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第01号はなふくはなふく新聞新聞

令和 2 年度、名古屋港ワイルドフラワーガーデンブルーボネットで始動したはなふくプロジェクト。
今回は春夏秋冬を通してどんな活動をしてきたか一気にお伝えします♪

■春、まずは建物管理から
　日常清掃を名古屋市内の清掃経
験のある福祉施設４事業所（Ａｂ
ｂｅｙ様、ｂｅｉｎｇ桜山様、マ
リンハート様、名古屋ライトハウ
ス）で集まり、マニュアルやシフ
ト、事業系ごみの分別など打ち合
わせをしました。

■まさかの閉園…
　いざスタート！と思った矢先、いきなり愛知県に緊急事態宣言
が発令され、ブルーボネットは４月５月閉園となりました。ポ
ジティブに考えを切り替え、開園に向けて２か月実地研修を入
念に行いスタートできました。

■愛知県花卉温室園芸組合連合会様と
　　　　　　　　　　　アジサイイベント
　待ちに待った開園、愛知県花卉温室園芸組合連合会様とコラ
ボしてアジサイイベントを実施。福祉施設２事業所（Abbey様、
名古屋ライトハウス）が花植え活動（６
月５日）を、装飾アートづくりが得意な
生活介護事業所（作業所えがお様）にア
ジサイアートで参加しました。

■里山・福祉花壇
　５月下旬、農学部学生さんと特別支援学校高等部時代の農園
芸経験を活かし、南側エリアのテーブル花壇にサフィニアを、里
山エリアでは地域の親子さん、ぜんしん保育園の子どもたち、名
古屋ライトハウスがサツマイモを植えました。サツマイモは植
えて根がつくまでが勝負、秋まで週に数回維持管理作業も続け
ることにしました。

■チラシ発送、コストダウン
　夏に向けてＰＲする活動もお手伝いできると思い、チラシ発
送準備、交通局への配送にチャレンジ。１日で12駅配るのは大
変ですが、達成感があること、昨年までよりコストダウンにな
るということがわかり続けることにしました。

■えがおアート（夏）
　再び作業所えがおさんにアートを依頼、
コロナに負けないというメッセージをこ
めて力強いひまわり夏アートを作ってく
れサニーハウスを飾ってくれました。

■押し花しおり
　スタンプラリープ
レゼントの押し花し
おりにも挑戦。ビオ
ラやアジサイのしお
りはお客様にもかわ
いいと好評と聞きと
ても嬉しかったで
す。

■里山・サツマイモ豊作♪
　　　　　　　　　焼きいもパーティー
　10月26日、暑い夏もこつこつ水やり草取りをしてきた里山エ
リアで芋ほり。思った以上の豊作で焼きいもパーティーをしま
した。掘ったばかりより天日干しをしてしばらく熟成。焼き芋
機をレンタルしてできた焼き芋の味はとても甘く格別でした。来
年はもっとたくさんの方にも食べても
らえるイベントをしたいと思います。
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■芸術の秋
　アートでみなさんに力を貸してもらい
ました。えがおさんがアートで大活躍、
かわいいハロウィン作品と大人の秋アー
トを制作してくれました。

　そして天白区自立支援協議
会のみなさまが毎年開催して
いる『天白アート展』の展示
場所としてサニーハウスを提
供。11月10日～23日、絵画や
オブジェなど力や思いのこ
もった作品がたくさん集まり
来園者のみなさんにもゆっくりご覧いただきました。

■知多の子ども等支援団体と落ち葉拾いイ
ベント

　11月８日、園芸福祉の仲間からの紹介でつながった知多エリ
アで子どもや生活困窮者の支援をしている支援団体とコラボイ
ベント。ものすごくたくさんの落ち葉をみんなで集めて里山エ
リアがきれいになりました。きれいになった後は、意見交換会。
農園芸体験や外出イベントは経験してもらいたいが、肢体不自
由のお子さんはしゃがむことが難しい、道具の扱いに不慣れさ
があるなど各団体で企画するには課題があることを知りました。
ブルーボネットに実際来ていただいたことで、しゃがめないお
子さんにはテーブルガーデンで花を植えることならできるので
はないか、園芸福祉士が道具の使い方などサポートできないか
など提案をし、一緒に考えながら来年度楽しい企画をできたら
いいなと思っています。

■ホワイトクリスマス・アート
　今年のクリスマステーマはホワイトクリスマス。そのテーマ
に合わせてえがおさんにアートを作っ
てもらいました。

■愛知県農福連携ＰＲ動画、冊子の取材を
受けました

　里山や福祉花壇の活動が愛知県農福連携のＰＲ動画や冊子で
取り上げていただくことになり、取材を受けました。いつも通

り作業をしなきゃと思いながらもドキドキ。とってもかっこい
い動画、冊子が後日出来上がりみんな喜んでくれました。

■ガーデン長インタビューにチャレンジ
　音声データの文字起こし作業に従事している名古屋ライト
ハウスの視覚障害チャレンジド２名が得意の聴く力をインタ
ビューデビュー。自分で取材から行うのは初めてでとっても緊
張してスタートしましたが、しっかり事前学習、準備していた
ため始まってみたらとてもスムーズに質問攻め。しっかり準備
してきたことをほめると、とてもうれしそうな表情を見せてく
れました。

○ずばりガーデン長に聞く！
～視覚障害記者のインタビューチャレンジ～

○記者Ａ：今回は『はなふく新聞』をつくるということでしたよね。
▲ガーデン長：はい。
○記者Ａ：ちなみに、それはどういう新聞なのですか？
▲ガーデン長：「はなふく」というのはフラワーの「はな」に幸福の「ふく」、ハッピー。
フラワーハッピーということで、「花を育てて幸せになりましょう」と。幸せと言っ
てもいろいろあるけれども、要は楽しくなればいいかなと。花を育てて楽しくな
ろうと。それも、一人ではなくて大勢でやると、さっき植えてもらったように、
お話しながら花を植えるともっと楽しくなるので、一人でやるよりもみんなと一
緒に幸せになろうという気持ちを伝えたいなということで、新聞で今日のような
活動の話とか花福の良さをみんなに知ってもらおうということでそういう新聞を
つくってブルーボネットに掲示してもいいし、ホームページに載せてもいいなと。
○記者Ａ：ちなみに、いつ頃からある新聞なのですか？
▲ガーデン長：これからです。
□記者Ｂ：まだまだスタートラインなのですね。
▲ガーデン長：もともと今日のような、みんなで花を植える活動をやっていて、活
動に参加してくれた人は「ああ、楽しかったな」と分かるのですけれども、参加
していないと伝わらないので、それをみんなに伝える手段として新聞というのを
つくって、読んだ人が「ああ、こんなこと楽しそうだな。私たちも参加してみた
いな」とか「これは自分たちもできるんじゃないか」とか、やってきたことを伝
えることをしていなかったのでこれから知ってもらうということを始めたいと思
います。
○記者Ａ：ありがとうございます。
□記者Ｂ：では、ここには 22種類ぐらいお庭があるというふうにホームページで見
させていただいたのですけれども、ガーデン長さんがその中で「これはお勧めで
す！」というものがあったら教えてください。特に気に入っているものがあれば。
▲ガーデン長：22のガーデンと言ってもいろんな種類があって、イングリッシュガー
デンというイギリス式のガーデンもあれば、ジャパニーズガーデンという日本式
の庭園もあるのですけれども、その他にもキッチンガーデンといって、キッチン
は台所という意味ですので、野菜をつくって、「今日の夕ご飯にこれをつくろうか
な」とかそのための野菜を植えるガーデンがあるのですけれども、それは大きな
畑ではなくて小さなガーデンです。場合によってはコンテナで、ベランダでもで
きるようなプチトマトとかありますよね。その、自分が育てた野菜を食べるとい
うのはやはり、苦労して育てた野菜を食べるのでより美味しく感じると思うので、
「そういうガーデンをつくったらどうですか？」ということでキッチンガーデンが
あるのです。なので、そのキッチンガーデンもお勧めです。プロがつくるような
立派なガーデンではなくても、自分たちが楽しめるガーデン。そういうのがキッ
チンガーデン。お弁当をつくるときに、トマトを切らしてしまったからぷちっと
とって入れるとか。
□記者Ｂ：軽い感じでですか？
▲ガーデン長：そうです。あと、バジルとか。あれなんかも簡単に育てられるので、
スパゲティとかつくるときにバジルを取ってきて刻んで入れるとか。

☜取材後の
　出来上がった
　リーフレットです。
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□記者Ｂ：もしかして、ローリエとかもあるのですか？
▲ガーデン長：今はちょっとないかもしれませんけれども、いろんな種類の野菜が
植えてあります。
　　あと、もう一つ今年新しくできたのがキッズガーデン。子どもたちが遊べるよ
うに、大きいお子様というよりも幼稚園とか小学校低学年の子どもたちが遊べる
ようなガーデンがありまして、そこには何があるかというとちょっとした小山が
つくってあって、斜面が滑り台になっています。
□記者Ｂ：芝生滑りですか？
▲ガーデン長：そうです。
○記者Ａ：気持ちよさそうですね。
□記者Ｂ：昔やりましたね。
○記者Ａ：草の上を転げまわるの楽しいですよね。
▲ガーデン長：段ボールか何かをお尻の下に敷いて滑る。あと、トンネルもあるの
ですよ。小山のところにくりぬいてあって、子どもがそこを探検できるようになっ
ています。
　　ここはせっかくのガーデンなので、子どもたちが今日のように花を植える体験
ができるテーブルガーデンがあります。
□記者Ｂ：書いてありましたね。
▲ガーデン長：そこは、本当の生き物の花ではなくてプラスチックでつくった花が
あるので、
○記者Ａ：造花というのですか？
▲ガーデン長：そうです。造花。だから、ちょっとむちゃしても大丈夫。生き物だ
とかわいそうだけれどプラスチックなので、植えて失敗しても大丈夫だし、いろ
んな人が交代で植え替えられるので、ガーデニングを体験できるようなコーナー
もあります。
□記者Ｂ：その、ガーデニングの体験にはこれまで何人ぐらいの子が…
▲ガーデン長：いっぱい来ていますね。お子様たちは。数えきれないです。
□記者Ｂ：保育園とか団体で来るのですか？
▲ガーデン長：家族連れが多いですね。お父さんとお母さんと子どもが来て、子ど
もがそうやって遊んでいて、砂場があるのですが砂場で飛行機の形をしたものに
砂を盛って砂の飛行機ができる。あと、スコップやシャベルも砂場においてある
ので、それで砂遊びができるように。
　　ちょうどそれがシーサイド、海側にあるのですよ。目の前が海になっている。
名古屋港の本当に隣にあって、そこから出ると名古屋港水族館が向こう側に見え
ます。水族館のドームがあるではないですか。あと、遊園地の観覧車がガーデン
ふ頭にあるのですけれども、それも見えます。ここは、海があって庭があるとこ
ろなので、ガーデンふ頭から水上バス、船でここに来ることもできるので船にも
乗れます。
□記者Ｂ：海があって自然もあっていいところですね。
○記者Ａ：自然を満喫できる場所ですね。
▲ガーデン長：魚が跳ねているところも見られます。
　だから、さっきのお勧めのガーデンと言うとキッチンガーデンとかキッズガーデ
ンですね。他はイングリッシュガーデンで、ジョンフルックスやロビンウィリア
ムズという、イギリスの有名なガーデンデザイナー、いろんな賞をたくさん獲っ
たような有名な人がデザインしたガーデンがあって、プロが見てもいいガーデン
もあります。
○記者Ａ：一般の人からもプロからも認められたいいガーデンですね。
□記者Ｂ：星五つですね。
▲ガーデン長：ありがとうございます。星五つ。ミシュランみたいですね。星五つ
になりたいですね。
□記者Ｂ：では、四つの季節の中でそれぞれ、田村さんが好きな花があったら教え
ていただけますか？
▲ガーデン長：やはり 1番は、春の最初の頃、まさに 3月・4月ぐらい、まだ少し
寒いぐらいの時期にちょうど、ブルーボネットが見ごろになるのです。
□記者Ｂ：だからそういう名前なのですね。
▲ガーデン長：そうです。「ブルーボネット」というのは花の名前で、ルビナスとい
う花の種類があって、それが青い花で、「ボネット」というのは帽子なのですね。
西部劇に出てくる女の人が被るボネットという帽子があるのですけれども、花の
形がその帽子に似ているのですよ。それが青いものですから「ブルーボネット」
と名付けられたルビナスの 1種があって、それをここではシンボルフラワーにし
ています。
□記者Ｂ：だからここの名前になっているのですね。
○記者Ａ：花の名前だったのですね。
□記者Ｂ、記者Ａ：初めて知りました。
▲ガーデン長：名古屋港にあるので名古屋港、ワイルドフラワーガーデン。「ワイル
ドフラワー」というのは自然の花なのですけれども、要はそんなに手入れをして
いなくても強いのですよ。ワイルドだから。「ワイルドだろう」というように。
○記者Ａ：懐かしい。
　全員：（笑い）
▲ガーデン長：そうです。強いので少し水やりをさぼったりしても大丈夫だし、暑さ・
寒さにも強いのですね。ワイルドフラワーガーデンというのは、「ワイルドフラワー
の里」というのが等にブルーボネットにあって、さっきの 22 種類のガーデンの
一つなのですけれども、そこはワイルドフラワーがたくさん植わっているのです。

さっきのブルーボネットというのもその 1種なのです。
　日本にもワイルドフラワーはたくさんあるのですよね。要は、自然に生えている
ような花。
□記者Ｂ：タンポポとかですか？
▲ガーデン長：それもワイルドフラワーです。ひまわりやコスモスも、要は自然に
生えている花です。
□記者Ｂ：さっき、ミントが自生しているとも聞きました。
▲ガーデン長：ミントはハーブなので花というより葉っぱですよね。ヨモギなんかも、
お餅に入っていますけれども、あれもハーブです。
○記者Ａ：いい香りがしますよね。
▲ガーデン長：香りを楽しむものなので、ハーブというのは味覚もそうなのですけ
れども薬味のようなものですよね。香草と言ったりしますけれども、アクセント
ですよね。ないと少し物足りないような。ウナギに山椒を振るではないですか。
あれも 1種のハーブのようなものですよね。実ですからね。ちょっとつんとくる
けれどもあると味が引き締まるというか。お刺身のワサビとかもそうですよね。
　だから、その頃の少しまだ肌寒いけれどもこれから春が来るというときが 1番。
例えば、金曜日の午後だと「ああ、明日休みじゃん。やっと休みだ」と思うよう
な感じですね。
　　あとは秋、春はもちろんいいのですけれども僕が好きなのは、春の始めと秋。
暑いのがなくなってだんだんと涼しくなって、これから冬が来るなと。
□記者Ｂ：後ろの木も紅葉していますね。
▲ガーデン長：赤くなっていますね。そうなると、少し物悲しい気持ちになるので
すけれどもそれがまたいいかなと思う。詫び錆の世界。
□記者Ｂ：千利休ですね。
▲ガーデン長：そうです。千利休。紫式部や清少納言のような、日本の四季という
のはやはり代わっていく寂しさというのがいいのかなと。
□記者Ｂ：確かに、夏が終わると蝉がいなくなって…
▲ガーデン長：そうです。アブラゼミに代わってツクツクボウシがないて、たまに
蝉が転がっていたりすると、蝉の命は 1週間で、土の中でずっと我慢してやっと
出てきたと思ったら 1週間という…。落ち葉もそうですよね。夏に頑張って葉緑
素をつくるではないですか。葉緑素をつくって木に栄養を与えて、ただずっとつ
いているとそこで栄養を取られて木が枯れてしまうので、自分で葉を落とすので
すよね。「お前はもう役割が終わってこれから冬が来るので…これから冬ごもりを
するのでお疲れさまでした。よく頑張りました」という落ち葉なのですよね。落
ち葉は邪魔にされるけれど、
□記者Ｂ：焼き芋の材料にはなりますよね。
▲ガーデン長：美味しいですよね。
□記者Ｂ：この前も、ここで芋ほりをさせていただいたのですけれども、結構大き
いのが取れました。
▲ガーデン長：芋ほりをしたのですね。
○記者Ａ：ありがとうございました。
▲ガーデン長：もう食べました？
□記者Ｂ、記者Ａ：まだ、これからいただきます。
○記者Ａ：今、私たちが東ジョブトレーニングセンターで就職を目指して訓練をし
ているということで、ガーデン長さんのお仕事というのについてもお聞きしたい
と思っているのですが、ガーデン長にはどんなお仕事があるのですか？
▲ガーデン長：そうですね。僕の仕事は全体を管理することで、ブルーボネットの
仕事は草花を維持・管理してきれいな花を見せるという仕事とあと、イベントを
やるのですね。今日も「ラン散歩」といって、今度小学校に入るような子どもた
ちがランドセルを背負って散歩するというイベントがあるのですけれどもそうい
うイベントをやったりあと、今日は福祉施設がやっているアート展があって、い
ろんな施設が芸術品のようなものをつくってきていて、その展示会を今日やって
いるのですよ。「顔の見えるアート展」というアート展があって、そういうイベン
トにも使ってもらっているのですよね。コンサートやライブもやるし、
○記者Ａ：有名人とか来てたりしますか？
▲ガーデン長：ソロでも活動しているバンドの人やタレントさんが来たり、音楽大
学の学生さん、名古屋音楽大学や愛知芸術大学の学生さんが来たりとかアマチュ
アでやっている人、この間来て面白かったのはウクレレの人。あとはジャズとか
そういう方にも演奏してもらっています。そういう、緑と花の関係のイベントと
か、あとはチラシをつくったりしてその PRとかもやらなければいけないし、あ
と、は園者の皆さん、ここは大人の方からは300円いただいているのですけれども、
そういうお金の管理。
□記者Ｂ：大事ですね。
▲ガーデン長：ショップやレストランもあるので、そういう全体の面倒を見るとい
うことをしています。
○記者Ａ：お忙しいですね。
▲ガーデン長：あとは、草取りとかもやっていたりするので、いろんなことをやら
ないといけないですね。
○記者Ａ：ありがとうございます。ちなみに、年間を通じてどんなイベントがある
のですか？
▲ガーデン長：ゴールデンウィークなんかだと、当然春と秋は花が一番いいときな
ので、そういうときは花のイベントをやるのですけれどね。今日のようなことを
「デザイン花壇をつくろう」というような形で、土に植えるのではなくて斜めになっ
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た壁のようなところに花を植えていくのですね。それをみんなで植えていこうと
いうイベントであったりとか、あとはさっきの音楽イベントもあるのですけれど
も、この間は「Tレックスウォーク」といって、Tレックスという 6メートルぐ
らいある恐竜のロボットが園内を歩き回る、そういうイベントをやったりとか、
年間を通じて楽しんでもらえるようなイベントを…。それから、お子様でも楽し
めるようなイベントとか、花の関係のイベントとか。春にやった時はアジサイを
並べて…。愛知県はアジサイを結構生産していますよね。愛知県は花の生産が日
本 1なのですよね。
□記者Ｂ：そうですよね。ちなみに、私は名古屋ではなくて江南市に住んでいるの
ですけれども、江南は藤の花で有名です。曼陀羅寺というお寺があって、そこで
藤まつりがあります。今年はあったかどうか分からないですけれど。
▲ガーデン長：藤の花、きれいですよね。この辺は多いですよね。津島とかでも。
愛知県はまず、菊が一番多いですよね。渥美半島の
○記者Ａ：電照菊ですか？
▲ガーデン長：そうです。菊やバラ、カーネーションの生産が愛知県は多くて、「愛
知県の生産品のPRをしましょう」ということで、アジサイもたくさん種類があっ
て 15 種類ぐらいのアジサイを並べた花のイベントとかそういうのをやっていま
す。
□記者Ｂ：以前、私もお花屋さんに行ったときにアジサイを見ましたけれども結構
たくさんの色があってきれいですよね。写真も撮ってしまいました。
▲ガーデン長：真っ黒なものもありますよ。
□記者Ｂ：黒いアジサイですか？
▲ガーデン長：そうです。ブラック…という。
□記者Ｂ：青とかピンクとか紫とか白ぐらいしか…。黒いアジサイがあるなんて…。
○記者Ａ：それは知らなかったです。
□記者Ｂ：調べてみます。
▲ガーデン長：そういう珍しいアジサイをお見せするとかいうこともやっています。
○記者Ａ：ちなみに、私たちは以前、ハロウィンやクリスマスのイベントのチラシ
を数える作業をさせていただいたのですけれども、その時期はどんなことをされ
ているのですか？
▲ガーデン長：クリスマスだと、「ホワイトガーデン」といって、白い花を植えて雪
のようにして電灯でクリスマスの飾りつけもしますし、大きなツリーもつくりま
す。あと、冬はちょうど名古屋港の花火があるので、そのときには会員様限定で
ブルーボネットから花火を見られるイベントをやっています。
□記者Ｂ：会員限定なのですね。
▲ガーデン長：はい。ぜひ、会員になってください！
　おっしゃる通り、ハロウィンのときも、お子さんにお菓子を配ったり、小さい子
が「怖い」と言うのですけれども骸骨とかお化けの仮想で園内を飾るので。
□記者Ｂ：一気に華やかになりますね。
　では、「大変だな」と思うことは何ですか？
▲ガーデン長：大変だと思うことはやはり、雨が降るとお客さんが全然来ないし、
台風が来て警報が出ると閉めなければいけなくなってくるし、やはりお客さんが
いないと寂しいですね。そういうときは大変だなと思います。あと、自然なので
花も予定通りに咲いてくれなかったりするので、そういう季節の変化というのが
大変で、ここは結構風が強いのですよ。となるとやはり、花もうまく育たなかっ
たりするので、そういうのは大変ですよね。
□記者Ｂ：今年はすごい猛暑でしたけれど、そのときは花とかどうでしたか？
▲ガーデン長：花は、夏は夏でたくさん日を浴びるからいいのですけれども、お客
さんが来ないのですね。暑いから。
○記者Ａ：みんな、クーラーの部屋でゆっくりしていたいという感じですかね。
▲ガーデン長：そうなのですよ。
□記者Ｂ：それに、今年はコロナでゴールデンウィークも外出自粛、ステイホームっ
て小池都知事が騒ぐという…。
▲ガーデン長：だから、内も一番いいときにコロナで 2か月ぐらい閉園していたので、
とても寂しかったですね。
□記者Ｂ：今はやっている感じですけれども、コロナ対策とかが結構大変なのでは
ないですか？
▲ガーデン長：そうなのですよ。換気はしなければいけないし、消毒とかそういう
のはお客さんにやってもらうのですけれども、やはり屋内のイベント、特に歌が
入ったりマウスピースを使うような音楽イベントは、屋内はまだできないので…。
○記者Ａ：付けながら楽器を吹いたり歌ったりできるマスクが開発されたという話
は聞いたことがありますが…。
▲ガーデン長：そういうのをミュージシャンの人がやってくれればいいのですけれ
ども、それをやってくれないミュージシャンだとできないので。この間外でもやっ
たのですけれども、外だとこれから寒くなるのと風が強いのと、どうしても音響
が必要になってくるので、やはりウィズコロナが大変ですね。
○記者Ａ：では、反対にガーデン長のお仕事をしていて一番うれしいなと思ってらっ
しゃることは何ですか？
▲ガーデン長：やはり、お客さんが喜んでくれることが一番うれしいですね。僕た
ちが草むしりをしながらお客さんの声を聴くときがあるのですけれども、「これは
いいわね」とか、「この花すごくきれいだわ」とか、そういうふうにお客さんが、
僕たちに言うのではなくて友達同士でそういう会話をしているのを聞くのですね。
そういうの、正直ではないですか。リップサービスではなくて。友達同士でほめ

てもらう声を聴くと一番うれしいですね。逆に、「これはよくないな」みたいなこ
とを言われるとがっかりすることがありますね。「しまったな」と反省することが
あります。そのほうが多いですけれどね。やはりほめてもらえること、喜んでも
らえることが一番うれしいですね。
□記者Ｂ：では、田村さんが一番好きな野菜は何ですか？
▲ガーデン長：トマトが結構好きですね。これから、冬だと鍋の白菜とか。寒くな
るとそういうのがいいですね。
□記者Ｂ：野菜の管理とかも、霜が降りたりして大変ではないですか？
▲ガーデン長：そうですね。葉物は大変ですよね。
○記者Ａ：では、今回は新聞をつくるということで、お客さんに向けてのメッセー
ジとかお願いできますか？
▲ガーデン長：やはり、ブルーボネットはそんなに華やかなガーデンではないので
すね。僕たちのガーデンはワイルドフラワーガーデンなので、自然風庭園なので
す。自然風にやっているので、華やかさよりも渋いといいますかね。そういうガー
デンなので、その良さを分かってもらえるといいのかなと思います。本当に、自
分の隠れ里ではないですけれども、ちょっと隠れたお庭のような感じで癒しに来
ていただけるといいのかなと思います。
　記者Ｂ、記者Ａ：ありがとうございます。
□記者Ｂ：他にも、何かお勧めのスポットとかあったら…。
▲ガーデン長：そうですね。向こうのイロリオエリアのところはまさにきれいなガー
デンを見てもらうところなのですけれども、南側の方は花のコミュニティガーデ
ンといって、要はああやって自分たちで花を植えるという。向こうは見るガーデ
ンなのですね。南側のここは花の体験型だし、もう 1個、あちらは里山なのですよ。
畑がある、芋ほりをしたところです。あそこは、花というよりはまさに野菜とい
うか、里山なのですよ。だから、東屋があって畑があって段々畑があるのですよ。
田舎の段々畑みたいな。体験型なので、そこでは「親子野菜作り教室」とかそう
いうイベントもやっています。「野菜作りの勉強しましょう」みたいな。見るほう
もいいけれどこちらにも参加してもらえるといいなと思います。
□記者Ｂ：そういうのに積極的に参加してもらって、子どもだったら好き嫌いがあっ
たりするので、そういうので食育というか…。
▲ガーデン長：だから、最初の「花福」というのは見るだけではなくて要は五感で
すよね。触覚、視覚、聴覚、味覚、嗅覚。五感で楽しめる、そういう花の力、緑の力。
それが花福なのです。緑の力で幸せになる。僕たちも園芸福祉というのをやって
いて、僕たちのNPOは園芸福祉活動から始まっているということで、園芸福祉
というのはやはり「花を育てて幸せになろう」ということ。そういうことを皆さ
んに知ってもらいたいなと思います。
□記者Ｂ：もっと皆さんにも知ってもらいたいということですね。
▲ガーデン長：一緒にやりましょう、仲間になりましょうということで、さっき、
会員さんになると一緒にやれる活動がたくさんあるので。
□記者Ｂ：まさに、自然を通じて繋がりましょうということですね。
○記者Ａ：今、街中ではこういう花を植えたりすることはなかなかないですよね。
□記者Ｂ：確かに、緑が少ないところもあるから。私たちも、花を植えたのは本当
に小学生の時以来でしたね。
▲ガーデン長：園芸クラブとかに入っていれば…。
□記者Ｂ：そういうのなかったので。お米を育てたことはありましたね。
○記者Ａ：小 5の社会の授業でしたね。学校の畑の一部を改造して田んぼにした感
じのところで、コンクリートのブロックで囲ってブルーシートが敷いてありまし
た。
□記者Ｂ：裸足でその中に入って土をかき混ぜました。
○記者Ａ：「合鴨の代わりにみんなの足でやるんだ」と先生が。
▲ガーデン長：それは面白いですね。
□記者Ｂ：「君たちが合鴨になりなさい」と。
▲ガーデン長：だけれど、「食べないでね」と言わないと。合鴨は食べられてしまう
から。
□記者Ｂ：そういう、自然を大切にしてほしいという気持ちもあるのでしょうね。
▲ガーデン長：そうですね。
□記者Ｂ：そろそろ最後のまとめに入りましょうか。
○記者Ａ：これから、このブルーボネットを通じて、自然と一緒に生活する楽しさ
とかそういうのが広がっていったら本当に嬉しいですよね。
▲ガーデン長：そうですね。花は一番入りやすいので、花が嫌いな人はいないでは
ないですか。切り花でもいいし鉢植えでもいいけれど、花のある暮らしっていい
ですよね。
□記者Ｂ：私も、一時期自分の部屋にバラを飾っていました。家の裏庭にもブルー
ベリーやミカンの木があって、そこからとって食べていました。
▲ガーデン長：ブルーベリーも、ちょっと酸っぱいのがいいですよね。
○記者Ａ：取れたてはやはり美味しいですよね。
▲ガーデン長：うちにもジュンベリーというのがあって、
□記者Ｂ：ジュンベリーですか？
▲ガーデン長：ブルーベリーの仲間ですよね。あれを、鳥に取られないうちに取って、
ジャムにしたりとかしています。
□記者Ｂ：ジャムもいいですよね。
　では、今日は貴重なお話を本当にありがとうございました。
全員：ありがとうございました。
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