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～イギリスから吹く風～
一般社団法人
Flower Works Japan

〒662-0963 兵庫県西宮市屋敷町 2-19 AtelierF's 内
tel/fax : 0798-35-0927
web:http://flowerworksjapan.blue-glim.com/

11 月に入り、風が冷たくなってまいりましたね。
会員の皆様、ご関係者の皆様、いかがお過ごしでしょうか。
一般社団法人 Flower Works Japan を設立してから、会報を発行したいという願いが叶い、記念すべき第一号を発行
することができました。これもひとえにみなさまの応援があってこそと心より感謝申し上げます。
昨年 9 月と今年の 3 月にイギリスに渡り、お世話になっているフラワーデザイナーのレイチェルと親交を暖めてまい
りました。イギリスに流通している花は日本でもほぼ手に入ります。ただ、日本ほど四季の温度差がなく湿度の低いイ
ギリスでは、日本の春から秋までの花が揃い、うらやましい気持ちがいたしました。
一般社団法人 Flower Works Japan では、イギリスのデザイン、技術を行使しながら、日本の季節のうつろいを感じ
させるアレンジの提案を行っていきたいと思っています。一年を通じて出回る花を覚えて、現場で活かせるよう、レッ
スン時に意識してお花に触れてくださいね。
一般社団法人 Flower Works Japan
代表理事

理事校主催 Atelier Fʼ
s 作品展のご案内

谷川文江

Glamorous Wedding
ウィンターエキシビション 2014

今年はボルドーを中心にした、イギリススタイルのグラマラスウェディングを
テーマに作品作りを行う予定です。
日時
2014 年 11 月 30 日 ( 日 ) 10:00-18:00
場所
Atelier F's
兵庫県西宮市屋敷町 2-19
お問い合わせ 0798-35-0927
ウェブサイト http://atelierfs.blue-glim.com/

イベント報告

花仕事支援セミナー受講生レポート
去る 9 月 30 日（火）に ANA クラウンプラザホテルにおいて、関西日英協

花仕事支援セミナーを受けて意識が変わりました。

花仕事支援セミナーを受けて

会主催・英国ハンドタイドブーケ昼食講習会を行いました。
Atelier Fʼ
s 所属 Flower Café Fresh Green
高橋和世

Atelier Fʼ
s 所属 BLUE BIRD
小林智香

開催概要
日時
場所
講師
内容

プリザの資格集中講座終了後から、月に 1 度セミナーを

大阪府羽曳野で来年 4 月にプリザーブドフラワーの教室開校を

受けさせて頂いています。

目指しています。教室の名前は、Flower Café Fresh Green です。

ANA クラウンプラザホテル大阪 4 階「高砂の間」

そもそも、プリザの資格を取ろうと思ったのは、友人か

イギリススタイルプリザーブドフラワーベーシックⅡのレッス

一般社団法人 Flower Works Japan

ら花冠作成の依頼を受けたことがきっかけでした。

ン中です。

2014 年 9 月 30 日（火）12：00 ～ 14：30
代表理事

谷川文江

「英国発 花のある暮らしとハンドタイドブーケ」

参加費

会員 5,000 円

ゲスト 6,000 円

お申込

tel/0798-35-0927

“ひとまず資格を取ってちゃんと学ぼう”というくらいの

先に Flower

Works Japan の社員になられた方達の活動（ブ

姿勢だったのですが、花仕事支援セミナーを受け始めて

ログ等）を拝見させて頂き、着実に花仕事の道を歩まれている

から自分自身の意識が変わりました。お花を仕事にして

のが分かりました。私自身＜花を仕事＞にと思ってはいたもの

いけたらいいなというぼんやりとした想いから、具体的

の、漠然としていて何から始めたらいいのか手さぐり状態でし

なビジョンを持てるようになりました。

た。そのような中セミナー参加のお話を頂きました。

谷川先生や石井先生がこれまで実践されてきたノウハウ

セミナー参加は私にとって衝撃的でした。先生の熱意、同セミ

や花仕事に対する姿勢を教えて頂けるので、私でも教え

ナー参加の方の想い。「すごい！」の一言でした。

て頂いたことをコツコツやっていけば仕事にできる！と

セミナー受講の度に自分自身の考えの甘さや＜花仕事＞に対す

思えたからです。インプットするだけでなく、自分の想

る想い等が頭の中で渦巻いていて、情けなさと不安でいっぱい

いや将来のビジョンをアウトプットすることで共感して

になり、弱音を吐いてしまい、谷川先生に叱咤激励されていま

もらえたり新しいアイデアを頂けたり、毎回沢山の気づ

す。（先生、有難うございます！）

きがあります。

セミナーでは具体的な目的、目標を設定し、先生の懇切丁寧な

現在は静岡に住んでいますが、来月もセミナーを受ける

指導の下、一つ一つ学んで行きます。先生のスキルを毎回３～

のが楽しみです。もちろん色々な波もありますが、これ

４時間に集約して真剣に、又、笑いあり涙？ありでディスカッ

からもウェディングフラワーを中心としたショップの来

ションしています。毎回宿題が出て、次回のセミナーで答え合

年オープンに向けて頑張ります！ありがとうございます。

わせをして頂きます。作品のデザインもあり、先生やセミナー
参加の方のアドバイスも頂けます。
セミナーもいよいよ大詰めに入っていきます。自分を信じて、
明るく、楽しく人に喜んで頂けるような＜花仕事＞目指して！

参加者の感想

認定校イベント情報
今回、私はスタッフとして前日の仕入れ、水揚げ等の下準備から参加させていただき、当日はレッスンを受けられる方々のサポート
をさせていただきました。
関西日英協会の会員の方々とお会いするのも初めてならば、このような講習会でスタッフ側に立つのも初めての経験で緊張もしてい
たのですが、ブーケを組まれている方々が本当に楽しそうで笑顔があふれ、自分もその中で一緒にお花に触れていると緊張もほぐれ、
「お花の持つパワー」を改めて実感しました。
スタッフ同士の連携もうまくいき、レッスンはとてもスムースに進行しました。
帰り際に「こんなに素敵な講習会ははじめて♪」という声をお聞きし本当に嬉しかったです。
今回の講習会にスタッフとして参加でき、現場での花仕事の空気を感じ、また花を通じて会員の方々とお知り合いになれたことに感
謝いたします。
Atelier Fʼ
s 所属
Atelier Cheer 千草美樹

谷川先生が関西日英協会の会員の方に向けてのイベントで講演会とハンドタイドブーケの作り方のデモンストレーションを行なわれ
るという事で私も参加させていただきました。
講演では先生が実際イギリスに行かれ現地の先生に学んだ時のお話や Flower Works Japan を立ち上げたきっかけ等についての話し
をされていて、日英協会の会員の皆様も興味深くお話を聞かれていました。
ハンドタイドブーケ作りではイギリス式の独特なお花の色合わせや、茎を残して螺旋状に重ねていき麻紐で縛ったお洒落なスタイル
を実際に目にされて喜んで頂け、作業の方も各々楽しんで下さっていました。
帰りのエレベーターでたまたま一緒になった方に、「楽しかったです。有難うございました。」と私にまでお声をかけて頂き、大変恐
縮してしまいました。
今回、このような会に参加させて頂き、本当に貴重な経験となりました。
これから、資格を取りお花で仕事をしていくのに、やはり「知って貰う」という事が一番大事だと思います。
このようなデモンストレーションのイベントだと、一度にたくさんの方に向けて発信出来るし、やってみたいけど一人じゃなかなか
キッカケが無いという方にも、気軽に参加して貰えるのも大きなメリットです。
何よりも、沢山の方の前で、自分の事を知って貰える事が一番ですし、ビジネチャンスにもなると思います。
将来、私もこのような場でイギリス式のフラワーアレンジメントの魅力を沢山の方々に伝えていけたらと強く思いました。
そのためにも、より一層日々のレッスンに精進し資格取得に努めたいと思います。
Atelier Fʼ
s 所属
辻本みのり

Atelier June アトリエジューン
主宰

石井純子

フレッシュクリスマスリース販売
９,５００円 ( 税込 )

千草美樹

レッスン費

５,４００円

（税込、花材・資材・花器込み、講習費込み）

約２時間～（テイクノート、プチフォトレッスン付き）

（沖縄・北海道は送料追加有）

サイズ

主宰

プリザクリスマスリースレッスン

予約販売のみ

送料込

Atelier Cheer アトリエチアー

外径４０～４５センチ

持ち物

筆記用具、カメラ（携帯可）

（アレンジに必要な道具等は全てこちらで用意致します）

１１月２４日以降順次発送

レッスン日 日曜（詳細はお問い合わせください）

お問い合わせ・お申込み

場所 Atelier Cheer 他（詳細はお問い合わせください）
お問い合わせ・お申込み 080-3112-3166

078-595-8739

2014 年度プレオープンスクール＆プレウェディング SHOP のご案内

Atelier 花の夢
主宰

黒川博子

プレオープンスクール
プリザクリスマスリース体験レッスン
レッスン費 ５,４００円 ( 税込 )
サイズ 外径２５センチ
レッスン日
11 月 1 日 2 日 11:00 ～、15:00 ～
12 月 6 日 7 日 11:00 ～、15:00 ～
場所 姫路市西中島 237-5
お問い合わせ・お申込み 090- 8206-3176

フラワーサロン

BLUE BIRD ブルーバード
主宰

小林智香

ウェディングフラワーを中心としたプリ
ザーブドフラワーショップ。来年オープン
予定。
ブーケ：３7,8００円 ( 税込 ) ～
花冠：１4,０4０円 ( 税込 ) ～
完全オーダーメイドで承ります。
場所 静岡市駿河区南町 3-12-801
サイト
http://flowersalon-bluebird.com/
お問い合わせ・お申込み 090-9250-6366

2014 年 6 月 29 日（日）10:00 ～実施
第一回イギリススタイルフレッシュフラワー資格試験結果
2014 年 6 月 29 日実施
FWJ ベーシック 1
石井 純子
黒川 博子
千草 美樹

2014 年度
FWJ ベーシック 1
高橋 和世
黒川 博子
新見 栄子
石井 純子
松下 真弓
上木 瑠美
世良 由紀子
川崎 理恵
宮本 和子
小林 智香
千草 美樹
丹羽 充代

イギリススタイルフレッシュフラワー資格試験
FWJ ベーシック 2
石井 純子

Atelier Fʼ
s
Atelier Fʼ
s
Atelier Fʼ
s

イギリススタイルプリザーブドフラワー
Atelier Fʼ
s
Atelier Fʼ
s
Atelier Fʼ
s
Atelier Fʼ
s
新見フラワースタジオ
新見フラワースタジオ
新見フラワースタジオ
新見フラワースタジオ
Atelier Fʼ
s
Atelier Fʼ
s
Atelier Fʼ
s
Atelier Fʼ
s

合格者

Atelier Fʼ
s

認定資格取得者

FWJ ベーシック 2
新見 栄子
黒川 博子
石井 純子
千草 美樹

Atelier Fʼ
s
Atelier Fʼ
s
Atelier Fʼ
s
Atelier Fʼ
s

ギフトベーシック 2
宮本 和子
黒川 博子

Atelier Fʼ
s
Atelier Fʼ
s

ウェディングベーシック 2
小林 智香
Atelier Fʼ
s

第二回イギリススタイルフレッシュフラワーアレンジメントコース資格試験
第二回試験実施日
2015 年 2 月 1 日（日）10：00 ～
実施要項
実技試験
学科試験

ベーシック 1
ベーシック 2
ベーシック 1
ベーシック 2

25 分
25 分
45 分
45 分

受験資格
下記のものを試験日 3 週間前までに事務局へ到着するよう
お送りください。
・受験申込書
・受験料の振込受付証のコピー
・82 円切手 1 枚
受験申込書確認後、受験票と当日のスケジュール・会場などの
詳細についてのお知らせをお送りします。
なお、試験日の 5 日前までに届かない場合は、
FWJ 事務局までお問い合わせください。

送付・お問い合わせ先

受験資格
受験日の一ヶ月前までに受験必須講座数を履修し、
講師によって証明された者
受験料
学科試験
￥3,240
実技試験
￥10,800 ～￥27,000
（各コースによって異なります）
認定費
￥54,000
試験当日に必要なもの
受験票・花器・ハサミ・筆記用具・持ち帰り用の袋
※実技試験で使用する花材・フォーム・リボン・ペーパーなどは
当日支給されます
受験料のお振込先
尼崎信用金庫

香櫨園支店 普通 4041402
一般社団法人 Flower Works Japan

〒662-0963 兵庫県西宮市屋敷町 2-19

tel/fax : 0798-35-0927

一般社団法人 Flower Works Japan

e-mail : FWJinfo@blue-glim.com

事務局宛

イギリス花 事情

代表理事 谷川 文江

イギリスのフラワーマーケッ
トにおいて︑特筆すべきことの
一つに苔︵モス︶が非常に安価
だということがあげられます︒
イギリススタイルアレンジに
は バ ス ケ ッ ト に 直 接 苗 を 入 れ︑
モスを隙間なくグラウンドカ
バーにするバスケットアレンジ
や︑ワイヤーにモスを巻きつけ
てリースベースを作り︑そこに
グリーンや花をアレンジする
リースアレンジがあります︒
このモスはしっかり土がつい
ていて︑日本でいう﹁魚のトロ
箱﹂くらいの大きさにぎっしり
入って︑ ￡くらいで入手でき
るのです︒その量を日本で手に
入れようと思うと …
バスケットアレンジや︑ギャ
ザリングをする時は︑水苔で代
用していますが︑いつか山苔を
山のように使ったアレンジをみ
なさんに体験していただきたい
と思っています︒
10

