
3.
外から疲れて帰ってきて、掃除
や食事の準備などの家事に追
われて、ようやく部屋でひと休み。
そんな時、自分の近くに花が
飾ってあれば心はもっと癒され
る。色鮮やかに咲く花、ふわっと
漂う良い香り。ベトナムで花いっ
ぱいの部屋空間を創ってみよう。

※記事の情報は2019年8月取材時点のものです
※店舗等の都合や現地情報により内容が異なる場合があります

表紙撮影協力：Ikebana＠HANOI
Hanoi Ikebana

撮影場所：メゾン・デュ・テト・デコール
Maison de Tet décor

@MaisondeTetdecor
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カフェと生花店を併設した「ヴィラ・デ・フルール」。店内はオーナ
ーのヒエン（Hien）さんがアレンジした花に溢れ、花を見つめながら
コーヒーやケーキを味わう多くの女性や若者で賑わっている。「訪
問客が良い気分になれるよう、玄関には幸せを表すガーベラがお
すすめです」と、色や大きさ、花瓶のサイズが異なるように飾る方法
を教えてくれた。「ガーベラは空気をきれいにする効果もあります。
10月は秋らしくオレンジや黄色を中心に使ってみましょう」

店内はこぢんまりとしていて、内装は
欧州風でかわいらしい生花店「ミミ＆ボ
ン」は、色とりどりの花を使った清楚で美
しい花束や花籠などを販売している。
「日陰になりやすいキッチン周りだからこ
そ、白系の花と細目の緑の葉を多用し
ましょう」と、オーナーのクイン・アイン

（Quynh Anh）さん。「自然に生えてい
るような曲線が作れると、穏やかな雰
囲気が出ます。また、小さな花瓶には
小さい花を飾れば、室内の空間に余裕
が生まれます」とアドバイスしてくれた。

ドラゴンブリッジ近くの「1995ザ・フラ
ワーズハウス」は、モダンなスタイルの
花束が多く揃う。「リビングなら、基本的
にどの花を選んでもきれいに見えます。
少し珍しいスタイルで、かつベトナムらし
さを表現するなら蓮がおすすめです。
鮮やかなピンク色なので置くだけで華
やかになりますし、昔ながらの雰囲気も
楽しめます」とオーナーのカイン（Canh）
さん。ベトナムの伝統的な柄が入った
陶器などに挿せば、優雅さが際立つ。　

花の販売をフェイスブックで受け付
けているホーチミン市内のフラワース
タジオ「ジャンニャーコーホア」。「家で
花や草を飾れば、心の中も花が咲くよ
うな温かい気持ちになります」と、オー
ナーのジャン（Jan）さん。「トイレは狭
い空間なので、穏やかな香りの花を置
くのがいいでしょう。耐湿性の高い花
がおすすめです」。サイズは小さくコン
パクトなもので、家にある茶碗などを
再利用して飾るのも1つの方法だ。　

ベトナムの気候に慣れ、輸入花より
も長持ちするベトナム産ガーデンローズ
を中心に取り扱う「ルームズ・イン・ブ
ルーム」。「家族と楽しくおしゃべりをする
なら、明るい色の花が目の前にあると気
分も盛り上がります。でもメインは食事
なので、さりげなく目に入るバラのような
シンプルな形が良いでしょう」とフローリ
スト兼オーナーのゴック・アイン（Ngoc 
Anh）さん。器状の花瓶に緑のスポン
ジオアシスを置き、360度どの席に座っ
ていても花の開きが見えるように挿そう。

シンプルな花を使用しつつも優雅な
デザインにこだわる「ベンフラワー」の
オーナー・ベン（Ben）さん。花の仕入
れ先や品質確認、デザインから購入後
のサービスまで全て自身で手掛けてい
る。「棚や台の後ろはシンプルな壁が
多いので、どんな花を飾っても映えます。
家の設計や壁の色に合わせて選びま
しょう。ただし、花の後ろ側は見えない
ので、花は表向きに、見た目が三角形
になるように飾るとより美しく見えます」

女性の力強さを表現するような花の
生け方を得意とする生花店「テッド＆ア
ンナ」オーナーのアンナ（Anna）さんは
環境問題を意識し、「スポンジオアシス
は使用後はゴミとなってしまうので、花
瓶と水のみで飾る方法も検討してくだ
さい」と勧めている。「寝室は香りがあ
まり強くない花を選んだほうがいいでし
ょう。例えば、アネモネやチューリップな
ど、色も落ちついたものであれば、より
リラックスできる空間を作れます」

家の中もガーデンを意識
10月は秋らしい色を多用して

日陰がちな場所に彩を添えて
陶器の花瓶なら自然感アップ

ベトナムらしさといえば蓮
リビングルームをより優雅に

質素に小さくアレンジ
地味な空間は花で明るく

家族みんなで囲む場所
明るめかつシンプルを選んで

シンプルな場所は何でもOK
種類豊富に飾って色鮮やかに

刺激の少ない優しい花で
1日の疲れを解消しよう

街のお花屋さんに聞きました。

玄
関
に

キ
ッ
チ
ン
周
り
に

リ
ビ
ン
グ
・ソ
フ
ァ
の

近
く
に

ト
イ
レ
・

洗
面
台
に

棚
や
台
な
ど
に

寝
室
に

自宅の場所別　花の選び方
部屋を花で彩りたくても、ただ適当に置い
ては花の魅力を存分に引き出せず、もっ
たいない。各都市の生花店に、どの花をど
ういう風に飾るのがおすすめか、置きたい
場所別でアドバイスをもらった。

ヴィラ・デ・フルール
Villa Des Fleurs

ミミ＆ボン
Mimi & Bon

1995ザ・フラワーズハウス　
1995 The Flowers House 

ジャンニャーコーホア　　
Jan Nha Co Hoa  

ルームズ・イン・ブルーム
Rooms in Bloom

ベンフラワー　
Ben Flower

テッド＆アンナ　　
Ted＆Anna

 42 Tran Phu St., Ba Dinh Dist., Hanoi
 090 835 9399  （月～金曜）6:30 ～
22:30、（土・日曜）7:30 ～ 22:30

 @villadesfleurs.42tranphu

 28 Le Van Huu St., Hai 
Ba Trung Dist., Hanoi
 (024) 6656 9728  
 9:00 ～ 21:00

@MimiandBonFlowers

 94 Le Dinh Duong St., 
Hai Chau Dist., Da Nang
 070 323 1995 
 7:30 ～ 21:30

＠tiemhoa1995

 076 945 8567 
@jannhacohoa

 Ngo 7, Nguyen Hong 
St., Dong Da Dist., Hanoi
 033 455 9900 
7:00 ～ 18:00

@roomsinbloom
@rooms.inbloom

 15N Nguyen Thi Minh 
Khai St., Dist. 1, HCMC
 094 446 7659 
7:00 ～ 20:00

@BenFlowers123

 63 Xuan Thuy St., Thao 
Dien Ward, Dist. 2, HCMC
 090 493 9199 
7:30 ～ 20:30

@TedAnna.HoaNhaTa

・バラ（ジュリエット／オリビア／
 ミランダ／シュロップシャー）／   
 Hong Vuon：1本4万VND ～
・ラナンキュラス／ Mao Luong
1本3万VND ～

・プロテア／ Thao Duong San Ho
 1本10万～ 15万VND
・キンギョソウ／ Mom Soi：1本3万VND ～
・タマツヅリ／ Bong Chuoi Ngoc：1本1万5000VND ～
・バラ／ Hoa Hong：1本2万～ 10万VND

・ルリトウワタ／ Tweedia
 1本4万VND
・ダラット産バラ／ Da Lat Rose
 1本2万VND
・ワックスフラワー／ Wax Flower
 1本8万VND
・プラヤブランカ／ Playa Blanca
 1本6万VND
・アザミ／ Thistle：1本8万VND

・ラナンキュラス／ Mao Luong
1本3万2000VND
・ガーベラ／ Dong Tien
1本2万VND
・トルコキキョウ／ Lan Tuong
1本3万8000VND
・カーネーション／ Cam Chuong
1本1万5000VND
・ブルースター／ Blue Star
1本3万VND

・蓮／ Hoa Sen：
1本2万5000VND

・バックタイヴォイ／ Bac Tai Voi
 2万VND
・ミサ／ Misa：１万VND
・白い蓮／ Sen Trang
 １万5000 ～２万VND
・イタリアン・アスター／
 Hoa Thach Thao：２万VND
・ブーゲンビリア／ Hoa Giay
 １万VND
・菊／ Hoa Cuc：１万VND

・ガーベラ／ Dong Tien：
1本5万5000VND ～
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「美しいと感じる生け花は、作り手のメッ
セージがちゃんと伝わってくるものだと
思います」。どう生ければいいかわから
ず、“なんとなく”いろんな花を使ってみる
のはよくない。「例えば、花屋で赤いバ
ラが目に留まり、それ以外に心惹かれる
花がないのであれば、シンプルに“1種

気温や湿度が高いハノイは、花や水
が腐りやすく、長持ちさせるのは大変だ。

「だから我が家では花や草木をドライフ
ラワーにして、玄関の靴箱の上に飾っ
ています」。玄関は帰宅した時、来客時
でも必ず目に入る場所のため、常に花
を絶やさない。

ドライフラワーになる花や草木は、
ユーカリの枝や実、カンガルーポー、ソテ
ツ、バナナの葉、ベニバナ、スターチス、
ガマなど、ベトナムでも意外と手に入る
種類は豊富。「ドライフラワーを組み合わ
せてブーケを作り、洗面所や寝室のイン
テリアに取り入れて飾ることができるの
もまた魅力です」

1979年福岡県生まれ。空間プロデュースを本
業とする華道家。一番好きな花は、椿。2018年
に渡越し、ホーチミン市2区にて「アートリック／
Artrick」をオープン。月に1回花教室を第3水曜
または第3木曜に開催している。1レッスン70万
VND。「スケッチを見た」で、初回の受講料
5%OFFとなる。メールにて問い合わせを。

週に約1回メンバー宅で作品を作ったり、日越交流
会で生け花ショーを催したりと、活動内容は多岐に
わたる。メンバー数は約10人。年齢層は20 ～ 50
代と幅広く、最近は男性メンバーも加入した。初心
者も歓迎している。紹介する花の撮影はメンバー
の田中祐子さん（写真2列目の左から1番目）に協
力をお願いした。

1.菜の花と木苺の枝。「枝の線の長さを表現するために、もう片方
に伸びていた枝を切りました」
2.籠の中から、水仙が高く上に伸びていく感じをイメージ
3.鳥籠の道具を花器に見立てて使用。「鳥籠の中から鳥が飛び
立っていくイメージです」
4.「花を数種類使って生けるときは、川辺なら川辺、山なら山
といった育ちが同じ場所の花たちを使うと、簡単に素敵な組
み合わせになります」。写真は川辺をイメージ

1.

2. 3.

花器をたくさん用意して、バラエティー豊かに。花瓶には水を入れず花束や草木をそのまま入れている

水分が抜けても表情は豊かなまま。生花とはまた
異なる落ち着いた色合いを楽しめる

生の草花の場合は茎を短く切り、ミニアチュールで飾っている

生け花に挑戦して
自分の新感覚を生もう

気温や湿度が高い環境では
長持ちするドライフラワーを

ベトナムでも始めよう！ 日本人華道愛好家のお宅訪問

島 津 賢 一

取材協力：Ikebana＠HANOI

し ま づ  け ん い ち

花を生けるときに押さえたい
ポイント3つ

花の購入場所

生の草花を長持ち
させる方法

ドライフラワーの作り方

生け花のススメ 私流の見せ方・飾り方
「生け花」と聞くと、少々敷居が高いと感じる人もいる
だろう。しかし、華道人口が少ないベトナムだからこそ、
初心者でも新しい趣味として始めやすくもある。ここで
はホーチミン市在住の日本人華道家に、生け花の魅
力やコツを伺った。

ベトナムで暮らす日本人華道家は、日
本と異なる環境で、どのようにして花を
手に入れ、生けたり飾ったりしているの
だろうか。草月流生け花を楽しむハノイ
の団体「Ikebana＠HANOI」協力のも
と、日本人華道家のお宅を訪問してお
話を伺った。

①花は全てに緑があります。花を購入するときは、葉
をよく見て、葉がきれいな花を選びましょう。
②水の処理をきちんと行ってください。湯揚げや茎
を焼くなど、それぞれの花に適した水揚げ方法で処
理しましょう。水は花瓶のぎりぎりまで入れると、水
圧が高まりよく吸い上げてくれます。最後に、水を腐
らせないために、漂白剤を2～3滴入れてください。
③生けるときは、わかりやすいメッセージを作品にの
せてください。「花の白さ」、「枝の伸び」、「葉の大
きさ」など見せたいポイントを作りましょう。

アウコー（Au Co）通りにあるクアン
アン（Quang An）花市場で購入し
ました。市場で購入するとひと束が
大きいのですが割安です。少しずつ
欲しい場合は街の花屋さんで購入で
きます。

思い切って茎を短く切ってたっぷりと水を吸わせましょう。茎は
水の中で切ると空気の進入を防ぎ、花が長持ちします。それを
小皿やコップなど小さな器を複数使用し並べて生ければ、小さ
い花でも印象的で特別な空間を作ることができます。

茎をまっすぐに伸ばして茎の先を縛り、逆さに吊る
して干すハンギング法がおすすめです。除湿乾燥
した部屋や、風通しの良い直射日光の当たらない
所で干しましょう。繊細な色を極力残したい場合は、
ドライヤーやシリカゲルなどを使い、できるだけ早
く水分を抜きましょう。

 artrickvn@gmail.com
 ARTRICK   www.shimaken-flower.com

 Hanoi Ikebana

生け”をすすめます」。部屋に花を飾る
ときも、「白壁がきれいに見えるようにパ
キッと色のついた花を選ぶ」といったよ
うに、自分がその空間を“どんなふうに見
せたいのか”を明確にすることが大切だ。

「僕も花を始めたときは、完全に素人で
した」と話す島津さん。「何かを始める
ことは、自分の中の新しい感覚を育てる
全てのスタートだと思います。なので、
その1つの選択肢として生け花にぜひト
ライしてほしいです」

4.



市内を歩くと、ところどころに木の枝が
落ちている。もし花が付いたままの状態だ
ったら拾って再利用しよう。できるだけ枝
や葉が多いものを選ぶと、花がより映える。
見栄えの悪い枝と葉を切り落としたら、白
いシンプルな花瓶を用意して挿す。その
際、縦にただ挿すだけではつまらない。横
に傾けるだけで、芸術性がグンと高まる。

靴やケーキなどの紙箱はいろいろと再利用
できる。まずは箱の底にスポンジオアシスを入
れ、それを隠すため緑の葉から挿していく。花
は飾る場所に合わせて、例えば穏やかな雰囲
気を作るならパステルカラーの花を選ぶなど、
自由に選ぼう。自然なフラワーガーデンとして
見せるため、花の長さや種類は様々でOKだが、
色は同色で固めた方が見栄えは良い。

オフィスのデスクなどに花を飾るなら、紙コップを使う
と丁度良いサイズ感になる。好きな1本の花をコップ
の高さより少々短めに切り、水を入れた茎専用のプラ
スチックケースに挿す。挿した花が傾かないよう、千切
りにした紙を紙コップに入れておこう。花は紙コップの
円からはみ出るくらいが見栄えが良く、葉や小さな花を
加えるのもあり。

スーパーやコンビニなどで手に入りやすい
ビン。複数購入して、いろいろな種類の花を
飾ってみよう。ビンのサイズは小さいので、
飾る花は3 ～ 4輪。緑の葉は花の高さより
も高いものを選ぶと、自然界に生えているよ
うな雰囲気を作ることができる。テーブルに
複数並べる際は、ジグザグになるように配置
すると立体感が出る。

バックカン（Bac Kan）の茶葉を使っ
たフルーツティー（4万VND ～）など
オーガニックドリンクが揃い、店内で
国内外産の植物も販売しているフ
ラワーカフェのオーナー。約5年前に
会社を辞め、本格的にフローリストと
して活動すべく、植物に溢れた同店
をオープン。ギフト用、イベント用の花
などのオーダーも受け付けている。

　ベトナム中部高原の “花の国”とも呼ばれている
ダラットに拠点を置く「ラ・ムール」は、2018年12月
にサイゴンで支店をオープン。進出当初から同店に
勤め、現在はマネージャーを務めている。2011年よ
りフローリストとしての道を進むことを決意し、自身で
研究し培った知識を生かしたフリースタイルが得意。

「自然体なスタイルが最も美しく見えます」

道端に落ちた花でアレンジ
挿し方1つで芸術作品に

空き箱をおしゃれにリメイク
小さなマイガーデンを作ろう

3分で出来ちゃう簡単アレンジ
一輪の花でも可愛さは十分

飲み干したビンを花瓶に再利用
小さく多く飾って華やかな空間を 
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ラン・アイン

フオン・ニエン

ジャルダン・ドゥ・ライン コーヒー＆フラワー　オーナー

ラ・ムールサイゴン　マネジャー

Lan Anh

Phuong Nhien さん

さん

Jardin de Lanh 
Coffee & Flower

L’amour Saigon
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日本流の飾り方もいいけれど、ベトナムで花を生けるなら、
ベトナム流にアレンジしてみるのも面白い。ベトナム人フ
ローリストに、日本人でも簡単にできるアレンジのアイデ
アを教えてもらった。

花瓶の中に網状の
固い針 金を入れて
木の枝を固定すれば、
花瓶から花が落ちる
ことはない

水が 染み 出ないよ
う、スポンジオアシ
スを入れる前はナイ
ロン製の袋を敷く。
4つ角は袋の切り目
が目立 つので葉で
しっかりと隠そう

水を入れて茎を挿す「水
菅／Ong Dan Nuoc」

（1個1000VND～）は、
花屋や花素材専門店で
購入できる

グラスは透明なものを使
用しよう。透き通ってい
る方が植物の色合いが
映える

266 Doi Can St., Ba Dinh 
Dist., Hanoi
094 717 4512  
7:00 ～ 22:00 

 @jardindelanhflowecoffee

 386/77A Le Van Sy St., 
Dist. 3, HCMC
 098 904 4131  
 7:30 ～ 21:00 

 @lamoursg



アーティスト歴約10年のリン・ダン（Linh 
Dang）さんと、約7年のフオン・ザン（Huong 
Giang）さんが在籍する花屋。同店オーナー
でもあるリンさんが自らワークショップで指導す
る。2019年7月に開催されたのは、プレゼント
で渡しても、自宅にそのまま飾っても良い、紫
色の花を使った花束を作る「パールスライト
／ Purle Slight」（1人100万VND）。時間
は約90分。毎月開催される予定だが、ワーク
ショップのテーマは毎回変わるので、詳細は
フェイスブックぺージを確認しよう。

日本などで生け花を学んだオーラリン・グエン
（Auralynn Nguyen）さんが指導するクラス「草月
生け花／ Sogetsu Ikebana」は、「生け花をいつ
でも、どこでも、誰でも」をモットーにしている。全年
齢対象。専用の教科書を用いながら、参加者の
ペースに合わせて進めてくれる。通常のクラスは
火曜10時30分から、7区にあるスタジオ「スピン＆
ゴッホ／ Spin & Gogh」にて。料金は1人1回60
万VND。市内であればプライベートレッスンやグ
ループレッスンの依頼も受け付けている。

ギフト用の花を中心に販売する店。2017年8月
はフリースタイルで作る「フリーフラワーワークショッ
プ／ Free Flower Workshop」、2019年5月は

「ウェディングブーケワークショップ／ Wedding 
Bouquet Workshop」など、様々なワークショップ
を開催。通常2ヶ月に1回、土・日曜の午前に実施
される。料金は1人35万～39万VND。店舗では
なく、1区のコーヒー店「ザ・ランニングビーン／
The Running Bean」などが開催会場になる。詳
細はフェイスブックページなどで発表される。

国際的な賞を受賞したベトナム人フラワーアー
ティストのローズ・カオさん。過去に2区でワーク
ショップを開催しており、日本人生徒がいたこともあ
る。現在はセルビア在住のため、英語字幕付きの
動画で教えるクラス「ベーシックフローラルデザイ
ン／ Basic Floral Design」を開設。料金は約
128万VND（49.99EUR）で、1回の購入で10
レッスン分。動画購入ページでスケッチ読者限定
クーポンコード「SKETCHVIP」を入力すると、先
着100人まで約26万VND（9.99EUR）になる。
2019年12月31日（火）まで。

ハノイに3店、ホーチミン市に1店を展開す
る有名店。2018年5月は、バラなど日ごろ目
にする機会が多い花を使って花束を作る「ブ
ルーミングアットホーム／ Blooming at 
Home」を、2019年6月はポーランド出身の
フラワーアーティスト、イザ・カツィック（Iza 
Tkaczyk）さんを招いて「ザ・インプレッシブ・
オブ・フラワーズ ／ The Impressive of 
Flowers」を開催した。季節ごとに様々な
ワークショップを実施しており、頻度は約3ヶ
月に1回。料金は1人200万～500万VND。

（左下）インスタ映えにぴったりの、心安らぐ色合いの花束　（右下）参加人数は10人ほど。少人数制で和
気あいあいとした雰囲気

（左）花はベトナム国内で生産された
ものを多く使用する　（右）レッスンを
重ねれば、自宅以外でのアレンジも
引き受けられるようになる

（左）ワークショップでは同店スタッフ
らが指導にあたる　（右）部屋にすぐ
置けるポットスタイルで完成

（右上）ヨーロッパスタイルのアレンジメントを10種教えてくれる　（右下）動画は約3時間。テレ
ビや携帯でも視聴可能

（左下） 開催場所は店舗ではなく、イベント会場などワークショップによって異なる
（右下） 2018年12月は自然に囲まれたオープンエリアで実施

これであなたもアーティストに！

ファンタジーのような
世界観を作り出す

ローカルの生花を使って個性を表現

ビニールなどは使用せず環境にも配慮

ベトナム人アーティストによる動画教室

定期的に大型イベントを開催

英語OKで安心のフラワーワークショップ
花の飾り方、生け方について読む、聞くだけでなく、実際に体験した方がわかりやすいという人は、フラワーワークショップに参加しよう。
各クラスのアーティストによってこだわりなどが異なるので、複数参加してお気に入りのクラスを見つけるのも良い。

162 Thai Thinh St., Dong Da Dist.
090 452 5365 　7:00 ～ 21:00

 @fancyflorist.vn

 sogetsusaigon@gmail.com
 @sogetsusaigon　www.sogetsusaigon.com

12, Ngo 15, Nguyen Dinh Chieu St., Dist. 1（店舗）
090 681 7021   8:00 ～ 17:00

 @hoanoivn　https://hoanoi.com

 @rosecaofloraldesign　
www.udemy.com/basic-floral-design-rose-cao

3 Pho Hue St., Hoan Kiem Dist.
 (024) 3576 6338 　7:00 ～ 21:00

 @Litiflorist　https://litiflorist.com
※ほか市内に2店舗、ホーチミン市に1店舗 

Fancy Florist

Sogetsu Saigon

Hoa Noi

Rose Cao

Liti Florist

HANOI

HCMC

HCMC

ONLINE

HANOI

ファンシーフローリスト　

草月サイゴン　　

ホアノイ　　

ローズカオ　

リティフローリスト　


