
  

 
■案内図 
 

国立大学法人 千葉大学  
けやき会館までのご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アクセス 
 

所在地：〒263-8522 千葉市稲毛区弥生1-33 

         千葉大学西千葉キャンパス構内  

         千葉大学西千葉キャンパス正門から入り、すぐ左の建物です。 

 

最寄駅： JR西千葉駅  北口から徒歩10分  

         東海道新幹線ご利用の方は品川駅より総武・横須賀快速線（千葉・成田空港方面）を利用し、 

         稲毛駅で各駅停車千葉行きにお乗り換え下さい。 

 京成電鉄みどり台駅  徒歩7分   

  ※キャンパス内には駐車場はございませんので、公共の交通機関をご利用ください。 

 
 

■宿泊の御案内（千葉駅周辺の宿泊施設）        ※ご予約は各自でお願いいたします。 

 
○バーディーホテル千葉 
 〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-6-5 

 電話：043-248-5551 シングル\6,500～ 

  http://www.birdie.co.jp 

 

○スーパーホテル千葉駅前 
 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-10 

 電話：043-255-9000 シングル\6,150～ 

  http://www.superhotel.co.jp/s_hotels/chiba/chiba.html 

 
○京成ホテルミラマーレ 
 〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1 

 電話：043-222-2111 シングル\8,000～ 

  http://www.miramare.co.jp 

 

○千葉ワシントンホテル 
 〒260-0015 千葉市中央区富士見1-13-1 

 電話：043-222-4511 シングル\7,100～ 

  http://www.chiba-wh.com 

 

新たな風を読め！ 

～花産業の潮目が変わる今こそチャンス～ 

第 29 回 「2014年 花葉会サマーセミナー」へのお誘い 

                           主催：花葉会 http://www.kayokai.net/ 

 

6年後に夏季東京オリンピックが開催される。景気は緩やかではあるが回復傾向にある。そしてついに業界の悲願でもあった花き振興法が

成立した。花産業に新たな時代の幕開けを感じさせる大きな風が吹き始めた！我々は何としてもこの追い風を逃す訳にはいかない。時代が

大きく変わろうとしている今こそ、その方向性を的確に見極める必要があるだろう。 

今回ご登壇いただく講師の先生方は、それぞれの分野において、静かにその時代の変化に対する嗅覚を研ぎ澄まし、情報を分析し、その

準備を怠らず、粛々と時には無意識にその技術力を高めてきた花産業の新たな流れを指す方々である。最初は弱く小さな流れだった動きが、

今では大きなうねりとなって花産業の本流となり、新たな時代や文化を創造し、常識をも覆そうとしている。 

このたびのセミナーは、新たな植物素材の活用の場として注目を集めている壁面緑化に関するテーマを中心に、それぞれの分野で実績

のある講師陣にご登場いただいた。また、寡占状態となった野菜苗生産からその要因を探りつつ、新たなビジネスの可能性を考える。さらに、

新たな試みとして、シクラメンの品質向上が著しい邑楽郡館林シクラメン生産者の若手の皆様にご登壇頂き、その背景についてパネルディス

カッション形式でお話をして頂く。 皆様のご参加をお待ちいたします。 

 

開 催 日 2014年9月6日（土）10：50～（受付開始10：20） 9月7日（日）10：00～（開場 9：30） 

会 場 千葉大学けやき会館  千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33  TEL. 043-290-2010 

懇 親 会 会 場 千葉大学生協食堂 

参 加 費 18,000円（受講料、テキスト代、懇親会費。但し昼食代、宿泊費は含まず） 

申し込み締切日 2014年8月20日（水） 

 

■内 容 

9月6日（土） 10：20から受付開始 

10:50～11:00 オープニング  花葉会会長 千葉大学大学院園芸学研究科 教授  三吉 一光 

11:00～12:00 時代の流れを読んだ育種戦略  岐阜大学応用生物科学部 教授  福井 博一 

12:00～12:50 昼 食 

12:50～13:50 多様化する壁面緑化～そのシステムを総括する～  大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 教授  山田 宏之 

13:50～14:50 オーソリティが語る壁面緑化のトレンド 有限会社緑花技研 代表取締役  藤田 茂 

14:50～15:05 休 憩 

15:05～16:30 
猛暑の館林でシクラメン品質ナンバーワンを目指して 

 ～第二世代によるユニークな活動～ 邑楽郡館林シクラメン生産者  峯崎 宏之・折原 孝昌・野本 寿久 

  小久保 智広・石川 英司 

16:30～16:45 休 憩 

16:45～17:15 質 疑 応 答 

17:45～20:00 懇 親 会 

9月7日（日）  9：30 開場 

10:00～11:00 今、屋内に拡がる壁面の花とみどり 株式会社伊藤商事 代表取締役  伊藤 孝巳 

11:00～12:00 野菜苗供給の構造改革に学ぶ 有限会社徳島シードリング 代表取締役 延谷 麿 

12:00～12:50 昼 食 

12:50～13:50 花き振興法でどう変わる？～その内容と活用術～ 一般財団法人日本花普及センター 専務理事 西岸 芳雄 

13:50～14:20 質疑応答 

14:20～14:50 ま と め 花葉会幹事長 株式会社FAJ 取締役  長岡 求 

 

 
 生協食堂 

 

http://www.superhotel.co.jp/s_hotels/chiba/chiba.html
http://www.kayokai.net/


 

■講師のプロフィール 

 

◆福井 博一（ふくい ひろかず）： 岐阜大学応用生物科学部 教授  
岐阜大学農学研究科修了後、北海道大学大学院を経て、岐阜大学農学部教官となり、1996 年より現職。生産現場の視点からの研究課

題をとりあげ、生産者と一体となって花産業を盛り上げていくことを目標とする。花き産業全体の発展に向け、マーケティング、環境問題など

から数々の提言を行うとともに国際的な視点からの生産者のあるべき指針を示す。今回は育成品種スパティフィラム「フェアリーウィング」を

始めとした倍数性を利用した新品種育成について語っていただく。 

 

◆山田 宏之（やまだ ひろゆき）： 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 教授  

1992年千葉大学大学院自然科学研究科修了、博士（学術）。財団法人都市緑化技術開発機構、和歌山大学システム工学部を経て現職。

専門は都市気象、都市緑化技術で、都市における屋上緑化を含む特殊空間緑化による気象緩和効果に関する研究の第一人者。国土交

通省、先導的都市形成促進事業に係るアドバイサリー委員。著書に「屋上緑化のすべてがわかる本」、「都市緑化の最新技術と動向」他、

多数。 

 

◆藤田 茂（ふじた しげる）： 有限会社緑花技研 代表取締役  
1947 年東京都足立区生まれ。1969 年東京農業大学農学部造園学科卒業。1969 年曽田香料株式会社に入社。1971 年現 株式会社日

比谷アメニスに入社 現顧問。1992 年株式会社エコル設立と同時に取締役・現顧問。2002 年有限会社緑花技研代表取締役 現在に至

る。 

官公庁等への都市緑化に関する助言、屋上庭園などの調査・設計・施工を数多く手がける傍ら、国内外での屋上緑化技術の普及活動

にも精力的に取り組む。「日本一くわしい屋上・壁面緑化」など都市緑化に関する著書を多数執筆。屋上緑化・壁面緑化の普及・振興に尽

力した仕掛け人のひとり。 

 

◆邑楽郡館林シクラメン生産者  

 峯崎 宏之（みねざき ひろゆき）： 有限会社峯崎園芸  
   1972 年群馬県明和町出身。1993 年群馬県立農林大学校卒業。同年、株式会社鴻巣園芸センター(現 鴻巣花き株式会社)へ研修生

として入社。2 年の研修を終了後、1995 年から就農。地域のリーダー的存在。 

 

 折原 孝昌（おりはら たかまさ）： 折原園芸  
   1977 年生まれ。群馬県出身。専修大学経済学部卒。脱サラし 2008 年に有限会社峯崎園芸にて１年間研修後就農。 

シクラメンとカーネーションを栽培。さらなる品質の向上を目指し日々の仕事に取り組んでいる。 

 

 野本 寿久（のもと としひさ）： 誠養園  
   1979 年生まれ。群馬県明和町出身。1998 年群馬県立館林高等学校卒業。2000 年千葉大学園芸学部園芸別科修了。 

2000 年から 2 年間、国際農業者交流協会の海外研修で渡米。2002 年帰国後就農。花葉会幹事。 

地域の気候条件に合った高品質で栽培性の高いシクラメン品種の育成にも取り組む。 

 

 小久保 智広（こくぼ ともひろ）： 小久保園芸  
   1980 年生まれ。2000 年東京農業大学短期大学部生物生産技術学科卒。その後 2 年間森田洋蘭園で研修後に就農。 

シクラメンとカーネーションを生産、就農 12 年目をむかえた 3 代目として奮闘中。 

 

 石川 英司（いしかわ えいじ）： 石川花園  
   1979 年生まれ。1998 年関東学園大学付属高校卒。2001年 2 年間株式会社フラワーオークションジャパンにて研修。2003年埼玉県久

保花園にて 1 年間研修。2004 年就農。シクラメン、カーネーション、ランタナの生産に懸命に取り組む。 

 

◆伊藤 孝巳（いとう たかみ）： 株式会社伊藤商事 代表取締役  
1941 年愛知県生まれ。25～29 歳頃 当時の西ドイツの生産農場に勤務。帰国後会社設立。後 大阪花博にむけ 立体花壇システム、スリ

ット式ハンギングバスケット等を開発し、国内外の大型イベントの立体装飾を担当。近年開発の屋内用壁面緑化システムは世界から注目さ

れている。 

 

◆延谷 麿（のぶがい おさむ）： 有限会社徳島シードリング 代表取締役   
1976 年徳島県生まれ。千葉大学園芸学部・同大学院修士課程修了後、野菜苗生産業者である有限会社竹内園芸に入社。2003 年同グ

ループから人工光閉鎖型育苗に特化した「有限会社徳島シードリング」を設立。トマト、キュウリ等果菜類の接ぎ木苗を中心に現在、年間約

100 万本を生産販売。 

 

◆西岸 芳雄（にしぎし よしお）： 一般財団法人日本花普及センター 専務理事  
1947 年生まれ。東京教育大学農学部卒業後、1971 年農林水産省に入省。農蚕園芸局果樹花き課花き対策室長、中国四国農政局計画

部長、構造改善局計画部資源課長などを歴任後、2001 年に退官。同年より日本花普及センター専務理事、2010 年より事務局長。花育活

動の普及をはじめ、花き業界の振興を常に考え、アドバイスを送る。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAX: 047-308-8810 
千葉大学園芸学部花卉園芸学研究室内「花葉会」 行 
〒271-8510 千葉県松戸市松戸648 TEL.047-308-8810 

E-mail：kayokai@chiba-u.jp 
                                                                                 

  参加申込要領                                                                    
 

１．申込書（本紙）に必要事項をご記入のうえ、郵送、FAX、E-mailいずれかにて申し込みください。 

 E-mailにてお申し込みの際には、お名前、ご住所、電話番号、所属、主要作物名（自営の場合）を明記の上、上記E-mail 

 アドレスまでご送信下さい。 

 

２．参加費 18,000円を下記の口座へ 8月 20日までにお振り込みをお願いいたします。 

 現金書留による送金はご遠慮ください。 

 

 郵 便 局 か ら の 振 替 先：  ゆうちょ銀行 口座番号００１５０－９－１３３４１ 加入者名 花葉会 

 銀 行 か ら 振 込 先：  ゆうちょ銀行 ０１９店 当座００１３３４１ カヨウカイ  

 

３．入金確認後に受講票をお送りし、領収書にかえさせて頂きます。別途領収書の必要な方は当日受付にてご請求ください。 

なお、当日セミナーに不参加の場合、テキストは送付しますが返金はいたしませんのでご了承ください。代理の方の参加

は可能です。 

 ＜お申し込み日 2014年    月    日＞ 

連絡先 

ご住所 

〒         

TEL 

勤務先：   
 

  

     
自宅： 

  

 
  

（自宅・ 勤務先）どちらかに○   E-mail:   
  

 
  

お名前 

ふ り が な 所属または団体名 主要作物名（自営の場合） 

  
      

  
  

    
  

  
          

以下 同じ連絡先で２名以上ご参加の場合の参加者 所属または団体名 主要作物名（自営の場合） 

お名前 

                  

    
  

 
            

    
  

 
            

 ※ご記入いただいた個人情報は、今後の花葉会案内のみに使用いたします。 
 
  ＜花葉会使用欄＞ 

整理番号 領収日 受講票発行日 

            

            

 

サマーセミナー参加申込書 


