今回紹介させていただくのは「フラワーシー」さん
です。毎週火曜日にフラワーアレンジメントの教室
を開いています。季節ごとの色とりどりのお花を丁
寧に飾っていく手さばきに思わず見惚れてしまい
ます。会員の皆さんにお話をうかがいました。

センター周辺の
住区センター
住区センターは赤ちゃんからお年寄
りまで、地域の 方々が利用でき る
交流の場です。悠々館も児童館も、
毎月楽しいイベントや教室が満載。
気軽に立ち寄ってみませんか！
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「フラワーシー」さんの先生をされるよう
になったきっかけは？
お花が大好きで、多くの方にお花の素晴
らしさを知ってもらいたいと思い、資格を
とったのがきっかけです。
「フラワーシー」さんの名前の由来は？
私は「お花」と「海」が大好きですので、
「フラワーシー」とつけました。
フラワーアレンジメントの魅力とは？
お花を見てふれて、感じながら、作品を
作ることで、癒され、自宅に飾ることによ
って、お部屋が明るく、幸せな気持ちにな
ったり、嬉しくなったりと色々なパワーを
お花からもらえる事です。
読者のみなさんに「フラワーシー」さんの
ＰＲをお願い致します！
現在 20 代後半～80 代の幅広い年代の
方々に楽しんでもらっています。皆さん気
さくでなごやかな雰囲気で、毎回行ってい
ますので、ぜひ一度いらしてください。
会員の方々へメッセージをお願いします。
皆さん、お花の魅力をとてもよくわかっ
ていただいて、ご自宅でお花を可愛がって
いただいて本当にうれしく思います。皆さ
んのおかげで毎回楽しくなごやかな雰囲気
で行うことができています。ありがとうご
ざいます。今後ともよろしくお願いします。

◆「フラワーシー」さんへ入会されたきっかけは？
お花が好きでやってみたいと思っているときに広告を見て、
近所で気軽にできそうだったので。
・体験コースに参加させてい
ただき、初めて作品が出来上がったとき、とても嬉しくて感動
したのがきっかけです。
・チラシを見て見学に行ってみようと思
った。
◆フラワーアレンジメントの魅力とは？
一本一本ばらばらの花や葉っぱがアレンジメントにより、い
ろいろな形になっていくので楽しいです。
・生花が家にあると癒
されます。家で何回もアレンジして楽しむことができる。
・ブリ
ザードフラワーは枯れることがなく、ずっと保存できること。・
お友達にプレゼントできるところ。
読者のみなさんに「フラワーシー」のＰＲをお願い致します！
お花をみてきれいと思うだけ、できないと思っている人も全
然大丈夫です。ものすごく素敵なお花を飾れますよ。
・最初は難
しいのかなあと思ったが、やってみると先生も丁寧に教えて下
さるし、とても楽しいです。出来上がりがとても豪華になりま
す。
・先生・皆さんともに和気あいあいと楽しくできますよ。同
じお花、同じ課題でも作品ができるとそれぞれが違った仕上が
りになります。他の方の作品を見ることができるのもおもしろ
いですよ。先生も一人一人の個性を大切に優しく教えてくださ
います。
◆先生へメッセージをお願い致します！
先生は明るく、優しい方なので、質問もしやすく、いつも楽
しく参加させてもらっています。
・いつも素敵と言ってほめてく
れます。それだけで満足。丌器用だけど、よろしくお願いいた
します。
・なかなか毎回出席できませんが、いつも楽しく（時々
難しく悩みますが）やらせていただいています。これからもよ
ろしくお願いします。

◆活動日 毎週火曜日
◆時 間 １０時～１２時
◆場 所 第２学習室
◆活動内容 フラワーアレンジメント
◆連絡先 梅原 ０９０－１７９１－４４３１
◆入会金 なし
◆月会費 ２，２００円
取材へのご協力ありがとうございました。

常磐線
つくばエクスプレス

千代田線

【敬老祝賀会】
日時：10 月１７日（木） １３時～
場所：大広間
カラオケ、ビンゴゲームなどで楽しめます。
カラオケ出場者２０名募集します
募集期間：１０月１日（火）～１０日（木）
【手芸教室】
日時：１０月１２日（土）≪１０月２日までに受付≫
来年の干支“牛”を作ります。

【ミニ運動会】
日時：１０月９日（水） １４時３０分～
申込は当日です。幼児から参加できます
【プラバン】
日時：１０月２８日（月）～１１月１日（金）
白いプラバンに“絵”を描きます。描いたプラバ
ンは住区まつりで展示します。１１月１２日（火）
からキーホルダーにして渡すのでとりにきてくだ
さい。

【住区まつり】
日時：10 月 6 日（日） ９時 30 分～
演芸大会（民謡・民舞・カラオケ）・お茶室・喫茶室・
脳トレ体験コーナー・各教室作品展示コーナー・模擬
店他いろいろ盛りだくさん楽しめます。
住区祭り関連行事
ゲートボール大会
日時：10 月 10 日（木）
バンパー大会
日時：10 月 20 日（日）

【住区まつり】
日時：10 月 6 日（日） 12 時～14 時
広場：ビンゴゲーム・たたいてポン
釣りスタジアム
工作室：バルーン工作
館庭：やきそば・げそやき・ポップコーン
【オセロ大会】
日時：10 月 23 日（水） 15 時～
＊児童館の開館時間が変わります 10 時～15 時

栗島住区センターは、建て替え工事のため、悠々館・児童館は９月１日よりしばらくの間、お休みになり
ます。
（平成２８年春頃オープン予定）建て替え工事中の事務所は中央本町４－８－１４になります。

【五反野コミセン祭り 4 住区バンパー大会】
日時：10 月 6 日（日） 9 時～16 時
場所：五反野コミセン集会室
【ゴロ卓球とカラオケのつどい】
日時：10 月 29 日（火）13 時 30 分～15 時 30 分
場所：五反野コミセン大広間
60 歳以上の方誰でも参加できます。
【住区 de 団らん】
日時：10 月 12 日・19 日（土） 17 時～19 時

【プラバンの日】
日時：10 月 16 日（水） 14 時～16 時
場所：工作室
キーホルダーを作ろう。小学生対象
【ドミノで遊ぼう！】
日時：10 月 1 日（火） 14 時～16 時
場所：遊戯室
対象：小学生以上
皆で力を合わせて作ろう。チーム対抗だよ。
【一輪車の日】日時：10 月 7 日・21 日

【第 32 回 住区祭】
日時：10 月 27 日（日） 10 時～
芸能大会 教室関係者多数出演（大広間）
作品展示 書道・木彫・悠々館手芸（児童館東側）
【歌声サロン】
日時：10 月 19 日（土） 14 時～
場所：大広間
参加費：200 円（15 にまでに申し込みください）

【住区まつり】
日時 10 月 27 日（日） 10 時 30 分
さかなつり・わなげ・くじ・バルンアート・しゃて
き・やきそば・フランクフルト・ポップコーン
【ハロウィン工作週間
バッグやグッズ】
10 月 21 日（月）～29 日（火）
【ハロウィンパーティー】
日時：10 月 30 日（水）
工作 14 時～15 時 パーティー16 時～

