
なんて名前なのか知
りたくなります。
宮城県

小幡 律子

http://ameblo.jp/atelier-goal/

東日本大震災から２年の月日が流れ、私の周り
は、少しずつ落ち着きを取り戻しつつあります。
最近は、御支援くださったサッカー関係団体や
ボランティアグループの方々のもとに御礼行脚に出
かけています。
（夫が(社)塩竈フットボールクラブの
理事長を務めているため）
アレンジメント教室は、現在のところ人数を増や
さず、体調と相談しながらこれまで通り、マンツーマ
ンのレッスンを展開中。年齢層は幅広く、小学生か
ら70代後半の方まで楽しくおしゃべりをしながら
のレッスンです。
カフェとアーティフィシャルプリザーブドフラワー
のショップを併設していますのでお客様も覗き見
することが出来ます。
宮城県

『花あしらい展』
（入場無料）を定禅寺通り教室で
開催。
アロマ教室とのコラボ・ワークショップ（実費
ご負担）もお楽しみいただけます。出品者一同、ご
来場お待ち申し上げます。

Floral Seminar Smile

生徒

毎日仕事と家庭に追われ、疲れだけが溜りスト
レスを感じていた時、友人に誘われ出逢えたのが
アーティフィシャルフラワーでした。
私は新しい自分への時間、新しい世界の始まり
を一歩踏み出してしまいました。
すべてが新鮮で私の心は弾むばかりで、今はイ
ンストラクターライセンスの取得を目指しておりま
す。両立は本当に大変ではありますが、それ以上に
得る物が同様にあります。

お洒落なフラワーアレンジメントは、
どの様に作
られているのか気になるようにもなりました。
その中
でも、私が一番嬉しいことは、大切な人達に手作り
したものをプレゼント出来ることです。相手のことを
考えながら、心を込めて作ったお花をとても喜んで
もらえたときには、本当に幸せな気持ちになります。
誰かを笑顔に出来るような、そんな作品が作れ
るように、
これからもフラワーアレンジメントを楽し
みながら学んでいきたいと思います。

金成 洋子
夢の実現に向けスタート
とし、今では優しい微笑が
浮かんでおります。
課題は難しいですが花
の美しさ、調和や演出、人
との繋がりを学び、元気を
与えてくれるレッスンに幸
せを感じながら、続けて参
りたいと思います。

福島県

ティアレ教室 生徒

江代 裕子

教室に通い始めて早1年が経とうとしています。
まさか自分がこれほどハマるとは思いもしませんで
した。
ここ数年、何か趣味を持ちたいと漠然と考えてい
ました。友達は様々な習い事をしていたので、影響
を受けたのかもしれません。私は何がしたいのだろ
う・・・。
プリザーブドを選んだのは、
実は単なる消去法。
ス
ポーツ?ダメダメ、
私は運動音痴。
着付け?うーん、
着
物にハマると出費が大変！お花?プリザーブド?な
んか今っぽいし、楽しそう。
よし決まり!私にとって
人生初の習い事。初日は期待と不安で本当にドキ
ドキでした。
毎回、
レッスン中は無我夢中。あっという間に時
間が経ち、作り終えると何ともいえない高揚感と達
成感に満たされます。上手くいかない時は落ち込
み、花の位置が決まらずサハラがボロボロになるの
はいつもの事。気がつけば本屋でプリの雑誌を読
みあさる。あれ?もしかして私ハマってる?いつの間
にか夢中になっていました。
茨城県

生徒さんの作品紹介
【理事校】フラワースクール華飾り
主宰 塩沢 良江

コープフレール水戸で月１回サークル活動をし
ています。今回、10年休まず参加してくれている栄
藤さんの作品を紹介します。継続は力なり！がモッ
トーです。
レッスン日がとても待ち遠しいとの事。一度作成
した作品は、傷んだ華を新しい花に挿し替えて、長
く楽しんでいます。同じ様な花が無い時は最初の
デザインと、色彩が変わってしまう事も。それもまた
新しい発見があり面白いそうです。

福島県

レッスンを始めて間もない頃の「小さな作品達」

レッスンでは、教室仲間の皆さんとの時間も楽し
みの一つです。世間話をしたり、教えあったり。制
作に没頭したり。同じ趣味を持ち同じ時間を共有
していると、仕事とはひと味違う連帯感を感じます。
同じテーマでも完成品は十人十色、個性的でそれ
を見るのがまた楽しい!皆さん満面の笑顔。私まで
楽しい気分になります。
お花の世界がこれほど楽しいなんて思いもしませ
んでした。
そう思えるのはまゆみ先生主宰の
「ティア
レ」
だったからですよね。先生、
そして教室仲間の皆
さん、
いつも楽しい時間をありがとうございます!
茨城県

宮城県

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

教室を開かせていただいて早一年となりました。
自分にできるかと不安からのスタートでしたが、佐
久間先生や生徒さんのお力をかり教室を開いてお
ります。皆様ありがとうございます。
生花を中心のアレンジレッスンを開催してます
が、
アレンジでできる事の幅を拡げて行きたいとプ
リザやアーティフィシャルにも生徒さんと一緒に挑
戦し学ばせていただいています。
アレンジの時間
よりおしゃべりの時
間がおおいかな？と
いう感じの教 室で
すが、花のある生活
で、楽しくおしゃべり
しながら皆様と共に
癒しの空間を作って
行ければと思ってい
ます。

花図美フラワースクール

生徒

フラワーアレンジメント教室に通いだして、
もうす
ぐ３年半になります。通っている陶芸教室の先生を
通して斎藤先生と知り合いになり、誘って頂いたの
がきっかけでした。フラワーアレンジメントに興味
はありましたが、恥ずかしさや照れくささで、最初に
誘っていただいてから教室に入るまで２〜３年くら
い考えました。
教室に通い始めた頃は、何をどうして良いのか
分からず、作品が形にならないまま教室の時間が
終わってしまう事がたびたびありました。それでも、
先生に分かりやすく教えて頂けるおかげで、少しず
つ、それらしい形の作品を教室の時間内に制作す
る事が出来るようになりました。
初めの頃は、先生から頂いたアドバイス通りに
制作するだけで精一杯でしたが、最近になってよ
うやく、先生のアドバイスを完成した作品の姿を頭
の中でイメージする事が出来るようになってきまし
た。
これからまた、先生に教えて頂きながら、格好よ
くて綺麗な作品を制作出来るように頑張りたいと
思います。

吉川 由美子

も楽しくレッスンが出来、
またいろいろなお話をしな
がらお茶の時間をもつのは、仕事をしている私には
唯一息抜きの場所になっているように思えます。今
後、アーティフィシャルフラワーの魅力に惹かれて
いるので是非挑戦してみたいと考えています。

フラワーアレンジメントにかかわって
花図美フラワースクール

生徒

高瀬 和子

私はアレンジメント歴、
15年位になります。
生涯生
徒で鈴木花図美先生のご指導を受けております。
アレンジメントは基本型全種、プリザーブド、押
し花、苔玉、寄せ植え、ウェディングブーケ、コサー
ジュ、花束、多肉植物の壁かけ等々数えきれない
多種のレッスンでした。
最初の頃は、
与えられた花材を全部使いきり自由
奔放に活けていました。
レッスンを重ねて行く内に、
花材を全部使わなくてもいいのだ。色彩、分量、空
間も大切な大切なことに気づきました。
その上一番大切なことは先生が生徒の一人一

茨城県

加藤 文昭

フローリストローズユミ

お友達の紹介で鈴木先生にお世話になって14
年になりました。鈴木先生のデザインの発想力は、
花店で仕事をしている私にとって技術の向上に繋
がります。
レッスンで学んだ１本１本の形の美しさ
や配色などを生かして仏花・祝花など大きなアレ
ンジも活けることが出来るようになりました。また、
ブライダル装花、
ブーケ等も学び本番で式場装花
なども行い、私の息子、娘の結婚式には、
ドレスに
合わせて個性的なステッキやバッグをプレゼント
しました。お友達にも好評で結婚式にはブーケを
頼まれとても感激してもらえました。
鈴木先生との出逢いがあって沢山の生徒さんと

茨城県

ティアレ教室 生徒

花図美フラワースクール

生徒

人づつなおしている時こそ先生の後ろに立って拝
見するようにしてます。
この時が私に力を与えてくれる一瞬です。いつも
なる程と感心してます。

飯塚 いづみ

昨年12月に、
フラワーデザイン科二級講師の資
格をいただきました。鈴木先生から、いろいろご指
導をいただき、教室を開く準備をしています。駐車
場の問題等があり、自宅では無理なので、出張の
教室をさがしています。誰でも気軽に始まれる、初
心者クラスで、花を楽しんで好きになってもらえたら
と思います。教室の名前は、
出会いの季節の花で、

思い出の花でもある“桜”と、
私の旧姓で友人がニッ
クネームで呼んでくれる“山”を合わせて、“アトリエ
山桜”にしようと思います。
今回の花は、早く暖かな春が訪れるように桜と
明るい色合いのカーネーション等を使ったクレッ
セントブーケにしてみました。薄いピンクのAライン
のドレスに似合うと思います。

千葉県 【常任理事校】Bloom 花舍

主宰

京増 靜枝

今後も、受験生一人一人、
それぞれの夢や目標に
向かっての歩むべき道を、迷わないよう、安心して進
んでいけるように花の水先案内人として、照らし、示し
て見守ってゆきたい。

千葉県

私の目標
Bloom 花舍

伊藤 弓

生徒

成田教室に通って、
そろそろ７年が過ぎます。
フラワーア
レンジメントと出会って、
人にお花をプレゼントする楽しさ
を知りました。
贈る人に合った花を選んでアレンジするととても喜
んでいただけて、
自分も幸せな気分になります。
また、
資
格を取ることで自信が持てました。家の中に花がある
生活は、四季を感じて心が豊かになります。花には一
つとして同じものはありません。色・形・香り・・・全てに
個性があります。
閉じたり、開いたり、生きている力を感じます。やが
て枯れてしまいますが、移り変わっていく束の間の美
しさが生花の魅力だと思います。一輪一輪、一期一会
の出会いを感じます。一つとして同じものがないので、
いつも新鮮な気持ちで活けることができます。
初めに活けた状態から開花して変化していく様子
を考えながら活けることで、想像力をはたらかせる楽
しさがあります。
自然の状態を大切にしているヨーロピアンフラワー
アレンジメントの奥深さを知りました。豊かな自然環
境が失われつつある現在、
自然の美しさに多くの人
が気がついてほしいと思います。
今、一級講師を目指して勉強しています。技術を磨
いて、植物のパワーと花の素晴らしさを伝えていきた
いと思います。

千葉県

千葉県

地域の皆さんとともに学ぶ花の魅力
【理事校】マリアージュ花舎

京増先生と出会って13年、いろいろご指導をい
ただきました。
今思えば一級講師を目指した時のエネルギッシュ
な毎日、学生時代以来の緊張感と時間との戦いで
押しつぶされそうになりながらも夢中でがんばり、
念願の
「2006年７月22日付けで一級講師の資格」
を取得することができました。
その後においても、先生の持っている豊かな感
性・あふれるアイデアそして高度な技術を学ぶため
指導を受けながら、勉強をさせていただいておりま
す。そして、地域の皆さんに花の持つ不思議な力・
優しさ・ちょっとした工夫で変化する美しさなどを
伝えたいと考え、先生からいただいた
「マリアージュ
花舎」
という教室名で気軽に集まれる場を自宅に
設け、季節の花の美しさ・季節の行事に合わせた
アレンジなどを伝えたり、時には季節の花でミニブ
ーケを製作し、一人暮らしの高齢者宅を訪問した
りして喜ばれております。

千葉県

学び

生徒

Bloom 花舍

生徒

加藤 夏枝

フラワーアレンジメントを学ぶきっかけは、子育ても
終わり一息ついた時に友人から何か趣味を持った方
が良いと勧められていましたが、私は
「自身、何がやり
たいのか」考えられずに、
何もせず過ごしていました。
しかし、先日フラワーアレンジメント体験する機会
があり、何気ない気持ちで参加することになりました。
花は以前から好きでした。実際に、体験してみて自
分自身が無我夢中でフラワーアレンジメントに取り組

富山 映子

花学のスクールに入会し、京増先生にご指導いた
だくようになり、早いもので今春で丸五年が経ちます。
この間、仕事帰りに慌ただしく通いながら、
また、毎
回先生からのテーマに頭を悩ませながら、花に触れ
ることを楽しみに作品を作ってきました。
最近は、作品を職場の受付に飾って来客の方々に
見ていただいたり、庭の花の枝を大きな花瓶に挿し
たり、一輪挿しに小花を入れて片隅に置いたりと、人
にみていただくことが一番の喜びになっているところ
です。
また、
昨年は娘の結婚式があり、
何か一つは作って
あげたいと思い、
アートフラワーでバッグ型ブーケ・ブー
トニアを作成しました。
娘は友達のお祝いの言葉の数々に感激の涙いっ
ぱいのとても温かい結婚式となり、私にとっても作品
を一緒に写真に残すことができて、記念の一日となり
ました。
今は、
インストラクターの試験を目指し、勉強中で
すが、少しでも上達していけるよう練習をしていきたい
です。

千葉県

また、結婚が決まり自分で持つブーケを製作した
い、或いは娘が結婚するので是非、当日、
ドレスに
合わせたブーケを渡したいので作り方を教えてほ
しいという要望も受け入れております。
これからも地域の皆さんに花の持つ不思議な力・
優しさを伝えながら、私自身も花学の名に恥じない
よう技術を磨き、先生のご指導を賜り更に向上す
るよう精進して参りたいと心に決めております。

そして感動へと…

試験を目指し
Bloom 花舍

吉田 悦子

主宰

んでいることに気づき、
しっか
りと
「フラワーアレンジメントを
学びたい」
という気持ちが強く
なり、
この教室に入ることにしました。
実際に教室に入り、先生のとてもわかりやすく、丁
寧なご指導のかいもあり、教室に入るよりもさらに花
が好きになりました。
最初に学んだブライダルブーケ
（ラウンドB）
は、初
めて作成をしたのですが楽しんで作ることができ、完
成した際にはとても感動しました。
次に学んだブライダルブーケ
（オーバルB）
は、角度
や形を構成するのにとても苦労しました。
しかし、完成
したブーケを友人にプレゼントした際に喜んでもらえ
たので、
さらに創作意欲が増して、
たくさんの人に喜ん
で頂けるブーケ作りを長く続けて、深くフラワーアレン
ジメントに携わりたいと思いました。

『作れる』から『伝えられる』へ
Bloom 花舍

生徒

山口 美紀

私は、京増先生の教室で学ばせていただいて８年
目になります。
始めるきっかけは、友人のウェディングブーケを作
りたいと思い教室へ入会させていただきました。
全くの素人である私は、教室で初めて作ったブー
ケに
『私にも作れる！』
という、驚きと喜びに感動した
事を、今でも思い出します。
その後、先生のご指導のお陰で、友人や姉のウェデ
ィングブーケも作る事ができました。
そして、
レッスンを続けていくうちに、
フラワーアレン

ジメントの奥深さと面白さに虜になりました。今では、
仕事の疲れを忘れるくらい作品づくりに没頭する時
間は、私にとってリフレッシュの時間でもあります。
これから先も、
様々な技術や知識を吸収し、
フラワー
アレンジメントの楽しさや魅力を、
他の人に
『私にも伝え
られる！』
ようになりたいと思います。
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