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園 芸 療 法 士 養成講座

第2期 
 受講生募集の

ご案内

花とみどりと人をつなぐ「園芸療法士」の仕事が注目されています。医療・福祉・教育・地域などの場で
園芸療法の視点と手法を取り入れたい！ そんな方々を対象に「園芸療法士養成講座」を開設しました。
当会が養成する園芸療法士は園芸療法実践家です。実践に役立つ必要な知識・情報・技術を有する実務
経験豊かな講師陣と実技・実習がメインのカリキュラムで、未来のあなたを支えます。 

医療や福祉、教育などの場で
農園芸活動をセラピーの手段として活用するもの園 芸 療 法



落合 幸 社会福祉法人かしわ学園　支援員

グロッセ 世津子 虹色の種を育てる人／㈲みどりのゆび代表取締役／

東京農業大学　客員教授

グロッセ リュック ペイザジスト
（自然風景式庭園デザイナー＆ガーデナー）

杉原 式穂
淡路景観園芸学校　園芸療法課程　講師／

兵庫県立大学大学院
緑環境景観マネジメント研究科　客員准教授

関口 忠雄
特別養護老人ホーム　ハーモニー施設長／

栃木県老人福祉施設協議会　副会長／

とちぎいやしの園芸研究会　副会長

仲根 泰子 精神保健福祉士

早野 豊喜 ㈲観光振興企画研究所　主席研究員

毛利 ユカ いばらき園芸療法研究会　会長／

日本園芸療法学会　専門認定登録園芸療法士

涌井 義郎 NPO法人あしたを拓く有機農業塾代表理事 ／

技術士（農業）

もってる力、まってる人へ。
木々を眺めたり土を耕して、心がホッとしたことはありませんか？　緑ある環境に身を委ねた時、園芸 

活動にうちこむ時、人や内なる自分と向き合うことが楽になります。その穏やかな力を、より効果的に活用するのが

園芸療法士です。園芸療法士になりませんか？　あなたの力を待っている人がいます。

 園芸療法の第一線を支える講師陣

五十音順、敬称略

農業・園芸・造園

のお仕事を
されている方
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幼児～高齢者・
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取り組みたい方
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園芸療法の
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こんな方に　

おススメ！！ 1期生 農園芸実習

1期生 授業風景

外部実習先にて



回 日　程 内　容

1
午前 ガイダンス
午後 農園芸実習  園芸療法における農作業の基本など

2 4
12日

午前 高齢者・認知症の理解と支援
雇用側から見た園芸療法士・園芸ボランティアに求めるもの

午後 農園芸実習  園芸療法的な農園芸作業

3 4
26日

午前 特別講座  
リュックさんのレイズドベット ～作り方・使い方・センスある見せ方～午後

4 5
10日

午前 精神疾患・発達障がいの理解と支援
午後 農園芸実習  有機栽培の知識・夏野菜の育て方など

5 5
24日

午前 知的障がいの理解とそのかかわり
午後 農園芸実習  園芸療法的な農園芸作業

6 6
7 日

午前 園芸療法プログラム１午後

7 7
5 日

午前 農園芸活動におけるリスクマネジメント
午後 農園芸実習  園芸療法的な農園芸作業 ／ 基礎コース修了式

8 外部実習  IHT提携施設に園芸療法活動の見学

回 日　程 内　容

1 9
13 日

午前 園芸療法の記録と評価
午後 農園芸実習  有機栽培の知識・秋冬野菜の育て方 など

2 10
4 日

午前 園芸療法プログラム２午後

3 10
25 日

午前 農園芸実習  野外における調理
午後 農園芸実習  園芸療法的な農園芸作業

4 11
29日

午前 園芸療法プログラム３
午後 農園芸実習  腐葉土や肥料づくり など

5 12
13 日

午前 課題・実践発表
午後 課題・実践発表／応用コース修了式

6 外部実習  IHT提携施設で園芸療法活動のサポート
7 外部実習  IHT提携施設で園芸療法活動の実践

午前 10:00～12:00  午後 13:30～15:30

＊基礎コース修了者のみ受講可　 午前 10:00～12:00  午後 13:30～15:30

＊天候不順など諸事情により講師・内容が変更になる場合もございます。ご了承ください。

受講料  80,000+税円 （教材費、IHT年会費、外部実習先や会場までの交通費などは別途必要）
認定証  基礎コースを修了された方には、 認定証“IHT准園芸療法士”を交付します

基礎コース
全8 回

受講料  72,000+税円 （教材費、IHT年会費、外部実習先や会場までの交通費などは別途必要）
認定証  応用コースを修了された方には、  認定証“IHT正園芸療法士”を交付します

応用コース
全7 回

受講料  150,000+税円 （教材費、IHT年会費、外部実習先や会場までの交通費などは別途必要）

1年間コース（ 基礎コース + 応用コース ） 全15 回　定員15名

農園芸実習は
無農薬

有機農法

遠方の方も安心
植物管理
サポート付き

履修後の
フォローも充実

魅力ある納得の
カリキュラム

2015年
3

15 日



　『まちの庭 入会人の会』は、いばらき園芸療法
研究会、NPO法人あしたを拓く有機農業塾など、 
園芸療法や園芸療法に関連する事業の啓蒙・
普及につとめる団体で構成されています。 

　その中心団体である、いばらき園芸療法研究会（IHT）は「無理
なく、 楽しく、できるところから」をモットーに、2001年4月に発足
しました。 活動は医療 ・ 福祉施設でのイベントをはじめ、公共
施設（茨城県立医療大学や水戸市植物公園など）で
の講演会やワークショップも行ってきました。 中でも 
会員が交互に執筆した雑誌連載は、 2009年に単行本

「高齢者のリハビリ　園芸クラフト」として発行され、
全国各地からご注文をいただいています。 
　IHT会員は園芸や農業に関心のある医師や看護
師、施設スタッフなど医療 ・ 福祉にかかわる方を中心
に、 造園家 ・ 地域ボランティア ・ 定年退職された方・
主婦などさまざま。茨城県内はもちろん東京・神奈川・
埼玉・栃木、遠くは静岡・奈良・沖縄など県外にも
多数在籍しています。 会員一同、仕事を持ちながらの活動ですから、年に数回しか
お目にかかれない方もいますが、 会えばたちまち意気投合!　IHTが10年以上続いて
きたのは、気さくでおおらかな会員の力によるものでしょう。初めて会うのに、 旧知
の仲のようなIHT会員とともに園芸療法を学び、活動しませんか?

園芸療法って何？ どんな事を学ぶの？ そんな
疑問にお答えするために、事前説明会（Open 
Day）を2014年11月9日、2015年1月18日の 
いずれも日曜日13：00～15：00に、まちの庭 
会場（常総office）で開催します。1期生から話を
聞くブースも設ける予定です。 会場の下見も
兼ねて、 ぜひお越しください。 

＊別紙の説明会申込書でお申し込み下さい。
　HPからもダウンロードできます。

お車でお越しの方は無料駐車場があります。 
公共交通機関をお使いの方は、TX守谷駅から｢まちの庭｣まで送迎
します。 ご利用の方は事務局までご連絡ください。

お申込み・お問い合わせ　　いばらき園芸療法研究会 (IHT)事務局

 Tel.Fax （代表） 0297-45-6392（留守電有） モバイル（代表）  090-6343-4260
 E-mail  ibaraki-ht@isis.ocn.ne.jp URL  http://iht.main.jp/
 Office  守谷office／常総office／下妻office

＜会場＞　 〒303-0042 茨城県常総市坂手町5881-6
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