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ミュウ フラワー＆ガーデン　店主

平成17年フラワー装飾技能士2
級資格取得　平成18年グリーンア
ドバイザー資格取得　平成19年
ミュウ フラワー＆ガーデン開業　平
成24年全国花育活動推進協議
会花育アドバイザー登録認定

〇こけだま教室　〇芝ぼうや教室
〇ハーブ寄せ植え教室　〇クリス
マスリース教室　〇木の実のクリス
マスツリー教室　〇観葉植物寄せ
植え教室　〇多肉植物寄せ植え
教室　〇季節のお花寄せ植え教
室　〇ミニカーネーションでティー
カッププードル作り教室　〇アレン
ジメント教室　〇しめ縄飾り教室
〇モステラリウム教室

●R1　こけだま教室、しめ縄飾り教
室、モステラリウム教室

フラワー装飾技能士2級　　グリーン
アドバイザー　　全国花育活動推進
協議会花育アドバイザー

茶道宗 流教授、キモノコンサルタ
ント一級、キモノ礼法六級

茶道、着付は、始めてから35年程
です。儀礼作法は20年程度で
す。

茶道は社中5名で地域の小学校
に部活動に入っています。発足13
年目です。着付け教室は20年目
です。主として公民館と自宅で
やっています。折形を中心とした儀
礼作法は、平成26年度より始め
ました。

●H29～R1　豊栄地区公民館祭り
折形実演
●R2　葛塚東小学校　茶道クラブ

茶道、着付、儀礼作法（折形を中
心として）

「花あそび」主宰　公益財団法人日
本生涯学習協議会プリザーブフラ
ワーインストラクター

「花あそび」主宰
JEUGIAカルチャーセンターイオン
南講師
新潟日報カルチャースクールメディ
アシップ教室講師

・小、中学校文化祭、その他行事
アレンジ教室
・PTAプリザーブドフラワー講習会
・公民館などの簡単な講習会
プリザーブドフラワーだけでなく木の
実や自然素材、ドライフラワー、
アーティフィシャルフラワーを使ったも
の作り

公益財団法人日本生涯学習協議
会プリザーブドフラワー　アートスキ
ル、トリートメント、ドライフラワーイン
ストラクター、ラッピング協会ラッピング
コーディネーター、ローヤルフラワー準
講師

非常勤講師

県内小・中・特別支援学校養護
教諭33年
新潟市教育相談センター訪問教
育相談員8年
東京福祉大学・姫路大学・にい
がたこども医療専門学校非常勤
講師8年

養護教諭経験から保健室の特性
を生かした健康教育・性教育分
野での講演が主である。
新潟市教育相談センターでは、
全国に先駆けて不登校児童生
徒の家庭訪問の制度を確立して
いる。学校に行きたくてもいけない
子どもたちに寄り添い、気持ちを
受け止め、自分らしく生きる力を
育てることを目的として活動してい
た。

●R1　「子どもと話せていますか？性の
話」、「子どもの世界をのぞいてみよう」
●R2　「入園前に心配なこと」

養護教諭
草月流華道師範

女子美術短期大学造形科生活
デザイン卒業。三人目の出産後、
ナードジャパンアロマアドバイザーを
取得。庭にバラを植えているうち
に、花に興味を持ち、アレンジメン
トの資格を取る。現在卸系花屋
のパート勤務と花の力の素晴らし
さを伝える活動をブログで展開
中。
https://ameblo.jp/aromanico2

Rosetta little garden（ロゼッタリト
ルガーデン）という活動名で、ハー
バリウム、フラワーアレンジメント、
花雑貨などの制作販売をしていま
す。ハーバリウムのワークショップ以
外にも、生花や造花やプリザーブド
フラワーのアレンジメントのワーク
ショップも可能です。

●H30　幼児期家庭教育学級（全５
回）第１回目ハーバリウム作りと資格取
得の経緯などのお話、ハーバリウム体
験教室
●R1 　桜をイメージしたハーバリウム作
り

FTI認定フラワーセラピストアドバイ
ザー、キットパスアート認定インストラ
クター、BerrysFlowerハーバリウム基
礎認定講師、中学校二種教員免
許（美術）、数秘プラチナバースデー
カラーセラピスト
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いけ花小原流家元教授　アグリクラ
フトインストラクター

いけばな歴50年になります

アグリクラフト、いけばな
児童センター、近所の子ども達、
老人ホームのボランティアをしてい
ます。

●R1　生花・アレンジメント（花）・アグリ
クラフト

フローリスト

1991年より花の仕事に就き、オラ
ンダとアメリカで花留学も経験す
る。
現在、店のない花屋「Atelier
Mooi Bloem」 代表、専門学校の
フラワー非常勤講師を務めてい
る。

生花・造花のフラワーアレンジメン
トや寄せ植えの講習

●H30　お正月花フラワーアレンジ講習
会
●R1　ガーランド講習会
●R2　ハーバリュウ講習会

フラワー装飾1級技能士、フラワー装
飾指導員免許、カットフラワーアドバ
イザー、花と緑のアドバイザー、新潟
市花育マスター

フラワーアレンジ講師

植物が好きで始まり、色々な事を
習いました。生花からやりだしてア
レンジメント、花の持つ癒しの心理
などを学び、今現在も勉強中で
す。

毎月、コミュニティハウスにてカル
チャーレッスンをしています。依頼が
あればどこにでも行き、希望に合
わせてフラワーアレンジメントを教え
るだけでなく、皆さんが楽しく癒され
る様に心がけて子ども、高齢者、
障がいのある方それぞれに寄り
添っています。

●R1　和風アレンジメントフラワー（プリ
ザーブド）、お正月用アレンジメントフラ
ワー（生花）

古流生花師範（松濤会）、日本フラ
ワー作家協会　フラワー心理セラピス
ト養成「プライマリー級」

国産紅茶・烏龍茶販売ピュアウー
ロンオーナー
新潟茶摘み倶楽部主宰

烏龍茶に関する知識や淹れ方講
習会、紅茶・烏龍茶作り講習会
開催

●H30　烏龍茶の楽しみ方
●R1　 秋葉丘陵お茶摘みトレッキン
グ、人と植物のかかわり　紅茶

農業

・リース作りをする。
・リースに向くドライフラワーや材料
をどの様に集め、どの様に使うのか
を小さな子や初心者にも分かりや
すく説明する。

●R1～R2　リース作り

ドライフラワーインストラクター、ハーブ
インストラクター
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41年前から茶道を学び、現在家
で教室をしております。また、裏千
家師範会に属し、様々な茶会に
参加協力しています。

すべての方対象に指導していきた
いです。

●R1　師の追悼茶会を燕喜館にて
行った。

茶道裏千家　助教授

フラワーアレンジメント講師

１９９８年から新潟市中地区コミュ
ニティセンターにて、フラワーアレン
ジメントサークル「花想い」を主宰。
幼稚園・小中PTA主催行事など
地域での講師経験多数。

実技はもちろん花のもつ不思議な
力には「癒し」の効果もあります。フ
ラワーセラピストとして、最近は高
齢者、子育てママや子供の指導
の依頼も多数。生花・プリザーブ
ド・ドライ・ハーブ・アーティフィシャル
フラワー（造花）と幅広い指導も可
能。

池坊師範　フラワーライフセラピスト
花育士

料理教室主宰、講師
公民館での男性料理教室講師
子供わくわくランドクッキング担当

料理教室講師
男性料理教室講師
わくわくランドクッキング担当
企業の商品開発

介護食士３級
フラワーアレンジメント

華道教授、新潟県・市華道連盟会
員

華道教授歴25年余
アグリクラフト指導10年余
小学校クラブ活動10年
街づくり活動30年

華道・アグリクラフトともに地域・年
齢問わず
クロスパルにて月2回第2・4水曜に
華道教室開催
クロスパルにて月1回定例アグリク
ラフト活動

●H30　小澤家にて「お正月飾り」「お
雛様飾り」
●R1　稲穂でつくる花飾りのリース
●R2　茶華道クラブ年4回

小原流一級家元教授・クラブ活動
ボランティア・にいがたアグリクラフトイ
ンストラクター・街づくり活動・にいがた
「なりわいの匠」

華道家元池坊華道教授

生涯学習、公民館、JA婦人部、
地域の茶の間サロン等、小学校
親子教室や保育園、老人施設、
簡単に出来る器を作ったりして伝
統文化の継承と仲間作りを続け
ています。地域の文化祭に参加し
たり、郵便局やJA等行事の花
で、地域の人々に喜んでもらって
います。

身近にある花材を使って、各人思
い思いの作品を自由花にしたり、
又池坊本来の伝統花を基本か
ら、わかりやすく、丁寧に教えます。
終わったあとのおしゃべりと一服が
最高と言ってもらいうれしいです。
みなさん熱心にお稽古に励んでい
ます。

●R1　正月花
●R1～R2　「楽しくお話しながらミニの
花」（月1回）
●身近にある花材を使って生ける

池坊立花、生花、（新風体含む）自
由花の指導
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フローラ・ファイン主宰、フラワーデザイ
ナー、ローヤルフラワースクール正教授、
日本苔技術協会苔玉インストラク
ター、新潟市花育マスター、新潟県都
市緑化センター花と緑のアドバイザー

フラワーアレンジメント教室講師歴
約20年。苔玉インストラクターとし
て5年の活動。
現在、新潟日報カルチャースクー
ル、JEUGIAカルチャーセンターな
ど、新潟市内7教室でフラワーアレ
ンジメント、苔玉作り、苔テラリウ
ム、フラワーコーディネートの指導を
している。

生花、プリザーブドフラワー、アート
フラワーなどのフラワーアレンジメン
ト教室、苔玉教室・苔テラリウムの
指導、各種イベントのフラワーコー
ディネート。小学生向けのフラワー
アレンジメント教室も開講中。一
般企業の講座や新潟市花育マス
ターとしてPTA、町内会、公民
館、老人施設での単発講座も担
当。

●R1　アートフラワーで作る秋のリー
ス、苔玉作り
●R2　苔テラリウム（園芸講座）

ローヤルフラワースクール正教授
日本苔技術協会苔玉インストラク
ター


