
- 3 -

平 成 29 年 度 事 業 報 告
（平成29年４月１日〜平成30年３月31日）

概　　況

NFDは昨年、創立50周年を迎え、新たな半世紀に向かい、新たな歩みを進める年とな
りました。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。
創立50周年記念事業として、東京、名古屋、大阪、福岡の 4都市にて記念デモンストレー
ションツアーを行いました。東京会場ではNFDグランプリを併催、33名のフラワーデザ
イナーがそのデザイン、テクニック、表現等を存分に発揮した、将来につながる大会とな
りました。
東日本大震災の復興支援事業の「卒業生応援プロジェクト」は 6年目を迎え、最終回と
なりました。平成29年度は小学校313校へ、合計13,385個のコサージを贈呈、卒業生の胸
に飾られ、これからの明るい未来へと後押しするフラワーデザイナー各位の温かい思いを
お届けすることができました。皆さまのご協力に心より感謝申し上げます。
4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

27校で実施しました。内訳として、26校がフラワーアレンジメント教室、 1校が理科の授
業での実施でした。ボランティアとしてご協力いただいた皆さまに感謝申し上げます。
新たに記念日登録した「NFD花の日」は 3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です。お花を通じて多くの方々に喜びと癒しの一時を与
え、社会に向けてNFDの認知を願う社会貢献事業として徐々に拡がってまいりました。
NFD資格検定試験は、本部に先立ち新たな内容で10月より公認校試験として実施いた
しました。平成30年 4 月 1 日からは本部、公認校ともに完全実施となります。
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する一方、未来に向けて社会に対しこれまで以上に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、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＞
協会に他団体より依頼のあった後援、名義使用、コンテスト審査員派遣について調査、
承認、推薦をしました。また、本部入館者の安全を確保するために老朽化した本館エレ
ベーター、エアコン室外機の修繕をしました。総会でご意見をいただいた「国産花きイ
ノベーション」に協会が関わる方向性の是非を農林水産省に確認しました。協会業務の
適正を図るための内部諸規程を見直しました。
花の図書では、「フラワーデザイナー」誌上の本の虫での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3,068冊です。

会員数（平成30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 20,818  9,896  4,719  2,952  3,251  321  222  17  21,378 
海 　 外 124  39  15  19  51  1  0  0  125 
合 　 計 20,942  9,935  4,734  2,971  3,302  322  222  17  21,503 
NFD講師の数（平成30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 10  22  71  43  60  91  33  37  0  367 
本 部 講 師 29  57  231  110  171  207  124  87  1  1,017 
N F D 講 師 201  471  1,831  993  1,674  1,701  882  758  38  8,549 
合 　 　 計 240  550  2,133  1,146  1,905  2,000  1,039  883  39  9,935 

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＞
予算執行状況・決算予測を定期的に理事会へ報告し、財務状況の把握に務めました。
また、実務と規程のバランスを整えることや、予算の適正な執行を目的に「購買規程」
および「決裁権限表」の見直しを行いました。今後は、「会計規程」の見直しも検討し
ていきます。
年度予算作成について、スケジュールおよび作成案を検討し、経営委員会へ提案しま
した。
平成29年度「NFD one  leaf  fund」は応募総数19件に対し、11件の団体および個人が
助成金事業を行い、それぞれの地域・社会に貢献する活動がなされました。（計300万円）
①植物保護活動　　　　　　　　　　　 4件（計101万円）
②自然保護・環境保全の調査・研究　　 5件（計149万円）
③花や植物を通じた環境福祉活動　　　 2件（計 50万円）
※活動報告は「フラワーデザイナー」2018年6・7月号に掲載。
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会員組織部＜部長：西村好正／担当理事：木村美智子＞
平成29年 7 月から 8月にかけて、全国 7ヶ所で支部委員研修会を行い、本部施策説明、
支部運営について意見交換を行いました。
「第17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愛媛県で開
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。
公認校で実施する新試験制度の理解を深めていただくため、６月に特別説明会を、平
成30年１月に主宰者研修会を実施するなど、公認校の運営に関わる事業を行いました。
詳細は資料書11ページをご参照ください。

広報催事部＜ 部長：井野口守政／担当理事：上原真理子＞
平成29年度はNFD創立50周年イヤーとして記念事業を多く実施しました。パシフィ
コ横浜にて「日本フラワーデザイン大賞2017」、「第13回NFD全国高校生フラワーデザ
インコンテスト」を開催、50周年を記念し入場無料としました。また、東京・愛知・大
阪・福岡にて「創立50周年記念デモンストレーション」を実施。 6名のデザイナーによ
り花とともに歩んだ50年の感謝の想いをフラワーデザインで表現。東京会場では優れた
人材の発掘を目的とした「NFDグランプリ2017」をあわせて実施しました。
「第67回関東東海花の展覧会」では東京 5支部がNFDブース展示と体験レッスンを担
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会員が受賞するなどNFDから多数の入賞者を出しました。
広報関係では「フラワーデザイナー」を講習会やイベントの周知に活用する媒体とし
て、タイアップ企画などを実施し、会員向け情報誌としての充実を図りました。
50周年記念となる「日本フラワーデザイン大賞2017」において、テレビ朝日系列ドラ
マ「深層捜査 2」に全面協力し、日本フラワーデザイン大賞とNFDを大々的にPR。受
賞者がNHK山梨、TV山梨に出演、山梨や新潟で受賞者が地元新聞にて取り上げられ
る数も増えました。年末には、日本テレビ系列「正解のない問題」に協力。今までにな
い規模でのTV露出となりました。
『花fashion』は、NFD創立50周年イヤーにふさわしい企画を立案。秋号では和を特集し、
ＦＤ大賞とも連動し広報効果を訴求。一般読者への販売数も、回を重ねるごとに伸びて
います。

資格検定部＜ 部長：米川慶子／担当理事：渡辺紀子＞
平成29年度は、フラワーデザイナー資格検定試験、新試験対応・特別講習会、新試験
対応・審査研修会、NFD講師新規登録講習会、新試験対応・指導者スキルアップゼミ、
エキスパートゼミ、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を実施し
ました。
平成30年度からの新試験に向けて、できるだけ多くの方が参加しやすいよう全国各地
で新試験対応・特別講習会、新試験対応・審査研修会を実施しました。
NFD講師新規登録講習会、新試験対応・指導者スキルアップゼミ、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は、平成30年度からの新試験制度に合わせた
内容で実施しました。
フラワーデザイナーやホームページにて新試験の詳細を適宜掲載し、新試験制度へス
ムーズに移行できるよう努めました。
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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に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、知識や教養の醸成を図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９ページからをご参照ください。主にNFD講師以上を対象としましたが、若手講師
の育成も兼ねて 3級から参加できる事業も試験的に開催し、より幅広い層への普及を働
きかけました。
また、 e ラーニングを刷新し、無料講座を全会員向け、有料講座をNFD講師向けと
してきた流れから、多様化するニーズに応え、一般的な講座から専門的な講座まで、よ
り選びやすい内容にしました。レッスンを視聴するだけではなく、会員向けの中でも無
料で楽しんでいただける講座と、有料で技術を学んでいただく講座と、目的を分けて公
開しています。新たなファン層の獲得と、より充実した勉強の機会をつくり、公開期間
も延長し、長く楽しんでいただける講座としました。詳細は資料書10ページをご参照く
ださい。

委員会
国際交流委員会＜ 委員長：河合透＞
平成29年 6 月には、「第12回WAFA世界大会」がバルバドスで開催され、NFDから
は複数名が入賞を果たしました。駐バルバドス日本大使にもご来場いただきました。 9
月の「日本フラワーデザイン大賞2017」では、120名を超える方々を海外からお迎えし、
過去最多の58点もの国際友情展示作品が会場に並びました。また、同時開催の「NFD
インターナショナルデモンストレーション」では11名の海外のデザイナーを迎え、国際
色豊かな作品の数々を披露いただきました。国際交流パーティーには、NFD賛助会員
の方々にもご出席いただき、活発な交流が行われました。 2月には、「WAFAインドイ
ンターナショナルセミナー」がハイデラバードとコーチンの 2 都市で開催され、NFD
からは 9名が参加しました。
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＞
全国の会員が復興の想いを込めて制作したコサージを東日本大震災で被災した地域の
小学校へ寄贈する「卒業生応援プロジェクト」は、平成29年度で 6回目となり、当初の
計画通り最終回となりました。今年度も会員の多大な協力により、東北の小学校313校
へ13,385個のコサージを寄贈することができました。
本事業により、 6年間で、のべ1,885校の小学校へ83,070個のコサージを寄贈いたしま
した。

「花の宅急便事業」では、全国の盲学校でボランティア登録をして頂いた会員を中心に、
「花」を通して「花と遊ぶ」「花を学ぶ」ことを一緒に体験しています。盲学校の生徒さ
んとの交流を通じて、思いもよらぬ感性に出会う喜びを感じる事業です。平成29年度は、
全国約70校の盲学校のうち、27校で実施いたしました。

「花の日」昭和42年12月10日創立総会を行ったことで「NFD花の日」として全国の会
員の方、お一人お一人が福祉、介護施設、小児病棟や学校などさまざまな施設にフラワー
デザインを届けることが出来れば素晴らしい活動となると思います。
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資格検定試験基準改正委員会＜ 委員長：河合透／委員：岡桂子・米川慶子・白石由紀子＞
平成30年 4 月 1 日改正のNFDフラワーデザイナー資格検定試験について、スムーズ
な移行を実現するために、新テキスト発刊に向け、各テーマ詳細確認や、より適切な審
査方法の検討を重ねました。同時に履修手帳、学科問題集も移行に伴い、委員会で検討
しました。

特別委員会
助成審査委員会＜委員長：今西英雄／委員：土榮洋子・西山雄治・宮内泰之＞
平成30年度「NFD one  leaf  fund」は厳正なる審査を行い、応募総数18件に対し、採

用8件（計205万円）となりました。
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）
※詳細は「フラワーデザイナー」2018年4・5月号に掲載。

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・ 
山㟢修＞

法令遵守によって高い公益性を維持するため、昨年度新たに当委員会が設置され、初
の定例委員会を開催しました。規程を実際の運営に合わせて修正し、委員会としての今
後の役割を確認しました。

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」はスプリング、クリスマス、お正月をのべ 9会場で実施。ま
た、「日本フラワーデザイン大賞2017」でのトレンド展示や場内デモンストレーション、
平成30年 1 月に実施した「2018トレンドデモンストレーション」、「フラワーデザイナー」
誌上の「One up Design!」、NFDホームページでの「花ファッショントレンド通信」な
ど普段のレッスンや生活に取り入れやすい、トレンドの発信に努めました。

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＞
平成29年度は過去 3回の検定結果を踏まえ検定内容を見直す検討期間とし実施は休止
としました。

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他、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。


