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2 0 1 8 年 度 事 業 報 告
（2018年４月１日〜2019年３月31日）

概　　況

創立以来、フラワーデザインの普及、技術の向上、国際交流活動、社会貢献活動を精力
的に行ってまいりました。会員の皆さまにおかれましては、フラワーデザインを通したさ
まざまな事業へご協力いただき、誠にありがとうございました。
日本最大級のフラワーデザインコンテスト「日本フラワーデザイン大賞2019」を2019年
２ 月23〜24日の ２日間、みやこめっせ（京都市勧業館）で開催、「第14回NFD全国高校生
フラワーデザインコンテスト」を併催いたしました。６部門300作品を超える展示が行われ、
大盛況のうちに終了いたしました。事業スタッフとしてご協力くださった皆さまに心より
感謝申し上げます。
5年目となる盲学校の生徒の皆さまに花に触れていただく「花の宅配便事業」は、全国

の28校で実施しました。回を増すごとに、参加される生徒の皆さまもフラワーデザインを
楽しみにしてくださり、前回よりも花のあしらいが向上しているなど、ボランティアとし
てご協力いただいた皆さまも異口同音に感動しておりました。
新たに記念日登録した「NFD花の日」は 4年目となり、NFDの設立総会が行われた12
月10日またはその前後に、全国のNFD会員の皆さま一人ひとりが、それぞれの地域で花
に気持ちを託してお届けする事業として徐々に浸透しております。お花を通じて多くの
方々に喜びと癒しのひとときを与える社会貢献事業として少しずつではありますが広がり
をみせております。
フラワーデザイナー資格検定試験は、昨年 4月より新たな内容に移行いたしました。こ
れまで以上に受験しやすく、より適正な審査が行われる試験となりました。
ディプロマ事業は 5つのコースとして定着してまいりました。今後はインストラクター
登録をされたフラワーデザイナーによる、ますますのフラワーデザインの普及に期待が寄
せられます。
NFDはこれまでの歴史を大切にする一方、未来に向けてますます社会に対しPRを強化
し、フラワーデザインが彩る、豊かな生活をますます普及できますよう、さまざまな取り
組みを行います。
皆さまのご理解とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

… 理事長　河　合　　　透
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各部・委員会報告

部会
総務部（花の図書委員会を含む）＜部長：大脇典子／担当理事：林喜久江＞
諸規程「功労者表彰規程」「業務執行理事規程」「役員候補者選挙運動に関する内規」

「代議員選挙における注意事項」「選挙管理委員会規程」「NFD講師規程」「特別会員規程」
を現状に沿うよう修正しました。また、法改正に対応するため職員の就業規則等を修正
したほか、職員に関わる規程類の中で監査人からの指摘箇所の修正案を作成しました。
協会が台湾限定で認定しているＦマーク資格および技術レベルを証明する海外資格の有
資格者の当協会の中での位置づけを確認し、海外在住の正会員の正会員としての権利・
義務も検討しました。その他、全会員が所属しているWAFA（世界フローラルアーティ
スト協会）の定款の日本語訳を作成したほか、他団体より依頼がある後援名義使用・賞
交付許可、コンテスト審査員派遣等を行いました。ハード面では、2000年より長年使用
してまいりました大阪研修室を昨秋返却しました。
花の図書では、「フラワーデザイナー」の“本の虫”でのNFDライブラリーの蔵書紹介、
図書の閲覧、貸出サービス、寄贈受付も継続して実施しました。現在の蔵書数は、寄贈
本も含め3,094冊です。

会員数（2019年３月31日現在）… （人）
正　会　員

準会員 特別会員 賛助会員 合　計計 １級 ２級 ３級講師
国 　 内 19,724… 9,592… 4,377… 2,706… 3,049… 317… 220… 17… 20,278…
海 　 外 174… 47… 30… 29… 68… 1… 0… 0… 175…
合 　 計 19,898… 9,639… 4,407… 2,735… 3,117… 318… 220… 17… 20,453…
NFD講師の数（2019年 3 月31日現在）… （人）

北海道 東北 関東
甲信越 東京 中部 近畿 中国

四国
九州
沖縄 海外 合計

特別名誉本部講師 0… 0… 0… 0… 0… 1… 0… 1… 0… 2…
名誉本部講師 11… 24… 76… 53… 62… 97… 36… 40… 0… 399…
本 部 講 師 28… 55… 211… 104… 169… 197… 119… 80… 1… 964…
N F D 講 師 192… 460… 1,799… 970… 1,620… 1,620… 843… 724… 46… 8,274…
合 　 　 計 231… 539… 2,086… 1,127… 1,851… 1,915… 998… 845… 47… 9,639…

財務部（助成運営委員会を含む）＜…部長：的場ゆかり／担当理事：山下秀子＞
定期的に理事会へ予算執行状況及び決算予測を報告。公益社団法人として満たすべき
財務上の 3要件のうち、特に遊休財産の保有制限について注視し、財務状況の把握に務
めました。
また、前年度に「購買規程」及び「決裁権限表」の見直しを行ったことにより実務と
規定との乖離が改善されました。
年度予算作成について、スケジュール及び作成案を検討し、経営委員会へ提案しまし
た。
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2018年度「NFD…one… leaf… fund」は応募総数18件に対し、 8件の団体及び個人が助成
金事業を行ない、それぞれの地域・社会に貢献する活動がなされました。（合計205万円）
①植物保護活動　　　　　　　　　　　 1件（計…20万円）
②自然保護・環境保全の調査・研究　　 5件（計135万円）
③花や植物を通じた環境福祉活動　　　 ２件（計…50万円）

会員組織部＜部長：西村好正／担当理事：木村美智子＞
2018年度は、台風などの悪天候が重なった影響もあり、全国支部長研修会を開催しま
せんでした。予定されていた本部施策、支部運営などについての説明事項は、書面にて
お伝えしました。
「第18回全国障害者スポーツ大会」に贈呈するビクトリーブーケの制作を福井県で開
催。多くのボランティアの方の想いがこもった花束は、表彰式で多くのアスリートの笑
顔に一段と花を添えました。
公認校を対象とした事業では、京都で開催された「日本フラワーデザイン大賞2019」
に併せて公認校主宰者研修会を実施いたしました。
また、公認校応援事業を見直し、講習会事業だけでなく、プレゼント事業も対象とい
たしました。

広報催事部＜…部長：井野口守政／担当理事：上原真理子＞
2019年 ２ 月にみやこめっせ（京都市勧業館）にて「日本フラワーデザイン大賞2019」、「第
14回NFD全国高校生フラワーデザインコンテスト」を開催し、 ２日間で約5,500人の来
場者を迎えました。
NFDの次代を担う若手デザイナーによるデモンストレーション「New…Generations
〜若手デザイナーが創り上げる新しい花の世界〜」を静岡・松山・札幌・埼玉・沖縄の
5会場で開催、台風や地震などの自然災害により、 3会場で延期になるなどの影響があ
りましたが、 5 会場あわせて一般の方を含め519名の方々にフラワーデザインの魅力を
感じていただきました。
「第68回関東東海花の展覧会」では埼玉県支部がNFDブース展示と埼玉県特別展の一
部、体験レッスンを担当しました。フラワーデザインコンテストではトップの農林水産
大臣賞をブライダルブーケ部門でNFD会員が受賞しました。
会報誌「フラワーデザイナー」 5 回のほかに、フラワーデザイナー資格検定試験の
可能性を提案する応用編として、「Flower…Designer…Special…Edition」を発行しました。
これは今までにない本として、会員各位はもとより、各方面から好評を得て、NFDの
技術力を再確認する機会となりました。
対外的な広報活動としては、企業とタイアップした企画を展開。エーザイと協力した
カレンダーは、企業の会員に配布されることでNFDをより広くPRすることができ、わ
ずかなコストでNFD会員にも配布することができました。ブライダルイベント「ハナユメ」
での装飾や、TVではNHK・BSの「ザ少年倶楽部PREMIUM」、「武井壮のなんでも協
会」、CBCラジオ「丹野みどりのよりどりっ！」などにフラワーデザイナーを紹介し派遣。
メディアを通した広報活動を推進しました。
「日本フラワーデザイン大賞2019」では、さまざまなWebサイトや新聞、デジタルサ
イネージなどで情報を広く発信し、公募や入場者を誘導。また、テレビ局や新聞社の取
材を誘致し、KBS京都テレビ、中国中央テレビ、中国上海東方テレビのニュース番組
で放送され、京都新聞、読売新聞、伊勢新聞などでも報道されました。
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フラワーデザイナー資格検定試験についても、 春の習い事シーズンにあわせて
YouTubeや新聞で、ターゲットを絞った広告を展開しました。

資格検定部＜…部長：米川慶子／担当理事：渡辺紀子＞
資格検定部では、主にフラワーデザイナー資格検定試験に関わる事業を実施しており、

「フラワーデザイナー資格検定試験」、「審査研修会」、「NFD講師新規登録講習会」、「指
導者育成ゼミ」、「ディプロマ事業」、「審査員新規受験者のための研修会」、「審査員新規
登録選考会」の他、コンテスト審査員研修会では、オランダマスターフローラルデザイナー
を招き国際的な審査方法の 1 つとして今までとは違う作品の見方を学ぶ研修会を実施
し、「プロフェッショナルコース・構成理論」では、特に大切な「自然さの度合い」に
ついて深く掘り下げました。「資格検定試験普及講師登録選考会」では厳しい合格基準
のもと新たに１名が合格し資格検定試験の正しい技術の普及と向上に努めております。

技術研究部＜…部長：佐野純子／担当理事：今野政代＞
技術研究部では、資格検定試験と直接関わらない内容で、フラワーデザイナーとして
の技術向上や、知識・教養を深めることを目的とした講習会を実施しました。詳細は資
料書11ページからをご参照ください。また、ウルズラ・ヴェゲナー氏による講習会は、…
「日本フラワーデザイン大賞2019」の実施に伴い当初計画を一部変更して開催しました。
e ラーニングでは、多様なニーズに応えるために、新規講座を配信するほか、過去

の人気講座の視聴期間の延長も行いました。

委員会
国際交流委員会＜…委員長：河合透＞
2018年 8 月に、「ドイツフローリストリーチャンピオンシップ（DMF）」観覧、ウル
ズラ・ヴェゲナー氏特別レッスンとSNHF訪問などを含む、「NFDドイツ＆フランス
FLOWERツアー」を実施し、21名の方々が参加されました。11月には来年 ２月に開催
されるWAFAインド世界大会に興味を持っていただき、参加意欲を高めるためWAFA
インドコミッティより ２名の委員を招き、事前説明会とワークショップを開催しました。
また12月には中国・北京にて、年々増えゆく現地在住の会員の方々に向けて「フラワー
デモンストレーション＆ミニレッスン」を開催し、NFDへの理解を深め、帰属意識を
高めることができました。 ２月の「日本フラワーデザイン大賞2019」において41名の国
際友情展示出展者と、 8名のインターナショナルデモンストレーターが来日され、各国
の特色ある作品を披露いただくとともに、各団体との連携を強化することができました。
その他、台湾花芸家協会との交流としては、資格検定試験や講師新規登録講習会への
対応、総大会への役員出向、新試験対応の特別講習会を実施しました。

花とともに委員会＜委員長：白石由紀子＞
「卒業生応援プロジェクト」の後継事業として、全国各地でコサージ制作の指導を行
う事業を検討いたしましたが、実現に至りませんでした。一方、これまでに制作いただ
いたコサージの完成品を、ご希望いただいた岩手県、宮城県、福島県の小学校16校へ贈
呈いたしました。今後は新たな形でのフラワーデザインによる支援について、検討を進
めます。

「花の宅配便事業」は、全国に約70校ある盲学校の中で、28校よりご希望をいただき、
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ボランティアによりフラワーデザインの体験授業が行われました。 5年目を迎えた本事
業により、生徒の皆さんの成長もみられ、先生、生徒、保護者の皆さま、フラワーデザ
イナー（ボランティア）の関係者全員にとって楽しい事業となりました。ボランティア
としてご参加くださった皆さまに心より御礼申し上げます。

「NFD花の日」事業は、1967年12月10日に設立総会を行ったことを記念し、日本記念
日協会へ「記念日登録」を行いました。全国各地で福祉施設、学校等、さまざまな施設
へフラワーデザインをお届けする事業として、今回も12月10日を中心に行われました。
本部からも近隣の児童施設、介護施設等へ卓上クリスマスリースの贈呈を行い、たい
へん喜ばれました。今後の皆さまのさらなるご協力をお願いいたします。

資格検定試験基準改正委員会＜…委員長：河合透／委員：白石由紀子・米川慶子・岡桂子＞
フラワーデザイナー資格検定試験は2018年 4 月より改正実施されました。審査項目も
整理され、これまで以上に公正、適正な審査が行われるようになりました。受験のご指
導にあたられた多くの講師の先生方に御礼申し上げます。引き続き、適切なご指導をく
ださいますようお願い申し上げます。

特別委員会
コンプライアンス委員会＜…委員長：小山光子／委員：大脇典子・溝渕泰男・熊谷喜隆・

山﨑修＞
内部統制を図るため規程を見直し、規程に相談者保護制度を加えました。

花ファッション委員会＜…委員長：内山友樹／委員：畑吏江・石川すみえ・磯村信夫・…
清水啓司・山内誠・秋田洋子＞

シーズナルレッスンはウインター、スプリングをのべ ６会場で実施。また、「日本フ
ラワーデザイン大賞2019」での花ファッショントレンド展示や場内デモンストレーショ
ン、堺アルフォンス・ミュシャ館の協力による≪四つの花≫のパネル装飾展示を行いま
した。引き続きフラワーデザイナー誌上の「One…up…Design!」やNFDホームページでの「花
ファッショントレンド通信」、外部からの依頼によりディスプレーや会場装飾などでメ
ンバーを派遣するなど、内外でのトレンドの発信に努めました。また、3月末に花ファッ
ションデザインチームメンバー選考会を実施しました。

花検定運営委員会＜…委員長：小山光子／委員：河合透・内山友樹・白石由紀子・佐野純子＞
実施に向け、受験者の利便性や、植物に関する興味関心を喚起できる内容、広報手段
についても検討を重ねました。

資格認定委員会＜…委員長：河合透／委員：小山光子・内山友樹・白石由紀子・井野口守政・
西村好正・的場ゆかり・米川慶子・佐野純子・大脇典子＞

会員の再入会、公認校・分校新規登録、登録更新等の審査のほか、講師更新単位免除申請、
ディプロマ事業インストラクター登録、コンテスト審査員新規登録等の承認を行いました。


