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花学イベント情報
宮城県

本部理事校

HP

お知らせ

作品展やセミナーをご紹介します。

Floral Studio KILA

主宰

《2015年秋》花学セミナー開催

佐久間 節恵

http://kila.main.jp

Blog

今回はウエディングフラワー最前線情報や
ハンドタイブーケと使える！リボンワーク実
作ほか、
盛りだくさんの内容で準備中！ご期
待下さい。

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

花学アメニティフォーラム
【宮城・福島ブロック】セミナー
2014年11月3日、連休最終日に花学アメニティ
フォーラムの講師の皆様に、
KILA定禅寺通りスタジ
オにお集まり戴き参加者16名の福島・宮城ブロック
のセミナーを開催しました。
福島から新幹線でご参加くださったティアレの7
名のメンバー様はじめ、
皆様の自己紹介もできて、
各
教室の情報交換と、
親睦も深めることができました。
レッスン実作1作目は、
ハート型のシサル麻ででき
たブーケアシストを使いサノフラワーのインテリア
ブーケ。
（写真作品1）
2作目は、
雲竜柳を使ってオアシス無しのフリース
タイル・クリスマスアレンジ。
（写真作品2）
16作品の個性を学ぶことができ、有意義な時間
だったとの感想をいただき、
感謝です。
2015年度の花学セミナーも、
よりレベルアップし
て一緒に学びたいと思います。

福島県

常任理事校

HP/Blog

※詳細は追って各教室にご連絡いたします。
とき
ところ
参加費

2015年10月予定
仙台・定禅寺通リFloral Studio KILA
花材実費

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

作品1

作品2

茨城県

本部理事校

花図美フラワースクール

主宰

鈴木 花図美

Tiare（ティアレ）

主宰

斎藤 まゆみ

http://ﬂower-design-tiare.com

作品展『植物で繋ぐ昔と今』

昨年9月に福島市の民家園で作品展を開催致
しました。
テーマは、
『植物で繋ぐ昔と今』
…生徒さん
達も、古民家に生けるデザインと花材を何度も練り
直し、搬入の日を迎えました。
当日は、
それぞれの想
いが込められた堂々とした作品に、訪れた方々から
も感動のお言葉を頂戴することが出来、
今後の励み
になったことと思います。

花と緑のパティオ（中庭）
シャドウボックス、御存知ですか！一言で云うと、
紙に描いた絵を何１０枚、何１００枚とカットして立
体的に見える様、
貼り付け３D画像にした物です。
豆
知識、
スペインのアンダルシアにある古い町、
コルド
バに古くからの住居民家、
パティオが、
およそ５０ヶ
所あり毎年５月には、
パティオガーデンコンテストが
開催されるそうです。
四季折々の美しい草、
木、
花が
人々の心を豊かに彩っています。世界各国から、観
光客が訪れ、
コルドバの町は活気に溢れます。
ガー
デンフォトグラファー
（庭園写真家）
Jeny Hapa
（イ
ギリス人）
が３Dで表現したシャドウボックスに魅せ
られ、
ヒントを得てアート、
マジック、
プリーザーブドの
コラボで表現して見ました。
名付けてシャドウアート。
３月の展覧会で出品したところ、
大変好評を頂き、
お
買い上げ頂いたり、
レッスンに入れたりで多忙な日々
を送って居ります。
一年を振り返りますと、
ブライダル、講習会、発表
会と多忙な毎日でした。
日々新しいことにチャレンジ
して行きたいと思います。
シャドウアートアレンジメント方法
大きめの額を使用。長方型、
正方型どちらも可で
すが、
W３２ D１２ H４０cm位あると作り易いです。
ガラスの入ってるケースなので、後方からアレンジし
ます。
ケースの前に鏡を置くとデザインし易いです。
勿
論、
遠近感を出します。
小さいテーブル、
イス、
小鳥や
小動物も似合います。
詳しくは御一報下さい。

HANAGAKU School infomation

宮城県

本部理事校

HP

Floral Studio KILA

主宰

宮城県

佐久間 節恵

http://kila.main.jp

Blog

常任理事校

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

Blog

アトリエ ゴール

主宰

小幡 律子

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

教室で一番！若い生徒様しほちゃん♪

リニューアルしました。

お花が大好き！とおっしゃる生徒様のなかでも一
番の若手！は小学6年生。
4年生のときから花学アーティフィシャルコースを
おばあちゃまと一緒に熱心に学んでいます。
時には、
お母様と親子三世代、
皆さんお花が大好き！いつも
黙々と熱心に製作する姿は、
周りのお姉さまの生徒
様たちの良い刺激になっています。
実は志歩ちゃんは、
3.11の被災者のお一人でつら
い思いもいっぱいなさいました。
ご家族皆さんご無事
だったことが幸いです。
新築のお家も漸く完成、
しほ
ちゃんの作った数々のアレンジを飾ることができます。
これからも、
お花一緒に楽しくアレンジしましょうね。

昨年、
フラワーアレンジメントショップに併設して
いるカフェ、
そして教室を装いも新たにリニューアル
しましたが、
うれしい誤算で忙しく過ごしています。
教室もマンツーマ
ンレッスンの基 本は
崩さず、
これからも生
徒の皆様と楽しく、
出
来ればのんびりと続
けられればと願ってい
ます。

宮城県
指定校

Floral Seminar Smile

主宰

髙橋 公美

HP&Blog http://ameblo.jp/fs-smile/

今年３月１４日に石巻市遊楽館にて、
開講３周年
記念展示会を催しました。何もかもが初めての事で
したが、
たくさんの方々と喜びを分かち合う事だけを
考え、段取りをし、生徒様達のお力をお借りして、無
事終える事が出来ました。
入場者総動員数合計１６
０名！思いもよらない人数に、
少々あたふたする場面
も。朝一番に駆けつけて下さった、
アトリエゴールの
先生方、
仙台からは佐久間先生が４人のお弟子様
をお連れ下さいました。
今回の展示品は、過去３年間にレッスンしてきた
趣味コース、
インストラクターコースのお花と展示会
の為に、
半年前から打ち合わせし、
お一人お一人の
特別の一品を展示致しました。合計１９０点。
とても
華やかな空間となり、
生徒様達もお連れした知り合
いの方々に胸を張りかつ、恥ずかしそうに説明され
ている姿が、
とても微笑ましく見えました。 一部ス
ペースを喫茶コーナーにし、
生徒様お手製のパウン
ドケーキ８０個を準備。
もうひとつのスペースには体
験コーナーを設け、
インストラクターお二人に午前
午後各々、
ご指導をして頂きました。
今回残念ながら
参加出来かねた生徒様も多数いらっしゃいました
が、全員が出展をして下さった事、
とても感謝してお
ります。

３年前、花学の門を叩いた時、
こんな私になって
いるとは想像しておりませんでした。今まで出会った
全ての方々に、
心から感謝致します。有り難うござい
ました。

生徒

Floral Seminar Smile

生徒

髙松 紗代

「花の名前も知らない」
「飾った生花はすぐに枯ら
す」
こんな私が、
お花に囲まれて楽しい日々を過ごす
事になるとは、夢にも思っていませんでした。
ご縁が
あって、
フローラルセミナースマイルの生徒第一号と
して通わせて頂く事になり、
今年３月で３年目を迎え
ます。
教室名の通り、
先生はいつも明るい笑顔で、
終
始和やかな時間を過ごしています。毎回、先生が用
意して下さるセンス抜群の花材を使い、
素敵な仲間
とワイワイ、
時に黙々と作品を作り、
お茶を頂く…。私
にとってとてもリフレッシュできる空間です。
私はエステセラピストをしており、一昨年、夢だっ
た自分のサロンを持つ事が出来ました。
独立開業し
ようと思ったキッカケの中に、
自分の作品を飾るギャ
ラリーが欲しいという気持ちがありました。
教室で作
品を作っていくうちに、
より多くの方に見て頂きたい
と思った事が開業への励みとなりました。

アトリエ ゴール

現在、
サロンには沢山の作品が並んでいます。楽
しく作品を作り、
それを見た方が喜び、
その姿にまた
私も嬉しくなる…。
そんな幸せの連鎖がおこる空間
を創る事ができました。
エステもお花も、
生活に
「癒し」
というエッセンスを
与えてくれる、大切なも
のだと思います。
これか
らも、
「あのサロンに行
けば素敵なお花が見
れる」
と言って頂けるよ
う、技術を磨いていき
たいと思います。
そして、
私のようにお花を通じ
て生活が、
人生が豊か
になる方が増える事を
願っております。

渡邉 幸子（アーティフィシャルフラワー インストラクター）

子どもの頃から花のある生活に憧れていました。
そして10年程前からアトリエゴールのウィンドウに飾
られたフラワーアレンジに目を奪われてガラス越しに
見とれていました。
習い始めて早7年になりますが、
はじめは色合わ
せもなかなか出来ず、先生に頼ってばかりいました。
この頃は自分の好きな色調や生け方の癖も分かっ
てきて、楽しさが増して来たように思います。
また、私
は5年前からメンタルケアの仕事に携わっています
が、相談室のテーブルに先生にも御協力頂いて、教
室で生けたアレンジを飾っています。色とりどりの花
のおかげで、気持ちが和み、対話もはずみます。
これ
からも花のある生活を楽しみながら、
レッスンに励ん
でいきたいと思います。
日頃マイペースを決め込んでなかなか前に進め
ないでいる私ですが、
アトリエゴールのマンツーマン
スタイルの丁寧な御指導のおかげで、納得のいくま
で色々工夫をして作り込んでいくおもしろさを教えて
いただいております。
これまでは、花に慣れる事が主
で、資格の取得もなかなか進まない状態ですが、
もっとスキルアップしてお花の好きな方々とフラワー
アレンジを通して交流できるように、勉強していきた
いと思います。
同年代の私に時には母の如く優しく、
また親しい友人の如く親しみを込めて御指導頂いて
いる小幡先生には、感謝の気持ちでいっぱいです。
これからも宜しくお願いします。

宮城県
指定校

Blog

Atelier Fairy( アトリエ フェアリー )

主宰

千葉県

鈴木 順子

常任理事校

http://ameblo.jp/yori1214/

今年は出張レッスンやワークショップ等自分が出
来ることをより多くアウトプットしていき、
多くの方と繋
がりを持っていきたいと思います。
今後も沢山の方に大好きな植物を通し癒しを提
供していきたいと思います。

関口 洋子

お花好きの母の影響もあって、
子供のころから家
の庭にはいろいろな花が咲いていました。
お花が好
きな母が季節ごとの花を植えていたからです。
その
影響もあってか、私も花の名前に自然と詳しくなり、
好きな花をベランダで育てるようになりました。
プリザーブドフラワーにも興味があったのですが、
センスがないのでどうかな？と尻込みをしていた時、
会社の先輩が教室を開くとの話を聞き、
これは行っ
てみなくちゃと早速体験レッスンに申し込みました。
センスなし、
ぶきっちょの私にも親切丁寧にご指
導いただき、
どうにか形になり気を良くした私はすぐ
に入会。
月２回のレッスンを楽しみにするようになり、
今では友達の娘さんの結婚お祝いや誕生日にプレ
ゼント出来るくらいになりました。
皆さんの喜んでくれ
る顔がとても励みになります。
プリザーブドフラワーを3年ほど経験し、今はフ
レッシュフラワーコースに挑戦しています。生のお花
も素敵です。
福島県

常任理事校

HP/Blog

Tiare（ティアレ）

主宰

斎藤 まゆみ

http://ﬂower-design-tiare.com

3月に、福島市内の結婚式場にて、生徒さん達と
ブライダルのお花を製作しました。
イブピアッチェの濃いピンクをメインに、花嫁さん
の好きな色合いでまとめました。
メインテーブル、
ゲストテーブル20卓、
ケーキの
テーブル、
キャンドル、
ブーケ2種、
ヘアオーナメント…
とにかく量が多いので大変ではありましたが、
皆さん
のご協力があったので、
式場のスタッフさん達からも
素晴らしかったとの感想を頂けました。

京増 靜枝

日々の人の動作は、
当前と思ってしまうが、全て
は、
当前などでは無く、感謝すべき事柄であると…。
最近思う。
自分自身の好きな事を仕事に出来て、本
当に幸せな環境にあるのだと、
気づかされる。
「幸せ」
とは何かと問う…自分自身の心の持ち様…。
心の中に有ると知る。

Atelier Fairy( アトリエ フェアリー )

生徒

主宰

「幸せ」
とは

植物を通し癒しを提供していきます
今年で4年目を迎え少しずつですがスクールっぽ
く(笑)なって来た様に思います。
今年に入ってからは古川でのレッスンスタートや
フレッシュフラワーのアトリエフェアリーコース独自の
コーススタート。
またエナジープリザーブドフラワーと
言う名のご依頼を頂いた方をインスピレーションで
感じた作品をプリザーブドフラワーを使って制作す
る事を初めたりと、
新たなスタートが重なり好評を頂
いております。
またレッスンに使うお花を市場に仕入
れに行くようになり、沢山ある花の中からレッスン内
容に合うお花を選ぶのはとても大変ですが、完成し
た作品を見るととても感動し大変さも吹っ飛びます。

BLoom 花舎

間もなく１年になりますが、
またまたセンスのない
私には、毎回四苦八苦の連続です。
でも家に持ち
帰って飾ると周りがパッと明るくなり、
娘からの
「凄い
ねぇ」
という一言に内心
「どうだ」
と。
色の組み合わせやバランス等々覚えることが沢
山あり悪戦苦闘の日々は続きます。家で復習すると
なかなかうまくいきません。
まだまだ先は長いですが、
少しずつでも上達していければなと思っています。

BLoom 花舎 成田教室

生徒

伊藤 弓

〜フラワーアレンジメントの魅力〜

フラワーアレンジメントを通して真剣に花と向き合
うとき、
時間の流れを忘れて花と対話しているような
瞬間があります。
そこが私にとって一番のフラワーア
レンジメントの魅力です。
日本には四季があり、
四季を彩る花々があります。
振り返ると思い出の中にいつも美しい花の姿があり
ました。私とフラワーアレンジメントをつないでくれた
ものは、
そんな花たちとの出会いのおかげです。
記憶に鮮明に残っているのは、
夏の野山に咲く山
百合の姿です。最近は、野生の山百合は少なくなっ
てきましたが、幼いころ野山で遊んでいて見つけた
山百合は、大きな花をいくつも付け、空に向かって
すっと立った姿は、凛として美しく神々しさを感じま
した。
一輪一輪、
個性的な美
しさを持つ花たちを、更に
美しく個性を生かしてアレ
ンジできたら素晴らしいと
思います。野にあるように
力強く生命力あふれた感
じや、時には清楚に場を
清められるように様々な方
法にチャレンジしていきた
いと思います。
Tiare（ティアレ）

生徒

小柴 ひとみ

私は、
月１回のレッスンではありますが、
毎月 お教
室で出会う季節のお花を楽しんでいます。
お花を見
ていると、
心が和やかになり、
作品を作っている時は
無心になれるところが魅力です。
同じ花材でも、皆さん違う印象の作品に仕上が
るので、
レッスン後の鑑賞も楽しみです！帰ってから
家の玄関に飾ると、家族から
「今日のお花、
キレイだ
ね。
」
と毎回言ってもらえるのも嬉しいです。
これからも、
お花を楽しみながらスキルアップして
いけたらと思っています。

HANAGAKU School infomation

静岡県

本部理事校

花のアトリエ JEUNO

主宰

柴 寿恵

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

レッスン

今年に入ってギフトフラワーに重きを置いたレッスンをはじ
めました。それは花束や籠盛だけにとどまらずさまざまなシュチ
エーションに合わせ、贈る人のイメージで花器選びから考えま
す。基礎を学んだ後普段の生活でも役に立つことが出来れば
との思いからのレッスンです。
もちろんアーティフィシャルも！

ブーケ

３月に生徒さんのウェディングの写真撮りがあり
ました。
撮影の現場に一日がかりで立会いました
（長
時間ついていることはないので）。
ブーケがどんな風
に撮られるのか興味津々でした。直接携わることで
ブーケ製作の注意点など勉強になりました。

花学藤枝校所属

生徒

生徒

花畑の中にトルソーを

今回の仕事を通じてクライアントの要望の大切さ
も学び、励みにもなりました。
これからもお稽古を続
けながら外にアンテナを向け、
自分らしいアレンジを
作っていきたいと思います。

花図美フラワースクール

生徒

川嵜 素子

私は千葉県野田市に
すんでいます。
アトリエJEUNOの柴 リースでウェルカム
先生とは、
２2歳の頃偶然
出会いお花を教えていただくようになり、
その楽しさ
からお花を活けることを仕事にしたーい！！―と、先
生のもとでお花を学びながらアシスタント・
・まで届か
ずアシスタント見習いの私を雇ってくださり、
その修
行期間一年間を経て、
清水の花屋さんに就職し、
六
年間お仕事し退職しました。結婚したあとはだいぶ
お花からははなれていましたが、
今は年に一回クリス
マスリースをお友達と作り出したことから、
その中の
お友達の一人から注文をもらい、
お仕事として開店
したばかりの美容室にディスプレイ用として天然素
材とアートフラワーをコラボしたリースなどを飾っても
らうようになりました！！いまは子育て合間に先生の
お仕事について行ってた頃を思い出しながら季節
に合わせてコツコツ作るリースづくりが楽しいです。
花図美フラワースクール

角屋 彩乃

生徒

私の結婚式
花図美フラワースクールに通い始めたのは、
同じ
職場の吉川由美子さんの紹介でした。
その後、縁
あって結婚式を挙げる事となり、
ブーケを製作する
事になりました。憧れの長いキャスケードブーケを持
つのが夢でした。難しく中々バランスがとれませんで
した。花図美先生の指導で素晴らしいブーケが完
成しました。

ブーケとセットで注文されるヘア飾りも以前は形
にしていましたが、
今はほとんどがパーツになって楽
になりました。
ただ最近花冠が流行。生花の場合は
前日に作るため時間との勝負ですね。

花のアトリエ JEUNO

伊藤 陽子

思い起こせば17年前、
アーティフィシャルの店を始
めることになり、
アレンジフラワーを販売のため基礎を
習う必要性に駆られました。
縁があった花学ブランチ
校の先生にご指導いただくことになりました。
最初のう
ちは資格を取るつもりもなく、
楽しく気楽に習っていま
したが、
お店のアレンジを作成していくうちに技術の向
上を目指したいと一念発起。
基礎、
応用学科と細かく
レッスンを重ね、
やっと資格試験を受けるにいたりまし
た。
試験当日普段とは比べ物にならないほどの花の分
量に驚き、
花選びから悪戦苦闘しましたが思い起こ
せばいい経験をしたと思っています。
今は色あわせなどにこだわり、
お客様の要望にそ
いながらあらゆるジャンルにトライしています。
先日静
岡の大型スーパーにて畳１６帖ほどのディスプレイ
の依頼を受けました。
発注から完成までの期間も短
く体力も使いましたが、
やり遂げた充実感は大きな
力となりました。
訪れたお客様、
依頼者からも好評で
この仕事に少し自信がついたように感じます。

ヘア飾り

宇野 幸子

ワクワク…
ブライダル

お色直しの入場は、長い階段を下りて来る演出
でした。
階段の手すりにも長いタペストリー
（２m弱）
を１０本下げました。
ワイヤーパイン、
コニファーを
バックに、大きいアートフラワー、
ボンボリ、光り物等
で飾り付け、
手すりには実の付いているパッションフ
ルーツを巻きつけました。勿論、
フレッシュです。
カ
ラーのブーケは、
由美子さんが私をイメージして製
作して下さいました。

メインテーブル、
背面、
キャンドル、
ケーキ、
エントラ
ンス、
入場の階段、
ロビー、
受付とスクールの皆様
（１
０名）
に製作して頂きました。
１１月末でしたが、
コン
セプトが
「マーメイド」
。
幼き頃からの夢でした。
海のイ
メージ、
ブルーの花、
一部アートフラワー、
プリザーブ
ド、
リボン、
貝がら等を使用。
お陰様でイメージ通りの
会場となりました。
花図美先生始めスクールの皆様に大感謝です。
ちなみに私と由美子先生は地元の有名な花の店
「花みどり」
に勤務して居ります。
これからも宜しくお
願いします。

昨年１１月に、
花図美先
生のアイディアと指導のもと、
ブライダルの式場装花を行
いました。
メインテーブルや
ゲストテーブル、
ケーキフラ
ワーや階段装飾など各担
当を決め、
練習を重ねて本
番を迎えました。
私は会場入口を飾る大きなディスプレイを二人で制
作します。
ミモザの大きな枝の間から、
上下左右の四つの
器に、
バラやガーベラ、
カーネーション、
菊などの花や、
ドラ
セナやアイビーなどの葉物を挿すデザインです。
ミモザの
枝振りがよく、
それだけで見応えがあるので、
うまく枝を固
定できれば、
あとは時間内にどんどん花や葉を入れてい
けば完成です。
高さを考え花を切って、
色や密度、
空間の
バランスを考えて挿していきます。
時々遠くから全体のバ
ランスをチェックし、
時計を見ながらなんとか４０分という
制限時間内に完成しました。
途中で
「もう少しドアの内側
にお願いします。
」
と会場の方に言われ、
想定していたもの
より奥行きがなく、
平面的な作品になってしまいましたが、
臨機応変に対処するのも勉強です。
私達にとって、
幸せのお手伝いができるブライダルの
式場装花は、
ワクワクしながら成長できる素晴らしい体
験です。
後日、
先生から
「器のまわりの赤い布が目立ち過
ぎた」
と、
次に繋がる貴重なアドバイスをいただきました。

