職藝未来塾 Ｃ職藝キャリアアップ塾

職藝未来塾 エコロジカル・ガーデニング2019
専門学校職藝学院では、一般の皆様を対象にした「職藝未来塾」を開講しています。
「エコロジカル・ガーデニングコース」では、農薬や化学肥料を使わず、花壇植物や庭園で生きる
生き物たちと共生できるガーデニングの科学的な理論、花壇実習を通しての土作り、栽培管理、
開花を長く楽しむ手法等を学ぶことができます。
特に、宿根草ガーデンについては生態的な考え方でデザインできるようになるための基礎を
学びます。総合的に基礎から応用までを学びますが、特定の科目だけを受講する事も可能です。

エコロジカル・ガーデニングコース２０１９
エコロジカル・ガーデニングコース2019は５講座です。
好きな講座を受講できますが、他の講座を受講したことなどを条件とするものがあります。
全ての講座を修了された方に職藝学院からエコロジカル・ガーデニングコース修了証が授与されます。

① 宿根草のデザイン生態学栽培編 春 全7回 4/12〜

[講義・演習・実演]

申込受付

2/18〜4/5

② 花の庭づくりの科学

全3回 ４/26〜

[講義・実演・実験]

申込受付

3/5〜4/19

③ SLF花の散歩道ガーデニング

全6回 5/31〜

[実習]

申込受付

4/5〜5/24

④ 宿根草のデザイン生態学栽培編 秋 全4回 8/28〜

[講義・演習・実演]

申込受付

6/28〜8/23

⑤ エコロジカル･ガーデニング概論

[講義系]

申込受付

7/5〜8/30

●会場

全1回 9/6

職藝学院 開ヶ丘キャンパス（富山市開ケ丘43-1 とやまスローライフ・フィールド内）
職藝学院 東黒牧キャンパス（富山市東黒牧298）

●講師 職藝学院 教授

渡邉美保子（ガーデンデザイナー・宿根草庭園作庭家）

講座名
① 宿根草のデザイン生態学栽培編 春
＜内容＞春から夏に変化する宿根草の生態を観察しながら、栽培する場合に必要な管理の方法を学びます。
また、スケッチ記録により季節ごとの生態的な特徴を学びデザインできる観察力を学びます。

職藝学院宿根草花壇

● 受講対象：宿根草のデザイン生態学上級修了生
● 内容：講義・演習
● 日時：全7回
13：30〜16：15
① 4/12（金） ・宿根草の芽出しの時期とデザイン
・宿根草の株分けの方法
・宿根草の観察記録①
② 5/ 9（木） ・宿根草の苗の植栽方法
・宿根草の観察記録②
③ 6/6（木）
・開花調節とデザインその1
・宿根草の観察記録③
④ 6/20（木） ・開花調節とデザインその2
・宿根草の観察記録④
⑤ 7/3（水）
・梅雨の管理
・宿根草の観察記録⑤
⑥ 7/24（水） ・夏の管理
・宿根草の観察記録⑥
⑦ 8/7（水）
・観察記録の観察記録⑦
・観察記録のまとめ
● 会場：職藝学院 大研修室
● 定員：10名程度
● 受講料：21,000円 資料代：1,000円
（開ケ丘スローライフくらぶ会員は、受講料が500円引きになります）

講座名
②花の庭づくりの科学
＜内容＞有機無農薬での栽培方法を前提として、土壌改良の方法、苗を植え付ける際のポイント、
園芸植物を長く楽しむための栽培技術など講義と実演をとおして学びます。
● 受講対象：一般
● 内容：講義・実演
● 日時：全3回
① 4/26（金）

② 5/10（金）

宿根草ガーデン：職藝学院

※③ 5/31（金）

会場：職藝学院（富山市東黒牧298）
時間：13：30〜16：30
・土壌改良の方法
会場：職藝学院（富山市東黒牧298）
時間：13：30〜16：30
・簡易土壌ＰＨ検査（自宅の庭の土持参）
・有機質肥料の使い方
会場：とやまスローライフ・フィールド

（富山市開ケ丘43-1）
※会場が異なりますのでご注意ください。
時間：13：30〜15：30
・植栽後の水やりを軽減する苗の植栽方法
・切り戻しの科学
● 定員15名程度
● 受講料：8,000円
資料代：500円
（開ケ丘スローライフくらぶ会員は、受講料が500円引きになります）

講座名
③ とやまスローライフ・フィールド 花の散歩道ガーデニング
＜内容＞とやまスローライフ・フィールドでの一年草の花壇作りや手入れなどを学ぶ実習です。
富山で育つ丈夫な一年草を組合せて、植物にも、世話をする側にとっても無理なく
栽培する技術を紹介します。
無理のない方法でガーデニングを楽しむエコロジカルガーデニングの基礎を学びます。

富山で育つ一年草の苗の植栽
：とやまスローライフ・フィールド

● 受講対象：一般
● 内容：実習
● 日時：全６回 9：45〜11：15
① 5/31（金） ・一年草の苗の植栽
② 6/28（金） ・切り戻しその1
③ 7/26（金） ・切り戻しその2
④ 9/ 6 （金） ・開花を伸ばす切り戻しその1
⑤ 9/27（金） ・開花を伸ばす切り戻しその2
⑥ 11/8（金） ・土壌改良
・春咲き球根と一年草の植栽
● 会場：とやまスローライフ・フィールド（富山市開ケ丘43-1）
● 定員30 名程度
● 受講料：3,000円
開ケ丘スローライフくらぶ会員受講料無料講座（入会金１年間3,000円）
こちらの講座のお申込みは、とやまスローライフ・フィールド事務局まで。
（TEL：０７６-４１１-４４０１）
会員特典は、3,000円以上のエコロジカルガーデニング講座を受講する
場合に500円の割引があります。

講座名
④宿根草のデザイン生態学栽培編 秋
＜内容＞栽培編秋では、秋以降ゆっくりと開花を楽しむための開花の調節とデザインについて学びます。
春に引き続き、観察記録を取りながら秋の地上部の変化をまとめます。

● 受講対象：宿根草のデザイン生態学栽培編 春修了生
● 内容：講義・演習
● 日時：全4回 13：30〜16：15
① 8/28（水） ・開花調節とデザインその3
・観察記録⑧
② 9/25（水） ・開花調節とデザインその4
・観察記録⑨
③ 10/23（水） ・秋のお手入れ
・観察記録⑩
自然風な宿根草の組み合わせ

④ 11/13（水） ・観察記録のまとめ
・観察記録⑪
● 会場：職藝学院 大研修室
● 定員：10名程度
● 受講料：12,000円 資料代：500円
（開ケ丘スローライフくらぶ会員は、受講料が500円引きになります）

講座名
⑤ｴｺﾛｼﾞ
ｶﾙ・ｶﾞ
ｰﾃﾞ
ﾆﾝｸﾞ
概論
「自然から学ぶ宿根草の庭づくり」
＜内容＞エコロジカル・ガーデンデザインとは、自然をお手本にして庭園内の植物を生態的に組合せ、
る手法です。宿根草を中心に生態にもとづく庭園デザインの手法、有機質中心で土づくりを
することの重要性など、作庭事例を写真で紹介します。
● 受講対象：一般
● 内容：講義
・エコロジカル・ガーデニングとは
・手間ひまのかからない管理方法
・富山でおすすめの一年草と宿根草
●
●
●
●

日時：9月6日（金）
13：30〜15：30
会場：とやまスローライフ・フィールド交流館（富山市開ヶ丘43-1）
定員：２０名程度
受講料：2,000円

宿根草のボーダー花壇
：とやまスローライフ・フィールド

＜開ケ丘スローライフくらぶ会員について＞
・開ケ丘スローライフくらぶ会員は、年会費3,000円です。受講料が3,000円を越える講座で500円割引と
なります。お申込み・お問い合わせは、下記のとやまスローライフ・フィールド事務局までお願いします。
・開ケ丘スローライフくらぶ会員は、「とやまスローライフ・フィールド花の散歩道ガーデニング」の受講料は
無料です。

＜申込み・問合せ先＞
職藝学院 「職藝未来塾 公開講座」事務局
〒930-1298 富山県富山市東黒牧２９８
TEL（076）483−8228
FAX（076）483−8222
ＵRL：http://www.shokugei.ac.jp
e-mail：info@shokugei.ac.jp
エコロジカル・ガーデニング担当：渡邉

＜「開ケ丘スローライフくらぶ会員」のお申込み・お問合せ先＞
とやまスローライフ・フィールド事務局
〒931-0157 富山県富山市開ヶ丘４３−１
TEL（076）411−4401
FAX（076）411−4402
ＵRL：http://satoyama-club.org/
担当：山﨑
●講師プロフィール
職藝学院教授・職藝基礎研究センター研究員、ガーデンデザイナー、宿根草庭園作庭家。東京農業大学農学部農学科卒業。
英国王立園芸協会ウィズレーガーデン園芸学校卒業。ウィズレーガーデンでの園芸留学中は、樹木、低木、草本類、
宿根草花壇などの植物管理、ガーデンに植栽する苗の栽培、ガーデンデザイン、植物病理学等を実践を通して学ぶ。
英国留学中に、植物を生態的に組み合わせて持続的な植栽デザインを行うドイツの宿根草庭園の手法を知りその研究を
行う。 帰国後は、自然生態を手本に低管理で維持できる宿根草の植栽デザインを公共や個人の庭園で実践。
植物を生態的に組み合わせ、 植物と人に無理のない植栽デザインを造園に取り入れ庭園設計・施工を行う。
富山県総合運動公園フラワーボランティア花壇、とやまスローライフ・フィールド花の散歩道ガーデンなど作庭管理中。
富山県景観アドバイザー。「花と緑の銀行だより」にて『富山で楽しむ宿根草』を連載中。

