JHTS 園芸療法スタディコース
2018 年度

第 24 期生募集案内

『園芸療法』とは？
植物には人の心を癒し、穏やかにし和ませる力があります。さらに、植物を育てる園芸作業は、
自信や自尊心、達成感、満足感、将来への期待や喜びを与えます。植物を世話し、成長を助ける関
係性の中で自分の役割を見出し、充実感や有用感を得られます。植物・園芸活動・環境と人との関
わりをリハビリテーションや治療、福祉、レクリエーション、教育に活用するのが園芸療法です。

『JHTS 園芸療法スタディコース』とは？
1995 年に日本で初めて開講した園芸療法講座です。
医療、福祉、地域などの現場でリハビリや治療などを目的として園芸を活用できる人材を育成する
1 年間の講座です。園芸療法士を目指す方も、施設や地域でボランティアとして活躍したい方も、

現場で求められる知識や対人援助の技術を一から身につけることができます。
・1 年間四季を通じて実際に植物を育てる栽培技術が身につきます。
・専門の講師に学びながら実習を重ね、実践力をつけられます。
・当会所属の経験豊かな実践者のため、活動先で実習が出来ます。
・日本園芸療法学会認定講座で、学会認定登録園芸療法士取得が可能です。

講 座 案 内

※園芸療法年間コースを受講される事をおすすめしますが、様々な受講の仕方が可能です。
年間

４月より翌年３月までの４１日間（６４講座+施設実習

前期４回・後期５回）

・園芸療法実践に必要な園芸療法概論、医療、福祉、リハビリテーション、
園芸の栽培技術の基本を学びます。
・修了者は、JHTS 園芸療法講座受講認定資格 スタディ１級を取得出来ます。
・スタディ 1 級取得者は、JHTS の実践活動に登録することが出来ます。
・園芸療法年間コースを修了し、500 時間実践後、日本園芸療法学会認定園芸
療法資格申請が可能です。

園芸療法
コース

基礎

４月～８月までの１９日間（３０講座＋施設実習計４回）
・園芸、園芸療法の基礎知識を身につけます。
・講座スケジュール以外に、当会自主事業「水曜クラブ」実習１回、高齢者
デイサービス実習１回、当会会員施設における実習１回、夏の課題実習 1
回、計 4 回の実習を希望日に行います。

園芸療法実践
者を目指す方
向け

・修了者は、JHTS 園芸療法講座受講認定資格 スタディ２級を取得出来ます。
応用実践

９月～翌年３月までの２２日間（３４講座＋施設実習５回）
・園芸療法基礎コースを受講した方が進むコースです。
・様々な分野の専門講師を招き、実習にも力を注ぎます。
・講座スケジュール以外に「水曜クラブ」実習２回、高齢者デイサービス実
習２回、知的障がい者支援施設１日実習１回、計 5 回の実習を希望日に行
います。
・修了者は、JHTS 園芸療法講座受講認定資格 スタディ１級を取得出来ます。

年間
療法コース

４月より翌年３月までの３８日間（３９講座＋施設実習 前期４回、後期５回）
・園芸療法を行う療法としての知識、技術を身につけます。
・修了者は、JHTS 園芸療法講座受講認定資格 スタディ２級を取得出来ます。

療法として園
芸を使う手法
を学びたい方
向け

基礎

４月～８月までの１8 日間（18 講座＋施設実習 4 回）
・園芸の知識や技術は既に身につけている方、療法として園芸を使う手法を
学びたい方向けです。
・講座スケジュール以外に、当会自主事業「水曜クラブ」実習１回、高齢者
デイサービス実習１回、当会会員施設における実習１回、夏の課題実習 1
回、計 4 回の実習を希望日に行います。

応用実践

９月～翌年３月までの 20 日間（21 講座＋施設実習 5 回）
・療法基礎講座を受講した方が進むコースです。
・講座スケジュール以外に「水曜クラブ」実習２回、高齢者デイサービス実
習２回、知的障がい者支援施設１日実習を１回、希望日に行います。
・修了者は、JHTS 園芸療法講座受講認定資格 スタディ２級を取得出来ます。

年間

４月より翌年３月までの２４日間（３２講座＋施設実習１回）
・１年を通して四季折々の栽培技術から利用を学び福祉施設などの園芸ボラ
ンティアとして活動する知識を身につけます。

園芸コース

・講座スケジュール以外に、当会自主事業「水曜クラブ」実習 1 回を希望日
に行います。

園芸の技術を
身につけ、園
芸ボランティ

・修了者は、JHTS 園芸療法講座受講認定資格 スタディ３級を取得出来ます。
基礎

・植物を育てる喜び、園芸の基礎知識を学びます。

アとして活動
したい方

４月～８月までの１２日間（１８講座）

応用実践

９月～翌年３月までの１２日間（１４講座＋施設実習１回）
・園芸基礎講座を受講した方が進むコースです。

向け

・講座スケジュール以外に、当会自主事業「水曜クラブ」実習 1 回を希望日
に行います。
・修了者は、JHTS 園芸療法講座受講認定資格 スタディ３級を取得出来ます。
※HP より各詳細、お申込み用紙をダウンロード出来ます。

募 集 要 項
■定員
２5名 定員になり次第締切らせていただきます。
■修了証交付
各講座規定回数を出席し、必須課題を提出・発表された方には当会認定講座修了証を交付します。
■申込方法
申込用紙ご記入の上、メール、郵送又はＦＡＸにて当会事務局までお申込み下さい。
受講要項や振込用紙など詳細をお送り致します。
■お支払い方法
分割も可能（但し連帯保証人が必要です。）※回数その他のご相談は事務局まで お願い致します。
ご入金いただいた金額は（中途退学の場合を含め）返金致しかねますのでご了承下さい。
■その他
受講生は、会員名簿及び活動名簿配付、当会主催研究会や講座への参加は正会員価格で
お申込いただけるなどの特典がございます。
■奨学金制度
学生に限り、奨学金制度（貸与制・無利子）があります。詳細は事務局にお問合せ下さい。
＊最少催行人数（12名）に達しない場合には、中止となる場合がございます。

受講料のご案内
コース

年間
期日一括払

聴講料のご案内
基礎

応用・実践

（年間 10 講座まで）
１講義/半日

２講義/１日

正会員

3,700 円

7,100 円

学生会員

2,800 円

5,500 円

園芸療法

218,000 円

98,000 円

135,000 円

療法

138,000 円

60,000 円

91,000 円

賛助会員 / 学生

4,000 円

7,800 円

園芸

104,000 円

58,000 円

57,000 円

一般

4,500 円

8,500 円

＊年間コース一括払の期日は、講座初日になります。

＊材料費は別途実費を頂きます。

～コース受講生の感想より～
・植物の力を借りることで開かれた新たな世界に出会えた素敵な 1 年でした。
・最初は迷っての受講でしたが、各方面、分野のプロのお話が伺えて修了してみれば本当に良かったと思います。
・実習での経験は仕事に活かせると感じています。
・遠方からの通いで、不安な気持ちがいっぱいでしたが、親切に教えていただき、あっという間でした。
・単に「園芸が好き」という自分が、その好きをいろんな形で社会に活かせることができそうです。

・同じ志をもった仲間の結びつきが深まりました。

園芸療法入門講座・ガイダンスのお誘い
『園芸療法入門講座
『園芸療法入門講座』
＠横浜で学ぶ』
（全 4 回）

『園芸療法入門講座
『第 24 期
＠横浜で学ぶ』
ガイダンス』

場所 かながわ県民センター
705 ミーティングルーム
2017 年 11 月 20 日（月）
時間
13:00～17:00
定員
10 名（先着順）
受講料 3,500 円

場所

場所 日比谷公園内
緑と水の市民カレッジ２Ｆ
日時 1 月 22 日・2 月 5 日・
2 月 19 日・3 月 5 日
（各日月曜日）
時間 13:30～15:30
定員
25 名（先着順）
受講料 一般 6,000 円 ・
学生 5,000 円

日時
時間
定員
受講料

社会福祉法人開く会
共働舎２Ｆ 会議室
３月１３日（火）
13:00～17:00
３０名（先着順）
3,500 円

場所

社会福祉法人 開く会
共働舎２Ｆ 会議室
日時
４月 10 日（火）
時間
13:00～16:00
参加費 なし
*スタディコースの詳細をご案内
致します。

＊詳細は、事務局までお問い合わせください。

講座会場へのアクセス
社会福祉法人 開く会
共働舎（障害福祉サービス事業所）
〒245-0015
神奈川県横浜市泉区中田西１－１１－２
アクセス
●戸塚駅から
横浜市営地下鉄ブルーライン湘南台行
『立場駅』 下車徒歩５分
●東京駅より
ＪＲ東海道道本線→戸塚駅
池袋・新宿・渋谷駅より
ＪＲ湘南新宿ライン→戸塚駅
●羽田より
京急線(浦賀行など)→
上大岡駅（横浜市営地下鉄ブルーライン湘南台行）

NPO 法人 日本園芸療法研修会
〒245-0015

『ＮＰＯ法人日本園芸療法研修会について』
1995 年 2 月に設立されました。
園芸療法を理解し実力のある実践者養成とネットワー
ク作りを目的とした、日本で最も歴史のある園芸療法
の団体です。
社会貢献を目指して地域の認知症予防、介護予防事
業や東日本大震災の復興支援を続けています。

神奈川県横浜市泉区中田西１－１１－１

TEL/FAX
e-mail
H P

045-805-3663
info@jhts.jp
http://jhts.jp

12 月から翌年 4 月末まで仮事務所にて業務
を行います。ご不便をお掛け致しますが、よろ
しくお願い致します。お問い合わせ方法の変更
は特にございません。ご不明な点は事務局まで
お問い合わせ下さい。

