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概　　況

世界的規模で拡大を続ける感染症により、予定しておりました多くの事業が中止、延期
となりました。フラワーデザインの普及活動を中心とする本会にとって、人々が集うこと
ができないという苦渋の状況が続き、会員の皆さまが楽しみにされていた講習会等にご参
加いただけない環境となりましたことを心より残念に思っております。
こうした状況の一日も早い収束と、その後の花による豊かな生活の復興をめざし、全国
のフラワーデザイナーが一丸となり、花を通じて社会に貢献できる環境を整えてまいりた
いと思います。
7年目となった「花の宅配便事業」は全国の盲学校等に通う方々の授業の一環として、

生の花に触れていただく事業です。コロナ禍で中止となった学校もございましたが、全国
の23校、252名の生徒の皆さまにフラワーデザインなどを楽しんでいただくことができま
した。ボランティアとしてご協力いただいた各地域のフラワーデザイナーの皆さまに心よ
り感謝申し上げます。
3 月には「第16回NFD全国高校生フラワーデザインコンテスト」、「NFDグランプリ

2021」を開催いたしました。リアルでご観覧いただくことはできませんでしたが、グラン
プリの最終競技の様子はYouTubeチャンネルでお楽しみいただくことができます。
感染症拡大の影響により、本会以外が主催する事業も中止が相次ぎました。10月に鹿児
島で予定しておりました「全国障害者スポーツ大会」が延期となりました。ビクトリーブー
ケの制作をご希望くださったボランティアの皆さまに心より御礼申し上げます。今後も、
パラリンピアンの活躍を花で後押しする支援活動を続けていきます。
1月に開催予定だった「関東東海花の展覧会」も中止となってしまいました。
2021年に延期となりました東京オリンピック・パラリンピックに関し、NFDとしても、
さまざまな場面でフラワーデザインを楽しんでいただけるよう活動を継続いたします。
これまでの半世紀を超える歴史を大切にする一方、劇的に変化する社会へ、花と暮らす
喜びを伝えるために本会はさらに前進いたします。閉塞感漂う現在の社会に対し、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。
皆さまのますます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　井野口　守政



各部・委員会報告

部会
総務部（花の図書委員会を含む）＜部長：佐野純子／担当理事：副島正英・斯波直美＞
新型コロナウイルスの流行と感染防止対策の一環として、理事会や部・委員会等の会
議については、ほぼ全てリモートにより実施しています。職員の勤務体制も在宅勤務を
増やし、そのための設備を整えました。第58回定時総会では極力委任状や書面での議決
権行使をお願いし、出席者を最小限にとどめたうえで開催しました。また、コロナ禍で
本部・支部事業が十分に実施できないことを踏まえ、NFD講師・本部講師の更新単位
数を半減するなどの緩和措置を取りました。この緩和施策とは別に、単位取得機会を増
やすと同時に公認校の活性化を図る目的で、NFD講師の更新単位に公認校でのレッス
ン受講単位を含められるようにしました。
その他、引き続き法令や現状に応じた諸規程の改正、整備をはじめ、他団体からの後
援等の申請、賞交付申請、審査員派遣申請に関する審査を行いました。また、本部事務
所の雨漏り修繕に伴い、建物脇の敷地を土間コンクリート施工しました。
花の図書委員会では、会報誌「フラワーデザイナー」の“本の虫”での蔵書紹介を行
い、協会サイトにて蔵書一覧やサービスの概要を紹介しています。現在の蔵書数は、寄
贈本も含め 3 ,086冊です。2020年 5 月に緊急事態宣言が解除となってからは、宅配便に
よる貸出と寄贈受付を再開しています。

会員数（2021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 17,051… 8,606… 3,834… 2,322… 2,289… 277… 145… 16… 17,489…
海 　 外 187… 55… 25… 38… 69… 1… 0… 0… 188…
合 　 計 17,238… 8,661… 3,859… 2,360… 2,358… 278… 145… 16… 17,677…
NFD講師の数（2021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… 1… 0… 0… 1… 0… 1… 0… 3…
名誉本部講師 12… 26… 81… 54… 64… 105… 40… 42… 0… 424…
本 部 講 師 25… 47… 201… 96… 148… 164… 99… 64… 1… 845…
N F D 講 師 167… 415… 1,659… 870… 1,425… 1,415… 755… 629… 54… 7,389…
合 計 204… 488… 1,942… 1,020… 1,637… 1,685… 894… 736… 55… 8,661…

財務部（助成運営委員会を含む）＜部長：上原真理子／担当理事：内山友樹・森万代子＞
予算執行状況及び決算予測を定期的に理事会へ報告し、特に遊休財産の保有制限につ
いて注視しています。年度予算作成については、集計スケジュールと集計方法、集計結
果を経営委員会へ提出しました。
また、2020年 5 月より年会費を含むほぼ全ての請求について、会員専用Myページよ
り払込票での支払いからクレジットカード決済に変更ができるように機能改修を行いま



した。
助成事業「NFD…one… leaf… fund」は目的や効果、事業の継続について見直し中のため
募集を休止しました。

会員組織部＜部長：加藤浩美／担当理事：沢田真理・副島正英＞
4月の緊急事態宣言発出を受け、支部総会を含む会員向けの支部事業を中止または延

期としましたが、長引く感染症拡大状況により、最終的に12月まで延期しました。 1月
より各支部の状況を踏まえ開催しています。
全国支部長会議は、新型コロナウイルス感染症防止対策のため参加人数を減らし、
2020年10月から11月にかけて全国 5ヶ所で実施。本部施策説明、支部会計処理の説明、
および支部運営について意見交換を行いました。
10月に鹿児島県で予定されていた「第20回全国障害者スポーツ大会」に贈呈する花束
の制作事業は、感染症拡大防止のため、2023年に延期となりました。
公認校意見交換会は、公認校の考えを協会施策に反映させるため、全国 7ヶ所での開
催を予定していましたが、感染症拡大防止のため2021年度に延期としました。
その他、新型コロナウイルス感染症拡大により疲弊している社会に対し「今だからこ
そ、花を力に」をキーワードに、フラワーデザインのもたらす彩りと季節感、自然の恩
恵が、人々に潤いのある生活と活力を与えると考え、初心者を対象とした講習会の花材
費（一部）助成を行っています。
公認校応援事業も、引き続き講習会およびプレゼント事業を対象として実施しました。

資格検定部＜部長：白石由紀子／担当理事：沢田真理・斯波直美＞
フラワーデザイナー資格検定試験に関わる事業、「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」、「審査員新規受験者の
ための研修会」を実施しました。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「構成理論」、「コンテスト審査員研修会」、

「審査研修会（大阪）」、「ベーシックマスターコース」以外の「インストラクター講習会」、
「ディプロマコーススペシャル講座〜応用編」は延期または中止となりましたが、「審査
研修会（東京）」、「審査員新規受験者のための研修会」、「指導者育成ゼミ 1級編（東京）」
をオンラインで実施しました。資格検定に関わる講習会では初めての試みでしたが、オ
ンラインに合わせて研修の方法を変え、参加者の多くから理解しやすかったとの感想を
いただきました。

事業部＜部長：渡辺紀子／担当理事：的場ゆかり・鶴見有子＞
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、上半期に計画されていたほとんどの講
習会を開催中止としました。
感染状況を考慮してNFDで初めての試みとして開催した「生花で楽しむフローラル・
アクセサリー（オンライン講習会）」では、多くの方が自宅にいながらPCの画面を通
して制作し、講評を受ける新しいスタイルを体験しました。
「NFDグランプリ2021」は感染状況を鑑み、 2月末の開催を 3月27日〜28日に延期し
NFD花ファッションハウスで行いました。今回は観覧者を入れない条件での開催のため、
最終競技の様子をYouTube上でライブ配信しました。



広報部＜部長：今野政代／担当理事：内山友樹・木村美智子＞
4月の年度初めには、初めての緊急事態宣言の中、「今だからこそ、花を力に」のスロー

ガンをつくりあげ、全国版の新聞広告として掲載。会報誌でも紹介し、多くの会員の方
から共感を得るメッセージをいただき、公認校のプロジェクトの名前にも使用されまし
た。
会報誌「フラワーデザイナー」は前年度に引き続き偶数月に発行。コロナ禍で事業中止・
延期が続く中、会員へメッセージを発信し続けることに注力しました。カレンダーは 2
年続いたコラボレーションがなくなりましたが、独自にポスター風のカレンダーをテー
マに製作し付録として配布。2021年 2 - 3 月号は、日本フラワーデザイン大賞が中止となっ
たため、入賞作品集の代わりに、スペシャルエディションを発行。ダブルインフィニティ
をテーマに撮りおろしを含めた作品集としました。
10月には、NFDの長い歴史の中でも初めてとなるグランドオペラ『トゥーランドット』
に参加。衣装に付随したフラワーデザインとウェルカムフラワーで総合芸術の最高峰と
いわれる世界に足を踏み入れました。コロナ禍で久しぶりの上演となったオペラ公演は
早々に満席となり、各地で大好評を得ました。

委員会
国際交流委員会＜委員長：井野口守政／委員：的場ゆかり＞
2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大により、海外を対象とする事業については
行うことができませんでした。本来であれば、今年の 3月14日〜24日にニュージーラン
ドにて「WAFAインターナショナルセミナー」が開催される予定でしたが中止となり
ました（同国オークランドにて2023年 3 月開催予定であった「第14回WAFA世界大会」
は2024年に延期とされています）。
台湾花芸家協会との交流では、資格検定試験については役員出向を行わずに実施され
ましたが、講師新規登録講習会と総大会については中止となりました。

花とともに委員会＜委員長：佐野純子／委員：木村美智子・鶴見有子＞
「花の宅配便事業」は、ボランティアや各団体、企業の皆さまのご協力により、コロ
ナ禍においても、教室を分散するなど感染症対策を講じて23校で実施することができま
した。本事業は 7年目を迎え、多くの学校では子どもたちの豊かな情操を育む年間行事
として定着してきています。2020年度は、さまざまな学校イベントの中止を余儀なくさ
れていた中での本事業実施に、学校や生徒の皆さまより感謝や心温まるメッセージなど
をいただきました。また、子どもたちに花の世界の驚きや発見を伝えられる活動に、花
を愛するボランティアの皆さまから嬉しい声も多数寄せられました。

2018年に発生した自然災害の被災地域である北海道、岡山県、広島県、愛媛県の中学
校などに、卒業生の胸を飾るコサージを寄贈する「卒業生応援プロジェクト」を実施し
ました。NFD…からの申し出を快諾してくれた 9校へ合計378個のコサージを寄贈しまし
た。被災時中学 1年生だった生徒の皆さまは、被災後も新型コロナウイルス感染症拡大
に見舞われるという多難な学校生活を余儀なくされており、学校の先生のやるせなさも
計り知れないものでした。今回は、コサージの制作から送付までを寄贈先の学校に近い
公認校に依頼しました。その心のこもったコサージに、各学校からは、感謝の手紙と、
コサージを胸にした卒業生のはじける笑顔の写真が届きました。



NFDが設立総会を行なった12月10日を記念日とした「NFD花の日」は、花を愛する
人々が思いを託した花を贈りあう日として制定し、NFDではこの活動を広げています。
「それぞれの“ありがとう”」をキャッチフレーズに、多くの皆さまにより全国各地で福
祉施設や学校など、さまざまな施設へフラワーデザインをお届けいただきました。本事
業の活動内容を贈り先の方に説明していただくためのチラシもホームページに用意する
など、活動していただきやすい環境づくりも行いました。本部からは、近隣の児童施設
や介護施設などへクリスマスのリース風アレンジメントを贈り、コロナ禍での癒しになっ
たと大変喜ばれました。毎年この花を心待ちにしている方も多く、活動の輪が広がって
います。

2020年に予定されていた東京オリンピック・パラリンピックの開催が2021年に延期に
なりましたが、フラワーデザインによる支援を引き続き行えるように準備を進めてきま
した。その折には、皆さまのご支援、ご協力が必要となりますので、どうぞよろしくお
願い申し上げます。
また、パラリンピックサポートセンターを中心とした国内でのパラスポーツ大会の表
彰式で使用するビクトリーブーケの贈呈につきましては、大会中止により実施されませ
んでした。

資格検定試験基準改正委員会＜…委員長：井野口守政／… …
委員：白石由紀子・今野政代・西村好正＞

コロナ禍のため委員会としての単独の開催はなく、オンラインでの三役会などの際に
新しい生活様式に対応すべく資格検定試験制度について検討しました。

花ファッション委員会＜…委員長：井野口守政／… …
委員：畑吏江・石川すみえ・磯村信夫・清水啓司・伊藤史江＞

「シーズナルレッスン」の「クリスマス」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため
中止、2021年 3 月の「スプリング」は一部日程を変更し、受講人数を定員の半分以下に
するなどの感染予防対策を講じたうえで実施しました。また、コロナ禍でもトレンドを
お楽しみいただけるよう会員専用ページにて無料動画を 2本配信しました。
会報誌「フラワーデザイナー」誌上の“花ファッショントレンドArts…＆…Crafts”やホー
ムページでの「花ファッショントレンド通信」などで花ファッショントレンドを発信し
ました。
また、花ファッションデザインチーム内のトレンドの共通認識を図るための勉強会を
実施しました。

花検定委員会＜委員長：白石由紀子／委員：井野口守政・今野政代・西村好正＞
将来的な花の検定の実施に向けて、まずは花や植物への興味を喚起することを目的と
して、ホームページにちょっとした時間でもスマートフォンなどで楽しめる「花・植物
クイズ」コーナーを設け、広報活動とその分析を行いました。

デジタルPR委員会＜委員長：西村好正／委員：森万代子＞
昨年度は、コロナ感染症拡大をきっかけに、SNSなどのツールを使った情報の発信の
あり方とその有用性を認識させられた年となりました。花やフラワーデザインの魅力を
一般の方へも広く伝えるため、SNS（Facebook、Instagram、Twitter）とYouTubeを



通して、「アクセサリー」動画 9本、講師に撮影協力いただいた「ENJOY…HOME…with…
Flowers」動画14本を配信しました。季節のイベントをテーマとしたレクチャー動画 3
本を会員対象として配信しました。また、花を愛する皆さまで花の力を借りてこのコロ
ナ禍の大変な状況を乗り越えていこうと呼びかけ、「#NFD花の力」をつけてSNSに投
稿していただいた中から素敵な作品などをシェアしました。会員の方からのメッセージ
と作品写真はSNSでご紹介させていただきました。また、メールマガジンを16本配信し、
花に関する情報発信やNFDのイベント情報などのPRに努めました。

資格認定委員会＜…委員長：井野口守政／委員：白石由紀子・今野政代・西村好正・… …
上原真理子・佐野純子・加藤浩美・渡辺紀子＞

正会員の再入会、公認校（分校）および講師資格の新規登録、講師更新単位免除、ディ
プロマ事業インストラクター登録、資格検定試験およびコンテスト審査員の新規登録等
の承認を行いました。
その他、2020年度はコロナ禍による対面でのレッスンが実施できない状況に対応し、
資格検定試験受験や修了証取得等に際して必要な単位取得をオンラインレッスンでも可
能とするための検討を行い、ガイドラインを策定しました。

コンプライアンス委員会＜…委員長：西村好正／… …
委員：佐野純子・山﨑修・出口晃・熊谷喜隆＞

コンプライアンスに関連する相談・連絡への対応について協議を行い、関連規程の確
認を行いました。


