プロフィール
花のアートが見出す暮らしのうるおい

華道家・空間装飾演出家・花風水鑑定士・
SBT脳メンタルトレーナー

ＮＥＷ ＩＫＥＢＡＮＡ ＪＡＰＡＮ

感性豊かな空間演出
神様が人々に与えた癒しは二つだけ、それは『音楽と花』誰もが大好き、この
素晴らしい事、幸せの道を！伝えていきます。1本の花・緑で幸せの始まり

花POCHI主宰
(社）日本花風水鑑定士協会理事長
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会社概要
大阪府指令経支第1100-93号

名称
有限会社 ポチ
屋号
花ポチ hana pochi
代表者 宮内 孝之 華道家・日本フラワーデザイン協会講師
所在地 〒564-0073 大阪府吹田市山手町3-16-4 （花アトリエ）
Phone 06-6368-5587 Fax
06-6368-5387
会社設立 平成10年１月（平成12年法人化） 1998年
資本金
300万円
フラワーショップ店舗
☆北新地shop花ポチ
屋号（花ＰＯＣＨＩ）
〒530-0002大阪市北区曽根崎新地1-2-16
電話 06-6442-8755 FAX 06-6442-8756
☆宮内孝之 東京花事務所＆ギャラリー
東京都港区高輪3-4-13レフォルマ高輪8Ｆ（ZM内）
東京アトリエ作業場
東京都目黒区下目黒4-1-17（スノーフェアリー）
☆(社団）日本花風水鑑定士協会〒5640073 吹田市山手町3－16－4

主な取引先
㈱JTB・関西テレビ・朝日放送・吉本興業・東京放送・フジテレビ・読売テレビ・
TBS・ソニーミュージックエンタテインメント・(株)電通・大塚製薬(株)・(株)毛髪クリ
ニックリーブ21・渡嘉敷ボクシングジム・堂島観光(株)・風花・(株)八光倉庫・㈱淀
建設・タイ国際航空・日本航空・㈱ドウシシャ・丸紅㈱・㈱日本製紙グループ・来来
亭㈱・デンプス(株)・サントリー(株)日比谷花壇・㈱ネクシーズ、他等
取引銀行
東京三菱銀行 江坂駅前支店・梅田支店
関西アーバン銀行 梅田支店
母の影響で幼児期から花とふれあう
16歳 花の素晴らしさを求め花業界に入る
17歳 いけ花の師匠に弟子入り夜は定時制高校にて勉学に励む
生け花・フラワーデザインを学ぶ
19歳 読売テレビ2時のワイドショー,11PMなどのテレビ番組の花装飾担当
全国バラ装飾大会にて出品 優秀賞 花市場フラワーコンテスト 優秀賞
24歳 もっと世界のお花、庭を見たく海外に渡る
（オーストラリアの花屋さんにて修業）
30歳 帰国後 花、緑のすばらしさ、心の癒しをもっと知っていただきたく
花の総合プロデュース会社ポチを設立 1998年
（ポチの屋号の由来は人生の師匠に命名していただきました。）大阪府在住にて
活動中又イギリスで開催される世界一のガーデニングショー「チェルシーフラワー
ショー」で前人未到の３年連続の金賞受賞を果たした石原和幸の愛弟子である 2

花飾人 宮内孝之 プロフュール ＮＥＷ ＩＫＥＢＡＮＡ ＪＡＰＡＮ
1999年:中華人民共和国雲南省昆明にて開催された
【中国昆明世界園芸博覧会】に出展及生花のプロデュース
2000年 :兵庫県淡路島にて開催されたジャパンフローラ2000年（淡路花博）にて
空間装飾（和歌山県及び兵庫県ブース製作）
ジャパン・フラワーフェスティバル愛知にて製作協力
2001年 :ホテル阪神ラグザ大阪にて5mのクリスマスツリー製作
新神戸オリエンタルホテルお正月用庭園製作協力・
三菱商事＆風花と提携全国 展開
2002年 :テレビ大阪グットスマイル 花装飾・
関西テレビ2時ドキッ!ガーデニングに技術協力出演
2003年:ホリデーインにてブライダル花装飾業務
2004年:福祉施設にて花教室開催大阪府中小企業経営革新支援法認定
経営革新経
営承認企業
2005年 :インテックス大阪医療福祉マッチングフェアーに出展
大阪北新地にて花空間装飾専門店を出店・ラジオ番組出演
2006年 :ホテルニューオータニにて、2万本の赤いバラを使い花空間プロデュース
2007年:神戸クラウンプラザホテルにて藤原さん陣内さんの
結婚パーティー花空間装飾
2008年:ホンダ青山本社にて花教室講演 AIBOとコラボ・
大阪府庁玄関口に花装飾・朝日放送よしもとNEX出演
読売テレビ情報ライブミヤネ屋 花コーナーにて出演（たか＆ゆみ）
日本テレビ行列の出来る法律相談所にて花装飾2009年
フジテレビ26時間テレビ笑っていいとも! ゲストフラワー装飾
日米会談にて・オバマ大統領宛に花の薔薇絵を贈呈（外務省）
伊勢神宮花いけ奉納
2010年:ビルボード大阪ライブ・スイスホテル南海大阪にてフラワーライブショー
世界遺産京都東寺にて花装飾・リーブ21ＣＭ花空間装飾・
87花診断本（電子書籍発売）
2011年:神戸コレクションにて花装飾・ホテル室内を花空間プロデユース
J.COM全国ネット情報番組ゲスト出演(ステキLife)・リーブ21ＣＭ花空間装飾
2012年 :神戸コレクションにて花装飾・鎌倉にてフラワーライブショー・
リーブ21ＣＭ花空間装飾
読売テレビTEN 特集ドキメンタリー番組 花飾人 宮内孝之 放送
長崎ハウステンボスにて花空間装飾・福島県会津大学にて講演会
イタリアMilanoにて花空間装飾と日本舞踊を舞いフラワーライブショー開催
松山千春様薔薇絵・石川遼くん（記念館展示）・スーパーガールズライブ花装飾
2013年:J.COM全国ネット情報番組ゲスト出演(ステキLife) ・リーブ21ＣＭ花空間装飾
神戸コレクションにて花装飾・大阪市産業創造館講演
（花で業績アップ＆花の心理）長崎ハウステンボス銅賞・
大阪心斎橋宮内孝之個展開催 FM大阪出演 軍艦島にていけばな
テレビ大阪情報番組 生放送 「何にしよ」出演
2014年 :東京ミッドタウンにて日本フラワーアーティスト5人に選ばれ
フラワーライブショー出演
六本木ヒルズ 六本木アートナイト出演
ドラマゲスト出演 「深夜の用心棒」 http://youjinbou.net/ 神奈川テレビ
桂由美ブライダルイベントＡＢＣにてフラワーライブショー リーガロイヤル
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ニューヨークにてデザイナーと花個展 テレビ東京・ＡＢＣなでしをＴＶ出演
銀座に宮内孝之ギャラリーオープン
グランフロント大阪にて和のフラワーライブショー

花飾人 宮内孝之 ＮＥＷ ＩＫＥＢＡＮＡ ＪＡＰＡＮ
2015年 01月:薔薇花絵にて堺正章さん製作『マセラッティー
03月:東京ディズニーランド 東京アンヒューシアターにて花装飾
04月:関西テレビよーいドン出演人間国宝さんに認定
TKOさん番組 クールジャパンにて華道にて出演 和
さくらミーツコレクション出演 フラワーライブshow
長崎ハウステンボス花緑空間装飾
05月:スポニチにて花飾人 宮内孝之特集 『Yahooニューストップ一面ニュース』
京都南弾寺にて着物コレクション フランフラワーヘアーshow
06月:ヒルトンホテル ベジタリアンフラワーライブshow＆トークshow
毎日新聞にて斬新な花作家いけばとして宮内孝之紹介される
FM千里ゲスト出演・堂島ホテルにフルーツベジタブルフランフラワー
ヘアーライブshow・四条司家(天皇家料理流派)1200年の歴史と
花コラボin群馬県
農林水産省 八ヶ岳フォーラムにて農業学校にて講演
07月:ラジオ関西にてゲスト出演・大阪モデルコレクションにて
フランフラワー ヘアーライブshowコラボin関西テレビアリーにて出演
あべのハルカス 宮内孝之トークshow＆フラワーライブ
東洋女子ボクシングチャンピオン好川さんウェディング装飾
和フランフラワーヘアーshow
08月:セントレジデンス大阪 空間装飾
09月:あべのハルカス宮内孝之トークショー
10月: VOGUE JAPAN in OSAKA FNO 2015年 宮内孝之 出演 和ヘアーshow
11月:チャレンジド フェスティバル 2015出演 日比谷公園
ミススプラナショナル日本代表ﾌﾗﾜｰﾗｲﾌﾞｼｮー
2016年
01月: ジャパンエキスポinタイバンコック出演
02月:グランキューブ大阪 flowerライブショー 出演 NEW ikebana
03月:東京MXテレビ【美bien】ゲスト出演:FM世田谷 ゲスト出演『花風水』
04月:長崎ハウステンボス 美術館 花空間装飾
05月:ラジオ関西 ゲスト出演『花風水』
06月:テレビ大阪 4Kデジタル画像 ATCトークショー＆flowerライブショー出演
09月:中国 お灸世界大会 flowerライブショー出演 NEW ikebana
09月:中国蘇州ケンスキーピーホテルflowerレッスン開催
12月:ロシア総領事館 FLOWERﾗｲﾌﾞｼｮｰ出演
2017年
02月:アメリカロザンゼルス ハリウッド flowerﾍｱｰﾗｲﾌﾞｼｮｰ
03月:角川インターネットTV出演
05月:著書『魔法の花風水』出版 宮内孝之
06月:中国上海DCFLOWER トークショー レッスン開催
07月:ABCキャスト出演
09月:太閤園出版記念パーティー・ヒルトンホテル 野菜・花空間演出
毎日新聞特集（1本の花で思えば叶う）
10月:阪急百貨店英国フェアー花緑空間演出
11月:中国上海花講習会 上海ラジオ出演
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12月:一般社団法人 日本花風水鑑定士協会 設立

お花との出会い
•

小学生の頃は平凡な家庭に育ち、勉学スポーツに励み生徒会長なども経験
しておりましたが、父親の事業失敗、中学時代から先輩の影響で万引きとタ
バコを覚え補導。 卒業後 吹田高校（今では有名になりました。漫才師・麒
麟の田村君の卒業した学校）になんとか入学しましたが、窃盗、暴走行為な
どでとうとう”千里の悪 逮捕 少年Ａ”で新聞ざたになり、退学処分
退屈な毎日を過ごしていた１７歳の時、友達からの（帰って来いよ！）の電話
で、吹田高校に二度目の入学。昼は働き夜学校、でもまた試練か神様の与
えた運命か、バイク事故、、、。事故の瞬間、もうおわりかなーと自分の中で、
ぶつかった瞬間スローモーションのように空を飛び、頭の中では円広志の
“とんでとんでの“夢想花”が流れていました。
走馬灯のように少年の頃の思い出が、地面に、、、、気がついて目をあける
と、病院のベットにぐるぐる巻きにされた体が、、、、、、。下半身は感覚がな
く、、、体中が激痛に走り 初めて自分が生きている事に気がつき、でもなぜ
生きているのか、なぜベットの上か、、、。
このまま車椅子で生きていかなければ、、、など僕の心には、、。おふくろが
足をさすり、このこの足をなんとかしてくださいと、、先生に頼み、、でもベット
の上では何もできない自分自身が、、、、。友達は見舞いを口実に隣(個室)
では、、シンナーを吸っていました（笑い）。俺は毎日天井のシミを見ながら
動けずしゃべれず、一日が過ぎていく日々でした。食べるものは、点滴のみ、
このまま殺してくれと、心中で思いながら。
これからの人生をどうしたらいいのか迷いながらベットの上で、、、、。
朝になり昼になり夜になり 消灯して また次の日が、の毎日、
ある時、おふくろにたずねた！『なぜ俺を生んだのか？？』。そして、おふくろ
はそっと答えました。『あなたは世の中に必要とされる人間だから』と、小さな
声で、かすかに聞こえた気がしました。僕はごめんよと！そしておふくろはこ
うも言った『私に謝る必要はない、いろいろ人に迷惑をかけたと思うなら、今
度は、人のため、人が喜ぶ人になりなさい』と。かつて裕福な時代の時に庭
でおふくろが花の手入れを、一緒にしたり花を活けたりした思い出が頭に浮
かびました。
必要とされ 人の喜ぶ事を目指そうと、人生の設計図を計画、花の世界に入
りました、二度目の人生の始まりです。
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•
花で飾ると書いて『花・飾・人 宮内孝之』と申します。
最後にはみなさんの 心も幸せの花で飾りますので、お付き合い下い
•
さて、大都会に生きる私たちは、自然との触れ合いから遠ざかっています。
周りを見渡せば、コンクリートと化学物質のオンパレード。デジタルに囲まれ
た現代社会。本当にこのままでいいのでしょうか？文明の発達と共に生活
環境を飛躍すべく、人間は山を切り開き、花や緑をコンクリートジャングルへ
変えてきました。確かに、生活は豊かになりましたが、本来人間が持つ優し
さが薄れつつあります。人口の低下・普段の中で削るとしたら花・でも花・緑
の咲く場所には人々が集まります、人は自然に触れたい ＤＮＡがかたります
10年後日本の人口が減っていくことにより、世界中から人々が移住してきま
す 犯罪などが増える確率が高くなります、その為には花の美しい街つくりを
今から皆さまが行動し、心の笑顔を提供できる国になってもらいたいと思い
ます 空間 演出 装飾 実績日本1 そのノウハウを使い四季折々のプロ
ディースをいたします 花 緑が増えると安心感が増し、犯罪の抑制につなが
ります ペンシルバニア大学 医学部の研究データにもあります。
•

皆さま 桜の花は好きですか？？春になると約10日間
最高の笑顔を提供しますね、どうですか？ 気持いいですよね！！でも残り
の355日間 見た事ありますか？？ 僕は 夏の桜が大好きです！！風にも
負けず、雨にも負けず 最高の笑顔を生み出す 新しいスタートですこれも人
生と一緒です、苦しみ 悩んでる方 ・うつ病など増えています .その為には ま
ずは1本の花を飾ってみてください すぐに枯れると いわれますが 、悪い気
を吸って いい空気を 出してくれてます あなたの為に 枯れる事がいい事
です.内面の美しさから 人生が変わります 花に話しかけてみてください 花に
感動しない人は 華のない人生を歩みます

成功する人は常に自然に 感謝し情熱的です→だから本当の成功者になります
これから 皆さまには絶対 私たちが必要です 花・緑の妖精がついてます、
協力 協賛 サポート お買い上げください 不思議な不思議な 素晴らしい世
界を提供いたしますこの夏 たった1本の花で人生が変わる 本 を出版いた
します 本日帰りに1本の花を買ってみてください、どんなイメージ 想像し
てみてください 変わります 幸せの始まりです

宮内孝之公式ホームページ
https://takayukimiyauchi.jimdo.com/

（社団） 日本花風水鑑定士協会（JFFK）

https://hanafuusuikyoukai.jimdo.com/
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